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日本の家庭のコンピュータの受容と「マイコン」概念の変遷
鈴木真奈 suzuki.mana.36n@kyoto-u.jp
会員、京都大学
1. はじめに
本発表では，マイクロコンピュータの省略語である「マイコン」がどのような文脈で使用されてい
るかを見ることにより，コンピュータ（電子計算機）が家庭（個人）の中で受容される過程で，その
存在がどのように考えられていたかを見る。
1970 年代半ば，マイクロコンピュータの登場によって，個人でもコンピュータが所有可能になっ
た。マイクロコンピュータは，ミニコンピュータと対比され名付けられたものである。ミニコンピュ
ータは，1965 年に DEC 社が発売した PDP-8 がその始まりとされる。ミニコンピュータも，それまでの
メインフレーム（汎用大型コンピュータ）よりも安価かつ小型化したがゆえに「ミニ」の語が冠され
た。従って，マイクロコンピュータの元来の意味は，旧来のコンピュータよりも更に小さいコンピュ
ータという意味でしかない。
日本においては，1976 年に日本電気より発売された TK-80 がマイコンブームのきっかけとなった。
半田付けを必要とする組み立てキットであり，技術者がマイクロコンピュータを理解するための教材
と想定されていたが，ホビイストにも売れた。1977 年にはアメリカのアップル社が AppleII を発売，日
本でも 1978 年に日立が MB-6880，1979 年に日本電気が PC-8001 を発売する。これらはいずれも組立作
業の要らないコンピュータであり，今日においては「パーソナルコンピュータ」「パソコン」と呼ば
れるものである。
しかし，1980 年代前半の日本において，マイクロコンピュータの略語である「マイコン」は，しば
しばパソコンも包含する語として使用された。このようなことが起きた原因の一つは，当時急速に発
達・普及していた個人向けのコンピュータのイメージが，マイコンブームの影響でマイクロコンピュ
ータに帰着したからである。1980 年代は，マイクロプロセッサを基盤とするコンピュータの発達によ
って，様々な形でコンピュータが人々の生活に入り込むようになった時代である。
そのために，1980 年代前半を中心として，パソコンに関心を持つ層を対象とするマスメディアに着
目した。雑誌資料としては，当時ビジネスユーザーからホビイストにまで広く読まれていた電波新聞
社の『マイコン』に当たり，映像資料としては，NHK 番組アーカイブス学術トライアルを利用するこ
とにより，『趣味講座マイコン』1982 年春期講座およびパソコンを特集した番組に当たった。
2. 『マイコン』のメディアに見る用法
「マイコン」の用法を分析する上で，三つの分類を考えておきたい。一つは，個人で所有が可能な
形態・価格のコンピュータを指すもの（以下，個人型マイコン），今日で言うパソコンの同義語と見
なせるもの（以下，PC 型マイコン），工業機械や家電製品などの電子機器に組み込まれる制御用コン
ピュータを指すもの（以下，組込型マイコン）である。
1) 雑誌『マイコン』
『マイコン』誌は 1977 年に電波新聞社より創刊され， 1995 年に休刊した。1980 年代前半には，日
本マイコンクラブが編集に協力していた。主な内容は，ハードウェアのレビューや解析，ゲームのソ
ースコード，コンピュータに関する報道・取材などである。
『マイコン』誌には，8 ビットマイクロプロセッサの技術的な情報も掲載されることがあり，編集者
および読者がマイコンという語の原義を全く意識していなかったとは考えがたい。しかし，1981 年 12
月号に掲載された当時の主要なパソコンについての評価記事では「パソコン」「マイコン」の使用の
混濁，すなわち PC 型マイコンの用法は確認できた。1982 年 2 月号では，1971 年に発売されたインテ
ル社のマイクロプロセッサ 4004 を「マイコン」の出発点として，マイクロプロセッサの応用の代表例
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がパーソナルコンピュータであると説明している(1)。PC 型マイコンの用法が登場したのは，このよう
な状況によるものと考えられる。
また，マイコンとパソコンの使い分けを示す例として，1984 年 1 月号の記事が挙げられる。その記
事によると，マイコンは超小型のコンピュータを意味し，パソコンは個人で使うコンピュータを意味
する，というように区別している。したがって，超小型のコンピュータである「パソコン」は「マイ
コン」と呼んでも差し支えないものだ，というような説明が為される(2)。
マイコンとパソコンの文脈が明確になりやすいのは，オフィスオートメーション（OA）など，ビジ
ネス用途のコンピュータに話題が及んだ場合である。1982 年 2 月号では，「マイコンは，ハードウェ
アの進歩と共にビジネスの使用にも耐えるようになり，ホビー市場からビジネス市場へ」移行したと
書かれている。また「高性能パソコンの登場」「低価格マイコンの出現」と表現が分けられており，
低価格マイコンとは「パソコンの入門機」「OA ブームに乗った新需要層を狙ったもの」であるとされ
ている。つまり，安価な入門用コンピュータなのである(3)。
まとめておくと，マイクロプロセッサを利用したコンピュータである，という理解のもとで，マイ
クロコンピュータとパーソナルコンピュータは極めて近しい存在であるがゆえに，「マイコン」とい
う略語によって，一括して言及されることがあった。しかし，趣味の世界ではマイコン，OA の世界で
はパソコンというような文脈の違いも存在していた。
2) NHK 番組アーカイブス
PC 型マイコンの使用例は NHK の番組からも確認できた。象徴的なのは『趣味講座

マイコン入門』

（1982）である。この番組は，日本電気の PC-8001 を用いた BASIC 入門講座であるが，PC-8001 は一貫
して「マイコン」と呼ばれる。また，リポーターや取材を受ける一般人が，パソコンを指示している
ことが明確な文脈で「マイコン」という語を使用する場面が見られた。
「マイコン」の説明として，マイクロコンピュータの省略語であるという解釈が確認できた。『趣
味講座

マイコン入門』の第 1 回において，講師の森口繁一は「マイコンというのは，マイクロコン

ピュータの略ですね。マイクロとは非常に小さい，コンピュータは電子計算機です」と説明する(4)。
一方で，『ジュニア大全科』という番組では，マイクロコンピュータという語に触れつつ，「マイコ
ン」「パソコン」の区別は難しい，という説明も為されている(5)。一方で，「マイコンピュータ」と
いう語の存在を示唆するものが見られた。
また，パソコンと並ぶものとして，組込型マイコンがしばしば取り上げられた。『趣味講座

マイ

コン入門』では，PC 型マイコンと組込型マイコンの用法が混在していた。この番組では，PC-8001 の
BASIC 講座とは別に，取材映像やゲストインタビューの時間が存在した。第 7 回の取材対象は，電子レ
ンジである(6)。組込型マイコンにより，カセットテープに記録されたプログラムで調理を制御できる
ものである。第 8 回の取材対象は，電動ミシンである(7)。組込型マイコンに記録された運針情報によ
り，複雑な刺繍を自動的に行ってくれるものである。
まとめておくと，「マイコン」という語に PC 型マイコンの意味があることは，『マイコン』誌と同
様に確認できた。注目したいのは，組込型マイコンの扱いである。『趣味講座 マイコン入門』のよ
うに，番組の表題は PC 型マイコンでありながら，組込型マイコンも同時に扱うような番組が存在し
た。
3. マイコンピュータとホームコンピュータ
前節で「マイコン」の三つの分類を示した。本節では，PC 型マイコン・組込型マイコンの双方を指
し示すメタ的な語である個人型マイコンと「マイコン」「パソコン」の関係を見たい。
個人型マイコンと結びつく語は「マイコンピュータ」である。この語の省略として語られる「マイ
コン」は，PC 型マイコンや組込型マイコンとも異なる。
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それを最もよく示すのが，安田寿明の著作『マイ・コンピュータ入門』である。安田は，マイコン
は正式にはマイクロコンピュータであるとしつつも，「マイコンピュータ」の略であると主張する。

『マイ・コンピュータとは〔中略〕ふたとおりの意味がある。ひとつは字義通り，いままでの大
会社，官庁占有のコンピュータとちがって，個人所有のコンピュータという意味である。〔中
略〕第二は，個別の機械のためのコンピュータという意味である。〔中略；マイコンの登場によ
り，個別の工業機械にコンピュータを組み込むことは容易になり〕製めん機からみれば，そのコ
ンピュータは，製めん機だけのためのコンピュータ，すなわちマイ・コンピュータなのである
(8)。』
安田の考えるマイコン（マイコンピュータ）とは，工業機械が自身を制御するための専用のコンピ
ュータを持つという意味（組込型マイコン）と，個人所有できるコンピュータ（個人型マイコン）の
意味を兼ね備えているのである。
また，前説で見た『マイコン』誌は，1992 年に『My Computer Magazine』と誌名を変更するが，そ
の予告に次のような表現が見られる。
『創刊時，パーソナルコンピュータとほぼ同義語であった「マイコン」の語感はパーソナルコン
ピュータの独自の発展とともに本来のマイクロコンピュータのイメージに帰っていきました。本
誌は〔中略〕「マイコン」を「マイ・コンピュータマガジン」の略称であるという位置ずけ〔原
文ママ〕をし，誌面でも，マイ（私の）コンピュータという言葉を使用してまいりました(9)。』
ここで言う「本来のマイクロコンピュータのイメージ」とは組込型マイコンの用法であると考
えられる。それでもなお，「マイコン」と「パソコン」を結びつけるものが「マイコンはマイコ
ンピュータの略称である」という解釈であった。
安田の「マイ・コンピュータ」は，個人型マイコンと組込型マイコンの両方を意味している。
これは新しいコンピュータの特徴として特筆すべきことであった。一方で，『マイコン』誌は，
PC 型マイコンの用法がなくなった後に，パソコンとマイコンを結びつけるため，マイコンピュー
タという語を持ち出す。マイコンという語に，個人型マイコンの意味があることを明確化したの
である。このように，「マイコンピュータ」は個人型マイコンの用法と最も近しい語であると共
に，「マイコン」に存在した複数の文脈とその変遷を示す語である。
「ホームコンピュータ」もまた「マイコン」のように揺らぎを持つ語である。安田は NHK の番
組に出演した際にパソコン（PC-8001）を「ホームコンピュータ」と呼び，『マイコン』誌はアメ
リカのパソコン市場に言及する際に「ホームコンピュータ」という語を用いる。このように「パ
ソコン」と同義語の使用が見られる一方，「家庭に置くコンピュータ」全般を指し示す語とし
て，コンピュータの未来像を描くのにも用いられた。特に，OA と対比された概念であるホームオ
ートメーション（HA）について注目したい。「家庭の電子化」を意味するこの語は，情報通信技
術や家電製品の普及と共に，個々人のライフスタイルが変化することを想定したものである。ホ
ームコンピュータは，この文脈において「マイコン」で語られる様々なコンピュータ，PC 型マイ
コンや組込型マイコンが高機能化・統合された姿に言及する際に用いられた。そのような意味で
のホームコンピュータが，NHK の番組『サイエンスレーダー』でも紹介されていた。松下電器産
業による，ホームコンピュータのデモンストレーションの取材映像である(10)。それによると，ホ
ームコンピュータは，電子錠・火災自動通報・照明・献立データベース・ホーム学習システムを
統合的に制御するものであった。
4. おわりに
「マイコン」は，その当時に生まれた二つのコンピュータの在り方を説明するものである。一つは
PC 型マイコンである。パソコンはマイクロコンピュータの代表格であった。1970 年代半ば頃に登場し
た組立式コンピュータから，買ってきて電源を投入するだけで使えるパーソナルコンピュータへの変
化は，「マイコン」に対する認識の変化をもたらした。
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もう一つが，組込型マイコンである。特に組込型マイコンを持つ家電製品の存在によって，コンピ
ュータは生活に身近なものとなった。同じ「マイコン」という語によって指示できるために，PC 型マ
イコンと共に組込型マイコンが同列に語られることはしばしば起きていた。
さらに，マイコンの用法として重要なのが，個人型マイコンである。コンピュータの小型化・低価
格化によって，個人でもコンピュータが所有できるようになった状況を端的に示す語として，この語
は使われていた。
1970 年代半ばから 1980 年代にかけて，マイクロコンピュータと呼ばれるコンピュータによって，コ
ンピュータが個人のものとして普及するに至った。本研究は，実体としてのコンピュータの変化では
なく，コンピュータを使う側の意識の変化を見た。マイコンという語が用いられる背景には，コンピ
ュータは今や個人のものである，個人の生活に深く関わるものとなってゆくものだ，という考え方が
あったと言える。
5. 謝辞
本論文は，公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団平成 27 年度助成研究 A-2「日本のホームエレクトロニ
クス思想とビデオゲーム」の助成を受けたものである。また，NHK 番組アーカイブス学術利用トライアル
2016 年度第 1 回「1980 年代前半期のマイコン・パソコン文化形成にメディアが果たした役割」による調査
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岐阜県近代和風住宅旧苗木藩主遠山家住宅の造営について
〇水野 貴子*1、麓 和善*2 fumoto@nitech.ac.jp
*1 非会員、名古屋工業大学大学院、*2 会員、同大学大学院
1. はじめに
遠山家は、江戸時代に岐阜県中津川市に存在した苗木藩藩主の家系である。廃藩置県後、当主は東
京に移り住んだが、明治 21 年(1888 年)に、12 代遠山友禄が、東京での職務終了に伴い、帰郷した。旧
苗木藩士卒から、士族復帰運動成功の感謝として、邸宅資金を拠金してもらい、明治 44 年から翌年に
かけて、住宅を新築した。
遠山家住宅は、東西に長い敷地
で、東辺南寄りに表門を構える。
敷地の中央西寄りに本館（書院）
が東を正面にして建ち、その北に
付属棟（別館）が突出する。本館
は木造、入母屋造、四周庇付、玄
関突出部は唐破風、桟瓦葺〔図
1・2〕。付属棟は木造、入母屋
造、桟瓦葺で、東面・西面庇付、
鉄板葺である。本館（書院）は、
唐破風屋根の表玄関から入ると、6
畳の受付の間がある。そこから南
に四畳間と床と床脇付きの 8 畳の

