
1 は じ め に

九州大学総合研究博物館（以下，総合研究博物館とする）の X線管コレクションに，ガラス管

に金鵄のマークがプリントされたガス X線管が存在する。この個体は，そのマークから「キ

ンシ管球」と呼ばれていた国
（1）
産品であることがわかっている。

日本において X線管の国産化に成功したのは大正4（1915）年と伝えられている。この年，

製造・販売に成功したガス X線管は，東京電気株式
（2）
会社（以下，東京電気）によるギバレント

ゲン管球（以下ギバ管球）と，軍医肥田七郎の指導による「肥田式管球」の2者が知られてい

る。このうちギバ管球については複数の現物が確認できて
（3）
おり，その開発の経緯も東芝科学館

（現・東芝未来科学館）の
（4）
図録に紹介されている。一方「肥田式管球」については，後に森川製

作所が製造する通称「キンシ管球」と関係が
（5）
あることは幾つかの資料から読み取れるが，まと

まった情報が見あたらず詳細が不明であった。
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そこで，本研究では，主に文献調査によって，肥田式管球の開発の経緯とデザイン上の特徴

を明らかにし，当該製品にキンシのブランドが設定されるまでの経過を明らかにする。また，

他社の国産 X線管の開発状況との比較を行い，肥田式管球・キンシ管球をガス X線管のデザ

イン史に位置付ける試みを行う。最後に，当館所蔵のキンシ管球のモデルについて考察し，今

後の検討課題を示す。

（1）九州大学総合研究博物館のキンシX線管

平成26（2014）年に，九州大学大学院医学研究院保健学部門医用量子線科学分野（以下，医用

量子線分野とする）が教育資料として保存・展示してきた X線管コレク
（6）

ションのうち，約50点

が総合研究博物館に移管された。これらの X線管は，医学部の各教室から収集されてきた
（7）
ものであり，戦前の輸入品・国産品から戦後のものまで幅広い種類のものが取り揃えられてい

る。移管に際して，メーカーや型番の不明な収蔵品について詳細な調査を開始し，特に年代の

古い国産ガス X線管に注目した。

当館に移管されたガス X線管は2点ある。金鵄のマーク（図―1）の施されている X線管（図
―2）が「キンシ管球」と呼ばれる国産品で，もう1点は米ビク

（8）
ター社による外国製品である。

当該のキンシ管球は，対陰極支柱に水冷の機構を持ち，ガス調節管は青色のフィルム状の機

構が内蔵されている。医用量子線分野の赤坂勉助教によると，陰極は湾曲したアルミ製で，45

度に取り付けられた対陰極の先端表面は白
（9）
金製とみられる。陽極は破損のため，ガラスごと失

われている。ガラス管球表面には，キンシのマークのほか，「25586」の数字と，その下に「R」

の文字が印字されているのが確認できる。ガラス管球の直径は，約20cmである。

（1） 小泉菊太『わが国における X線管の歩み』金原出版株式会社，1976，29頁
（2） 現在の株式会社東芝の前身。
（3）2014年調査時現在，九州大学の他に，東芝未来科学館，島津製作所創業記念資料館，国立科学博
物館の所蔵品が確認できた。

（4） 東芝科学館『東芝科学館「東芝一号機ものがたりⅡ」』株式会社東芝，東芝科学館，2011，18頁。
（5） 前掲『わが国における X線管の歩み』23―24頁，29頁。
（6） 赤坂勉「歴史的な医用 X線管のコレクション」『Isotope News』No.734，公益社団法人日本ア
イソトープ協会，2015，65―67頁

（7） 赤坂勉「医用 X線管の歴史を伝える展示作業は楽しい…」『九州大学総合研究博物館ニュース』
No．20，九州大学総合研究博物館，2013年，7頁

（8） ビクター社（Victor Electric Co.）は，1893年に設立された米国シカゴの電気会社である。1920
年ゼネラルエレクトリック社（General Electric）に買収され，Victor X-ray Co. となる。1930年以
降は General Electric X-ray Corporationのブランドが使われるようになったため，Victorのブラン
ドは消滅した。
（Paul Rønne and Arnold B.W. Nielsen “Development of the Ion X-ray Tube” Edidit Bibliotheca

Universitatis Hauniensis 35, Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium, C. A. Reit-
zel Publishers, 1986, pp.48―49.）

（9） 銅製の対陰極の先端表面に白金が埋め込まれている。
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（2）研究方法

本研究では，主に文献資料調査により，1915年前後の，国産ガス X線管の開発から発売，

機種の拡充に至る過程を検討した。特に，肥田式管球・キンシ管球について詳しく調査した。

事前調査により，肥田式管球の研究開発の依頼を受けた倭屋・森川惣助商店は，現在のヤマト

科学株式会社の前身であることが判明
（10）
した。そこで同社社長森川智氏へのインタビューを行い，

同社所蔵の社史資料を閲覧した。これらの資料を手がかりに，明治大正期のガラス業界及び医

科学器械業界の歴史について確認した。

医用 X線技術史では，『日本放射線医学
（11）
史考』を手がかりに，1915年前後の論文や学会発表

の記録，医学新聞記事などの文献を調査した。製品発表の記録については，医学新聞に出稿さ

（10） ヤマト科学株式会社「会社の歴史」ヤマト科学株式会社，http : //www.yamato-net.co.jp/company
/history.htm last accessed 2015.4.23

（11） 後藤五郎編『日本放射線医学史考（明治大正篇）』，社団法人日本医学放射線学会，1969

図―1 キンシ管球のマーク

図―2 キンシ管球（九州大学総合研究博物館所蔵）
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れた
（12）
広告，医科学器械・理化学器械のカタログや業界紙，各社社史資料などを参照した。また，

初期の国産 X線管を所蔵している博物館を訪れ，現物の確認や関連資料についても閲覧を
（13）

行った。これらの資料を元に，肥田式管球とギバ管球の開発の経緯を比較
（14）
した。なお，文献に

は当事者による証言や引用による記述も多く含まれるため，できる限り一次資料を当たり，資

料間の情報の対応関係などを元に事実の確認につとめた。

主著者である松本の専門はデザインであり，共著者の岩永の専門は考古学であるため，デザ

イン史の観点で検討を行った。理学的な X線管の構造や性能，医学的な実用性などについて

は，文献を参照するにとどめ，具体的な分析・評価対象には含めていない。

2 ガス X線管

X線管とは，X線発生装置のガラス管である。1895年11月に，ヴィルヘルム・コンラート・

レントゲン（Wilhelm Conrad Röntogen）が X線の発見をした際には，ヒットルフ・クルックス

（Hittorf-Crookes）管の真空放電管を利用して X線を発生させ，X線写真を撮影
（15）
した。1896年に

レントゲンが X線の発見を発表すると，世界の大ニュースと
（16・17）
なった。

その後，医療現場での実用・普及の中で，X線発生装置としてのガラス管が，X線管として

独自に進化していった。欧米で1920年頃まで主流であった X線管は，ガス X
（18）
線管で

（19）
あった。

初期のガス X線管の進化の過程では，様々な形状の X線管が考案されたが，そのうち有名な

ものの一つがドイツの C. H. F. ミュラー（C. H. F. Müller）社の水冷管であり，もう一つがド

イツのグンデラッハによる空冷管である。

なお，1913年に，米ゼネラル・エレクトリック社（General Electric，以下 GEとする）のウェ

リアム・デビッド・クーリッジ（William David Coolidge）が，熱陰極 X線管のクーリッジ管を

発
（20）
明し，これが高効率・高安定であったことから，1920年代頃から，主流はガス X線管から

徐々にクーリッジ管へと移行していった。

（12） 大正3（1914）年～大正6（1917）年を重点的に調査。
（13） 東芝未来科学館，島津製作所創業記念資料館，国立科学博物館，九州大学医学歴史館を訪問調査
した。なお，これまでの調査で，九州大学以外でキンシ管球の所蔵を確認できたのは国立科学博物館
の空冷式管球1点であった。

（14） 現在，ヤマト科学株式会社（森川惣助商店）と株式会社東芝（東京電気株式会社）はいずれも日
本初の X線管の開発を主張している。①前掲，ヤマト科学株式会社「会社の歴史」②東芝未来科学
館「日本初の X線管」株式会社東芝，http : //toshiba-mirai-kagakukan.jp/learn/history/ichigoki/1915xray
/index_j.htm last accessed 2015.4.23.

（15） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』，2頁
（16） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』，5頁
（17） 青柳泰司『診断用 X線装置』，コロナ社，1979，15頁
（18） イオン管（Ion X-ray Tube）とも言う。
（19） 廣岩茜“文献と現物照合による歴史的医用 X線管の技術学的考察～第1報 ガス X線管～”，『九
州大学医学部保健学科放射線技術科学専攻平成26年度卒業論文集』，2015，204―214頁

（20） 前掲『わが国における X線管の歩み』，33頁
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図―3 ミュラー・ラピッド
（写真提供：The Cathode Ray Tube site）

（1）C. H. F. ミュラーの水冷管

カール・ハインリッヒ・フロレンツ・ミュラー（Carl Heinrich Florenz Müller）は，1864年19

歳の時にドイツ・ハンブルグで，ワイングラスやベネチアングラスを作るガラス職人を始めた。

そして，その技術を使ってガイスラー管やヒットルフ・クルックス管を作るようになり，その

後，X線管の製造で重要な役割を担うようになった。1896年には，国立物理学研究所のベルン

ハート・ヴァルター（Bernhard Walter）教授らと X線管の製作を開始して
（21）
いる。

C. H. F.
（22）

ミュラーは水冷式 X線管を開発した。これは，ヴァルター教授が提案した水冷式

対陰極を採用したものであり，1899年にミュラーは特許を取得して
（23）
いる。この水冷管は “Müller

-Rapidröhre”「ラピッド型」という製品名で知られて
（24）
いる。図―3は，1926年製とみられるミュ

ラー・ラピッドで
（25）
ある。

（2）グンデラッハの空冷管

グンデラッハ社は，ドイツのガラス職人エミル・グンデラッハ（Emil Gundelach）によって

（21） J. A. M. Hofman “The art of medical imaging : Philips and the evolution of medical X-ray
technology” MedicaMundi , 54（1）, Philips, 2010, pp.5―21より要約。

（22） C. H. F. ミュラー社は，1927年に蘭フィリップス（Philips）に吸収合併されたが，ブランドは
1986年まで残った。なお，蘭フィリップスの研究所が独自に X線管の開発に成功したのは1919年で
あった。
前掲 “The art of medical imaging : Philips and the evolution of medical X-ray technology” より。

（23） 前掲 “The art of medical imaging: Philips and the evolution of medical X-ray technology”, pp.
6―7.

