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機械製図における寸法表現法

の諸相とその変遷についてキ

森 貞彦料

緒 言

1. 19世紀中期までの寸法の表現形式の二重構造

2. 1870年代に起こったこと

3＇寸法を座標と見る考え方の芽生え

4.座標式寸法記入法の展開

(1）定 義

(2) アイデアと実行の問の条件

(3) 現場の作業者の読図能力の推移

(4）情報の数値化という大きい流れ

(5) 1870年代の変革と違う点

結 言

緒 にコ

機械製図はしばしば言語に例えられるが，研究されている程度という点では，それに遠く及

ばない。製図は，言語と同様，世界を分節化する記号の体系であり，それの特性が人間の精神

の在り方と深い関係を持っているばかりでなく現代の文明の主要な骨組みの一つであるところ

の工業の中て、特殊な地位を保っていることを考えるならば，深く研究する価値がある。それに

もかかわらず現実には，多くの問題が放置されている。著者がここで取り挙げる寸法の表現方

法の歴史もその一つである。この主題については，ある時間的広がりにわたって多少とも体系

的に観察し，歴史としていくらかでも掘り下げた例は無い。著者は，そこに鍬を入れようと思

う。

ここでは19世紀初頭から現代までの事情を見ることにし，さし当たっての出発点をブッカー

ホ 1993年10月10日受理， 1993年12月23日改稿受理。機械製図，寸法表現法，情報の数値化，熟練労働，
現代

料 大阪府立大学工学部
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(P. J. Booker）の『製図の歴史」に置く。もっとも，彼は形状の図学的表現に重点を置き，寸

法は形を定義するものと考えているにすぎない。このために形の定義の精密さの向上という点

が重く見られ，寸法の表現そのものよりもむしろ寸法精度や形状精度の表現方法の方が注目さ

れている。そこで注目されているものも記号による世界の分節化の過程の一つであり，それを

深く追究するのも有意義であるが，著者は，今はそれをしない。ここではもっぱら製作図にお

ける寸法そのものの表現方法を取り挙げるが，細かし、点には立ち入らず，寸法表現における数

値化の進展という大きい流れに注目し，それに三つの相を見分け，その相の聞の変選の本質を

追究する。これは，今まで誰も立ち入らなかった視点、に立つことを意味する。この視点は工業

の発達に関する新しい知見に通じるものであり，われわれは，現代文明の特性が図面上の寸法

の表し方にも影響を及ぼしていることを知るであろう。

1. 19世紀中期までの寸法の表現形式の二重構造

ブッカ ーは， 1804年にトレヴィシック （R.Trevithick）が書いたコックの製作図に関して，そ

こに寸法が書かれていないにもかかわらず尺度が明記されたので生産が支障なく遂行されたこ

とを説明している。図面上に寸法を記入せず，尺度を明記して正確な形状のみを描くのは， ト

レヴィシック独特の方法ではなく，長期にわたって標準的な方法と して行なわれていた。

この方法が廃れて，寸法線や寸法補助線を引き，寸法数字を明記する方法が一般化したのは

周知のことであるが，それが実行された例としてプッカーが掲け＠たのは， 1878年にカナダで書

かれた旋盤の図面である。もちろん，その70年を越える期聞を彼が全く空白のまま残したので

はなく，若干の事実を挙げてその間製図法の変化が緩慢であったことに対する見解を述べてい

る。 要約すれば，単一の製品を十分に熟練した一人の職人が作り出す場合ばかりでなく，互換

性を持った多数の製品を地理的に分散した幾人もの労働者が作る場合でも，数字で表現された

寸法を必要としない場合がしばしばあり，当時はむしろそれが機械類の生産の普通の方法であ

ったというのである。すなわち， トレヴィシックのコックの場合を例に取れば「求められてい

るのは 〔コック本体，栓という個々の部品で、はなく〕 コック全体であって， 1人の人がそのす

べてを作るだろうから， 全体の l枚の図面で十分で，どんな寸法も数字という形では書き込ま

れてはいなかった。」とし、 うわけで、ある。 また，現場に居る人々に品物の形状と寸法を伝える

媒体としては，図面よりむしろ見本の方が適当だと考えられることも しばしばあった。 19世紀

の早い時期からアメリカで盛んになった携帯火器や時計等の大量生産は，見本からゲージやジ

グを作り，それに合わせて工作するとし、う方法で行なわれた。このような場合には図面そのも

(1) Booker, P. J. （箸〉，原正敏（訳〉 『製図の歴史』みすず書房（1967）。
(2）前出（1), 194頁。
(3）前出（1), 198～199頁。
(4) 前出（1), 194頁。ただし〔〕内は引用者による補足。
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のさえ必要とされなし、。しかしながら一方では，会社の境界ばかりが国境をさえ越える分業が