図2

本館正面全景

図3

本館客間から畳廊下、応接室をみる

図1

平面図

図4

家相図

遠山家所蔵
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応接室が並ぶ。これらの西は 10 畳の畳廊下で、その西に床と床脇および付書院が付く 15 畳の客間
〔図 3〕と 10 畳の次の間が南北に並ぶ。そして、客間と次の間の西面から北面にかけて矩折れに縁と
廊下が付く。また畳廊下の南端は板敷きの外廊下が東に延び、雪隠が付く。一方、畳廊下の北端は廊
下に接続し、その北に付属棟（別館）が接続する。付属棟（別館）は、廊下が北に延びて東側に四畳
半、西に床と床脇付きの 8 畳の書斎がある。四畳半の北に後世に増築された台所、勝手口、内向きの
居室がある。家相図〔図 4〕によると、かつては本館の北に廊下が延びて母屋に繋がり、その東には土
蔵や離れが建っていたが、老朽化のため、昭和 31 年以前に撤去された。そして昭和 55 年頃に、付属
棟の東から北に、台所棟が増築された
遠山家には、この屋敷の造営に関する詳細な史料『遠山家造営日録』(明治 45 年)〔図 5〕および工事
仕様書〔図 6〕が残されている。
2. 遠山家造営日録
造営日録〔図 5〕は、明治 44 年 10 月 5 日から大正 2 年 1 月 10 日までの遠山家の屋敷建設に関わる
日記録である。土地の取得に関する記述から、測量、木材や石材の選択や調達の様子、見積や入札の
状況、施工状況やその間のトラブルや不具合、職人の仕事の進捗状況などの工事全般にわたって詳し
く記されている。また、棟札の写し〔図 7〕も記されており、明治 45 年 6 月 11 日の上棟、当主は遠山
英彦（友郷）、設計技師安田栄�、匠工高井常�、造営職植松織右衛門、結城達之介、西野安三郎で
あることがわかる。記録は造営職の三名が、交代で担当している。また、遠山家一家の来訪状況と旧
家臣との関わりも読み取ることができる。

1） 当主遠山英彦
遠山英彦は、美濃苗木藩第 11 代目当主遠山友禄を父に持ち、廃藩に伴い子爵となり、遠山友郷と改
名している。当主遠山英彦は造営職や杣と共に旧
城へ木材を見分するために登山している（明治 45
年 4 月 20 日）。4 月 27 日には杣・丹羽勝次郎と北
谷及び御鳥屋に行き、自ら指揮し、破風板が杉材
から作成されたことが記されている。また、徴兵
検査を受けるために、家臣だった西野と中津川へ
出かけたことも記されている（5 月 21 日）。遠山
家一家については、英彦の他に、英彦の弟で後に
養子となる健彦も書かれており、当時まだ学生
で、結城と御嵩から帰ってきた記述がある（4 月
25 日）。その他良子、常子が学校へ入学し、造営
図 5 『遠山家造営日禄』
職の三人のうち一名が同行している記述もある。
明治 45 年遠山家所蔵
2）
旧家臣の役割
苗木藩が消滅した後、家臣は平民になっていた
が、造営職の三人は、城主の元で家臣としての役
割を続けていた。植松織右衛門は、通常会計処理
を行っており、月末に職人への賃金の支払いを行
っている（2 月 28 日等）。造営職の三名と福田が
図 7 棟札写（『遠山家
造営日禄』所収）
集まった機会には、木材や建具などの見積の検討
明治 45 年 6 月 11 日の上
を行っている（石材の見積検討：明治 44 年 11 月
棟、当主は遠山英彦、設
計技師安田栄�、匠工高
28 日、建具の見積検討：2 月 12 日）。図 8 には、
井常�、造営職植松織右
植松による諸費予算概算が記されている。また、
図 6 『仕様書』
衛門、結城達之介、西野
結城達之介は福田と共に建設地の売買契約に立会
遠山家所蔵
安三郎
っている（明治 44 年 10 月 5 日）他、植松や西野

日本産業技術史学会 第 33 回年会(2017 年 6 月 24 日)講演要旨 G2- 3

不在時には代理として働いている（2 月 18 日、地鎮祭）。西野安三郎は設計図を安田に提出し、設計
技師安田に仕様書を委託し（10 月 21 日）、11 月 19 日に家相の相談に名古屋へ行くなど、造営に関し
て主任であった（2 月 26 日）。当主遠山英彦と材料の見立てや買付にも出かけている（5 月 20 日）。
その他、造営職で協議した決定事項を、職人に指揮指導したという（5 月 18 日）記述も見られる。設
計技師安田は、植松の呼掛けにより中津川から出て来ていること、柱の仕様書を作成し（11 月 31
日）、匠工高井常�と共に木材を調査したこと（2 月 9 日）などが記されている。
3） 木材、石材の調達
遠山家は苗木城を旧城として所有しているため、旧城の石材・木

表1

工事進捗記録

材が屋敷の建設に使用された。木材は、名古屋や中津川へ買付に行
く他、旧城の北谷や鳥屋脇の木材を切り倒し、杣・桜木賢二郎や丹
羽勝次郎に運搬させ、加工・使用している（12 月 5 日）。2 月 28
日には植松が木樵西尾鍬之介と所有山林の中の木材を調査しに行っ
たことが書かれている。名古屋での木材買付は 3 月 4 日から 9 日に
行われ、植松、安田、西野が長谷川木材店に相談しに行った。1 月
23 日には石工鈴木元�が長石の不足を指摘し、西野と結城が北谷
の石で補充することを決めている。また、1 月 27 日には木材店の
小栗から、遠山家の山林木材の使用に関する提案があったことを、
結城が報告している。
4） 手斧始め
遠山家日録による工事進捗状況を〔表 1〕に示した。表 2 の記録
数をみると、手斧始め以降の記録は毎日書かれたといってもよい程
綿密に記録されている。
手斧始めは 3 月 25 日の午後に行われた。造営職では福田、西
野、植松、結城、安田が参列し、大工は棟梁高井常�、熊嵜鍵六、
安田の家の近藤が出席した。式は極めて略式で行い、その後下便所
の地祭りを行った。夜には一同に酒肴をふるまい、その場で植松と
西野は、安田に改めて工事一切の指揮を依頼した。安田は快諾し棟
梁高井や大工近藤に諭した。この日の記録の締めとして、設計技

表2

遠山家造営日録記録数

師・安田は工事の指揮者であ
り、顧問であることが再度記さ
れている。
5）建前（表小屋）
表小屋の建前は、5 月 5 日に
図8

植松による諸費予算概要（2 月 23 日『遠山家造営日禄』所収）

行われた。大工は鍵六、鍬之
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介、熊

の 3 名が出席し、素人は福松、金六、兼松、政太郎、五市等が参加したが、杣木挽と石工は

不参加だった。午後 11 時に西野が参邨した。建前祝儀として 7 名に二円ずつ支払われ、代表者熊嵜鍵
六に渡された。
6）地突
地突は 5 月 18 日に行われた。雇人は 17 名、手伝いは 12 名記されている。西野は朝 6 時に出頭し、
植松は前日から泊まっていた。協議の上前日に決めた場所を雇人夫、手伝いに伝え、掘方を指揮し、
午前 8 時過ぎに取掛った。朝、安田から高井に、石据付は 60 貫以上で千本で据えるか、コンクリで据
付てほしいと指示があった。雇人 4 人は石高さを計り、仮据付を千本で突いてその日の作業を終え
た。
7）上棟式
上棟式は 6 月 11 日に行われた。鈴木雄二が準備のため午前 2 時に出頭した。雇人夫 6 名も早朝に出
頭した。上棟式の参加者は 83 名。安田は終日忙しく働き、棟梁高井も自ら梁に登り槌を持って働い
た。午後 5 時本館玄関八帖の上棟を終わり、祭壇の設置に取掛った。式は中等のもので、矢一對、吹
流し一本を建て、これらは岩中貞介に作らせた。地鎮祭を行った可知禮造が地上で御祓いし、屋上の
上棟の祠では安田が高井に代わって朗読した。散銭、散扇、散餅を終了したのは 7 時だった。その後
見舞人に酒肴を出した。棟梁はじめ本館大工と係員 3 名と鈴木は、母屋座敷でもてなした。本館係大
工には祝儀金が出された。棟札は西野が書いた。桜木賢二郎が梁から降りようとした時に、墜落し地
上に横たわった梁に頭をぶつけ気絶したが、午後には回復し、梁上に戻り働いた。柴田が斧を落とし
足の甲を切った。参加者と献上品のリストがその後書かれている。
8）造営職による工事監理
遠山家住宅の工事監理は、すべて造営職の三人が行っている。たとえば、9 月 29 日の記述には、別
館八帖の瓦作業が終わったが、瓦の葺き方が悪いと書かれている。製造元に任せたため技術が悪い、
本館も同様、当時作業中の玄関唐破風も期待できない、とも書かれている。瓦葺き作業は 10 月 4 日に
は渡り廊下を終わり玄関に及んだが、仕事に取掛るまでに時間がかかることを苦言している。10 月 6
日には玄関瓦の勾配に不満があり、葺き直させたことも書かれている。10 月 17 日には瓦屋により、南
側瓦ふせ工事が行われたが、その後左官が屋根積熨斗加工（漆喰）工事にかかったが、瓦屋の「のし
のしかた」がよくないため、全部改めて積み直した、とある。また、11 月 12 日には瓦屋小川から瓦代
の請求書が届くが、入荷数、使用数、残数に相違があるため、再調査してから支払う、と対処してい
る。そして、翌 13 日には岩 と五一に使用瓦数と残り瓦数を数えさせたが、その作業には終日かかっ
た、と記されている。造営職の 3 名は、工事の進捗だけではなく、材料入荷状況や数量と予算に関し
ても注意深く仕事し、職人に対しては監督として厳しく対応していたことがわかる。
その一方で、10 月 7 日には、近くで興行があったために、大工やその他一同に観劇料を渡す、10 月
18 日には瓦葺きが全部完了したために酒肴料として一円を渡すなど、監理者として厳しいだけではな
く寛容な主人としての面も、時折見せている。
3. まとめ
遠山家住宅は、旧苗木城藩主の住宅で、近代和風住宅のなかでも特殊な例であるが、旧家臣が造営
職として関わり、造営に関する詳細な記録が残っている。その記録から、各工事の進行状況（敷地の
取得、見積や入札、測量、木材・石材の調達、地鎮祭、手斧始め、建前、地突の儀、上棟式等、各部
分工事の様子）、その他造営職による工事監理状況、職人の仕事状況が読み取れる。材料収集を家臣
が雇人夫を使って運搬させ、住宅を作らせている状況もわかる。遠山家住宅は旧藩主の住宅としての
格式を備えた近代和風住宅であるとともに、史料を通し造営経緯を詳細に知ることができる貴重な住
宅である。
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戦後復興期のレンズシャッタの品質
中井 学 nakaim@p2.tcnet.ne.jp
会員、富山大学（名誉教授）
1. はじめに
戦後復興期の日本で生産された工業製品の品質は、一般的に「安かろう悪かろう」なる語句で評さ
れてきた。この評価はレンズシャッタにおいても同様であり、事実として現在残っているレンズシャ
ッタカメラにはシャッタの動かないカメラも多い。前報(1)では、技術力の高いメイカァが戦後復興期に
生産したレンズシャッタのなかに、かなり高品質の製品が存在することを明らかにした。本報告で
は、戦後復興期に一時的に存在した新興小メイカァが生産したレンズシャッタの品質について検討す
る。
2. 戦後復興期のレンズシャッタ
シャッタの産業技術史は 1800 年代にまで遡ることができ、種々の機構が試みられてきたが、戦後復
興期のレンズシャッタは主にコンパーラピッド系、プロンター系およびバリオ系に分類することがで
きる。このうちコンパーラピッド系シャッタは比較的高級なカメラで用いられており、プロンター系
シャッタは中級カメラに、またバリオ系シャッタは比較的廉価な少数のカメラに組み付けられた。た
だしバリオ型シャッタは、シャッタブレイドが 2 枚で機構も簡単であるけれども、必ずしも品質や信
頼性が低い訳ではない。コンパーラピッドとプロンターは 1930 年代に、バリオは 1910 年代に共にド
イツのメイカァによって開発された。
2-1 バリオ系シャッタ
戦後復興期のバリオ系シャッタは、Alfred Gauthier GmbH のバリオの機構を参考に設計されている。
比較的初期のバリオは図―1 のように上方にダイヤルセット様のシャッタ速度目盛板を有しており、シ
ャッタ前板前面にエバーセット方式のレリーズレヴァが付けられている。この型のバリオは、部品数
がかなり少ない。図―2 は 1930 年代に発売されていたセミ判のバルダックスに組み付けられていたバ
リオの内部機構を示しており、シャッタブレイドは 2 枚で、シャッタ速度目盛は 25、50、100、B、T
である。バリオでは、金属片上を長さが一定の金属製スライダーが擦過するときにかかる時間の変化
を基本にして露出時間を制御しており、スライダーを駆動するねじりコイルばねの弾性エネルギーを
変化させて、定められた露出時間を得ている。バリオ系シャッタにおける露出時間精度の一例を得る
ために、このシャッタについて 25、50、100 の各目盛における露出時間をそれぞれ 10 回実測したとこ
ろ、平均値はそれぞれ 39.8ms、14.8ms、10.1ms であり、誤差はそれぞれ－0.3％、－25.8％、＋0.16％