（24） 前掲 “The art of medical imaging : Philips and the evolution of medical X-ray technology”, p.
7.

（25） Henk Dijkstra “X-ray Tubes Mysterious Rays, The Second Page”, The Cathode Ray Tube

site, http : //www.crtsite.com/page5-2.html last accessed 2016.2.24.

九州大学総合研究博物館所蔵キンシ X線管（松本・岩永）

２１



図―4 グンデラッハ・モーメント
（写真提供：Oak Ridge Associated Universities）

1852年に作られた会社である。息子のオイゲン・グンデラッハ（Eugen Gundelach）とマックス・

グンデラッハ（Max Gundelach）が会社を引き継ぎ1920年代後半まで独立会社として X線管を

製造し
（26・27）
ていた。グンデラッハ社は空冷管を作って

（28）
いる。図―4は “Moment Rohre”「モーメン

ト型」というモデルで1912～1920頃に作られていたもので
（29）
ある。

（3）日本へのX線技術の導入

日本においては，レントゲンによる X線発見のニュースがもたらされた明治29（1896）年の

うちに，4つのグループが X線の実験に成功したことが広く知られて
（30）
いる。まず東京帝国大

学の山川健次郎らのグループ，第一高等学校の水野敏之丞らのグループ，済生学舎の丸茂文良

らのグループ，そして第三高等学校の村岡範為馳と島津製作所のグループである。

X線技術の医療現場への導入は，陸軍軍医学校教官の芳賀栄次郎が明治31（1898）年のドイ

ツ留学の際に独シーメンス社製の X線装置を購入し持ち
（31）

帰ったのが始まりとされる。また，

（26） “Emil Gundelach and Sons” Physics Department’s Antique Demonstrations and Apparatus

Page, The University of Vermont, http://www.uvm.edu/~dahammon/museum/x-ray1gundelachhistory.
html last accessed 2016.2.22.

（27） “Gundelach “Moment” X-ray Tube（1912―1920）” Health Physics Historical Instrumentation

Collection, Oak Ridge Associated Universities, https://www.orau.org/ptp/collection/xraytubes/Gundelach
%20Moment.htm last accessed 2016.2.14.

（28） なお，グンデラッハが製造した X線管をデザインした物理学者ジョセフ・ロゼンシャル博士（Dr.
Joseph Rosenthal）は，1896年に，マックス・ゲベルト（Max Gebbert）がオーナーの独 RGS社（Re-
iniger, Gebbert & Schall）にウィルバルト・ホフマン博士（Dr. Willbald Hoffmann）とともに雇われ
ている。RGS社はレントゲン本人とも取引があった。RGS社もグンデラッハ社と類似の空冷管を作っ
ているが，当時，両社の間にどのような関係があったかは今回の調査では不明である。 “Beginning the
invisible to light” Siemens MedMuseum, Siemens,
http : //www.medmuseum.siemens.com/en/stories-from-the-museum/x-ray-technology last accessed
2016.2.14. より（後年，RGS社は独シーメンス・ハルスケ社の医療機器部門と合併している）。

（29） 前掲 “Gundelach “Moment” X-ray Tube（1912―1920）”
（30） 青柳泰司『レントゲンと X線の発見 近代科学の扉を開いた人』恒星社厚生閣，2000，164―174
頁
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それに先立ち同年春には，東京帝国大学のドイツ人医師ユリウス・スクリバ（Julius Karl Scriba）

もドイツより持ち帰った機器によって，X線の実験供覧を行って
（32）
いる。

その後，主にドイツ製品を輸入し，日本の病院に急速に X線装置が導入されていった。島

津製作所や東京電気も X線装置の研究開発を進めていくが，X線管については国産化が難し

く，1910年代前半まで主にドイツからの輸入品に頼っていた。当時の X線医学書から，1910

年代中頃には，C. H. F. ミュラーとグンデラッハ社のものが，輸入品で代表的なものであっ

たと見
（33・34）
られる。

3 肥田七郎による国産 X線管の開発

日本において国産 X線管の開発に成功した大正4（1915）年の前年には，第一次世界大戦が

勃発している。そのため，ドイツからの X線管の輸入が途絶え，国産品の生産が必要になっ

たと伝えられ
（35・36）
ている。大正4（1915）年の，肥田七郎による国産 X線管の発表の記録を手掛か

りに，どのような背景で肥田式管球の開発が行われたのか，経緯を調査した。

（1）日本外科学会における国産X線管の発表（1915年4月3日）

肥田七郎は，大正4（1915）年4月3日に，第16回日本外科学会において演説「外科におけ

るレントゲン線」（以下，宿題報告演説とする）を行っている。この演説は，外科における X線

治療と X線技術に関する知見を述べたもので，「最も会員の注意を惹きたりしと見え，（中略），
その

肥田学士は約二時間に亘りて光線治療に関する報告及び該装置の改良考案に就き日頃の薀蓄を

傾注し
（37）
たり」と報じられるなど，この年の日本外科学会においてもっともセンセーショナルな

発表であったことが窺い知れる。

肥田は，この演説の中で国産 X線管を発表しており，学会誌に次のように記載されて
（38）
いる。

こと

「歐洲戰亂ハ我邦ノ商工業ニ影響スル�甚大ニシテ，我醫學界モ亦大々的打撃ヲ受ケ，

各種ノ器械ノ輸入全ク杜絕シ，當業者ノ在庫品全ク拂底ヲ告ク，殊ニ「レントゲン」器中，

從來本邦ニ於テ製作不可能ト認メラレタル「レントゲン」管モ亦輸入杜絕ト共ニ市場ニ其

跡ヲ絕チ，本學ニ志スモノ，尤モ困難ヲ感スル所ナリ。

余ハ數年前歐洲渡航ノ際同地ニ於ケル「レントゲン」管工場ヲ巡視シ親シク其製造ノ方

（31） 陸軍軍醫學校編『陸軍軍醫學校五十年史』陸軍軍醫學校，1936，44頁
（32） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』21頁
（33） 白木正博『最近「レントゲン」放射線之原理及使用法』南江堂書店，1914，164―174頁
（34） 藤貫清，丸毛登，室馨造，藤井鐵也，藤浪剛一『れんとげん學』（第二版），南山堂書店，1920，243

―244頁
（35） 京都大学総合研究博物館監修『科学技術 Xの謎』株式会社化学同人，2010，29頁
（36） 前掲『東芝科学館「東芝一号機ものがたりⅡ」』18頁
（37）「第16回総会 1915（大正4）年」『日本外科学会雑誌』101 臨時増刊号，2000，90―91頁
（38）『日本外科學會雜誌第十六囘』第六號，日本外科學會，1915，157―158頁
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法ヲ視，歸朝後其製作上ニ研究ヲナシ，數年ヲ經テ漸ク水冷管ヲ製出シ之ヲ實地ニ使用シ

タルニ，殆ント獨逸製品ニ比シテ遜色ナキコトヲ認メタリ，然レ
（39）
ドモ創業日未タ浅キヲ以

テ，十分ノ研究改良ヲ要スルヤ論ナシ（レントゲン管供覽）。」

肥田は文中で更なる研究改良の必要性を述べているが，4月20日の『中外医事
（40）
新報』には，

肥田が演説の後に国産 X線管の実演も行ったことが，「尚當日午後六時より八時迄，東京レン

トゲン會の寫眞を映寫供覽し，肥田氏の監督の下に我國にて製造せるレントゲン管及び肥田式

「ウンテルブレッヘル」，肥田式「スタテーブ」を實驗観覽せしめたり」と記載されている。こ

の時点で，動作可能な実機は完成していたと考えられる。

肥田が発表した国産 X線管は，ミュラー・ラピッドを参考にしたものであった。『中外医事

新誌』による宿題報告演説の詳細報告
（41）
記事には，「（ロ）レントゲン管ノ製作 次ニ演者ハ從來

うれた

本邦ニ於テレントゲン管製作ヲ企圖シタル人アレドモ失敗ニ終リタルヲ慨キ演者ノ渡歐中本業

ニ關シ十分ナル視察ヲ遂ゲ四年前ヨリ研究ノ結果ミュルレ
（42）
ル型水冷管ヲ作出シタリトテ之ヲ供

覽セリ」と記載されて
（43）
いる。

これら肥田の発表によると，X線管国産化の研究開始は，発表の数年前の渡欧がきっかけで

あったとのことである。肥田の経歴から，この渡欧に関する記録を調査した。

（2）ドイツ視察とX線管製造の研究開始（1910年）

肥田七郎は，陸軍軍医学校教官を務めた軍医として知られている。肥田は，明治32（1899）

年に東京帝国大学医科大学を卒業し，同大学近藤外科の助手をした後，陸軍に入り台湾総督府

台北医院長，小倉衛戌病院附などを経て，明治41（1908）年に陸軍軍医学校教官と
（44・45）
なった。『陸

軍軍医学校50年史』「明治四十
（46）
二年」には下記の記載があり，肥田は芳賀栄次郎が設置したエッ

キス放射学の講座を担当していた。

卽チ明治三十一年始メテ芳賀教官獨逸ヨリ「レントゲン放射器械ヲ輸入セシ以来十年餘ヲ

経テ，茲ニ「エッキス放射學ノ講座新設セラレ，三等軍醫正肥田七郎専ラ之ヲ擔當シ，大

正三年十一月轉出ニ至ルマデ（明治四十三年歐州出張中ハ一等軍醫大森篤次兼任ス）能ク

（39）「ドモ」は合略カナ
（40）「第十六囘日本外科學會（雜事）」，『中外醫事新報』842号，大正四年四月二十日，中外醫事新報社，
日本医史学会編，1915，537―539頁