問題となり， しかも精密測定の必要性が高まり，その技術が開発されるとし、う情勢のために，

図面への寸法記入が避けられなくなってきた，というのがブッカ ーの説明の要点である。

プッカーが言った事は事実であろう。しかし事実はそれだけではない。彼が言及しなかった

事の中にも重要な事実がある。たとえば，現場の作業者に図面を見せるべきかそれとも見本を

見せるべきかという選択は，いろいろな要因に影響される。複写図と見本のコストの比較は大

切な要因であるし，また一般の作業者が図面を読む能力を持っていたかどうかという事も無視

できない。

注意すべきことには，19世紀中頃には，製作図の手前の段階では寸法線と寸法数字による寸

法表現がしばしば行なわれていた。その頃の技術者のノートブックの中には，20世紀初期の工

場で－使われた図面と同じ程度に寸法を記入した図を書き込んだものがし、くつもある。ブッカー

がそれを知らなかったなどとはほとんど考えられないが，彼はそこに全く注意を向けていな

い。形状表現については，彼は「……19世紀初期の図面や本を綿密に調べてみると，工業製図

が二つまたは多分三つのレベルにあったということが示唆される。」と言い，一種の階層構造

があったことを認めているし，その上別の所ではレッテンバッハー（F.Redtenbacher）の言葉を

引用して，製図の本質が二つの部分一一一設計者が自分の考えを具象化するための道具としての

部分と，多くの人々に何を作るべきかを伝える媒体としての部分一一ーに分けられるとし、う考え

を支持している。それでいながらなおその二つの部分での寸法の表現型式が19世紀中頃まで顕

著な違いを持っていたことには触れていない。

この論文での著者の仕事は，この点でブッカーを越えることから始まる。ブッカ ーが形状の

表現に関して見いだした階層構造と似た二重構造が寸法の表現方法においても存在しその階

層の区別はレッテンパッハーの言う「二つの部分」の区別とほぼ一致していたと言える。

そして重要なことには，寸法表現の歴史における最初の変革は，その第一の部分から第二の

部分へ表現形式が流れ込むことによって起こった。次章でその経緯を述べるが，ここで指摘し

た二重構造はその変革の前提として確認しておかねばならない。

2. 1870年代に起こったこと

前章で言及したところの技術者のノートブックの中の図は，一種のフリ ーハンド図であっ

て，尺度は正確でなかった。このため寸法を記入せざるを得なかったわけで‘ある。だがそれは

私的なメモにすぎず，公開すべきものでも，教育の対象でもなかった。

ところがやがて人々は，そのようなフリーハンド図が書けるということ，したがって任意の

(5) Baynes, K. and Pugh, F.; The aγt of the engineer; Lutterworth Press, Guildford (1981) pp. 

155-157。
(6）前出（1), 133頁。
(7）前出（1), 196頁。
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物体のスケッチができることが，エンジニアであろうと，職人であろうと，機械工業にかかわ

る仕事で生計を立てよう とするすべての人にとって大切な能力であることに気付き始めた。そ

して非公開にすべきものは図の内容であって表現形式でないことに思い及んだとき，寸法線，

寸法補助線および寸法数字を伴ったスケ ッチ図が製図の教科書に載り始めた。その先頭に立っ

たのは， 1870年に夕、ヴィッドソン （E.Davidson）が著した Di・aτving for machinists and engi・

neersであった。

図－ 1(a）はそこに掲げられたフリ ーハンドスケッチ図の一例であるが，こういう図に物差

しを当てて寸法を拾うのは明らかに無意味であるから， 他人に寸法を理解させ， 自分自身も間

違えないようにするには寸法数字をいくつも記入せざるを得なかったわけで‘ある。しかし，そ

の本のすべての図がそうだったのではい。定規とコンパスを使って正確な縮尺て、書かれた図の

方がフ リーハンドスケッチよりはるかに多く掲げられているが，図－ 1(b）のように，それら

には原則として寸法が書かれていない。ただ し， 長尺の物体の中央部が省略されて，全長と

か，両端に近い重要な部分の聞の距離等が物差しでは求められなくなっている場合に限ってそ

の原則が破られている。図－ 1( c）がその一例である。これは注目すべき事実である。ダヴィ

(8) Davidson, E. A.: Drawing for machinists and engineers; Cassel, Petter and Galpin, London 

(1870）。
(9）前出（8),PLATE XXVIII. 
(I（］前出（8),PLATE XXXII. 

ω 向上。
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図 2 1879年に Eπ.gineer誌に載った図の一例

ッドソンは，図面から寸法を拾う際には原則として物差しかパスを用いるべきだという考えか

ら脱却していなかったのである。

しかし，たとえ中途半端な点があるにせよ， 寸法を記入した図面が教科書に載ったという先

例はできた。これを契機として，寸法を記入した図面を掲げる出版物が出回りはじめた。そし

てそれが当たり前になるには十年もの歳月は必要で、なかった。図 2は1879年の日付のある雑

誌 Engineerからとったものであるが，かなり詳細に寸法が記入されている。この頃にはこの

程度に寸法を記入した製作図というものはもはや珍しくなかったのであろう。プッカーが示し

たカナダの旋盤の図が1878年のものであることもそれを裏付けている。新しい表現形式の普及

は，比較的短い期間のうちに起こった。

3.寸法を座標と見る考え方の芽生え

ダヴィッドソン以後フリーハンドスケッチの重要性を強調する製図教育家は増加し，図面へ

の寸法記入を奨励する教科書も多く現われた。 1893年に初版が刊行されたロウとベヴィス（D.