図―1 初期のバリオの外観

図―2

バリオの内部機構
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であった。25 および 100 の目盛における誤差は小さいけれども、各実測値の偏差はかなり大きかっ
た。なおバリオは、その後シャッタ速度目盛が 200、75、25、B に、またシャッタブレイドが 5 枚にな
り、露出時間制御方式がエスケイプメントメカニズムを使用する方式に変更された（図―3）。
戦後復興期のカメラにおいて、バリオ系シャッタは初期のサモカ、初期のリコーフレックス、リコ
レットなどで使用されている。一例として、1952 年に発表されたサモカ（Ⅰ）のシャッタ機構を図―4
に示す。カメラ本体の材質は合成樹脂であるが、このカメラは諸所に独創性がみられる。例えばレリ
ーズ方式はエバーセット式ではなくて、クッキングボタンとレリーズボタンとから成っており、また
ビハインドシャッタ形式が採用されていて、構成部品が本体内側の大きい面積の平面上に配置されて
いる。なおバリオ系シャッタには歯車列がないので、良質の機械材料が使用されている場合は、今日
でも作動するシャッタが多い。
2-2 プロンター系シャッタ
プロンターは 1935 年頃に Alfred Gauthier GmbH において開発された。図―5 はバルダックスに組み
付けられていたプロンターの内部機構を示している。シャッタブレイドは 3 枚で、シャッタ速度目盛
が 125、100、50、25、B、T であり、比較的初期のプロンターであると考えられる。プロンターはねじ
りコイルばねを駆動力としており、露出時間制御は 3 枚の歯車とアンカァとで構成されたエスケイプ
メントメカズムによっている。図―5 のシャッタについて 25、50、100、125 の各目盛における露出時
間をそれぞれ 10 回実測したところ、平均値はそれぞれ 50.3ms、27.6ms、23.8ms、14.2ms で、誤差はそ
れぞれ＋25.8％、＋37.7％、＋138％、＋77.3％であった。プロンターは、最短露出時間ではクッキング
レヴァユニットとエスケイプメントメカズムが切り離されるので、露出時間は主としてシャッタブレ
イドを含むクッキングレヴァユニットの摩擦力とねじりコイルばねの弾性エネルギーによって決ま
る。

図―3 その後のバリオの内部機構

図―5

プロンターの内部機構

図―4 サモカ（1）のシャッタの内部機構

図―6 プロンター-S の内部機構
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125 の目盛で露出時間が長い原因としては、潤滑不良、ねじりコイルばねのへたり、タイムセッティン
グリングにおけるカムの形状異状などが考えられる。
図―6 は 1949 年から 1951 年にかけて生産された レチネッテ#012 に組み付けられていたプロンターS の内部機構を示している。エスケイプメントメカニズムは 5 枚の歯車とアンカァとで構成されてお
り、タイムセッティングリングには 1 から 10 までのシャッタ速度目盛に関係するカムに続いて、25 か
ら 300 までの目盛に関係するカムが加工されていて、アンカァは前者でのみ機能する。プロンター-S
は十分に精密さを感じるシャッタである。戦後復興期のプロンター系シャッタはプロンターⅡやプロ
ンター-S を参考に設計されていると考えられる。
戦後復興期に一時的に存在した新興小メイカァが生産したプロンター系シャッタの一例として、
1952 年頃に生産された図―7 のピジョンⅡに組み付けられていた TSK なる 00 番シャッタの品質につい
て検討する。速度目盛は B、1、2、5、10、25、50、100、200 であり、1 から 10 までの長露出時間目盛
を有している。このシャッタを最近の高級潤滑剤を使用して整備し、1 から 200 までの各目盛における
露出時間をそれぞれ 10 回実測したところ、平均値はそれぞれ、696ms、460ms、160ms、116ms、
31.8ms、26.1ms、15.2ms、5.86ms で、誤差はそれぞれ－30.7%、－7.89%、－19.6%、＋15.9%、－
20.4%、＋30.5%、＋51.1%、＋17.1%であった。100 の目盛における誤差を除いて、これらの誤差は図
―8 の日本輸出規格 携帯写真機 JES 輸出 39 に記されたレンズシャッタ A 形 1 級に関する露出時間
公差の範囲内にある。図―9 は同年に生産された同名のシャッタの内部機構を示している。図中にみら
れるように、エスケイプメントメカニズムの支え板の表面など、多数の部品の表面にやすり掛けの条
痕が観察され、部品の寸法を修正した痕跡であると考えられた。この工場においては、ダイスの精度
などに問

図―7 ピジョンⅡの外観

図―9 TSK の内部機構

図―8 日本輸出規格 携帯写真機

図―10

NKS の内部機構

JES 輸出 39 の冊子
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題があるようだ。またクッキングレヴァを係止するイナァレヴァの突起部に欠損がみられ、原因の一
つとして熱処理不良が考えられる。ただし、当時はシャッタアセンブリィだけでなく、シャッタ部品
についても OEM や ODM が行われていたので、部品不良の原因がどの工場にあるのかは不明である。
なお図―10 の NKS のように、かなり精密さを感じるシャッタもあった。
3. レンズシャッタのトライボロジー
レンズシャッタのトライボロジーに関して、INSTRUCTIONS FOR REPAIRING PRONTORPHOTOGRAPHIC SHUTTERS なる資料には、プロンター-S、プロントおよびバリオについて、組み上げ
られたシャッタには決して潤滑油を注すべきでなく、注すと滲み出た潤滑油がやがてシャッタに不調
をきたすとの意が記されている。このような記述がなされた技術的背景には、合成油系高級潤滑剤の
開発が今日のようには進展していなく、また性状不明の潤滑剤を使用した、自社の技術者以外による
オーバーホールがむしろ有害であると考えたからであろう。ただし工場出荷時のシャッタには、部分
ごとに薄い油膜や厚い境界膜を作製するなど、トライボロジーに関する処理が十分に施されていたと
考えられる。一方、Compur-Werk のシンクロコンパーに関する資料には、必要な潤滑剤はサービス部
門に注文することができると記されており、5 種類の潤滑剤の供給箇所が詳細に図示されている。技術
力の高い工場では、レンズシャッタの設計に際して同時に油図が作成され、それぞれの部位の摩擦力
を考慮しながら設計が進められる。シンクロコンパーが高級レンズシャッタに位置付けられる所以の
一つは、油図の存在にある。シンクロコンパーはオーバーホールの実行を前提に設計されていると考
えられる。
文献 1 ではセイコーシャラピッドを比較的高品質なシャッタの一つとして挙げたが、理由の一つは
精工舎が設計を開始する以前から時計の生産を通してトライボロジーに関する知識を有していたこと
にある。ただし時計とレンズシャッタのトライボロジー上の相違点は、時計では連続した定速回転運
動が主体であるのに対し、レンズシャッタでは急加速、急減速および衝撃を伴う往復運動が主体であ
って、引っ掻き運動部分も多く、また静摩擦力と動摩擦力の差に起因する問題も存在する。
4. 結

言

戦後復興期に生産されたプロンター系シャッタの品質について検討したところ、精密感の比較的高
いシャッタから生産技術に問題があるシャッタまで種々の製品がみられた。技術力において様々のメ
イカァが共存したことが、戦後復興期における写真工業の特徴の一つである。
ところで戦後復興期の初期には、大部分のカメラやシャッタはドイツ製品を参考に設計されてい
た。当時は機械材料の入手さえ困難であり、シャッタ試験機など検査装置の大部分が自作されてい
た。戦後復興期の中期には朝鮮戦争が勃発し、特需景気に伴ってカメラブームが起きた。このとき社
会現象のように、数多くの新興小カメラメイカァが創業され、中級カメラから初級カメラまで多種の
カメラが生産されて、国内で販売されただけでなく輸出された。しかしこれらのメイカァでは、技術
力とその柔軟さが不足して、新製品の開発競争を乗り切ることができず、やがて大部分が消えていっ
た。他方、大手高級機メイカァは Ernst Leitz GmbH のライカの機能および品質を目標に技術の向上を急
ぎ、キヤノンカメラは戦後復興期中の 1955 年にキヤノンⅣSb 改を発表し、また日本光学工業は年次経
済報告で戦後の終了が宣言された次年の 1957 年に高機能・高品質のニコン SP を発表した。カメラの
産業技術史において、戦後復興期は波乱の連続であったが、この時期に日本製カメラの世界進出の緒
が芽生え、直接的間接的に緒に関係する様々の事柄が積み重なっていった。
終わりにあたり、本研究にご助言をいただいたセイコープレシジョン会社 中川忠技術顧問に深甚の
謝意を表します。またカメラ技術について関東カメラ会社の東海林義之技術部長の協力を得た。
参考文献及び注
（1）中井学・井口芳夫・市川泰憲「日本製カメラの世界進出の緒（2）」『技術と文明』第 38 冊、2016 年
1 月、21 頁。
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日本近世民家における「オトシコミ構法」についての考察
○上田忠司* ueda.tadashi@takenaka.co.jp、麓和善**
* 非会員、竹中工務店、** 会員、名古屋工業大学

1. はじめに
近年、森林資源の有効活用や低炭素社会への対応、さらには文化的・観光的な意義などから、伝統
木造構法の再評価が高まっている。こうした伝統木造構法の解明においては、部材の組み方（架構）
や、接合部（継手・仕口）の時代的変遷と併行して、地域的な手法の分析も重要であると考えられ
る。そこで本稿では、四国や九州・南西諸島の近世民家を中心に、これらの民家に特徴的にみられる
「オトシコミ」と呼ばれる独特な構法事例に注目し、これらの特徴と構法的意義について考察する。
2. オトシコミ構法の概要と先学の研究について
「オトシコミ」とは、『日本民家語彙解説辞典』1)によると、「徳島県県西地方の民家において、柱
の鴨居高以上を少し欠き取り、ここに横架材を落とし込む構法を指す名称」と記載されている。
『阿波の民家』2)では、これらを「コキバシラ・オトシコミの構法」とよび、これらが徳島県下の
ひがし い