（41） 肥田七郎「外科ニ於ケルレントゲン線（第十六囘日本外科學會）」，『中外醫事新報』854号，大正
四年十月二十日，中外醫事新報社，日本医史学会編，1915，1336―1340頁

（42） 下線は本文ママ
（43）『医事新聞』にも同様の報告が見られる。肥田七郎「宿題 外科ニ於ケル「レントゲン」線（第十
六囘日本外科學會總會）」，『醫事新聞』933号，大正四年九月十日，醫事新聞社，1915，51―55頁。

（44）「肥田七郎博士逝く（雜録）」，『日本レントゲン學會雜誌』1（2），日本レントゲン學會，1924，349頁
（45） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』，64頁
（46） 前掲『陸軍軍醫學校五十年史』，70頁
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斯界ノ魁トナリ，之ヲ診斷上ニ應用セシノミナラズ治療ニ活用シ，管球或イハ装置製作ノ

基ヲ拓キ，學生ノ教育，軍陣醫學ノ研究ニ寄典シ，斷然本邦「レントゲン學界ヲ指導セリ

欧州出張は明治43（1910）年のことであった。この時の
（47）
辞令では，肥田は他4名の軍人とと

もに欧州に差遣されて
（48）
いる。陸軍大臣寺内正毅から内閣総理大臣桂太郎に宛てた差遣の伺

（49）
い書

には「追テ本件ハ軍制，教育及兵器制度ノ調査又肥田軍醫正ハフラッセルニ於ケル光線学會議

ニ列シ且ツ軍隊衛生上實地視察ノ為往復約八ヶ月ノ豫定ヲ以テ差遣致度儀有之尚至急發令相成

度」と追記されており，この渡欧は学会
（50）
参加とともに実地視察を兼ねたものであった。

欧州における視察の様子は，大正12（1923）年に肥田が逝去した際に『レントゲン学会誌』

に寄せられた，田代
（51）
義徳による

（52）
弔辞から伺い知ることができる。肥田は，この出張中にレント

ゲン工場に出入りし，X線の学術的な知識だけなく，X線管の製造方法について学んできてい

る。

（前略），而して君は曾て陸軍省の命に由り，歐洲出張中，特に彼地に於けるレントゲン學

の發達進歩に注意すると同時に，レントゲン學は單に學術的の硏究のみにては，その進歩
さと

發達を期し難く，必ずや同時に工藝的方面を體得するに非れば完璧を得難きを覺り，軍服

を脱して普通の旅客となり，獨逸に於ける著明なるレントゲン器械製作場に出入して，職

工技手と談笑を交へて，其間にレントゲン管球の製作法を知得して歸朝せられた（
（53）
後略）

また，弔辞の後半では，肥田の人物について「君はレントゲン學者であつて同時にレントゲ

ン器械の工藝的方面に堪能なる技師であり，又職工であつた。卽ち一人にして三者を兼有した

る稀有の人物であつたので
（54）
ある」との田代の評価が述べられている。

（3）X線管技術の研究

肥田は，宿題報告演説の前年，大正3（1914）年に，『陸軍軍医団雑誌』に論文“外科的結

核症の「レントゲン」療法”を発表して
（55）
いる。この論文の中で，当時，肥田が用いていた X

（47）「第一師団司令部附陸軍歩兵大佐橋本勝太郎外四名欧洲ヘ被差遣ノ件」任 B00579100―021，国立
公文書館所蔵。

（48） 他の4名は，第一師団司令部附橋本勝太郎，参謀本部課長矢野目孫一，陸軍戸山学校教官内野辰
次郎，陸軍省兵器局課員今西甚五郎である。この時，肥田の役職は東京第二衛戍病院長となっている。

（49） 前掲「第一師団司令部附陸軍歩兵大佐橋本勝太郎外四名欧洲ヘ被差遣ノ件」
（50） ここで述べられている，ブリュッセル（フラッセル）に於ける学会の詳細は明らかにならなかっ
た。
なお，肥田は同年，独語誌に『家兎及ビ鶏ノ睾丸ニ對スル「レントゲン」線ノ作用（独文）』を発表し
ている。Hida, S. und Kuga, K. “Einfluss der Röntgenstrahlen auf den Hoden des Kaninchens und
Hahns” Forschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen17（2）, Lucas Grafe & Sillem, 1911, pp.
92―99.

（51） 東京帝国大学教授などを務めた整形外科医。日本レントゲン学会初代会長。
（52）「肥田七郎博士逝く（雜録）」『日本レントゲン學會雜誌』1（2），日本レントゲン學會，1924，349

―352頁
（53） 前掲「肥田七郎博士逝く（雜録）」，350頁
（54） 前掲「肥田七郎博士逝く（雜録）」，350頁
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線装置が紹介されている。特に，X線管については，下記の記述から，多種類の管を導入し，

なかでもミュラー・ラピッド管とグンデラッハ社の管を高く評価していたことがわ
（56）
かる。

我治療ニ用ヒタル「レントゲン」管ハ甚タ多種ニシテ就中最モ多ク利用シタルハミュルレ

ル管，グンデラッハ管ナリ，「ミュルレル」管ハ水冷管集中强對陰極ヲ有スル「ラピット」

ナリ，グンデラッハ管ハ，「ダウエルパテント」管 GJ
（57）
GM，ソノ他 JJ管ヲ用ヒタリ，ソ

ノ他ハ（中略） 而シテ此等ノ諸管中壽命ノ長キモノハ水冷管ヲ最トシグンデラッハ管之

ニ次ク（
（58）
後略）

今回の調査では，1910年の欧州出張から1915年の国産 X線管発表までの間に肥田によって

記された，X線管製造に関する技術的なメモなどの資料は見つかっていない。しかし，当時東

京帝国大学の大学院生であった白木
（59）
正博によって著され，大正3（1914）年4月に出版された，

医用 X線技術に関する書籍『最近「レントゲン」放射線之原理及使
（60）
用法』（以下，白木書とする）

が，X線の原理や技術，機械，医学的利用について網羅的に記されたもので
（61）
あり，この本の執

筆にあたって，白木が肥田の助言・指導を受けていたことがその序文や，白木の回
（62）
顧録から判

る。

この白木書の X線管技術に関する箇所は，医師アルベルス・シェーンベルク（Albers-Schön-

berg）が著した Die
（63）（64）

Röntgentechnik（以下，シェーンベルク書とする）と挿絵などに一致が見ら
（65）
れる。このシェーンベルク書の物理学的な部分は，ミュラー水冷管を発案したヴァルター教授

に
（66）
よるものであり，肥田も参考にした可能性がある。

（55） 肥田七郎“外科的結核症ノ「レントゲン」療法”『陸軍軍醫團雜誌』第49号付録2，陸軍軍醫
團，1914，1―116頁

（56） 前掲“外科的結核症ノ「レントゲン」療法”，98頁。
（57） GMはグンデラッハ・モーメント管，GJは整流交流電圧用モーメント管を表す。前掲 “Develop-

ment of the Ion X-ray Tube” p.110, p.113より。
（58） 下線は本部ママ
（59） 白木正博は，後に九州帝国大学医学部教授，東京帝国大学医学部教授を歴任する産婦人科医であ
り，また「白木のレントゲン」とも膾炙される放射線学の権威でもあった。「婦人科学産科学教室に
ついて」，九州大学医学部婦人科学産科学教室，http://www.med.kyushu-u.ac.jp/gynob/about/ last accessed
2016.2.14. 参照。

（60） 前掲『最近「レントゲン」放射線之原理及使用法』
（61） 白木書は，1914（大正4）年初版，1918（大正7）年第二版発行，1920（大正9）年第三版，1922
（大正11）年第四版発行。1929（昭和4）年の改訂第五版は『「レ」線操作の基礎』と改題されている。
（62） 白木正博“信州放談（随想）”，『臨床婦人科産科』7（7），1953，436頁
（63） Albers-Schönberg, Heinrich Ernst, Die Röntgentechnik : Lehrbuch für Ärzte und Studier-

ende Zweite umgearbeitete Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, 1906.
（64） Albers-Schönberg, Heinrich Ernst, Die Röntgentechnik : Lehrbuch für Ärzte und Studier-

ende Dritte Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, 1910.
（65） 今回の調査では，白木書とシェーンベルク書の間の翻訳関係の厳密な照合には至っていないが，

X線管に関する記述の挿絵や構成の一部に一致が見られる。
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（4）森川惣助商店による肥田式管球の開発（1913年7月～1915年3月）

森川惣助商店（倭屋）は，東京日本橋のガラス商であった。森川惣助（初代）は，明治18（1885）

年から，日本橋本石町でガラス屋を営んでいた外山義達の元で勤めたのち，明治22（1889）年

にガラス商として独立し，日本橋馬喰町に倭屋・森川惣助商店を
（67・68・69）
創業した。店は発展し，明治

34（1901）年には，日本橋本町に移転して
（70）
いる。森川惣助商店は，医理化用ガラスの卸問屋で

あったが，当時の業界では，製品の種目の決定や新製品の開発は，下請けのガラス工場に対し

て卸問屋が主導して
（71）
いた。

肥田七郎の指導のもと，国産 X線管の開発・製造に携わったのは，この倭屋・森川惣助商

店であると考えられる。森川惣助商店から独立したガラス商である杉田藤太郎による
（72）
手記に，

肥田が初代森川惣助に X線管の開発の依頼をした経緯が書かれている。

肥田七郎は，1910年の欧州出張の際にドイツにおいて X線管製造の視察をした後，日本に

おける X線管の製作を企図し，まず，医科器械の輸入販売・製造販売を行っていた後藤風雲

堂に話しを持ちかけた。しかし，後藤風雲堂は硝子製造業者と直接関係を持たなかったため，

この話が初代森川惣助へともたらされた。初代森川惣助は，見習中の甥の渡辺忠恕と相談し，

すぐに日本橋の店内に作業場を作らせ，レントゲン管球製造の研究を始めた。これは，大正2

（1913）年7月のことで
（73）

あった。

そして，約2年間の
（74）
研究の末，浜町河岸の新

（75）
工場で大正4（1915）年3月に，森川は国産管

球を完成さ
（76）
せた。杉田の手記では，同年4月初めに，肥田が名古屋における医学会大会にてこ

の国産 X線管を発表したと記されて
（77）
おり，これは宿題報告演説が行われた日本外科学会総会

の開催場所と一致する。また，業界紙における二代森川惣助の
（78）
証言では，肥田の依頼で「ミュー

（66） シェーンベルク書は1903初版，1906第二版，1910第三版発行。第二版では，冒頭でヴァルター教
授に対し著者との長年の共同研究についての謝辞が記載されており，まえがきにも，ヴァルター教授
による物理的な事項へのアドバイスに対し感謝が述べられている。第三版では，ヴァルター教授によ
る物理学的な解説が，章を分けて増補されている。