A. Low and A. W. Bevis）の A manual of machine drawing and design もそのひとつであ

るが，そこでは図面上に寸法を記入することの意義として次の二点を掲げている。

①図面への寸法記入は重要なことである。もし寸法が欠けている と，職工は図面に定規や物

差しを当てて寸法を拾わねばならず，時間と労力の浪費になるばかりか，間違いが起こ りやす

L、。

②必要な寸法はすべて記入し，製作にあたって計算が必要でないよ うに しなければならな

い。例えば細長い物体がいくつかの部分に区切られているとき，各部分の長さを記入するだけ

でなく，全長も記入すべきである。

20世紀に入るまでは，きわめて稀な例外的な人のほかはおおむねこの程度の考え方をしてい

たようである。すなわち寸法は時間と労力を節約し，間違いの起こる可能性を減らすために記

（！~ Engineer (Lon出n,Feb. 7, 1879〕p.980 

（！~ Low, D. A. and Bevis, A. W.: A manual of machine drawing and design; Longmans, Green 
and Co. (1893) pp. 4 50 
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入されるのであって， それは図面と L、う舞台では脇役にすぎない。主役はあくまで図形であ

り，図面は第一義的には形状を示すために書かれたので、ある。そこには，産業革命の頃機械製

図を先導した建築製図の考え方が影を落としていた。

しかし， 機械類の本質からすると，こ うし、う考え方は克服されなければならなかった。その

本質とは，拘束された一定の運動を，正確に，繰り返し行なうということであり，更に互換性

の要求がその上に重なってくる場合が多い。機械がたとえば船体や建築物と決定的に異なる点

はここにある。そしてこの木質は，必然、的に，機械を構成する各要素の寸法に対して厳しい要

求を突き付ける。これはたいそう複雑で深刻な問題を含んでいるが，それを掘り下げる ことは

次章ですることにして，ここではその時起こった現象を見ておこう。

その要求から生じる圧力を最も敏感に受け止めたのはアメリカの工業家であった。そこでは

熟練労働者の賃金が世界中で最も高く，工業生産の競争力を維持するには能率の向上が何より

優先しなければならなかった。製図法がその能率と関係を持っている ことは，機械工業関係者

の闘では1870年代の末期から意識されはじめ，1880年代に入ると製図法をめぐっていくつもの

論争が繰りひろげられた。そのさ中にゴードン（Gordon）という筆名を持つ人によって書かれ

た投書は，大西洋の東の人たちよりもはるかに進んだ考え方を含んでいた。

機械の図面の中で実にしばしば起こる間違いは， 寸法をし、し、かげんな所に書くことから

生じており，そのために生産が遅れたり混乱したりする ことがよくあります。 現場での混

乱や錯誤を回避するために，寸法をある主要な線、または点からの距離として与えることは

常に可能です。土木技術者は， 水準を出す際にはすべての測定が準拠すべきベース ライン

あるいはデータムをはっきりと定め，数字が混乱したり取り違えられたり しないよ うに細

心の注意を払います。

寸法を明確に，そして関連のはっきり した方法で‘与えるのは，技術的なルーノレとの厳格

な合致という点で重要であり，いろいろな部分に注意深く陰線を施すとか，影を正しく描

くというような事より大切です。実際，私は後者を少しでも重 く見る労働者に会ったこと

がありません。それどころか，多くの現場でほとんど毎日のように図工の悪口を聞かされ

るのですが，その原因の多くは，品物の重要な箇所との関連を無視した寸法表現にあるの

です。

ゴードンは土木製図からヒントを得たようだが，土木工事では常に水準が重要であることか

らその分野での製図において上に述べられているような寸法記入方法が考え付かれる機会があ

ったのであろう。ところが機械類の生産の場合には，土木工事と同じ意味で水準が問題にされ

ることはほとんど無い。 このため，機械製図では土木製図に比べて「ベース ラインあるいはデ

ータムをはっきりと定め」るというアイデアが生まれ難かったのであろう。それにもかかわら

M 森貞彦『文化と技術の交差点』パワー社（1990)145～154頁。
帥 Gordon：“Shopdrawings" American l'vf.achin叫
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ずアメリカでは，すでに1883年にそのアイデアを持った人が現われたのである。