や やま そん

東 祖谷山村や半田町の幕末期の一部の民家にみられるほか、落とし込む横架材の高さが長押の位置と

同高にあることから、これらは長押で柱をはさみこむ構法からヒントを得て、一宇村の大工が 18 世紀
中ごろに発明した構法であろうと推測している。
南西諸島の事例については、宮澤智士氏が奄美大島の民家において、「ヒキモン」とよばれる大断
面の横架材を、床・内法・天井廻縁の位置で井桁に組み、柱に落とし込むことで構造体を固める構造
法がみられると指摘しており、これらを「ヒキモン構造」と定義している 3)。ただし、床下の横架材で
ある大引は、内法より上とは逆に、柱の床下部分を細くして、大引きを引き上げる構法であるが、横
架材に柱を貫通させるという発想は、オトシコミ構法と同じであるので、その一種とみなす。
以上のように「オトシコミ」の構法は、呼び方の違いはあるが、架構手法としては横架材が柱の上
部から組み込まれ、柱の中間部に固定されるという点で共通している。よって本稿では、これらを包
括して「オトシコミ構法」と呼び、以下、具体的事例について分析と考察を行う。
3.オトシコミ構法の具体的事例と特徴について
国指定重要文化財の修理工事報告書などから、オトシコミ構法が認められる民家を〔表 1〕にまとめ
た。これによると、当構法は横架材が固定される位置により、内法高さ付近で落とし込むもの、床高
さ付近で落とし込むもの、両者が併用されるものに分類できる。本稿では、横架材が内法高さで固定
されるものを内法型、床高さで固定されるものは足固め型、両者を併用するものを併用型と呼ぶ。
表１ オトシコミ構法を用いる近世民家一覧
指定

所在地 （ ）は旧市町村名

創建年代

横架材の
位置

横架材の
方向

江戸中期(1661‒1750)

内法高

梁間

柱断面を縮小して貫通

元禄11(1698)

内法高

梁間

柱断面を縮小して貫通

18世紀前期

床高

梁間・桁行

取合い仕口

旧 泉 家 住 宅

国重文 旧所在 大阪府豊能郡能勢町

旧 中 村 家 住宅

国重文 長野県大町市（北安曇野郡美麻村）

山 中 家 住 宅

国重文 高知県吾川郡いの町（土佐郡本川村）

細 川 家 住 宅

国重文 香川県さぬき市(大川郡長尾町)

18世紀中期頃

内法高

梁間

柱断面を縮小して貫通

旧 下 木 家 住宅

国重文 旧所在 徳島県美馬郡一宇村

安永10(1781)

内法高

梁間

柱断面を縮小して貫通

伊 藤 家 住 宅

国重文 岩手県花巻市（和賀郡東和町）

18世紀後半

内法高

梁間

柱断面を縮小して貫通

旧 竹 内 家 住宅

国重文 高知県高岡郡四万十町(幡多郡大正町)

18世紀末期

床高

梁間

下がり止めとして柱に楔を打込み

二 階 堂 家 住宅

国重文 鹿児島県肝属郡肝付町（肝属郡高山町）

文化6(1809)

床高

梁間・桁行

小 采 家 住 宅

国重文 徳島県三好市(三好町東祖谷山村)

天保頃(1804‒1843頃)

内法高

梁間

旧 黒 木 家 住宅

国重文 旧所在 宮崎県西諸県郡高原町

天保6(1835)

床高

梁間・桁行

旧 眞 島 家 住宅

無指定 旧所在 鹿児島県奄美大島市瀬戸内町管鈍 明治27～28(1894～1895) 床高、内法高 梁間・桁行

横架材の穴に枘を造り出して柱に差込み

貫通（横架材は両端を柱に平枘差込栓留め）
柱断面を縮小して貫通
貫通（横架材は両端を柱に平枘差込栓留め）
床高：下がり止めとして柱に楔を打込み
内法高：柱断面を縮小して貫通

※所在地・創建年代・梁間は、文化庁の国指定文化財等データベース（http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index̲pc.html）を参照した
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横架材の位置と地域には関連性があり、内法型（伊藤家・旧中村家・旧泉家・細川家・旧下木家・
小采家）は本州と四国の北東部、足固め型（山中家・旧竹内家・旧黒木家・二階堂家）は四国南部と
九州南部（宮崎・鹿児島県）、併用型（旧眞島家）は奄美大島にみられ、比較的明瞭な地域的分布が
認められる。以下、内法型・足固め型・併用型の特徴について具体的事例を挙げながら述べる。
ごひら

内法型：横架材は断面が五平（成に比べて幅が広い）で、内法高さで柱を梁間方向に繋ぐものが多
い〔図 1〕。横架材の取合い仕口に注目すると、〔図 2〕のように横架材を受ける部分で柱断面を 2 分
．．
（6mm）程度細くし（柱をこく）、この段差で横架材を受ける。〔図 3〕では柱頭においても柱断面を
細くして梁を受けているが、柱頭での断面縮小は重枘として解釈し、オトシコミ構法とは区別すべき
と思われる。
足固め型：横架材は床下に大引を兼ねて梁間・桁行どちらの方向にも用いられる。断面も内法型と
同様に五平である。柱と横架材の取合い仕口は、貫通するだけのもの（横架材の両端は柱に込栓留め
で固定）、横架材の下端に比較的大きな楔を打込み、これを下がり止めとするもの〔図 4〕、柱が貫通
する横架材の穴の内側に枘を造り出し、柱へ寄せて納めるもの〔図 5〕がみられる。いずれも内法型と
は違い、柱の断面を縮小することはせず、横架材の受けとして楔や枘を使う点が特徴である。
併用型：床高・内法高ともオトシコミ構法が用いられており〔図 6〕、架構をより堅固に構築する意
図が伺える。また〔図 6〕の事例では、横架材を梁間と桁行で上下に重ねて貫通させている点も注目す
べき特徴といえる。
4.オトシコミ構法の構法的意義について
オトシコミ構法の利点は、柱を傷めずに横架材を取付けることができる点である。伝統構法では、
柱は貫や差鴨居の枘などを差し込むための横穴が開けられ、三方・四方差しになると、柱はこれらの
交差部分で大きく欠き取られる。柱の断面が欠き取られて小さくなることは、接合部の脆弱性につな
がり、台風や地震などの自然災害に対して不利になることは言うまでもない。この意味において、柱
を欠損せずに横架材と接合することのできるオトシコミ構法は、現代からみても一定の構造的合理性
があると考えられる。また、建方においても、柱を寝かした状態で横架材を取付け、柱と横架材を一
体で垂直に引き上げることで、容易に架構が構築できることもオトシコミ構法の利点であろう。
差鴨居とオトシコミ構法を比較してみると、前者は成の高い横架材の途中に束を立て上部荷重を受
けることにより柱を省略することが多いが、後者は五平の横架材で柱どうしの中間を繋ぐことで、梁
間もしくは桁行方向における構面としてこれらを一体化する意図があったと考えられる。さらに、台
風災害の多い四国南部・九州南部・南西諸島では、これらの気候的特徴に対応するため、床高さでオ
トシコミ構法を用いて柱脚どうし繋ぐ、もしくは床高・内法の両方で柱を繋いで「箱」としての架構
をより堅固にする、という地域的発展があったと推測される。

図 2 同左 柱上部寸法
図 1 小采家住宅 架構図

出典：参考文献 1)、15 頁

出典：同左、 18 頁
一部筆者トリミング

図 3 同左 柱と横架
材の取合い
出典：同左、 16 頁
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5.まとめ
以上、オトシコミ構法の特徴と構法的意義について分析と考察を行った。当構法は柱の欠損が少な
く建方も容易であることから、現代においても注目すべき構法であると考えられる。また、当構法は
柱どうしを横架材でつなぎ構面として一体化する意図があったと考えられ、台風災害の多い四国南
部・九州南部・南西諸島では、これらに対応するため床高さで当構法を用いて柱脚を繋ぐ、もしくは
床高・内法の両方で柱を繋いで架構をより堅固にする、という地域的発展があったと推測される。

図4

旧竹内家住宅

出典：参考文献 3)、破線筆者追記
一部筆者トリミング

図5

山中家住宅

出典：参考文献 2)、破線筆者追記
一部筆者トリミング

図6

奄美大島のヒキモン構造

出典：参考文献 13)、破線筆者追記
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明治期の七宝業の製作環境について
武藤夕佳里
会員、京都造形芸術大学 日本庭園・歴史遺産研究センター／並河靖之七宝記念館
1. はじめに
日本の近代七宝は 19 世紀の万国博覧会にて世界に知られたが、詳しい研究は進んでいない。そのた
め本研究は京都の帝室技芸員・並河靖之(1863‐1927)や愛知、東京で展開された七宝業の製作環境の
解明を目的とする。明治政府は明治 6 年(1873)のウィーン万国博覧会で初の万博参加を果たすが、そ
の目的には海外市場の開拓と西洋技術の移植による在来産業の育成があった。特に陶磁器などを柱と
した輸出向製品が指向され、維新後に深刻な状況となった各窯業地では従来の手仕事に機械を導入す
るなど近代化に取り組み、磁器製造の基盤を持つ有田、京都がいち早く名乗りをあげ、金沢がそれに
続いた。同様の動きは染織物や金工、漆工などの在来産業もみえ、輸出工芸の主流をなしていった。
七宝業も輸出工芸の旗手とみられているが、明治初期にはまだ小規模で即戦力にはならなかった。
殖産興業政策は、第一に鉱物資源の開発と通信網の整備、第二に輸入防遏、外国からの輸入品の国
産化、第三に輸出産業の奨励で、目的は近代工業の移植にあった。主に明治 6 年(1873)から明治 13 年
(1880)の基調路線で、「大久保体制」のもと明治 11 年(1878)頃までが全盛であった。七宝業はむしろ
こうした時期を過ぎたのちに本格的な展開を始める。本稿では明治の新産業となった七宝業の生産拠
点である尾張、京都、東京の成立を概観し、製作環境の一端を明らかにする。
2. 尾張七宝
1) 近代七宝の発祥地・尾張七宝にみる産地形成
尾張七宝は平成 7 年(1995)に伝統的工芸品に指定されたが、製造地域は名古屋市、あまし市、清須
市で中心地の遠島村七宝町はあま市に合併された。幕末の梶常吉(1803-1883)、塚本貝助(1828-1896)
らの活躍で産地の基礎が形成されるが、林小傳治(1831-1915)により本格化する。
小傳治は遠島村の農家に生まれたが、常吉の七宝技法を知り、文久 2 年(1862)頃に七宝業に入る。
製作の苦労に加え需要も限られ、販路を模索して文久 3 年(1863)に横浜居留地の商館や外国人向け販
売に成功する。農業の副業としての七宝業を働きかけ₁産地形成に尽力する。七宝家としての活躍は遅
く、明治 18 年(1885)のニュルンベルク金工万国博覧会で初受賞し、以後、名声を上げ、実業の功績者
に授けられる緑綬褒章₂（明治 35 年・1902)を賜る。明治 20 年(1887)に遠島を中心に七宝組合₃が結成
されと小傳治は惣代を長年勤める。明治 25 年(1892)には組合の商談施設をかねた陳列館が建ち、ロー
マ字を記した道標も街道に設置された（明治 28 年・1895)。明治 27 年(1894)には遠安工業補修学校が
開校し産地全体での七宝業の育みが行われた。
2）尾張七宝の製作
尾張七宝には、明治 8 年(1875)に東京のアーレンス商会でドイツ人科学者のゴットフリート・ワグ
ネル₄と貝助が行う釉薬改良がいち早くもたらされ、それを基に尾張独自の技術の開発が促進する。明
治 13 年(1880)に名古屋七宝会社₅は牛込神楽町に東京支店と工場を新設し貝助を招聘する。同社は万
国博覧会の日本の出品取りまとめなど重要な役割を担うが、明治 23 年(1890)に解散し、名古屋の製
造・販売は安藤重兵衛₆によって継承されるが、東京の工場は惣助に譲渡される。
特色ある「赤透」、「茶金石」、「銀胎」の技法は明治 10 年代から 20 年代に開発されるが、小林
弘昌「尾張七宝―その確立と展開