（67） 木下義夫編『日本硝子細工夜話』日本硝子細工夜話刊行会，1967
（68） 杉田藤太郎『硝子とともに七十年の歩み』杉田忠清，1972
（69） 木下義夫，秋山和美編『理化学ガラスの変遷 明治・大正・昭和の三代を語る』理化学ガラスの
変遷明治・大正・昭和の三代を語る刊行会，1983

（70） 前掲『日本硝子細工夜話』66―67頁
（71） 前掲『理化学ガラスの変遷 明治・大正・昭和の三代を語る』22頁
（72） 前掲『硝子とともに七十年の歩み』
（73） この段落は前掲『硝子とともに七十年の歩み』22―23頁，前掲『理化学ガラスの変遷 明治・大
正・昭和の三代を語る』21頁，35頁を要約。

（74） 森川による製造技術に関する研究ノートなどは，今回の調査では見つかっていない。
（75）『日本硝子細工夜話』67頁には，「大正四年三月，陸軍軍医学校の指導で，新大橋近くの河畔にガ
ス（原文ママ）加工場を新設する」という記述もあり，この浜町河岸の工場は，研究開発と並行して準
備をされたことが読み取れる。

（76） 前掲『理化学ガラスの変遷 明治・大正・昭和の三代を語る』35頁，前掲『硝子とともに七十年
の歩み』23頁。

（77） 前掲『硝子とともに七十年の歩み』23頁
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ラー」の管球を見本にして試作をしたことが述べられている。今回の調査で，肥田七郎による

学会発表などの記録に，森川に言及しているものは見当たらなかったが，杉田・森川らによる

記述は肥田の記録と概ね一致して
（79）
いる。

（5）森川・肥田・名和の三商店による肥田式管球の発売（1915年4月）

肥田が学会発表を成功させた直後，大正4（1915）年4月10日には，ただちに森川惣助商店

が『医海時報』に国産 X線管の広告を出稿して
（80）
いる。この広告では，肥田七郎の指導を仰ぎ

工場を新設し研究したことや，ドイツ製品に比べて遜色ないレントゲン管を製出したこと，レ

ントゲン管の新作と修理を行うことが下記のように記載されている。
さき つと

弊店曩に近き將來に於て此
（81）
悲運の當に來るべきを慮り夙に其界の權威肥田七郎先生の御指

導を仰ぎ工場を設けて管の製作に從事致し其間幾多の辛酸を嘗めつゝ硏究を積み今や意の

充つる域に達し其外觀は勿論管の壽命に於ても獨逸製品に比し遜色なき「レントゲン」管

を製出し諸種の冷却調節装置を附したる新品は勿論甚しく硬變又は破損せる管の一部修繕

又は全部の改作等左記の通り後需用に應じ得るにいたり候は獨り弊店の幸福のみに無之輸
ひそか

入防遏國産奬勵の趣旨に適したるものと心窃に欣喜する所に有之候新作又は修理の�品

は十分の試驗を加へ責任を附して差上可申候（後略）

広告には，水冷型（ミュラー・ラピッドと類似）と空冷型（グンデラッハ・モーメントと類似）の

挿絵（図―5）と共に「一、ミユルレル型�管」「一、グンデラツハ型�管」「一、弊店特有型レ

ントゲン管」「一、古金具利用する管吹き直し」「一、空氣拔直し」「一、少破損繕ひ」の各項

目が列記されている。

なお，この挿絵は，約1ヶ月後の5月の広告では差し替えられており（図―6），チップとみ

られる突起の有無や，金属部品やガラス管の形状などに細かい違いが見られる。3月の国産品

（78）「X線管球を初めて作る」「明治～大正あれ，これ杉田老をかこむ本紙座談会【4】」『日本医科器
械（旬刊）』第367号，1959 7／11，2頁

（79） 前掲『理化学ガラスの変遷』35頁には，二代森川惣助の証言として「大正4年3月，日本医学会
の総会で肥田博士は，初めて国産レントゲン管球で撮影した診断用写真を発表して『森川惣助の偉大
なる功績に対し，深甚なる謝意を表するものである』」と述べたとされているが，この年の日本医学
会の開催は4月であるので，この内容は正確さに欠くようである。この証言が事実であるとすれば，
宿題報告演説の間違いか，又は日本医学会内レントゲン学会におけるものと思われる。
同年4月1日～4月5日には，東京で第四回日本医学会も開催されており，肥田はここにも医用 X

線に関するいくつかの報告を寄せている。同会誌に，「レントゲン學會招待」「「レントゲン」學會に
ては，四月四日午後五時半より七時まで，醫科大學生理學教室に於て，「デモンストラチオン」をな
し，本會會員を招待せらる。」との記録が見られる（『第四囘日本醫學會誌』第四囘日本醫學會，1915，32
頁）。なお，ここで行われたデモンストレーションに肥田式管球が使われたか，肥田がここに立ち会っ
ているかは，今回の調査では判明しなかった。

（80）「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1085号，大正四年四月十日，醫海時報社，1915，
31頁

（81） 前段落の，大戦によるドイツ製品の輸入杜絶に端を発する，国内の X線管不足を指している。
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図―5 森川惣助商店らによる肥田式管球（グンデラッハ型空冷
管・ミュラー型水冷管）広告の挿絵

出典：「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1085号，醫
海時報社，1915，31頁

図―6 差し替えられた肥田式管球広告の挿絵
出典：「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1090号，醫
海時報社，1915，23頁

の完成から4月の発表まで日が浅いため，4月の挿絵は参考にした外国品で，5月の挿絵は製

作に成功した国産品ではないかと推測できる。

広告の出稿元には，森川惣助商店の他，本郷真砂町の肥田秀商店，本郷弥生町の名和儀助商

店の，
（82）
3者が名前を連ねている。肥田秀商店は，X線管の発売に際して創業した，肥田七郎と

関係のある医科器械商店と考えら
（83）
れる。名和儀助商店については，肥田式管球の広告以外には

商店名が見当たらないが，名和儀助氏は後藤風雲堂の関係者と判
（84・85）
明した。このように，肥田式

（82）1915年4月24日に掲載された2回目の広告にのみ，3者の役割が明記されており，森川惣助商店
が製造発売元，肥田秀商店と名和儀助商店が特約店となっている。「レントゲン管の製作及修理（広告）」
『醫海時報』第1087号，大正四年四月廿四日，醫海時報社，1915，29頁。

（83）『日本放射線医学史考』127頁に，この年，肥田七郎は肥田秀と共に会社を起こし，この会社は肥
田電機工業株式会社の前身であるとの記述が見られ，これが肥田秀商店（松屋号）と思われる。また，
ヤマト科学株式会社には，森川惣助と肥田秀の間で交わされた登記に関係する借用書が残されており，
両者の間には何らかの資本関係があったことが考えられる。
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管球の
（86）
販売には，開発製造元の森川惣助商店のほか，研究者の肥田七郎，仲介の後藤風

（87）
雲堂も

間接的に関与したと考えられる。

（6）博士号取得と転身

宿題報告演説の前年，大正3（1914）年11月には，肥田七郎は陸軍軍医学校から，熊本第六

師団軍医部長に転出して
（88）
いる。そして，宿題報告演説直後の大正4（1915）年6月に陸軍予備

役となり，東京麴町平
（89）
河町に開業し

（90・91）
ている。

宿題報告演説の翌年，大正5（1916）年6月には，医学博士の学位を取得している。学位の

審査論文は“外科的結核症の「レントゲン」
（92）
療法”であり，学位の審査

（93）
要旨では，「肥田氏ハ

「レントゲン」線ノ醫學的應用ニ就テ最モ豐富ナル智識ト経驗トヲ有スル専門學者ノ一人ニシ

テ近時「レントゲン」管球ノ内地製作ニ成效シ及ヒ「レントゲン」器械ノ改良ヲ試ムル等「レ

ントゲン」學ニ貢献スル所頗ル多大ナリ」と，国産 X線管の製作に成功したことも高く評価

されていることがわかる。

学位取得の翌月，大正5（1916）年7月には，日本橋区松
（94）
島町にレントゲン専門の医院を開

院して
（95）
おり，肥田は，国産 X線管の発表や学位取得と並行して，軍医から開業医へと転身し

たように見える。

その後，大正12（1923）年には日本レントゲン学会の創設にも発起人として携わり，同年4

月の第一回
（96）
総会では司会を務めて

（97）
いる。しかし，この頃から健康を失し，同年9月1日には，

関東大震災により日本橋の病院邸宅を全焼し，同年10月4日乃至5日に慢性骨髄機能不全で亡

（84）「明治～大正あれ，これ杉田老をかこむ本紙座談会【1】」『日本医科器械（旬刊）』第364号，1959
年6月11日

（85） 前掲『硝子とともに七十年の歩み』25頁
（86） なお，実際に納品された販売記録などは，今回の調査では見つかっていない。医療現場で肥田式
管球の使用が確認できる記録では，大正6（1917）年の白木正博による論文に「（前略）球管ハクーリッ
ヂ及内國製（肥田型藤井型）ヲ使用シ其數ヲ�スト共ニ（後略）」との記述がある。この論文には，大
正2（1913）年11月から大正5（1916）年7月までの間に行われた各実験の一覧表があり，それぞれ
の実験で用いられた X線管の番号が記載されているが，番号と管の種類の対応は，今回の調査では
判別できていない。白木正博“「レントゲン」放射線療法實驗例（第三報告）”『日本婦人科學會雜誌』
12（4），1917，1―54頁。