その投書がなぜ重要かというと，ベースラインあるいはデータムを明確にすべきこと，そし

て寸法はそれを原点とする座標であるべきことを示唆した最初の発言だからである。ゴードン

自身は座標とし、う言葉を使っていないしまたその後Iも図面上の寸法のことをはっきりした原

点を持った座標に例えることはかなり後まで行なわれなかったが，彼によって示唆された思想

は，一時消滅したかのように見えながらも，その後の長い年月の聞に徐々に成長していった。

そしてそれに伴って寸法の重要性が明確に認識されるようになっていった。この過程は， ロウ

とベヴィスのような，形状を主体としてそれに寸法を従属させる考え方とは本質的に異なるも

のであり，むしろ寸法を独立させる過程とも言うべきものである。 清家正が1920年代なかばに

表明した「機械製図，特に部分図にあっては寸法及之に付随する記述が主なる眼目であって，

図形は寸法を表すよすがであり， …」という，昔日に対して逆転した思想は，ゴードンに発

する流れの中に位置付けられる。

4.座標式寸法記入法の展開

(1）定義

この論文では，ゴードンのアイデアにもとづく寸法記入方法のことを「座標式寸法記入法」

と呼ぶ。 1次元の場合と 2次元の場合を区別して呼ぶ人も居るが，ここではそうし寸区別はし

ない。

この方法による寸法記入の基礎となる座標系は， l個の物体に対して必ずしも l個だけとは

限らなし、。複雑な形状およひ、加工工程を持った機械部品では，多くの場合，複数の座標系が考

慮されなければならない。

(2）アイデアと実行の聞の条件

ゴードンの投書は，特に注目されもせず，反響も無かった。そして彼のアイデアと合致する

図面は，およそ四半世紀もの問事実上無かったと言える。 20世紀に入ってから若干の契機を得

て，それに合致する図面は徐々に増加していった。この事を説明しようとするならば，ゴード

ンのアイデアはある条件が整ってはじめて力を発揮するものであり， 1880年代にはまだその条

件が整わないために価値が認められなかったと考えざるを得ない。

アメリカの機械製図の歴史の中にこれと似た事例が存在する。一品一葉製図は1880年頃アメ

リカで開発されたが，当初は単に原図，木型，ジグ等の出納に便利な方法としか考えられず，

他の面での欠点〈図示された部品と他の部品との関係がわかりにくいこと等〉を凌ぐ程の特徴は無い

と思われたのでそれを採用する企業は稀であった。しかし科学的管理法が普及し，新しい工場

(lG 清家正「科学的研究に基ける製図論』パワー社 (1926)11頁。
帥森貞彦「形状の表現に関する若干の考察」『設計製図』 10巻， 45号（1975)41～480 

53 



技術と文明 9巻l号ω

制度が成長していくと，それに歩調を合わせて一品一葉製図も普及した。これは，一品一葉製

図が，実は合理的な工程管理，資財管理，原価管理等を円滑に行なう上で、たいへん役に立つこ

とがわかってきたからで、あど。この場合には，新しい工場制度が一品一葉製図の真価を発揮さ

せる条件と して重要なものであったというわけである。

それでは座標式寸法記入法が活用されるための条件とは何か。 これは一品一葉製図の場合よ

りはるかにこみいっている。それを考えるために，先ず座標式寸法記入法が実施された例とし

て著者の知る最も古いものを見ょう。図－？はその一例であり，1907年に Americani¥1.a出，

nistに掲載されたものである。これは，前後方向および左右方向に設けられた精密なねじの操

作によってそれぞれ 1/1000インチの正確さで位置決めをすることのできるボーノレ盤を紹介し

た記事の中に挿し図として掲げられたもので，一定の厚さの板状の機械部品を表しており， そ

のボーノレ盤の特徴を生かした表現方法の例として示されている。

この事例について考える とき，四半世紀前には無かったところのそうしろ特殊なボール盤を

実現させた技術の進歩と，高価であるに違いないそのボーノレ盤に活躍の場を与えた経済的環境

の変化に注目しそれらがゴードンのアイデアを復活させたと見るこ とができるであろう。そ

の見方は決して見当違いなどとは言えないが，例えば，ハンドノレにも，摺動部分にも一つの日

盛りも無い旋盤の上で，物差しと，外パスと，片パスだけを使って作業をする場合でも，ゴー

ドンのアイデアは有意義であり得る ことを考慮するならば，長い空白をそれだけで説明するの

は無理であろう。

次節では，その説明に向けての一歩を進めるために，当時の労働者にとって製図とは，図面

帥前出（14)0
(l~ “A precition drilling and reaming machine”American J'viach仇ist,vol. 30 (1907）〔December