名古屋と遠島を中心に」(『近代陶磁 12 号

2011』)は先行研究を

検証し次のように述べている。「明治 13、4 年に名古屋の塚本甚平と太田甚之栄の兄弟が透明深紅色
の釉薬をつくり、緋色七宝と称し、同年に本多興三郎が砂金七宝の方法を発明し、同じ頃、濤川惣助
と松村彦七の指導により、遠島の塚本甚助、甚九郎が東京にて省線七宝の技法を考え出したとしてい
る。また、明治 27 年(1894)には透明釉薬が完成し、銀生地透明七宝が可能となったとしている。」₇
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現在の尾張七宝は製造地域が広がり一括りにはできないが、常吉の技法を基に、それぞれの窯元
や、工人たちが技を創出し育んできた。その背景には、縁戚関係や師弟関係が親密であったことも大
きく、産地内の多様性が早くから育まれ、産地の成熟を促したといえる。
3. 京都七宝
1）京都七宝の派生
明治初頭の京都の衝撃は、明治 2 年(1869)3 月の東京遷都による天皇東幸であった。京都復興計画が
第二代京都府知事・槇村正直のもと始まり、次代の北垣国道が明治 14 年(1881)に着任し、琵琶湖疏水
事業を復興策の要とした。気運に乗じ低迷していた京焼も息を吹き返えす。かつて京焼は茶陶生産を
柱に充実した産地基盤を有したが、幕藩体制の崩壊により衰微し、明治初頭から海外向けの輸出を行
う。明治 9 年(1876)のフィラデルフィア万国博覧会の頃が繁盛期で、明治 14 年(1881)頃までは活発で
あったが、品質への信頼を損ない、明治 15 年(1882)には不振となる。さらに松方デフレの不況期が重
なり、当時の事情は尾張七宝も同様であった。
こうした時代に京都の七宝業は、京焼や尾張七宝のような生業の基盤がない中で始まり急成長す
る。当時の様子を「京都七寶沿革」(『京都府著名物産調』京都府

明治 33 年・1900）にみることが

でき、明治 5 年(1872)に桃井義三郎(1845‐1878)らが旧加賀藩屋敷で設立する七宝会社に嚆矢を伝え
る。義三郎（英升）は貝助の門人で明治 8 年(1875)のアーレンス商会による貝助の招聘に同行してい
る。京都での会社設立はそれ以前で、上手くいかなかった。同様に起業するも軌道にのらず断念する
人が多い中、陶器商・錦雲軒尾崎久兵衛は陶磁器の海外販売と七宝業を手掛けだす。明治 6 年
(1873)12 月には曾我茂三郎と並河靖之が共同で七宝業を始め、約一年後に靖之の単独事業となる。そ
の後は錦光山宗兵衞ら京焼の窯業者も含め続々と参入していく状況を伝える。
七宝会社は名古屋との関連が意識されるが、両者に積極的な関わりはみられない。また、桃井なる
人物は様々な史料で靖之へ七宝の技術指導をしたとされているが、現段階では明らかではない。だ
が、前出の「京都七寶の沿革」は近世には高槻なる人物が七宝業をしたが明治初頭に途絶えたと伝え
ており、京都で始まる七宝技法には、尾張七宝の技法を身に着けた桃井の関与をみるのは妥当であろ
う。尾張七宝は既に海外への販路を拓き、貝助は明治 4 年(1871)に横浜に七宝技法の指導に赴くな
ど、七宝の先進地であった。最先端の技の習得を望むのは必然で、初期の尾張七宝の展開にみるよう
に、京都でも尾張からもたらされた技法を基に京都においての七宝業が始められたと考える。
2）京都七宝の製作
吉田光邦は明治 10 年代前半の京都七宝を「この並河の成功をモデルとして、三条大橋から三条白川
橋一帯には、二十余軒の七宝業が軒を連ねる有様となった。」₈と伝える。筆者は「明治期の京都七宝
工分布図」₉を作成し、これを裏付けた。ことに並河七宝があった東山三条、白川沿いに集中がみら
れ、『都の魁』(明治 16 年・1883)や「京都七寶沿革」ほかの史資料にみる名前があがる。急速な拡大
は時勢の好調もあるが、界隈は古くからの粟田焼の産地で、加えて刀鍛冶の生業もあるなど諸種の技
芸の継承があったことも考慮される。一帯は洛中からは鴨川の東域で街道沿いにあたるが、北域は中
世には六勝寺、近世には諸藩の屋敷が並び、南域は青蓮院の広大な寺領が粟田山の麓を占め、その間
合いにものづくりの生業と庶民の生活が共存したが、明治 4 年(1871)上知令の社寺領没収により変化
する。一方で、琵琶湖疏水事業（明治 18 年・1885 掘削開始）により新生京都の要地となる。
また、京都府は産業の活性化のため明治 3 年(1870)から舎密局を開設する。既に明治 2 年(1869）に
明治政府が大阪に開いた西洋の科学知識の普及を目的とした理化学研究機関で、京都での本格的な事
業は、ワグネルを招聘した明治 11 年（1878）に始まる工業科学の諸試験である。窯業、染織、七宝釉
薬の製法に関する講義と試験的な製作が行われている。京都七宝が興隆をみた舞台には、歴史、環
境、時代性の背景があり、伝統的な生業の基盤を持たない新興産業であったが、京都の風土に培われ
た豊かな土壌に支えられ育まれていく。
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4. 東京
1）東京における七宝製作の取り組み
東京の七宝業は『明治期博覧会出品七宝工総覧』によれば、近世の刀装具などの金工の生業から、
廃刀令によって転身を余儀なくされた経緯がみえ、明治前半には従事者が多いが次第に縮小してい
く。幕府お抱であった平田家は、明治政府の要請で勲章製造を新たな時代の生業としている。
明治 7 年(1874)に設立する起立工商会社 10 にても七宝製作が行われるが、明治 14 年(1881)第 2 回内
国勧業博覧会以降は七宝での出品がみられない。名古屋七宝会社が東京に進出する明治 13 年(1880)か
ら尾張七宝の技法が東京の七宝製作にも展開されるが、慶長期以来の江戸の平田七宝と、幕末に創始
する尾張七宝に具体的な交流はなく、やがて濤川惣助の新たな技法による七宝製作が展開されてい
く。
2）濤川惣助 11 の製作
惣助は、弘化 4 年(1847)に下総国海上郡蛇園村(現・千葉県旭市)の農家に生まれ、元治元年
（1864）18 歳の頃に江戸で商人となる。転機は明治 10 年(1877)東京上野の第一回内国勧業博覧会で、
「取分けて七宝焼といへる輸出多き陶器を認め美術品ハ少なからねど此品こそハ見込みあり吾れハ是
れよりこれに類する品を工夫し又此品とても新機軸を出して今一暦盛んに行ハれしめんと思い」12 と決
意した。先ず陶器商を始め、明治 11 年(1878)1 月には美術品貿易商店を日本橋区新右衛門町 8 番地に
開業する。当初は「濤川製」の陶磁器で博覧会での受賞を重ね、七宝は起立工商会社の製品図案に携
わる画家・渡辺省亭(1851-1918）と共同し、明治 12 年(1879)3 月には「千古未曽有ノ新法」、「嵌線
ヲ省テ書画ヲ顕出スル新式ノ製造ヲ発明」と自らが称す無線七宝技法を確立する 13。
明治 13 年(1880)、惣助は名古屋七宝会社の東京工場の監督を請け負う 14。惣助は尽力し、明治 14 年
(1881)の第二回内国勧業博覧会では「惣助製」の彩磁が二等有功賞、七宝会社の名義で出品の七宝
《七寶畫製器》が名誉賞金牌を受け、「七寶ノ製ヲ一進シテ巧眞畫ヲ寫出ス従前未發ノ創意タリ」15 と
評された。明治 20 年(1887)に皇居御造営事務局の用命を賜り、皇室関連の七宝製作が増える。
明治 22 年(1889)の第 4 回パリ万国博覧会で大賞、明治 23 年(1890)の第 3 回内国勧業博覧会に際し
ては審査官を務め、同会で《七宝畫史屏風》が名誉賞金牌を受賞する。省線、無線、有線などの技法
を組み合わせ、原画の名画に倣って絹布や紙の古色をも出して忠実に再現し、「従前の七宝器ハ支那
ノ式ニ法トリ古来ノ紋様ヲ沿用スルニ過ギザリシガ、濤川ニ及テ始メテ日本式ノ繪畫ヲ慶用シテ巧ニ
其圖ヲ寫出スルコト」と高く評価された。
先進的な事業活動にも「七宝の工業を振興して成蹟顕著率先技を研して各地相倣ふ新機軸を案出し
て未曾有の精品を製成し販路大いに開け名を海外に馳す其事蹟の偉なる特に感賞すべし」15 と言及され
ている。また、明治 25 年(1892)の「国民新聞」は「宮中製造品御用達七宝考案家」17、緑綬褒章を報
じた明治 28 年(1895)の「東京朝日」では「七宝王の名ある濤川惣助」と称され、褒章の由を「顔料を
探煉し、窯技を研鑚し、ついに省線、無線、無紋、截透、透明の製法及び各色濃淡暈等三百六十種の
彩釉を発明し、古今の画図を応用し、人物、山水、花卉、翎毛を模写して巧みに真趣を露わし、或い
は写生設色以って動物の形像を肇造す。(中略)本邦美術の光輝を赭揚すること尠なしとせず、洵に実
業家に精励し、発展の模範となすと。」18 と伝えている。
明治 29 年(1896)に帝室技芸員となり同年、日本銀行から壁面を飾る額の注文を請け「我が七宝界の
ために、充分盡される丈け盡して見せなくてはならぬ」19 と発奮し、自身に七宝業界の威信が掛かって
いる責務を自負している。明治 33 年（1900）第 5 回パリ万国博覧会では水墨画調の《七宝製墨画月夜
森林図額》と、色彩鮮やかな《岩上孔雀図額》にて大賞を受ける。明治 30 年代後半頃からは、東宮御
所の食堂の間を飾る七宝の製作にも関わっている。東京の惣助の七宝業は、尾張や京都からは後発で
あったが、それゆえ徹底して他とは異なる技法や製品の開発に取り組んでいる。多くの画工や職工た
ちとの共同制作は、惣助が考案した七宝技法の特性をひきだし、七宝に新機軸を起こした。
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5. まとめ
尾張七宝では幕末に開発された一つの技法が農業を主とした一帯に普及し、生計基盤を支える新たな
生業として受け入れ、早くから分業による産地形成の基礎が固められた。その成功を受け維新後に京
都で派生する京都七宝は、七宝業の生産基盤がない中で始められたが、先進する尾張七宝の技法にな
らいつつ、長い歴史に培われてきたものづくりの風土や文化が新たな生業の形成に大きく影響し、急
成長を促した。靖之が営んだ並河七宝では、尾張と同様に分業制を取り入れるが、基本的には自邸の
「工場」内での分業製作が行われている。ここには尾張と京都の差異をみることができ、靖之と並河
七宝によって創出された類まれな七宝の所以を知ることができる。尾張、京都から後発のとなる東京
では、惣助が先進の技法を取りいれつつも独自の技法の獲得と新時代の感覚ある製作が行われた。
明治期の七宝業は、現代では産地の別なくひとつとしてみられているが、個々に違いがあり、それ
が七宝の表現にも大きく関わっている。本来ならば、製作環境についてより具体的に言及すべきであ
るが、本稿では生産拠点の成立をみることにより製作環境を概観するにとどめ、次の機会としたい。
註
₁「一面ニハ同業者ノ便益ヲ図りテ此事業を拡充シ他方ニ産業二不足を感スル農民ヲ誘導シテ斯業ニ従ハシメ其生計ヲ補
足セシメン事ヲ努メ」『林小傳治家文書一』（七宝町アートヴィレッジ

2008）p9-p10

₂同褒章は京都の並河靖之は明治 26 年(1893)、東京の濤川惣助(1847-1910)は明治 28 年(1895)に授与されている。
₃発足の碑文は 37 名、明治 32 年頃には 79 名。『林小傳治家文書二』（七宝町アートヴィレッジ

2009 年）p20-p23

₄Dr.Gottfried Wagener(1831-1892) 科学者・技術者、陶芸家。明治元年来日、佐賀藩の要請で陶磁器業に関与、大学南
高、東高での教便、ウィーン万国博覧会の顧問、勧業寮顧問、東京開成学校、京都舎蜜局での近代科学技術教育を行っ
た。
₅同社は明治 4 年に愛知県令の井関盛吉の奨励で、名古屋の金属商・岡谷惣助と近江商人の小野組名古屋支配人・村松彦
が設立する。岡谷の店を会社とし、工場を名古屋に新設し、工場長は貝助の実兄・塚本甚右衛門。東京工場の実質的な
運営は惣助に任され、同社の明治 18 のニュルンベルク金工万国博覧会（金牌）には、惣助が関与している。
₆安藤重兵衛は煙管屋を営み明治 13 年に七宝製造販売業に入る。『明治期博覧会出品七宝工総覧』p45
₇「尾張七宝―その確立と展開 名古屋と遠島を中心に」（『近代陶磁第 12 号』）p3
₈吉田光邦「並河靖之の七宝と中原哲泉」（『京七宝文様集』吉田光邦・中原顯

淡交社

1981）p14

₉基本地図は『大典記念京都市外地図附著名所会社銀行商工業案内』（大正 4 年 11 月 4 日印刷 10 日発行 著作兼発行人
印刷人中村大観 製図者田坂平策 彫刻者瓜生息富 発行所京都編纂所）である。記念館の現在地が地図中に確認できる。
『明治期博覧会出品七宝工総覧』にみる京都の七宝工の記録（1876-1910）を整理した。
10 明治