（87） 後藤風雲堂が直接の販売店とならずに，関係者の名和儀助が販売店となっているのは，後藤風雲
堂が国産 X線管開発の競合である東京電気株式会社とも関係を持っていたためと推測される（4―

（3）参照）。
（88） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』115頁
（89） 東京第一衛戍病院の近くである。
（90） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』127頁
（91）「肥田學士の開業（雜報）」『醫事新聞』929号，大正四年七月十日，醫事新聞社，1925，72頁
（92） 前掲『陸軍軍醫團雜誌』掲載のものと同一と思われる。
（93）「學位記」『官報』第1169號，大正五年六月二十四日，559頁
（94） 森川の日本橋浜町の工場にほど近い。
（95） 前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』138頁
（96） 会長に田代義徳を選出。
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く
（98・99）
なった。

4 他社の国産 X線管開発状況

大正4（1915）年には，東京電気も国産のギバ管球を発表したことが広く知られて
（100）
いる。こ

の章では，肥田式管球との比較のため，ギバ管球など他社の国産 X線管がどのような経緯で

開発・発表されたか調査を行った。

（1）宮原立太郎による日本皮膚科学会報告（1915年4月）

肥田の宿題報告演説が行われた日本外科学会と同じ日程の大正4（1915）年4月1日～3日

に，東京では第15回日本皮膚科学会が開かれて
（101）
いた。ここで，医師である宮原立

（102）
太郎が「東京

電氣株式會社ニ於テ修繕サレタルレントゲン管ノ機能ニ就テ」と「和製レントゲン機械ノ管見」

という二つの発表をして
（103）
いる。『中外医事新報』に掲載されたこれらの発表の自抄（104・105）で

は，宮原による依頼がきっかけで，東京電気が X線管の修繕に取り組み，修繕に成功したこ

とが述べられている。

宮原によ
（106）
ると，かつて宮原は東京電球会社に X線管の修繕を依頼したが，修繕した X線管

は実用に耐えなかった。しかし，その後大正3（1914）年春に同社が東京電気株式会社と
（107）
合併

（97）「日本レントゲン學會第一回總會（雜録）」『日本レントゲン學會雜誌』1（1），日本レントゲン學
會，1923，183頁

（98） 前掲「肥田七郎博士逝く（雜録）」349頁。舘野之男「医療分野での放射線防護 X線の診断利用
を中心に・第1回皮膚と血液」『FBNews』No.328，2004，8頁

（99） レントゲンの死去も同年2月10日であり，『レントゲン學會雜誌』第2巻の巻頭では，レントゲ
ンと肥田の写真がそれぞれ掲載されている。「口繪 故レントゲン教授竝に故肥田博士」『日本レント
ゲン學會雜誌』2（1―2），日本レントゲン學會，1925。

（100） ギバ管球は平成22（2010）年度に「わが国初の X線管球」として国立科学博物館の重要科学技
術史資料（未来技術遺産）に選出されている。「X線管（ギバ X線管球）」『2010年度登録「重要科学技
術史資料（未来技術遺産）」』第00047号，国立科学博物館，http : //sts.kahaku.go.jp/material/ last accessed
2016.2.14.

（101） 於，東京医科大学東講堂。
（102） 宮原立太郎は，明治34（1901）年，千葉医学専門学校を卒業後，東大内科介補を経て，明治38
（1905）年に北米に留学，明治40（1907）年の帰国後，東京・芝にて開業した医師である。明治44（1911）
年頃から X線医学についての発表を頻繁に行っている。前掲『日本放射線医学史考（明治大正篇）』
より。

（103）『皮膚科及泌尿器科雜誌』15，1915，470頁。
（104） 宮原立太郎「東京電氣株式會社ニ於テ修繕サレタルレントゲン管ノ機能ニ就テ（第十五囘日本皮
膚科學會）」『中外醫事新報』847号，大正四年七月五日，中外醫事新報社，日本医史学会編，868―869
頁

（105） 宮原立太郎「和製レントゲン機械ノ管見（第十五囘日本皮膚科學會）」『中外醫事新報』847号，
大正四年七月五日，中外醫事新報社，日本医史学会編，869―870頁。

（106） 前掲「東京電氣株式會社ニ於テ修繕サレタルレントゲン管ノ機能ニ就テ（第十五囘日本皮膚科學
會）」より要約。

（107） この合併の経緯は，西村成弘“戦前における GEの国際特許管理”『経営史学』37（3），28―56
頁，参照。背景に，電球市場における特許による攻防があるようである。
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し，米国人顧問ランダ
（108）
ア氏と研究部主任藤井鐵也の研究によって，修繕が完成したと報告して

いる。宮原は，構造不良と，調節時・荷電時等に生じた損傷を修繕した X線管7個について，

その機能が佳良であることを示している。

一方で，旧管（中古品）に修繕を施すよりも新管（新品）を製作したほうが簡易且つ経済的で

あることを指摘し，「同社（筆者註：東京電気）ニ於テ新管モスデニ製作セリト雖モ米國ヨリ部

分品ヲ取リ寄セ新製シ比較硏究ノ上ニテ斯界ノ要求ヲ充ス見込ミナリ」と述べている。そして，

この発表の後半では，GEが開発したクーリッジ管を紹介し，次の「和製レントゲン機械ノ管

見」において様々な X線装置の国産化の必要性を説いている。

これらのことから，大正4（1915）年4月の段階で，東京電気は旧管（中古の外国製品）の修

繕には先行して成功しているが，新管（新品・国産品）の製作については検証段階で，完成・

発表に至っていないと考えられる。また，東京電気による国産品の技術開発は，米国人顧問や

米国からの部分品などによるところが大きいこともこの記事から読み取れる。

（2）広告に見る東京電気のガスX線管開発の過程

東京電気は，大正3（1914）年7月から『マツダ新
（109）
報』という広報誌を発行している。これ

を順に参照すると，東京電気による X線管の開発状況の経過がみてとれる。大正4（1915）年

3月のマツダ新報に，「X放射線管修繕開始御披露」という記事が掲載されて
（110）
おり，ドイツと

の国交断絶により，東京電気が X線管の「製造及び修繕」に着手したと記載されている。し

かし，国産品の販売については名言されておらず，明確な表現は「右 X放射線管修繕開始仕

り」と修繕についてのみであった。その後，同年
（111）
4月，

（112）
5月，

（113）
7月にも X線管に関する記事

が現れるが，いずれも「修理」「修繕」に関する記述のみで
（114）
ある（下線は筆者による）。

また，ギバ管球の発売時に特約販売店となる風雲堂後藤合資会社（後藤風雲堂）の広告から

は，後藤風雲堂が東京電気と特約を結ぶに至った経緯が見て取れる。まず，大正3（1914）年の

時点で，後藤風雲堂はドイツ RGS社の日本総代理店
（115・116）
であった。しかし，第一次世界大戦の勃

（108） この人物については不詳だが，東京電気の親会社であった米 GEの関係者と推測される。
（109） マツダは当時の東京電気の電球製品のブランドで，ゾロアスター教の光の神であるアフル・マ
ズダ（Ahura Mazda）に由来する。『マツダ新報』1（1），長塚芳太郎編，1914，5―6頁。

（110）『マツダ新報』2（2），長塚芳太郎編，1915
（111）『マツダ新報』2（3），長塚芳太郎編，1915
（112）『マツダ新報』2（4），長塚芳太郎編，1915
（113）『マツダ新報』2（5），長塚芳太郎編，1915
（114） 文章の表現はそれぞれ「我が社の X光線管の修理は其界に光明を放てり」，「我が社 X光線管の
修理は好評嘖々たり」，「我が社の X光線管の修理は其界に光明を放てり」となっている（下線は筆
者による）。

（115）「皮下十五仙迷の深部治療に適當せる最新式アペックスレントゲン装置獨逸國ライニゲル會社製
造（広告）」『醫海時報』第1045号，大正三年七月四日，醫海時報社，1914，39頁

（116）「インテンシープチーフエンテラピー用復式アペツクスレントゲン装置（広告）」『醫海時報』第
1047号，大正三年七月十八日，醫海時報社，1914，32頁
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発により RGS社製のレントゲン装置の輸入が途絶えたため，大正4（1915）年1月には急遽，

米英製輸入品の受注を開始して
（117）
いる。その翌月2月には，東京電気が X線管の修理及び製作を

開始したため，後藤風雲堂は東京電気の特約店となり X線管の修理を受けつけるように
（118）
なった。

（3）東京電気によるギバ管球の完成発表会（1915年10月）

東京電気による国産 X線管であるギバ管球が完成し，発表されたのは大正4（1915）年10月

のことで
（119）
あった。東京電気は，10月3日に本社川崎工場において完成発表会を行っている。10

月10日発行の『医事
（120）
新聞』と，10月20日発行の『中外医事

（121）
新報』に，この発表会の様子が速報

されている。レントゲン会会員及び記者ら50名以上を招待し，実験室での説明のほか，晩餐や

田代義徳のスピーチなどが盛大に行われた。

完成発表会では，輸入品のクーリッジ管とともに，国産のギバ管球 A型，B型，C型の3型

が発表されたが，既に完成していた国産ギバ管球は空冷式の A型のみで
（122）
あった。また，発表

なげき

時のスピーチで同社研究所長の藤井鐵也が「價格は邦製としては多少高きやの嗟あれど，経済

的競争よりは品質の競争を以て最後の勝利を得んことを期
（123）
せり」とコメントしており，この時

点で既に製品化している国産他社製品が存在することを示唆している。完成発表会とほぼ同時

に製品の広告も行われており，10月1日発行の『マツダ
（124）
新報』でギバ管球が紹介され，10月2

日には『医海時報』に東京電気と一手販売元の後藤風雲堂が連名で「ギバレントゲン管」の「新

造提供」の
（125）
広告を掲載している（下線は筆者による）。

11月1日発行の『マツダ新報』の「レントゲン管球製造発売披露実験会」の
（126）
記事では，ギバ

（117）「歐州戰亂とレントゲン装置（広告）」『醫海時報』第1071号，大正四年一月一日，醫海時報
社，1915，70頁

（118）「國産奨勵と日本レントゲン界の一大福音（広告）」『醫海時報』第1077号，大正四年二月十三日，
醫海時報社，1915，24頁。「今般弊社（筆者註：後藤風雲堂）同社（筆者註：東京電気）と特約して
汎く修理の需に応ぜんとす」と表現されており，開始したのは修理のみと読み取れる（下線は筆者に
よる）。