26〕p.963。
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とは何であったのかを見ょう。

(3）現場の作業者の読図能力の推移

19世紀のアメリカの機械工場の労働者にとって製図あるいは図面とは何であったかを問題に
帥

するならば， コノレヴアート（M.A.Calvert）の言う「工場文化」 を視野の外に置くことはできな

い。 1890年頃まで，アメリカの機械工業における典型的な出世コースは，職工→ドラフツマン

→エンジニアシ工場主とし寸ノξターンを持っていたが，この道を歩んだ人たちの聞に形成され

た文化が工場文化で、ある。この図式からわかるように，生産現場での労働の経験と製図の能力

は，共に出世の必要条件であった。しかし，一般の労働者にとって，前者はいやでも身に付く

が，後者は機会にも恵まれ，努力もしなければ身に付かないものであった。だいし、ち，青写真

の実用化より前には， 平の職工が図面を見る機会はほとんど無かった。多くの機械類の生産

が，図面でなく，見本によって行なわれたことは既に述べたが，機関車という，見本を作るに

は大きすぎる物を製造する大工場でさえ， 1860年代には「そこに居る人たちはどの機関車につ

いても横断面図を見たことがない。軸が軸受に当たる位置とか，そういった種類のいろいろな

ことは，木型工場や職長の部屋に積んであった 1インチ角の棒にしるしを付けて示される。」

とし、う有様であった。出世の必要条件だと言っても，労働者の大多数が図面を見たことさえな

いという状況では，人並み外れた聡明さと強い意志を持つ者以外は，製図の学習の意欲が湧か

なかったとしても不思議ではない。 このため， 1880年代の初め頃になっても「この忙しいの
聞

に，現場の誰も図面を一目で理解することが出来ない。」と嘆くエンジニアが居た。

このl嘆きの背景には青写真の普及という出来事があった。 1842年に発明された青写真がよう

やく 1870年代末期に実用化されたが，それによって多数の図面が生産現場に持ち込まれるよう

になった時には年配の職工たちは戸惑ったようである。 しかし若い職工たちにとっては， そ

れはむしろ強い刺激になった。 この刺激を感じた若者たちは製図の夜学に通った。後に当時

(1885年頃〉を回想した一人の技術者が書き残した文がある。

校長は，熟達したドラフツマンであ仏教師としても，男としてもすばらしい人物であっ

た。教科内容は，製図器具の使い方，平面幾何学，相貫体を経て通常の機械の部品図へと

進み，最後には機械の組立図に至った。実習用機械の見られる部屋があり， 部品図を書く

ためにそれを分解することもできた。生徒の大半は工場で働いていたので毎日10時間も機

械を操作しており，機械がどういうものかよく知っていた。けしからぬ所業のある者はそ

制 Calvert,M. A.; The mechanical engineer in America, 1830-1910; ] ohns Hopkins Press, 

Baltimore (1967）。
制 Clark,V. S.: History of manufactures in the United States, vol II, 1860-1893; Reprinted by 

Peter Smith, N. Y. (1949) p. 81。
伺 Powel,S. W.：“Explanations and suggestions regarding mechanical drawings" American 

Mac him以 Vol.4 (1881）〔Jun.11〕p.50 
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こで作業する ことを禁じられた。そして，実務に通じていない教師はとても勤まらなかっ

た。怠け者は，工場で10時間働いた上に週 5日の夜学に通うことができないのが普通であ

るし，先行きどうなるのかを考えようとしない者や成功するかどうかに無頓着な者も同様
闘

であった。

当時の夜学に，そして若い職工たちの聞に一種の熱気があったことがこの文の行聞に見え

る。 しかしそ うし寸熱気は永く続かなかった。工場文化が衰退し，代わって大学卒業者の集

図が学校文化を醸成し， 新しい工場制度が確立されると，製図の能力があるとし、う程度では職

工から工場の幹部に昇進するということはほとんどありえなくなった。要するに，一般社会と

同様，ホレイショ ・アノレジャ ー （HoratioAlger）が描いたようなアメリカン ・ドリームは工場

からも消え失せた。

とはいうものの，第一次世界大戦が始まった頃までは，その熱気の中で育った人たちが製図

法の改良にかなりの貢献をした。その中から寸法公差とか，はめあいとか，仕上げの条件に関

する表現等が生まれ，更には検図や図面管理のシステム，そして生産管理に図面を活用する方

法等が編み出された。座標式寸法記入法が一時黙殺同然の憂き目を見た後四半世紀も経ってか

ら陽の目を見たのは，こうし、う時代的背景のもとでの事である。

(4）情報の数値化という大きい流れ

座標式寸法記入法の効果はゴードンの言った範囲にとどまらなかった。フレンチ（T.E.
~~ 

French）が1935年に著わした教科書では， 座標式寸法記入法の特徴は 「誤差が累積的でなし、」

ことだとされている。ゴード ンは明言しなかったが，これこそ座標式寸法表現の本質的特徴で

あり，機械製図の情報の数値化とし、う現代文明の一つの特色に結び付ける結び目の一つがこ こ

にある。

図面に図形を書くだけでなく寸法を記入するということが既に情報の数値化に向けての大き

い動きである ことは容易に説明できる。 それによって， 気温や湿度による紙の伸縮とか，物差

しの当て方，読み取りの個人差というような撹乱要因は除去され，図面の解釈は安定し，特定

の箇所の寸法として一定の数値が読み取られる ことになる。この意味において，1870年代に起

こった変革は現代文明の特色に適合したものであった。 しかし寸法表現の方法が座標式でない

聞は，数値化の水準が低かったと言える。なぜなら，その段階では紙の表面から読み取られる

イメ ージの問題は解決しても，現実の加工対象物の上に現われる諸問題のいくつかは残るから
闘

である。誤差が累積するかどうかということは，残存する問題の中の重要なもののーでつある。

同 Fairfi巴Id,H.P.：“School drawing”American 1Vfachi1出t,vol. 27 (1904) pp. 1507-1508。
制 French,T. E.: A manual of engineering drawing for students and draftsmen; (1935〕p.