6 年（1873）ウィーン万国博覧会を機に設立した貿易商。総代の東京の製茶商松尾儀助と古道具商の若井兼三郎

を中心に、多数の画工、職工を抱え工芸品の企画、製造、販売行を手掛け、海外輸出を行う。明治 24 年（1891）解散。
11 惣助の経歴や七宝業は『実業立志

（關巌二郎

文禄堂

（吉丸一昌

武田交盛館

12『実業立志

日本新豪傑傳』（篠田正作

1900）、『國鏡

信用公録

大阪 偉業館蔵版 1892）、『当世名家

蓄音機』

第十七編』（浦上新吾國鏡社・1904）、『修身訓話：精神修養』

1911）、『房総の偉人』（林天然

多田屋書店出版部

大正 1925）を参考にした。

日本新豪傑傳』p340。

13 岡本隆志「濤川惣助「七宝製墨画月夜森林図額」について」(『三の丸尚蔵館紀要

15 号』宮内庁平成 2010）p54 参

照。
14 惣助は工場の運営に苦労するが、『朝野新聞』の「東京の支店、好成績で拡張計画」(明治

て全面的に惣助の運営となると伝える。『明治ニュース事典
15『実業立志

日本新豪傑傳』（篠田正作 大阪

16『明治期博覧会出品七宝工総覧』P91-92

偉業館蔵版

20 年 8 月 24 日）は示談に

第三巻』（毎日コミニュケーションズ出版部 1979）p342
1892）p342

参照。

17「国民新聞」(明治

25 年 1 月 27 日)『明治ニュース事典第四巻』（毎日コミュニケーションズ出版部

1984）p580

18「東京朝日」(明治

28 年 4 月 23 日)『明治ニュース事典第五巻』（毎日コミュニケーションズ出版部

1985）p244

19『当世名家

蓄音機』（關巌二郎

文禄堂

明治 33 年・1900）p126

*参考文献は註に含む。**科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤(C)平成 28 年-30 年度 課題番号 16K02285
「日本の七宝業の技法と製作環境に関する研究-明治期の並河靖之の七宝業を中心に」(研究代表者：武藤夕佳里)の一環
研究である。
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国立科学博物館技術の系統化調査に見る技術開発の傾向
− 共同研究編第 10 集及び第 24 集を中心にして −
亀井 修 kameio@kahaku.go.jp
会員、独立行政法人国立科学博物館
1. はじめに
独立行政法人国立科学博物館では 2002（平成 14）年 6 月に産業技術史資料情報センターを設置し、
学協会や企業、工業会等と協働した日本の産業技術における技術開発についての調査・研究を行って
きている。ここで取り上げた技術の系統化調査は、各技術分野において企業等で実際の開発の現場に
携わったエンジニア等技術分野の専門家による調査を特徴としている。対象とする技術分野は、悉皆
的調査である産業技術史資料の所在調査に基づいて早急に調査が必要な技術分野や日本の技術開発の
特徴が現れていると考えられる分野を設定している。2017（平成 29）年 3 月末現在で 100 余の技術分
野について報告した。技術開発の背景となる政策などの社会的事象 1)やアントロポシーンなど自然史的
事象 2)についても研究を行っている。ここでは国立科学博物館技術の系統化調査報告書の共同研究編第
10 集及び第 24 集の概要とそこから抽出された技術開発の傾向について報告する。
2. 系統化調査報告の概要
共同研究編第 10 集では時計技術 3)を扱った。第 24 集では臨床検査技術 4)、X 線管技術 5)、エアコン
技術 6)、及び光学顕微鏡技術 7)を扱った。
1) 時計技術
日本の近代的時計産業は、先行する時計産業国としての「スイスに追いつき、追い越す」ことを目
標にスタートした。模倣して作るところから、部品を購入して組立てるノックダウン方式へ、主要部
品はヨーロッパから調達するが国内で加工できる部品は国内製造して組立てる方法へと変遷した。第
二次大戦後は国内の周辺技術の発達と相乗するように驚異的なスピードで技術開発が行われた。昭和
31(1956)年には、初の日本の独自設計による機械式腕時計が発売された。高精度、部品製造、組立･時
間調整･修理等の容易化、多くの人々が購入できる価格が目指された。小型薄型化、耐振機構、自動巻
機構、品質向上や利便性を考えた機械式腕時計の技術開発活動がスタートし、作りやすい時計、精度
の良い時計、品質の良さが目指された改良改善が続けられ、機械式腕時計でスイスに劣らない腕時計
を完成した。1964 年の東京オリンピックの公式計時を日本が担当したのをきっかけに、1969 年には世
界初のクオーツ腕時計を生み出し、世界の時計市場に確たる地位を築くに至った。調査者の所感とし
て「和時計という独自の複雑な機構を生み育ててきた過去も、何らかの精神的背景として成功の歴史
に寄与しているようにも感じられる」との記述はあるが、直接の関係は見いだされなかった。
2) 臨床検査技術
臨床検査は患者の病態を科学的・客観的に調べ診断に必要なデータを提供する業務の総称である。
技術開発の傾向の実態を理解するため、病気のメカニズムの一端を明らかにする測定原理および臨床
意義といったミクロの視点と、病院運営や医療経済、機器・試薬を製造する企業活動の産業としての
評価などマクロな視点とあわせた特徴把握と評価を行った。19 世紀後半〜20 世紀前半には各種計測・
分析といった要素技術の重要なブレークスルーが世界で次々と成し遂げられ、第二次大戦後には個々
の患者に広く施されるようになった。終戦直後の日本の医療技術水準は米国と比べて 10 年以上の格差
があったが、1950 年代後半には臨床検査は多くの病院で日常的に実施されるようになった。1970 年代
には多くの機器や試薬が国産化された。1980 年代にはいくつかの分野で日本独自の製品が生まれ、国
際的にも活躍するようになった。CT や超音波などの画像診断、ウイルス検査や腫瘍マーカーなどの免
疫測定法など新分野の臨床検査技術の発展は医療を変化させた。1950 年代に実用化が始まった血液を
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検体とする検査群は、500 床クラスの病院の年間検査数はこの 60 年間で約 2 万件から 200 万件とな
り、また検査対象物質は保険収載項目だけで約 600 種、測定感度はサブ pg/mL レベルとなった。
3) Ｘ線管技術
医用Ｘ線管装置を中心に調査を行った。最初期はクルックス管が用いられた。電子衝撃面のガラス
の溶融問題等から陰極と陽極が金属のガス入りイオン管、その後、安定性に優れた熱電子管（クーリ
ッジ管）が主流となった。日本でのクーリッジ管の特許の権利は東芝が得た。1934 年の特許満了以降
は各社が参入し、装置の安全に対する法規制も進められた。戦後の混乱、技術や物質の欠如による品
質低下は、国民病とされていた結核健診に影響を与えた。解決のため官民一体の基礎研究、実験結果
を基にした規格の整理と統一、技術指導などが行われた。巡回レントゲン車用に、当時の劣悪な電源
事情でも動作するコンデンサー装置と専用Ｘ線管が開発された。1945 年に JIS が国内メーカの協議に
より制定され、IEC(International Electro-technical Commission)や ICRP(International
Commission Radiological Protection)の勧告を受けた改正が行われた。実用回転陽極Ｘ線管 Rotalix
は 1929 年 Müller により開発された。1950 年には国内でも開発が進み、必要時間・必要出力のＸ線照
射が実用となり、消化管や循環器撮影の発達に大きく貢献した。1970 年代後半のＣＴの登場は陽極熱
容量増大と冷却性能維持の技術開発を促進した。電源系と感光系の技術開発も進められた。
4) エアコン技術
家庭用エアコン、業務用エアコン及びビル用エアコンを対象とした。エアコンの基本原理は欧州
で、空調機としては米国で、世界的なデファクトスタンダードとなったセパレート・壁掛型は日本で
提案された。スペースセーブ性技術、省エネルギー性技術、爽快性技術の開発を中心に、 ラインフロ
ーファン技術、インバーター技術など数多くの技術革新が日本で行われた。エアコンの技術開発の視
点は、初期の頃は基本機能の実現に集中された。その後は、付加機能での差別化、見た目などのデザ
インによる差別化に進み、最終的にはコストによる差別化と進んだ。このことはコンシューマ向けプ
ロダクトにおける技術開発の傾向として一般化できる可能性が経験的に示唆された。
5) 光学顕微鏡技術
光学顕微鏡は、16 世紀末ころオランダで発明され、17 世紀には細胞や微生物の観察などに利用され
ている。18 世紀にはイギリスを中心に製造業者が現れ、19 世紀終盤にはアッベにより結像理論とレン
ズ設計法の基礎が確立され対物レンズの性能を飛躍的に向上させたドイツやオーストリアの製造業者
が一気に世界をリードした。向上した性能は医学、とりわけ細菌学の成果につながるとともに、科
学、技術、産業の発展に貢献した。日本では明治期中盤以降から輸入が増加し、医学や養蚕業を中心
に使われた。明治末から大正にかけて国産化が進み、外国製の複製に挑む中で品質を向上させて工業
化へとつなげた。戦後は多くのメーカが機能・性能レベルを向上させた。研究用、システム、高級写
真用分野へ発展し、品質管理やサービス体制を充実させ、コストパフォーマンスを含めた優位性から
輸出を増大させた。1970 年代後半以降は大手２社により新光学系の開発が相次いで進められ性能が大
幅に向上した。エレクトロニクスによる操作性の改良、各種ユニット・アクセサリー類の充実が行わ
れ、名実ともにドイツ２社と並ぶ世界トップとなった。その後も幾何光学を駆使した対物レンズの性
能向上、干渉・回折・偏光・蛍光などの物理現象の応用、目的に合わせた倒立型、双眼実体型、金属
（工業用）用の開発などがなされた。1980 年代後半にはレーザ走査型などが登場し、バイオイメージ
ングなど最先端研究の主役になった。多光子励起レーザ走査型や超解像なども進められた。
3. 傾向と考察
時計技術においては明治期以降に輸入、模倣・ノックダウン、独自開発が進んだ。1960 年代以降
は、機械式時計の技術に加え、水晶振動を用いたクオーツ技術、デジタル技術等により、精度・コス
トなど技術的な世界のトップランナーに至る流れが確認された。明治期以前に高度に発達した和時計
技術との直接的な関係は確認できなかった。

日本産業技術史学会 第 33 回年会(2017 年 6 月 24 日)講演要旨 G6-3

臨床検査技術においては 19 世紀末から 20 世紀初頭に、物理計測、画像観察、細菌細胞観察、成分
分析などの臨床検査の基礎となる技術が確立した。初期の段階から基礎研究の多くの分野で日本人の
科学者・技術者が関与あるいは追従していた。第二次世界大戦前後の中断は技術開発や技術利用に影
響した。戦後直後は米国からの技術導入にリードされた。内視鏡、パルスオキシメーター、スパイラ
ル CT、超音波カラードップラー法、アレルギーやホルモン分野での検体検査など、技術的には世界の
トップランナーの一角を占めるようになった。
Ｘ線管技術においては 19 世紀末から 20 世紀初頭に X 線管の基本技術が確立したころには日本でも
製品化が進められた。1934 年のクーリッジの特許終了前後に各社が開発に参入した。戦争前後も技術
開発が進められた。医療などの現場での「発見があって発明」という理論より現象が先行する傾向が
強い技術開発が行われた。
エアコンの輸入や技術導入の段階では集合型や一体型であった。独自のセパレート型、壁掛型の提
案で技術の流れを方向付け、基本性能、付加機能、デザイン、コスト面での技術開発が進められた。
また、エアコンの技術開発はスペースセーブ、省エネルギー、爽快性の改善が課題のメインストリー
ムであった。その周辺に、防爆性などの安全性、オゾンホールや温暖化等地球環境問題への対応、住
居性能の高度化への提案などの技術開発への課題が存在した。
光学顕微鏡技術においては、1750 年に英国人により国内に持ち込まれた記録があるが、明治期に学
術研究や産業用に盛んに輸入されるようになった。優秀な品質のツァイス、比較的手ごろな価格のラ
イカ、ライヘルトや米国製の製品が輸入された。1895 年の第 4 回内国博覧会には国産顕微鏡が展示さ
れた。1907 年の田中式顕微鏡、1914 年のエム・カテラなど実用工業製品が開発された。1946 年に日本
光学工業会の前身となる光学精機工業協会が発足し、業界をあげての技術開発が再開された。ドイツ
の発明や技術革新に追随し、機能・性能をアップしたコストパフォーマンスのより優れた製品を開発
した。ニコン CF 光学系やオリンパス全自動万能顕微鏡など世界に先行する製品や技術の開発を行い、
ドイツに並ぶトップランナーの一角となった。
これらの技術開発の傾向を整理して単純化したのが、図１の層序的整理と図２の羅生門的整理であ
る。図１の a)は社会背景の変遷を大きく並べたものである。b)は技術開発や製品化の視点で大きく整
理したものである。c)は 1980 年代半ば頃に欧米で指摘された「ただ乗り論」にも見られる流れである
が、このモデルが示すような、基礎科学が先行してそれが応用されて産業技術に発達すると行った流
れに当てはまる事例はほとんどなかったことを現した。