（119）『東京電氣株式會社五十年史』にも，「優秀な新型式の X線管球の製作に成功」したのが1915年
10月と記載されている。東京芝浦電氣株式會社『東京電氣株式會社五十年史』，1940，157頁。

（120）「東京電氣株式會社の「ギバレントゲン」管球完成の披露（雜報）」『醫事新聞』935号，大正四年
十月十日，醫事新聞社，1915，70―71頁

（121）「ギバレントゲン管球」『中外醫事新報』854号，大正四年十月二十日，中外醫事新報社，日本医
史学会編，1375頁

（122）「ギバレントゲン管球」『醫海時報』第1111号，大正四年十月九日，醫海時報社，1915，20頁。
肥田・森川がミュラー型の水冷式を最初に開発したのに対して，東京電気は先に空冷式の A型を開
発しているのが対照的である。

（123）「邦製レントゲン管球」『醫海時報』第1111号，大正四年十月九日，醫海時報社，1915，16頁
（124）「ギバレントゲン管球の構造性質」『マツダ新報』2（7），西岡東啓編，1915，28頁
（125）「ギバレントゲン管（広告）」『醫海時報』第1110号，大正四年十月二日，醫海時報社，59頁
（126）「レントゲン管球製造發賣披露實驗會」『マツダ新報』2（8），西岡東啓編，1915，22―24頁。
この記事中で，X線の医学への応用について「現に外科學會に於ては，レントゲン放線應用に關する
宿題あり」と肥田の宿題報告演説についても言及されている。
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X線管の開発・発売の経緯について次のように紹介されている。

（前略），レントゲン管球が未だ本邦に於て製作せられざるは，國家の恨事であるのみなら

ず，歐洲戰爭に伴う輸入の途絶は，斯道専門家の研究並に治療に一大頓挫を來し，痛恨に

堪へざるが爲めに，順天堂病院藤浪醫學博士（剛一氏）の指導を求め，當社實驗室長藤井

技師擔任の許に，之れが研究試作に着手し，遂に一新型式を考案するに至り，之をギバ管

球と名付け，GE會社専賣のクーリツヂ管球の輸入と共に，之を發賣するに際しその披露

を兼ね，十月三日に本社川崎工場に於て，右兩管球の實驗を行ふに至つたのである。

ギバ管球の開発では，順天堂医院の藤浪剛一が指導を行って
（127）
いた。藤浪は，前年，大正3（1914）

年2月に『レントゲン
（128）
療法』を出版している。これは H. E. シュミット（H. E. Schmidt）によ

る Kompendium der Röntgen-
（129）

Therpie（以下，シュミット書とする）を藤浪が翻訳したもので

ある。シュミット書は，X線の医学的な利用方法についての記述が中心で，物理学的な原理や

装置の構造については概要にとどまって
（130）
いた。後の大正9（1920）年に，藤浪は医用 X線に関

する著書『れんとげん學』（第
（131）
二版）を出版しているが，『レントゲン療法』はこの初版とみら

（132）
れる。『れんとげん學』（第二版）では，藤井ら共

（133）
著者を迎え電気工学的記述を大幅に増補して

おり，これは，ギバ管球の共同研究に端を発したものと考えられる。

（4）ギバ管球とクーリッジ管

大正4（1915）年11月26日には，電気学会において藤井鐵也が“クーリッジ管及びギバ X放

射線管に就て”という発表を行って
（134）
いる。この発表の殆どは，米 GEが開発したクーリッジ管

（127） 藤浪剛一は，明治42（1909）年から明治45（1912）年にかけて欧州に留学したのち，順天堂医
院のレントゲン科を経て，後に慶應義塾大学の理学診療科教授となる医師である（「教室の沿革，教
室の創設」，慶應義塾大学医学部放射線科学教室，http : //rad.med.keio.ac.jp/history/, last accessed
2016.7.15.）。

（128） ハー・イー・シュミット，藤浪剛一訳『れんとげん療法』南山堂書店，1914
（129） Schmidt, Hans Erwin, Kompendium der Röntogen-Therapie（Oberflächen-und Tiefen-

bestrahlung）, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, 1913.
（130） 白木書の後半部分にも，一部，シュミット書と挿絵・内容が重複する箇所があり，白木もシュ
ミット書を参照していたと考えられる。なお，白木書の発行は『レントゲン療法』の約2ヶ月後であ
る。

（131） 前掲『れんとげん學』（第二版）
（132）『れんとげん學』は，初版が大正3（1914）年であることが知られていたが，これまでその所蔵
が確認できないとされてきた（「教室の沿革，『レントゲン学』」，慶應義塾大学医学部放射線科学教室，
http : //rad.med.keio.ac.jp/history/roentgen/, last accessed 2016.7.15. 参照）。しかし，第二版の序に
は，「拙書れんとげん療法を改訂するに當り，れんとげん學の書名の下に（後略）」と記されており，
また，印刷日発行日も一致するため，第二版は改題されており，初版は前掲『レントゲン療法』であ
ると考えられる。

（133） 共著者は，理学士藤貫清，逓信省電流試験所丸毛登，工学士室馨造，東京電気株式会社研究所
長藤井鐵也，医学博士藤浪剛一の5名。

（134） 藤井鐵也“クーリツヂ管及びギバ X放射管に就て”『電氣學會雜誌』35（329），1915，967―971
頁
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の説明に割かれていて，ギバ管球については次の一段落だけ記述されている。

次のギバ X放射線管は普通のものと異なつて居る所はありませぬ，唯亞米利加，獨逸の

柚の子見たようなものが出来て居る，レギレーターは亞米利加のやうになつて居つて，跡

の部分が幾らか獨逸のものに似寄って拵へてあります。それは對陰極が白金になって居り

まして，タングステンのはまだ出来ていませぬが近々東京電氣會社で作るそうであります。

同會社で作った水冷却装置の管球は後刻ご覧にいれます，舶来の者に負けぬ様であります。

このように，東京電気もやはり欧米のガス X線管を手本にとったことが述べられており，

藤井の後半の説明は伝聞のような口調になっている。

東京電気関係者による発表では，4月の宮原の修繕に関する発表でも，10月のギバ管球の完

成発表会でも，輸入品のクーリッジ管が紹介され，その説明に多くが割かれている。ここで，

一つ仮説として考えられるのは，ガス X線管の国産化は，東京電気によって企図されただけ

でなく，GEの国際的な市場戦略によっても推進されたのではないかということである。東京

電気は GEと明治38（1905）年に協定を締結し資本関係を結んでおり，協定締結時における東

京電気に対する GEの持株比率は51．0％で
（135）
あった。GEは，大正2（1913）年にクーリッジ管を

開発しており，この特許も申請していた。クーリッジ管は，ガス X線管よりも性能的に優れ

ており，のちに市場を独占することになる。GEとしては，クーリッジ管の製造販売体制が整

い次第，X線管市場に参入を考えていたであろうが，大正3（1914）年に第一次世界大戦の勃

発により，日本においてはドイツ製品の輸入が途絶えたため，クーリッジ管までのつなぎとし

て日本の X線管市場に早期参入するため，ガス X線管であるギバ管球の開発を急いだのでは

ないかとも考えられる。この点について，今回，十分な資料は確認できていないので，今後の

検討課題としたい。

なお，ギバ管球の名称の由来は，古代インドの医者の「
（136）
耆婆」で

（137）
ある。東京電気は，10月の

発売以来，一貫して「ギバレントゲン管（球）」のブランドを使用して
（138）
いる。

（5）その他の国産ガスX線管製造者

1920年頃には，複数の国内メーカーがガス X線管の製造・販売に参入し，「ギバ」「キンシ」

の他に，高岡理化学工業株式会社の「タカ」，金澤医療器械株式会社の「キン」
（139）
など，さまざ

（135） 西村成弘“国際特許管理契約と日米開戦”『関西大学商学論集』54（6），2010，41頁
（136） 耆婆が五臓六腑を透かして見ることができる枝（薬王樹）を手に入れたという物語が，当時ど
の程度知られていたか不明であるが，ちょうどこの年，大正4（1915）年6月5日の『中外医事新報』
に，読み物として「古代インドの X放線」が載っており，耆域すなわち耆婆の逸話をレントゲンの
発見となぞらえるコラムが紹介されている。小川劍三郎述「第二十八 古代印度の X放線（藥王樹）（刀
圭閑話 其十一）」『中外醫事新報』845号，大正四年六月五日，中外醫事新報社，1915，740頁。

（137） 前掲『東芝科学館「東芝一号機ものがたりⅡ」』18頁，前掲『わが国における X線管の歩み』
23頁

（138） 発売時の広告に掲載されている当時の東京電気株式会社のブランドマークは GEロゴである。
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まなブランドのものが販売されて
（140）
いた。