1380 

帥森貞彦『機械製図の考え方 ・すすめ方』 工業調査会（1985)145～146頁。
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図－4 1935年のフレンチの教科書に載った図の一例

残存する諸問題の性質は混み入っており，その全貌をこ こで論じる余裕はないが，それが古

い時代には問題にされなかったのはなぜかということだけは言っておかねばならない。詳しい

話を後回しにして言って しまうと，それは現場の責任者や作業者の熟練と配慮が行き届くこと

によって表面化せずに済んでいたのである。

寸法が記入されない図面が書かれた時代には，そこに描かれている物体が何であり，どうい

う部品がどう組み合わされ，どんな機能を発揮すべきかということが，少なくとも職長級の人

に理解されなければ仕事は始まらなかった。おそらく，エンジニアと職長は，図面を聞に置い

て， じゅうぶん時聞をかけて話し合ったに違いない。類似の製品を繰り返し生産していればそ

ういう話し合いは不要になったかもしれないが，現場の人たちが加工対象物の用途や機能を知

ることは，図面に寸法が記入されるようになっても，また青写真による複製が行なわれるよう

になっても，必要なことと考えられていた。

その考え方からすると，部品図は多品一葉図にするのが当然であった。それは，部品相互の

関連が理解しやすかったからである。一品一葉図がある種の特徴を持っていることがわかって

いながら19世紀中はあまり用いられなかったのは，その理解を妨げると考えられたためで、あ

る。それにもかかわらず今世紀に入ってから一品一葉製図が普及したのは，先にも述べたが，

新しい工場制度の中での生産管理を円滑に行なう上でそれが必要になったからである。そして

それと並行して発達した計測技術，特に限界ゲージシステムは，個々の加工対象物についての

関連部品への配慮の必要性を減らした。しかし 減ったとは言いながら，それは決して無くな

ったわけで、はなかった。現場の人たちは，非常にしばしば自分が手掛ける製品の用途や機能を

知ろうとしたし，それを知らされないと満足な仕事ができないことがあった。しかし多くの

場合には製品の機能は自明であったので，彼らは特に説明されなくても適切な配慮の下に作業

を遂行した。説明は，設計者が特に必要と思った所だけに加えればよかった。そうし、う場合に
闘

は，例えば図－ 4のような図が書かれた。このクラッチ軸の寸法は座標式に書かれていない

帥前出帥 p.140。
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が，作業者が各部分の機能を十分理解して適切な配慮、をすることが期待できるので誤差の累積

などということを気にせずに寸法記入をすることができたと考えられる。ただ，その理解を確

実なものにするためには玉軸受けがはまる箇所を明記したり，ある講が研削加工の際に砥石の

縁を逃がすためのものであることを表示したりするこ とは必要であった。

このように，現場の人たちの熟練と配慮が行き届くことが期待できれば，それによって「残

存する問題」はカパーされ，図面に書き込む事柄の表現に神経をすり減らす思いをしなくても

よいことになる。しかしながら，作業者の熟練と配慮は時と場合を選ばず当てにできるわけで

はない。だし、L、ち，十分に熟練した作業者は何時の時代にも不足がちであり，それに依存すれ

ばコストは高まる。それに労働事情というものは常に安定しているわけではない。また，労働

者の平均的な意識が時代の影響を受けて変化し，それに伴って配慮の内容が変る こともある

い 極端な事態，たとえば大規模な戦争でもあれば，普段なら熟練工がする仕事の一部を素人

同然の労働者にさせねばならないこともある。その上，軍需品に時々あることだが，製品の用

途や機能を作業者に知られてはならない場合さえある。そうでなくても，技術革新のテンポが

早くなると，古い常識を破る製品や加工方法が次々に開発され，その都度加工の重点が変るこ

ともある。

このように，時代が下がるにつれて「残存する問題」を極力減らしかっ小さくする必要性

が強まってきた。すなわち熟練と配慮に頼らなくてもよいようにする，言い換えると半熟練者

または未熟練者を活用する方途が探されることになった。座標式寸法記入法は，このコンテク

ストの中で脚光を浴びたのである。これは，少なくとも誤差の累積という問題をクリアできる

ものであり，製品の用途や機能に関する作業者の配慮とか，言語による説明を排除して，数値

による指定だけで完全な製品を得るための一連の方策一一限界ゲージ方式，限度見本による仕

上げ程度の分節化， 平面度， 真円度等の測定方法の標準化等々ーーの間に位置するものであ

る。すなわちこれによって情報の数値化が推進されることになる。

(5)1870年代の変革と違う点

このように， 1870年代に起こった変革も，ゴードンのアイデアを実現する過程も，共に情報

の数値化という現代文明の流れに添っている。ところが，前者は比較的短期間で完了したのに

対して，後者はたいへん緩慢に進行した。そして今世紀後半に入って数値制御機械加工が一般

化するに及んで一応行き着く所迄達したかのように見えるが，それでも図面上の寸法がすべて

座標式に表現されるようになったわけではない。このように，二度の変革の聞には現象と して

の著しい差異がある。この差異が何に由来するかということを以下で明らかにしよう。

著者は既にその違いに関係のある言及をした。すなわち1870年代の変革だけで‘は紙の表面か

ら読み取られるイメ ージの問題は解決しても，現実の加工対象物の上に現われる諸問題のい〈

っかは残ると指摘したが，実はその残存する問題の本質こそ変革の進行の早さおよび普遍性の
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差の根源と考えられるのである。