図１

層序的整理
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図２

羅生門的整理

層序の軸を用いた整理は単純化できる利点があるが、個別の技術開発の事象を把握する場合は図２
に示すように同時多発的に発生する複数の事象との相互作用的な関係が同時にかつ固まりとして複数
組み合わせた流れととらえられる場合が少なくなかった。
産業技術においては同時期に世界的に同種の製品の開発が行われることがしばしば見られる。系統
化調査が対象とした技術分野では、同じ技術について同時期に同じように研究開発に着手した場合、
相対的に日本が先行してしまうという事象が見受けられた。この背景として明治期から高度成長期に
至る日本の技術者の職人的気質や、人々の暮らしをよくしたいという素朴な気持ちや功名心の共有、
長時間労働をいとわない気質、低い休暇取得率、それを支える家族制度などがあったのではないかと
いうことが、国際化による会計制度などによる変化と合わせて想定された。これらが地域としての日
本やこの時代に特有なものであるかについては今後も背景となる事象を含めた技術開発の事例を積み
重ねて明らかにしていく必要がある。
参考及び引用
1) 有賀暢迪、亀井修、2014、「科学技術白書に見る「技術革新」の意味合いの変遷」、Bull. Natl. Mus. Nat. Sci.、 Ser.
E、 37、 pp. 1–17、 December 22、 2014.
2) 亀井修、若林文高、 前島正裕、 久保田稔男、 有賀暢迪、 沓名貴彦、 米田成一、 洞口俊博、 室谷智子編、
「International Symposium & Workshop、 At the National Museum of Nature and Science (NMNS)、 Japan: Museums in the
Anthropocene - Toward the History of Humankind within Biosphere & Technosphere - アントロポシーン（人の時代）にお
ける博物館 生物圏(バイオスフィア)と技術圏(テクノスフィア)の中の人間史をめざして」、国立科学博物館、2016.
3) 青木茂、「時計技術の系統化調査

～機械式時計からクオーツ時計へ、更なる高精度を求めて～」、国立科学博物

館技術の系統化調査報告書、共同研究編第 10 集、 pp.1 - 113、2017.
4) 伊藤道雄、「臨床検査技術の系統化調査」、国立科学博物館技術の系統化調査報告書、第 24 集、 pp.1 - 102、2017.
5) 神戸邦治、「Ｘ線管装置の技術の系統化調査」、国立科学博物館技術の系統化調査報告書、第 24 集、 pp.185 - 303、
2017.
6) 荒野喆也、「エアコン技術発展の系統化調査」、国立科学博物館技術の系統化調査報告書、第 24 集、 pp.103 - 184、
2017.
7) 長野主税、「光学顕微鏡の技術系統化調査」、国立科学博物館技術の系統化調査報告書、第 24 集、 pp.305 - 402、
2017.
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大正から昭和初期にかけて顕微鏡カタログに掲載された 2 つの倍率表、俗称倍数表と
正確拡大表について
伊津野郡平 ve16991@sc4.so-net.ne.jp
会員、放送大学
1. はじめに
近年の小学校では理科の時間に、ミジンコやゾウリムシなどの微生物を観察するために顕微鏡を使
った授業がある。像の拡大をもたらすレンズは 2 つあり、1 つは対物レンズで、もう 1 つは接眼レンズ
である。総合倍率はそれぞれのレンズの倍率を掛け合わせて得られるため、総合倍率=対物レンズの倍
率×接眼レンズの倍率であると習う。つまり、接眼レンズと対物レンズが決まってしまえば総合倍率
は一義的に決まってしまう。
ところが、高千穂製作所（現オリンパス㈱）の 1923（大正 12）年の顕微鏡カタログ兼価格表 1), 2)に
は、倍率表が 2 つ載っている。1 つは俗称倍数表で、もう 1 つは正確拡大表である（図 1）。対物鏡
（対物レンズ）にはローマ数字でⅠ～Ⅴ、接眼鏡（接眼レンズ）にはアラビア数字で 1～9、および
1/12 と表記され、対物鏡と接眼鏡の交点には倍率が記されている。しかし、2 つの表ではその値が異な
っている。例えば、対物鏡 1/12（油浸）と接眼鏡Ⅴでは、俗称倍数表では 1400 倍、正確拡大表では
1200 倍である。つまり、1 つの組み合わせで倍率が 2 つ示されているわけだが、当時に人々には常識的
な事だったかもしれないが、近年の教育を受けた現代人には理解し難い。そこで、これらの倍率表が
なぜ 2 つあるのか、および歴史的に何を意味しているのかについて調査した。

図1

俗称倍数表（左）と正確拡大表（1923（大正 12）年のカタログより）
同じ対物鏡と接眼鏡の組み合わせで 2 つの倍率が記載されている。
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2. 俗称倍数表と正確拡大表の比
まず、2 つの表はどのように違うのか、2 つの表の対応する値の比をとることにした。その結果、
皆、同じ値になるのかと思われたが、いくらかバラツキがあった。そこで、それらの平均値と標準偏
差を算出した。平均値は 1.29、標準偏差σは 0.18 であった。68％の値は、1.29±0.18 の中にあることが
分かった。
3.

顕微鏡の構造と倍率

1)

光線説明図
顕微鏡は原理的に 2 枚のレンズを使い、物を拡大して見せる道具である。1 枚目は対物レンズであ

り、凸レンズである。これにより実像が形成される。2 枚目は接眼レンズであり、凹レンズで、1 枚目
のレンズで形成された実像の虚像ができる。我々はこの虚像を見ているわけである。実際には、対物
レンズも接眼レンズも 1 枚のレンズではなく複数のレンズから構成されている。これは、色や像の歪
みを少なくするためのものである。しかし、接眼鏡（接眼レンズ）は、2 枚の平凸レンズで構成され、
凹レンズの働きをするホイヘンス式である。前側焦点は集光レンズの内側にあり、対物鏡（対物レン
ズ）の実像をこの焦点よりわずかに接眼レンズに近い位置に置くと、凹レンズと同様の働きをして、
虚像を形成することができる。
機械的鏡筒長は対物鏡の付け根から接眼鏡の位置までの距離である。ここでは、機械的鏡筒長が
170mm として設計されている。総合倍率は、対物鏡の倍率×接眼鏡の倍率で、光学的鏡筒長／対物鏡
の焦点距離×明視距離／接眼鏡の焦点距離となる。ここで光学的鏡筒長は対物レンズの後側焦点から
実像ができるまでの距離である。明視距離は、接眼鏡により虚像ができるまでの距離で 250mm であ
る。以上の説明は伸縮管が無い場合である 1)。
2)

伸縮管
伸縮管が付くと、機械的鏡筒長が変化する。伸縮管には、鏡筒長を示す目盛りが 130mm～190mm ま

で付いている。機械的鏡筒長を引き抜くと、対物鏡による実像が僅かに大きくなり、接眼鏡による虚
像も大きくなる。しかし、光学的鏡筒長や対物鏡焦点距離は、明記されていないため、鏡筒長を伸ば
した場合の理論上の倍率変化は分からない。
そこで、目安として、鏡筒長が設計上の基準 170mm から 190mm まで伸ばした場合は、その比の分
だけ倍率が変わると仮定して比を計算すると、190/170≒1.11 となる。しかし、俗称倍数表と正確拡大
表の比、1.29 にはならない。
3)

転換器
1928（昭和 3）年のカタログ 2)には、「鏡筒及ビ伸張管（Body Tube and Draw Tube）」という項目が

あり、「但シ転換器ヲ用フル時ハ此ノ長サ二十粍ヲ増スコトニ留意ヲ要ス」と記載されている。転換
器とは、対物鏡を複数取り付けて、倍率切替えが迅速に行えるようにしたものである。転換器は当
時、レボルベルとも呼ばれ、現在ではレボルバーと呼ばれている。当初、「設計基準 170mm に 20mm
を加え 190mm にする」のかと読み取ったが、意味が分からずにいた。しかし、正しくは、「転換期の
長さが 20mm あるので、差し引いて、伸縮管の目盛りを 150mm に合わせよ」という意味であることが
分かった。したがって、150mm から 190mm まで引き伸ばした場合の比は、190/150≒1.26 となり、表
の比に近づいた。
4)

実測
転換器を考慮した計算は目安であり、総合倍率の計算も基本的なデータがないため正確な値を得る

ことができない。そこで、実測により確かめることにした。可能であれば、2 つの表の各組合せ全てに
対して実測できればよいのだが、保管されている対物鏡と接眼鏡、および測定に必要な適当なミクロ
メータが揃わなかったため一部の測定のみ行った。顕微鏡は当時の富士号（1920、No.570）を使い、
対物鏡は 7 番、接眼鏡は 5 番を使用し、伸縮管の長さを 150mm と 190mm に合わせ、ミクロメータ
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1/100mm を読み取った。ミクロメータの読みは、150mm のとき 215μm、190mm のとき 175μm であっ
た。よって、比 215μm/175μm≒1.23 を得た。
4. 伸縮管の変遷
1)

ヤンセンの顕微鏡
顕微鏡の始まりは 16 世紀に遡る。オランダのヤンセン父子（ハンス・ヤンセン、ザカリヤス・ヤン

セン）は、1590 年に 2 枚のレンズを通して物体を拡大する方法を見出した。実物は残っていないが、
構造を示した図と復元した模型がゼエウス博物館（オランダ）に残されている 3)。ヤンセンの顕微鏡
は、2 枚のレンズを支える直筒があり対物レンズ、および接眼レンズはそれぞれ動かせるように設計さ
れていた。直筒を支える架台や支柱はなく、ピントは直筒を手で持って覗きながら合わせた。倍率は
対物レンズと接眼レンズの距離を変えることによって変化する。ヤンセンの図からは対物レンズも接
眼レンズもスライド可能であり、ピント合わせが主目的であったが、副次的に適当な倍率に設定され
ていたと考えられる。
2)

Cherubin’s microscope
フランスのケルビン（1671（寛文 11）年）は、3 つの鏡脚を持つ複式顕微鏡について、中心に鏡筒

があるが、対物レンズと接眼レンズはそれぞれ上下に調整可能で、対物レンズを調整してピントを合
わせ、接眼レンズを調整して倍率を変えることができると記載している 4)。
3)

顕微鏡用法
「顕微鏡用法」は、1879（明治 12）年、ドイツのヘルマン・ハーゲル博士が著した「顕微鏡応用

法」を柴田承桂が翻訳したものである 5)。これによると、対物鏡と接眼鏡を組み合わせたときの倍率表
に、すでに 2 つの倍率が記載されていた。伸縮管も紹介されており、倍率調整に使われていた。ピン
トは、鏡筒が二重になっており、鞘管（外側の筒）に対して円筒（内側の筒）を上下して合わせた。
4)

設計値に合わせる
1800 年代半ばには、ドイツの顕微鏡会社が台頭したが、ツァイス社の 1935（昭和 10）年のカタログ

には、鏡筒長は 160mm で設計されており、「他の鏡筒長で設計された対物レンズを使うときは、接眼
レンズも同時に交換しなければならない」と明記されている 6)。したがって、伸縮管は倍率調整のため
ではなく、光学系の設計に合わせて設定する機構という認識に立っている。
5)