大正4（1915）年における，肥田と東京電気以外の国産品製作に関係しそうなものには，同

年4月に日本内科学会において医学士小池重が行った「日本製「レントゲン」球管の供覧」と

いう発表が
（141）
ある。しかし，この発表はあまり重要視されなかったことが記事から見て

（142）
とれ，続

報も見つかっていない。

森川と東京電気以外の国産品メーカーでは，高岡理化学工業株式
（143）
会社によるタカレントゲン

管球が発売されるのが大正5（1916）年以降である。大正4（1915）年4月の段階で，他にも

X線管の国産化の試みがあった可能性は考えられるが，この年，実際に開発・製造・発売に成

功しているのは，肥田式管球とギバ管球の2陣営のみであると考えられる。

5 「肥田式管球」と「キンシ管球」

大正4（1915）年4月に肥田式管球が発表され，森川惣助商店により製造発売がされたこと

が判明したが，当館所蔵の通称「キンシ管球」と「肥田式管球」はどの様な関係にあるのか，

カタログや広告の資料をもとに調査を行った。

（1）森川製X線管のブランドの変遷

『医海時報』の広告を手掛かりに，森川製の管球のブランドの変遷を見ていく。大正4（1915）

年4月に森川・肥田・名和の三商店によって発売がなされた際の広告では，水冷管・空冷管と

もに固有の商品名は設定されておらず，商店もしくは製品のブランドマークも見当たらない（3
―（5）参照）。

しかし，5月に入ると，「東京本町・森川惣助製・レントゲン管」の文字と桜が記されたマー

（139） 前掲『わが国における X線管の歩み』23―26頁
（140） 当時の各社 X線管の，プロダクトの品質については，大正11（1922）年に行われた，平和記念
東京博覧会の審査評が参考になる。ここでは，金澤医療器械，森川惣助，東京電気の X線管が受賞
しており，精巧さで金澤医療器械が一番評価されている。森川惣助と東京電気は「製作數多キガ爲精
巧ヲ缺キ」との評が付いており，両者は大量生産によりマーケットシェアを持っていたことが伺える。
平和記念東京博覧會編『平和記念東京博覧會審査報告 上卷』，1923，186頁。

（141） 小池重，友石市太郎「日本製「レントゲン」球管ノ供覽」『日本内科學會雜誌』3，1914―1915，57
頁。

（142） 小池重「日本製「レントゲン」球管ノ供覽（第十二囘日本内科學會總会）」『醫事新聞』929号，
大正四年七月十日，醫事新聞社，1915，43頁。発表は4月2日午後。発表後の討論において，医師真
鍋嘉一郎に当該品の欠点を指摘されている。なお，この日本製 X線管が，肥田式管球・ギバ管球の
いずれかであるか，その他のものであるかは不明である。

（143） 大倉林平『X線之話』高岡理化學工業株式會社，1916。高岡理化学工業株式会社は，金沢市の
同社理学部で1916年頃から1921年にタカレントゲン管を製造していた（医海時報での発売広告は1917
年に出現）。同社では，東京電気を辞した大倉林平が理学部長兼技師長を務め，ガラス細工担当も元
東京電気の山室定男であり，東京電気出身者を中心に構成されている（前掲『わが国における X線
管の歩み』20―22頁）。なお，大倉の『X線之話』では，国内で X線管の製造が可能になったのは大正
4年の秋以降で（28頁），東京電気が日本で初めて X線管球を製造した会社と記されている（42頁）。
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クが広告に登場する（図―
（144）
7左）。その後，広告は一旦途絶えるが，東京電気と後藤風雲堂が10

月
（145）
2日・10月

（146）
16日にギバレントゲン管の広告を載せると，その翌週，森川の広告が復活

（147）
する。

この時，なぜかマークから中央の桜だけが消えて
（148）
いる（図―7中）。その後，何度か森川の広告

が掲載されているが，しばらくマーク全体が削除された状態が続く。

森川製管球の広告の文面は，東京電気によるギバ管球の発表から約2ヶ月後，11月27日のも

のから変更され，森川が「本邦最初の製作」であることを強調し，既に数百個の管球を販売し

たことと，工場手狭の為に製造力に不足が生じ工場を拡張したことが述べられて
（149）
いる。そして

翌年，大正5（1916）年6月の広告で内容が更新され，「醫學博士 肥田七郎先生御檢定」の

文字列と共に，キンシのマーク（図―7右）が登録商標として初めて登場
（150）
する。

キンシとは『日本
（151）
書紀』に登場する金色の鵄であり，初代天皇とされる神武天皇の東征軍を

勝利に導いた霊鳥とされる。そして，第二次世界大戦前に制定された勲章のうち，軍人軍属に

授与されたのが金鵄勲章である。森川惣助商店がキンシマークをブランドとしたのは，軍属で

（144） この桜のマークは5月に2回登場するだけである。①「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫
海時報』第1088号，大正四年五月一日，醫海時報社，23頁。②「レントゲン管の製作及修理（広告）」
『醫海時報』第1090号，大正四年五月十五日，醫海時報社，23頁。

（145） 前掲「ギバレントゲン管（広告）」『醫海時報』第1110号
（146）「ギバレントゲン管（広告）」『醫海時報』第1112号，大正四年十月十六日，醫海時報社，1915，39
頁。

（147）「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1113号，大正四年十月廿三日，醫海時報社，29
頁

（148） なお，日本橋には，桜の商標の医科器械商の合資会社いわしや松本器械店（現・サクラ精機株
式会社）があり，この変更と関係があるかもしれない。

（149）「謹告（広告）」『醫海時報』第1118号，大正四年十一月廿七日，醫海時報社，1915，27頁。また
この時，白金の価格高騰を理由として，白金極を使ったモデルの値上げをしている。

（150）「醫學博士肥田七郎先生御險定（広告）」『醫海時報』第1146号，大正五年六月十日，醫海時報
社，1916，40頁

（151）『日本書紀』巻第三，720

図―7 広告におけるマークの変化：1915年5月（左）1915年10月（中）1916年6月～（右）
出典：（左）「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1088号，醫海時報社，1915，23頁

（中）「レントゲン管の製作及修理（広告）」『醫海時報』第1113号，醫海時報社，1915，29頁
（右）「醫學博士肥田七郎先生御險定（広告）」『醫海時報』第1146号，醫海時報社，1916，40頁
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ある肥田七郎の関与により開発したことにちなんだと指摘されて
（152）
いる。マークが広告に登場す

るタイミングは，肥田の博士号取得の時期であり，また前年秋から東京電気が「ギバ」の名称

を用いたことへの対抗的措置とも考えられる。マークのキンシは，三巴紋を付した軍旗を掲げ

る鉾の上に止まり，周囲に光を発しているものであるが，金鵄勲章の図案の一部を改変したと

思われる。『日本書紀』ではキンシは神武天皇の弓に止まるが，マークでは鉾の上に止まる。

この，キンシのマークについては，その後，何度かマイナーチェンジをしながら，繰り返し

森川惣助商店の商標として使わ
（153）
れた。このマークは1920年代後半には金鵄印ケミカル硝子とい

うブランドで，森川惣助商店の科学用硝子器にも使われていた。今回調査した資料では，森川

による X線管は，単に「レントゲン管」「肥田式管球」「森川製管球」などと記載されており，

統一された名称が見られないが，このマークが後にキンシ印としてブランド化されたため，愛

称として「キンシ管球」の呼称が残ったと思われる。なお，大正5（1916）年12月2日の広告

では，日本橋区浜町に合資会社森川製作所を開設し，その業務全般を同所に移したことが，森

川惣助と合資会社森川製作所の2者
（154）
連名で広告されて

（155）
いる。

（2）森川製X線管のモデル名の変遷

大正5（1916）年6月の広告に水冷器の位置が異なる
（156）
ものが登場するまで，森川の広告に登

場する X線管はミュラー型とグンデラッハ型の2種類のみであった。

その後，徐々に X線管の形状や周辺器具が多様化していき，大正6（1917）年に入ると，「一

號」，「二號」などモデル番号に相当するものが広告に現れる。今回確認した資料で，最も多く

のモデルが記載されているのは，大正9（1920）年1月に発行された『森川商店
（157）
目録』（以下，

森川カタログ）で
（158）
あった。この中に紹介されている X線管は，一号型から六号型まであり，ミュ

ラー型の水冷管が一
（159）
号型（図―8），グンデラッハ型の空冷管が三号型となっている。

しかし，その後，ガス X線管のラインナップは減っていったようで，大正15（1926）年の『東

京医科器械同業組合目録』（以下，TIKカタログ）第1版には，森川水冷却管球と森川管球普通

（152） 前掲『わが国における X線管の歩み』24頁
（153） 大正5（1916）年時点での商標登録番号等は今回の調査では判明していないが，大正15（1926）
年にも同様のキンシマークが商標として出願されている。昭和二年商標出願公告第1649号，大正十五
年商標登録願21839号。

（154） その後，大正6（1917）年大正7（1918）年の森川製 X線管の広告は，森川製作所と，森川惣
助，肥田秀，名和儀助の4者連名の広告になった。

（155）『醫海時報』第1171号，大正五年十二月二日，醫海時報社，1916，32頁
（156） 前掲「醫學博士肥田七郎先生御險定（広告）」『醫海時報』第1146号。このモデルは後藤風雲堂が
大正4（1915）年春に広告した「英米兩國製品」に似ている。森川カタログでは二號型と記載される。

（157） ヤマト科学株式会社に保管されている森川惣助商店のカタログで最古のものであった。
（158）『森川商店目録 Catalogue No. 6 Chemical & Medical Apparatus Glass-Ware』S. Morikawa & Co.
（YAMATOYA），1920（ヤマト科学株式会社所蔵）

（159） 広告では，ミュラー型水冷管を二號と記載しているものもあるが，その後，一號と変更されて
いる。
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型の2種のみ記載が
（160）
あり，前者の挿絵としてミュラー型の水冷管が載っている（図―9）。キン

シ管球は昭和7（1932）年まで製造されたと伝えられて
（161）
おり，昭和9（1934）年の TIKカタロ

グ第2版では森川の管球は姿を消している。

以上のように，肥田及び森川による国産 X線管は，開発・発表が肥田によって主導された

ため，「肥田式管球」「肥田氏管」などと認知され，当初ブランドが人物に帰属していたと考え

られる。販売店も個人商店3店が名を連ねており，メーカーとしてのブランド設定も遅
（162）
れた。

東京電気がギバ管球の製品ブランドで市場に参入すると，森川はキンシのマークを設定するが，

依然固有の製品名は不存在であった。大正5（1916）年末になり，ようやく X線管製造部門を

合資会社森川製作所としてスピンオフし，森川レントゲン管としてモデル数の拡充などが図ら

れる。しかし，本店は森川惣助商店であり，法人の森川製作所はその一部門という体制は継続

（160） 東京醫科器械同業組合編纂『東京醫科器械同業組合目録 第一版』南江堂書店，1926（福岡県
立図書館所蔵）。なお，号数による型番の記載は無い。

（161） 前掲『わが国における X線管の歩み』24頁
（162） ミュラー社とグンデラッハ社の，すでに認知されたドイツ製品を雛形にしたという点も，国産
品の固有のブランド設定を遅らせた要因と考えられる。