単純な考え方からは，図面から読み取られるイメ ージと現実の物体の形状との違いは空間座

標の次元の数が 2か3かということにすぎないと思われるかもしれない。そのイメ ージが 2次

元の世界に属するということは，考え方が単純であるかどうかとは関係無く正しい。そしてい

くつかの 2次元のイメ ージを組み合わせて新たに立体的なイメージを作り出したとすれば，そ

れは3次元のイメ ージだと言っても良い。そのイメ ージが，工作機械の上で切り粉を出すこと

によって形作られたり，水分やほこりを入念に除去してから慎重に他のイメージと組み合わさ

れたり，燃焼ガスの圧力を受けて高速で動いたりするわけで‘はない。しかし工業生産の場に

ある現実の物体は， 決 して， 僅か3つのパラメ ーターで記述できるような単純なものではな

い。ある特定の機械部品のある一つの仕上げ面だけでも，詳細に調べてみれば統計的あるいは

確率的にしか扱えない幾何学的性質が必ず存在する。したがってその一つの面だけでも， 3つ

や4つのパラメ ーターはとても表現しきれるものではない。そうし、う複雑な性質を持った面

や，援や，軸心や，その他の形体をたくさん持っている物体を記述しようとすれば，気が遠く

なる程多数のパラメ ーターを扱わねばなるまい。それゆえ図面上のイメ ージと現実の物体との

違いを次元の差としてとらえることは事実上不可能である。

では，そこにあるのは何の差か。それは短い言葉で‘表わすのは難しいが，あえて言うならば

数理と人の心の違いとでも言うべきであろうかと思われる。人聞が持つイメージが数理だけを

反映すると考えるのは必ずしも当を得ないからこの言い表し方には批判の余地があるかもしれ

ないが，たとえば完全な平面とか，直径がある数値に一致する完全な円といったような，抽象

的な数理の世界の存在は人のイメージの中でしか構成できないことを思えば，ここで「数理」

とし、う言葉を使うことは許されるであろう。

著者がここに「心」としづ言葉を使うのは，前節の中程で言った「現場の人たちは，非常に

しばしば自分が手掛ける製品の用途や機能を知ろ うと したし，それを知らされないと満足な仕

事ができないこ とがあった」という事と関係がある。そもそも人が物を作ろうとするのは，そ

の物の用途が既知だからであり，作るからには，誰でも，その用途に適した機能を効果的に発

揮する物を作りたいと思う。更にそこに美的センスを発揮しようとし、う願望が加わることもあ

り， 古来多く の工芸品が作られてきたわけで、あるが， 美的センスにはここでは触れずにおこ

う。ともあれ， 工人の胸の中には， 有用な物を作り 出すこ とを誇りとする心が常に宿ってい

る。これは，学者が真理を追求しようとする心，芸術家が美をきわめようとする心，宗教家が

聖なる境地に達しようとする心， 軍人が敵を圧倒しようとする心， 農民が良質で豊富な作物を

育てようとする心，商人がより多くの利潤を追求する心等々と遠く隔たるものではなく，人間

の本性の一部だと言っても良い。

1870年代の変革は，イメ ージの領域で数理の問題とかかわりあっていたが，上に言った意味

での人間の本性の領域には触れていなかった。しかし座標式寸法記入法は，人間の本性の領域
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で心の問題に触れるものである。それは，先程指摘した無数の次元を強引に圧縮してノξラメ ー

ターの数を実用的な所まで減らそうとする一連の方策すなわち寸法許容差，表面あらさ， うね

り，形状精度等々とし、う人為的なカテゴリーの設定と軌をーにするものである。それらはいず

れも情報の数値化のために設定されるわけであるが，工人の誇りが考慮されているわけではな

い。その誇りは，多くの次元に属する問題を，包括的に，理性と，感性と， 筋力を総動員して

解決しその結果として有用な品物を作り 出すことを目指すが，これは数値化とは全く違う方

向を指向するものである。

座標式寸法記入法の価値は，それによって機械類の生産をより経済的に遂行できる場合があ

るという点に存する。経済的とは，一定の有用な効果をより少ない原価で実現するということ

である。賃金の安い未熟練工が熟練工と同じ品質の物を， 同じ時間内に，同じ数量だけ生産で

きるなら，それは経済的な生産である。現代の文明においては，これに類する経済の考え方が

価値観の中心にすわっている。情報の数値化は，非常に多くの場合， この価値観に適合する手

段をもたらす。たとえば録音技術に数値的手法が取り入れられたことによ って，天才的演奏家

が作り 出すのとほとんど同じ振動を家庭用の機器から空気中に放射するこ とが可能になった

が，これなどはきわめて現代的な文明の所産と言うべきであろう。機械類の生産において，個

々の製品の上で問題になる無数の次元を強引に圧縮し，あるいは切り捨てて，情報の数値化を

図るのは，熟練工によらずとも，未熟練工ないしはロボットによって有用な製品を得る手法を

確立するためで、ある。座標式寸法記入法は，その手法のーっとして価値を持っている。

座標式寸法記入法は必ずしも工人の誇りと矛盾するとは限らない。しかし，両者の価値観が

根底的な所で一致しないということには注意が必要である。これについては，次のような事が

あり得ることを考えれば理解できるであろう。例えば図－4に捕かれた軸を旋盤で、加工する場

合，素材を与えられた職工が，どこから削り始めてどういう順序で削っていくか，データムを

設定するかどうか，設定するとしたらどこにするかというような事は，必ずしも一定している

わけではない。大体の定跡とでも言うべきものはあるかもしれないが，Mという職工にとって

最良の方法がSとし、う職工にとっても最良とは限らない。結果として，時間当たりの生産数量

や製品の品質に差異が無ければ，どちらが良くてどちらがし、けないとは言えない。すなわち，

データムとかベースラインというものを一定の所に定めるべきかどうかは， 必ずしも決まって

いるわけではなし加工にあたる作業者の判断に任せても良い場合があるし，加工の手II肢もま

た作業者の考えに委ねても良い場合があるのである。こういう所にさえ自由が認められないと

なると，先程言った「工人の誇り」は，もはや窒息するほかはない。

このように見ると，座標式でない寸法記入法というのは現場の作業者にある範囲での自由を

与える方法であることがわかる。この論文は彼らに自由を与える ことが良いか悪いかを論じる

ものではないが，どの民族の文化においても自由が，意味合いや程度において一様ではないと

しても，価値あるものとされていることを思えば，その寸法記入法にも価値が認められる こと
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になる。

それゆえ座標式でない寸法記入法と座標式寸法記入法の対立は，価値観の対立だと言える。

これは， 1870年代の変革の前後の方法の対立と著しく違う。二つの変革の進行の速さおよび普

遍性の違いは，これに起因するもの と言える。

この論文でとり挙げられた現象を通じて，現代の文明の特性が垣間見られる。その文明の中

では経済的価値観が中心に位置しその他の価値観，たとえば工人の誇りほどというものは周

辺に押しやられている。すなわち，もともと有用な物を作ろうという人聞の本性に根ざして生

まれた工業技術が，この文明の中ではその本性を置き去りにして， !BIJの価値観に乗り換えて発

達しつつある。この事が機械製図における寸法の表現という一見小さい技術にも反映している

のである。

結 仁コ

19世紀初頭から今迄の機械類の製作図における寸法表現の方法には，3つの相がある。第 1

相では，図形と尺度のみが示されて， 各部の寸法は数値として与えられなかった。第2相で

は，各部の寸法は数値として与えられたが，座標としての考え方は盛り込まれなかった。そし

て第3相では， 寸法は， 基準の位置を明らかにして，座標と して表示された。 1870年頃まで

は，第 1相のみが社会的に認められていたが，個人のノートブック等の中には第2相も存在し

た。 1870年代には，第1相は姿を消し，第2相が一般化した。第2相から第3;J、目への移行は，

1883年にきざしが見えたが，本格的に起こったのは20世紀に入ってからである。この移行は緩

慢であり，現在は第2相と第3相が共存している。

この過程の全体は，基本的には情報の数値化という，現代文明の一つの流れに添うものであ

る。 しかし 2度起こった相変化の性質は決して同じではない。第1相から第2相への移行

は，イメージの世界に属するものであり，比較的単純であった。これに対して第2相から第3

キ目への移行は，人間の心の奥底での価値観の対立を伴うものである。人間の精神の自由な活動

によって良い物を作ろうとすることから始まった工業は，経済的価値観に従うようになり，も

ともとの価値観を周辺部へ押しゃった。第2相から第3相への移行はこの過程と見ることがで

きる。
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On Phases of Methods Representing Dimensions in 

Engineering Drawings and Their Changes 

by 

Sadahiko MORI 

(University of Osaka Pγefecture) 

Three phases are seen iロthem巴thodsof presenting dimensions of object, shown in 

working drawings for the production of machinery, in the period since the early nin巴ー

t巴巴nth century. In the first phase, the drawings did not directly give the numerical 

values of dimensions but exhibited precisely scaled 五gures of obj巴cts. This phase 

disapp巴aredin the 1870s and th巴 secondphase in which the numerical values were 

dir巴ctlygiven but had no relation to any coordinate system took place. The germination 

of the third phase in which the dimensions and the location of every feature of an 

object were given in specific coordinate systems was seen in 1883. However, it 

d巴velopedgradually and barely began in the first decade of the twentieth century. 

Recently, the second and the third phases are keeping an equilibrium. 

This process, including two changes of phases, is consistent with the character of 

modern civilization in which various and many piec巴sof information are numericalized. 

However, the changes hav巴 verydiffer巴ntnatures from each other. The former b巴longs

to the world of images: and, accordingly, it can b巴 understoodin relatively simple rela-

tions. The understanding of the latter, on the oth巴rhand, demanded deep discussions 

of various relations and contexts b巴causeit, in a sence, involved the human nature. 

The discussions showed the following: although industry was derived from th巴 free

minds of men who wished to channel th巴ir vitality and who desired to make good 

things, it became commercialized and these values caused latter changes. 
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