図―8 森川カタログ（1920）の一号型 No.1（左）と一号型 No.2（右）
出典：『森川商店目録 Catalogue No. 6 Chemical & Medical Apparatus Glass-Ware』（S. Morikawa & Co.（YAMATOYA）,
1920，1頁／ヤマト科学株式会社所蔵）

図―9 TIKカタログ（1926）の森川水冷却管球
出典：東京醫科器械同業組合編纂『東京醫科器械同業組合目
録 第一版』，1926，374頁
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（163）
した。このような段階的な開発・製造・販売体制の移行が，製品として認知される「肥田式管

球」「キンシ管球」と，その製造者である「森川惣助商店」「森川製作所」の関係を複雑にし，

これまでその製品としての輪郭が掴みにくかった所以であると考えられる。

（3）当館所蔵品と水冷式肥田式管球およびキンシ管球一号型

これまでの調査をもとに，総合研究博物館に移管されたキンシ管球のモデルについて検討す

る。まず，全体的な形状は，ミュラー型の水冷管であり，森川カタログにおける一号型と同様

である。また，キンシのマークが付いている為，大正5（1916）年以降に製造されたものと推

定できる。

森川カタログでは，一号型について，ガス調整器の形状が異なった No.1と No.2の二つの

挿絵がついている（図―8）。No.1の挿絵の下には，対陰極面の素材とガラス球の直径の違い

によって「白金極 直径20cm」「白金極 直径17cm」「タングステン極 直径20cm」「タング

ステン極 直径17cm」の計4種類の仕様が掲載されている。また，No.2の挿絵の下には，「本

器ニ使用セル調節器ハ肥田博士ガ最近ニ考案セラレタルモノニシテ瓦斯ノ放出量非常ニ多ク且

瓦斯ノ吸収作用，絶無ナルヲ以テ，頗ル使用ニ便ナリ御希望ニ應シ何型ノ球管ニテモ同價ニテ

當調節器ヲ取付ケ申ス可ク候」と記載されており，ガス調整器は，型番とは関係なく，求めに

応じて種類の違うものを取り付けていたことがわかる。

総合研究博物館所蔵のキンシ管球は，森川カタログにおける一号型「白金極 直径20cm」

と，基本的な形状や，管球のサイズ，対陰極の素材などのスペックが一致する。ガス調整器は，

No.1 No.2のいずれとも違うが，二号型・三号型・四号型の挿絵とは類似して
（164）
おり，TIKカ

タログの挿絵にも近い（図―9）。

一方，同品は，水冷器先端のノズルや，対陰極などの金属部品の形状が，森川製品の挿絵よ

りも，ギバ管球の水冷管である C型に極めて似ている点に疑問が
（165）
残る。ギバ管球 C型の現物

（医用量子線分野所蔵）と比較しても酷似していることがわかる（図―10）。森川製水冷管の現物の
（166）
写真では，水冷器の先端部分は森川カタログのイラストの通りになっており，ギバ管球の二股

のものとは異なっている。

（163） 広告の表記などによる。なお，森川製作所の独立性が高くなるのは，株式会社化した昭和10（1935）
年頃と考えられる。森川惣助商店では，初代森川惣助が引退し，昭和12（1937）年に二代森川惣助が
社長に就任している。

（164） なお，ギバ管球でこのタイプのガス調節器を付けたものは今回調査した資料には一切見られな
かった。

（165） ギバ管球 C型も，対陰極が45度に取り付けられており対陰極支柱に水冷の機構を持つ，ミュ
ラー・ラピッドと類似の水冷式管球である。タカ，キンなど他社の X線管にも同様のミュラー型の
水冷管がある。ガラス面の印字以外で各メーカーの違いを検討するには，金属部分やガラス処理など
のディテールを検討することになる。

（166） 大正11（1922）年の平和記念東京博覧会の際に撮影されたもの（ヤマト科学株式会社所蔵）。
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そこで，当館所蔵の個体のモデルついては，次の2つの可能性を考えた。

①これは，森川製の水冷管（森川カタログにおける一号型「白金極 直径20cm」）であり，新式の

調節器を選択したものであるが，金属部品は，メーカー間で部品の模倣や共通化が起こった

か，カスタマイズによってギバ管球用の部品を選択し
（167）
た為，ギバ管球に酷似したものが付い

た。

②もともとギバ管球であった個体を，ガス調節器の変更やガラスの破損などのため，森川が改

造もしくは
（168）
修理した際に，キンシのブランドが付された。

この点について判断するには，他の個体などと比較しての検討が必要である。現在までの調

査では，キンシマークの水冷式管球の現物が，当館所蔵のものしか確認できていないため，新

たな個体が発見され詳細を判断する材料となることを期待している。

6 ま と め

本研究により，国産 X線管である「肥田式管球」について，これまで明らかになっていな

かった開発の経緯と，製品化の過程が明らかになった。日本における X線管の国産化は，大

正3（1914）年の第一次世界大戦勃発により研究が開始されたと考えられてきたが，軍医肥田

七郎はそれより早く明治43（1910）年の渡欧時に既に国産品開発の研究を開始していた。肥田

は，ドイツのミュラー社，グンデラッハ社の製品を手本にし，ガラス商の森川惣助商店に開発

を依頼し，いち早く国産品を完成させた。

肥田が日本外科学会において発表したミュラー・ラピッドを模した国産 X線管は，開発者

の名から肥田式管球，又は製造者の名から森川製管球として認知された。競合の東京電気が，

（167） この場合，理由の一つとして考えられるのは，周辺装置との互換性である。例えば，ギバ管球
の水冷器金具が二股であるのは，冷却水を循環させる装置（『れんとげん學』（第二版）244頁）との接
続のためとみられる。

（168） この場合，ガラス面に印字された「R」の文字は Repairedもしくは Refurbishedの意味と推測
する。

図―10 水冷器金具：医用量子線分野所蔵ギバ管球 C型（左），総合研究博
物館所蔵キンシ管球（右）
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ギバ管球という製品名称でブランディングを徹底し参入してきたのに対し，肥田式管球は，医

師の肥田を前面に出した広告と関係三商店による販売など，人的主体を中心にした体制が続き，

キンシブランドの設定やモデル名の付与，製造会社の法人化に時間がかかった。そのため，最

初の数年間の製品認知の一貫性が損なわれ，その成り立ちがわかりにくいものになっていたと

考えられる。

当館のキンシ管球については，キンシ管球一号型の個体である可能性と，東京電気ギバ管球

の森川による修繕品の2つのケースを考えているが，いずれのケースであっても当時の X線

管製造・修繕のプロセスや，市場環境を知るための参考になりそうである。今後，外国製品と

のより詳細な比較などにより，技術導入の過程に関する調査を検討している。

［謝辞］ 本研究では，当該 X線管を総合研究博物館にご寄贈いただいた九州大学大学院医学研究
院保健学部門医用量子線科学分野赤坂勉助教に，沢山の関連資料や情報のご提供をいただいき
ました。また，森川惣助商店に関する調査では，ヤマト科学株式会社社長森川智氏，松崎一夫
氏，栗林誠氏に，インタビューや社史資料の閲覧でご協力いただきました。また，国立科学博
物館，東芝未来科学館，島津製作所創業記念資料館，九州大学医学歴史館に現物資料の確認で，
Jan A. M. Hofman氏，株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンに，ミュラー社関連
資料のご提供で，それぞれご協力いただきました。写真（図―3）は The Cathode Ray Tube site

に，写真（図―4）は Oak Ridge Associated Universitiesにご提供いただきました。当館では，
三島美佐子准教授，テクニカルスタッフ瀬戸浩貴氏に資料の管理で，また，芸術工学部学生ス
タッフの，堀内安由美さん，野口杏奈さん，緒方胤浩さん，日高彩伽さんに，資料の撮影と調
査でご協力いただきました。多くの皆様のご協力に感謝を申し上げます。本研究は，科学技術
人材育成費補助事業の支援を受けました。

Kinshi Gas X-ray Tube in a Collection of the Kyushu University Museum :

Development Processes of Early Japanese Gas X-ray Tubes

by

Takashi MATSUMOTO

（Kyushu University Institute for Advanced Study / The Kyushu University Museum）

Shozo IWANAGA

（The Kyushu University Museum）

In this paper, we report our research on a Japanese gas x-ray tube having a brand mark of

the Kinshi-bird（a mysterious golden kite which appears in Nihonshoki : an early historiography

of Japan）, which is in a collection of the Kyushu University Museum. The research purposed to

reveal the tube’s origin, model, and manufacturer.

By the research, it has been clarified the process how gas x-ray tubes production had started
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in Japan around 1915. In addition, we have also revealed that a demonstration and release of

the Dr. Hida’s X-ray Tube manufactured by Yamatoya（a glass dealer owned by Mr. Sosuke

Morikawa in Nihombashi Tokyo）were most likely the earliest, and the Giba X-ray Tube by To-

kyo Electric（a predecessor company of Toshiba）has been demonstrated and released a half year

later.

Dr. Shichiro Hida was a teacher in radiology at the Army Medical School. In 1913, he has or-

dered Yamatoya to develop Japanese tubes based on his advices from his research in Germany

back in 1910. Dr. Hida’s first two tubes were modeled after the German tubes : Müller Rapid

and the Gundelach’s. His tubes did not have brand or model names when Yamatoya and two

other shops started distribution in April 1915, but later the Kinshi was branded in 1916 in the

process of market competition with Tokyo Electric. Then, Yamatoya had also spun off its pro-

duction sector of x-ray tubes to a company : Morikawa Seisakusyo.

The tube in our collection has characteristics of Dr. Hida’s Müller-type tube, but there still

remains a question why the tube has metallic parts similar to the Giba X-ray Tube. Therefore,

we have set up two hypothetical reasons ; it is a Yamatoya/Morikawa’s product choosing parts

similar to those of the Tokyo Electric’s, or a Tokyo Electric’s product repaired or refurbished

by Yamatoya/Morikawa.
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