伸縮管の衰退
高千穂光学工業株式会社（1942（昭和 17）年より高千穂光学工業、1942（昭和 24）年よりオリンパ

ス光学工業と社名変更）では、戦後、G シリーズと呼ばれる一群の顕微鏡（GB、GC、GK、GHS）が
販売された。この中で GB、BC のみが伸縮管を備えたものであり、その他は鏡筒の長さが変わらない
固定式であった。この時期は、第二次世界大戦の戦後復興期に当たり、直立した直筒を持った戦前の
顕微鏡の流れを汲んでいた。しかし、その後の高度経済成長期に入ると、伸縮管の有無に関係なく直
筒を持つ顕微鏡は、直筒を持たない固定式の顕微鏡へと変化した 7),8),9)。これには、顕微鏡に求められ
る精度が向上したことが挙げられる。例えば、ワクチンを製造する製薬会社や研究所では、純粋検査
が行われ、「細菌性製剤の場合は、本来の菌型以外のものがなく、均一であること。ウィルス製剤の
場合は変敗臓器などによる雑菌の混入の疑いがないかを顕微鏡で検査し、夾雑菌のないものでなけれ
ばならない」と明記されていた 10)。細菌の大きさは、通常 1～10μm 程度である。顕微鏡の分解能は
0.1μm であるが、それが明確に見えるかどうかは、レンズの性能にかかっている。また、それらにピン
トを合わせることや、前後左右に動かす機構にも精度が求められた。顕微鏡では、ある機械的鏡筒長
のとき、像や色の歪みが最小になるように設計されている。伸縮管は mm 単位の目盛りを見て、手動
で設定するため、わずかなずれでも像や色の歪みが設計時の状態より狂ってしまう可能性がある。ま
た、他社の対物レンズと接眼レンズを付ける場合を考慮して伸縮管が装備されていたが、各社それぞ
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れの機構を構築するためには他社製品まで考慮する余裕はなくなったのである。その結果、伸縮管を
搭載した GC は 1963（昭和 38）年 11)、GB は 1972（昭和 47）年 12)のカタログを最後に消滅した。
5 考察
顕微鏡が発明された当時は、対物レンズと接眼レンズはそれぞれ調節可能でありピント合わせと倍
率調整に使われたが、玩具的な使い方であり、厳密な倍率は気にしていなかった。しかし、顕微鏡が
理科学的装置として考えられるようになると、厳密な倍率が必要となった。当時の対物鏡と接眼鏡は
倍率表示ではなかったため（焦点距離を番号にした表示）、総合倍率は簡単には分からなかった。そ
こで、事前に用意された倍率表が必要であった。正確拡大表は設計通りの機械的鏡筒長にしたときの
倍率であり、俗称倍数表は、伸縮管を最大に引き伸ばした場合の倍率であった。2 つの倍率表は使用者
の便を図ったのである。また、伸縮管は、倍率の調整や他社製品との互換性を保ち、高級機に装備さ
れることが常識的であった。しかし、高度経済成長期になると、さらに厳密な精度が求められるよう
になり、逆にとんでもなく誤差を生ずる機構と考えられるようになり、徐々に衰退していった。日本
では、顕微鏡用法による顕微鏡の使い方の教育が行われた 1879（明治 12）年から、GB が消滅する
1972（昭和 47）年までの 93 年間、伝統的に使われていた。
6 まとめ
1)

2 つの倍率表は、当時はむしろ常識であった。

2)

また、2 つの倍率表は、伸縮管搭載型の顕微鏡を象徴するのもであった。

3)

鏡筒長の固定により倍率表は 1 つになった。

参考文献
1）高千穂製作所, 1923（大正 12）年, オリンパス顕微鏡
2）オリンパス, 1928（昭和 3）年, Olympus Microscopes
3）林春雄, 1988（昭和 63）年, 写真で見る顕微鏡発達の史的展望
4）Clay, R.S. and Court, T.H., 1932（昭和 7）年, The history of the microscope, The Holland Press
5）柴田承桂訳, 1882（明治 15）年, 顕微鏡用法、原著：ヘルマン・ハーゲル, 1879（明治 12）年 顕微鏡
応用法
6）カールツァイス, 1935（昭和 10）年, Zeiss Mikroskope und Nebenapparate
7）オリンパス, 1957（昭和 32）年,高級臨床用顕微鏡カタログ DF
8）オリンパス, 1959（昭和 34）年, 高級臨床用顕微鏡カタログ E
9）オリンパス, 1961（昭和 36）年, 各種高級生物顕微用カタログ（F を含む）
10）鈴木勝夫, 1960（昭和 35）年, わが国の現行予防液について. 日獣会誌, 13, p. 229-232.
11）オリンパス, 1963（昭和 38）年, 臨床研究・学生実習用・生物顕微鏡カタログ GB, GC
12）オリンパス, 1972（昭和 47）年, 生物顕微鏡を中心とした顕微鏡総合カタログ（GB, GK を含む）
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北部九州祇園山笠における舁き棒間に渡る縄巻の機能に関する考察
松内紀之 kaeina25@yahoo.co.jp
会員、倉敷市立短期大学
1. はじめに
北部九州山笠山台を研究している。多くの山笠山台は釘を極力使わず、主にほぞとほぞ穴、楔、込
み栓などで結合され、縄の緊結による木部材の結合や構造補強も行われる。縄による結合（“棒締
め”や“山台木構造フレーム内の構造補強”）に関しては、これまで、いくつかの調査報告を行って
きた。今回は、“舁き棒間に渡る縄巻”に関して紹介したい。
北部九州の山笠におけるおよそ半数の山笠では、舁き棒と直交方向に縄巻が施され、舁き棒どうし
が結び合わされる。この縄巻には、山笠ごとに棒締めや山笠操作に関わる様々な機能を確認すること
ができる。舁き棒間に渡る縄の機能から、山笠山台の特徴を捉えることを目的として、これらの機能
を各山笠に見て行く。
2. 調査方法と調査結果（各山笠における機能）
祭礼中の“舁き棒間に渡る縄”の使用方法・舁き手所作の画像収集と祭礼関係者から“舁き棒間に
渡る縄”の使用方法・施工理由に関する聞き取りを行うことによって、各山笠における機能調査を進
めた。
1) 生立八幡神社山笠（図１、図２）
生立八幡神社山笠では、舁き棒先端付近に“舁き棒間に渡る縄巻”が施工され、舁き棒は互いに引
き寄せられる。棒締めに先立って、“舁き棒間に渡る縄巻”は施工され、舁き棒と山台の仮留めとし
ての役割を担っている。すなわち棒締め施工中、舁き棒は所定位置から外れることはない。
生立八幡神社山笠を始めとする両舁き棒を木構造フレーム外側に配置する舁き棒２本方式の山笠で
見られる事例である。
2) 飯塚祇園山笠
飯塚祇園山笠では、縄ではなく、表側舁き棒４本を渡る丸棒が括りつけられている。“鼻棒（はな
ぼう）”と言われ、構造上の理由と言われるが、この棒によって、舁き棒４本の内、内側舁き棒２本
における２人目の舁き手位置に就くことはできない。山台直近の危険なポジションに就くことを防い
でいる。
3) 苅田山笠（図３、図４）
苅田山笠では、舁き棒先端ではなく、比較的山台に近い位置に “舁き棒間に渡る縄巻”が渡されて
いる。苅田祇園山笠は舁き棒２本方式の山笠で、コの字型に組まれた木部材に舁き棒を嵌め込む方式
の棒締めが行われる。嵌め込んだ舁き棒をコの字型木枠奥へ固定するために、“舁き棒間に渡る縄
巻”が渡されている。
4) 前田祇園山笠（図５、図６）
前田祇園山笠では、表側３ヶ所に“舁き棒間に渡る縄巻”が渡され、見送り側は２ヶ所に渡され
る。表側では、舁き棒先端と中ほどともう一ヶ所、山台にさらに近い位置の３ヶ所に施工される。先
端と中ほどの縄巻に関しては、曳き手の手掛かりとして用いられるが、山台に近い縄巻では、曳き手
に指示を与える立場の人（台上がり）がここに立ち上がって指示を出す。単に指示を出すにとどまら
ず、独特の所作が繰り広げられる。“舁き棒間に渡る縄巻”はわずかなスペースではあるが、台上が
りの演台として機能していると言える。
5) 竹並祇園山笠
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竹並祇園山笠は、舁き棒２本方式である。竹並祇園山笠の２本の舁き棒は、巡行時と休止時によっ
て位置が変化する方式となっている。山台柱側面に沿って舁き棒位置が上下する。“舁き棒間に渡る
縄巻”の引き具合によって、柱側面と舁き棒が適切な摩擦力を生み出す様に調整される。
3. まとめ
“棒間を繋ぐ括り”には様々な形態がみられ、取り付け箇所も先端から山台付近まで様々な形態を
見ることができた。その用い方・機能については、舁き棒を両端から引き寄せることによる構造強
化、推進力を加えるための手掛かり、台上がりの演台などの事例を確認することができた。さらに、
類例を探すことのできない独特な用い方を見ることもできた。すなわち竹並祇園山笠では、上下移動
する舁き棒と山台の摩擦力を調整するために“棒間を繋ぐ括り”は施工され、苅田山笠では、棒締め
として施工されていた。“舁き棒間に渡る縄巻”の用い方・機能は、山笠操作や舁き手身体との関係
性と相俟って、各地域山笠の特徴を示している。
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家具の開発プロセスにおけるインハウスデザイナーの役割

―飛驒産業の事例研究―

中川輝彦 kaihatu@kitutuki.co.jp
会員、名古屋工業大学大学院／飛驒産業株式会社デザイン室
1．はじめに
木工家具産地・飛驒を代表するメーカー飛驒産業株式会社（以下飛驒産業と称す）には、「穂高」と
いう製品名のリビングチェアが存在する（図 1）
。この商品は 1968 年に開発され、今なお生産されるロ
ングセラー商品である。
「穂高」は、デビュー以来、市場での評価を重ね、1972 年には年間販売脚数 1 万脚の大台を突破す
ると、1974 年には『暮らしの手帖』掲載の影響もあり、年間販売脚数 3 万脚を超えた。その後も、30
年以上に渡り、同社の売上シェア no.1 を独占し、現在も、売上シェア no.2 を占めている。
このような、ヒット商品の開発には、外部デザイナーである森岡正の役割が重要であったことは、
もちろんのこと、外部デザイナーを支えたインハウスデザイナー １）が、大きな役割を果たしたと考え
られる。しかし，これまでインハウスデザイナーに関する学術的な研究は、ほとんどなされていない。
そこで、本研究では、「穂高」の開発プロセスを通して、当時のインハウスデザイナーの役割を考察
する。調査方法は、主にインタビュー調査に依拠しており、商品を担当した当時のインハウスデザイ
ナー、飛驒産業の元社員、岐阜県工芸試験場の元技師を対象にインタビュー調査を行った。その他の
史料として『飛驒産業株式会社 70 年史』２）などを参照した。
2．転機としての内需拡大戦略
加藤眞美によれば、「穂高」が開発された 1968 年の日本は、国民総生産で旧西ドイツを抜いて世界
第 2 位となり「昭和元禄」と呼ばれていたが、木材価格の高騰は、未曽有なもので、飛驒産業では、採
算が取れなくなっていた。そこで、同年 3 月、社長の日下部一は、当時売り上げシェアの 80％を超
える OEM 製品の対米輸出を捨て、国内販売へのシフトを決断する。そのころ、アメリカは好景気であ
り、大口注文が殺到していたこともあり、社長以外の取締役は戸惑いと割り切れぬものを感じながら
も、それまでの方針を一転し、内需拡大策を模索することになった（加藤 1991）。
このような状況下において、飛驒産業では、関西地区の総代理店である㈱大弥商店の野口弥一郎社
長の斡旋で、高島屋（大阪）の設計部長である森岡正に、国内市場向けの家具のデザインを依頼する。
その内容は、飛驒産業が、対米輸出で培ったカントリーテイストを有するリビングセットのデザイン
開発である。同年 5 月には、デザイン提案資料を持参し、森岡が飛驒産業を訪問する。そして、それま
では、主に対米輸出用 OEM 製品の生産設計を担当した和田宣生が、インハウスデザイナーとして外部
デザイナーの森岡をサポートするかたちで「穂高」の開発がはじまった。

図1

「穂高」リビングチェア

図2

「穂高」肘木、肘受け
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3．デザインのはじまり
1）木部のデザイン
外部デザイナーの森岡正からは、リビングチェアに関する 10 分の 1 の三面図が提案された。しかし、
与えられた情報だけでは、構造、強度、機能、意匠、製作などに関する曖昧な点が多く、具体的な製
作指示が出せなかった。そこで、創作の意図を十分に理解した上で、工業生産性を考慮した原寸図面
が必要となる。このように、創作者と製作者をつなぐ原寸図面の作図は、インハウスデザイナーに求
められる重要な役割の一つである。
「穂高」の場合、原寸図面を作図する上で、最も難しい課題は、流面形状を有する肘木の作図であ
った。具体的には、森岡の創作した肘木の場合、側面、正面、平面、断面、いずれも直線部分が全く
存在しない任意の曲線で構成されており、切削加工が困難であることは目に見えていた。
当時は、工場に所属するインハウスデザイナーは、生産性を優先し試作を差配するという認識があ
った。したがって、このような場合、外部デザイナーに、生産可能な形状へのアレンジや、再検討を
要求するケースが多い。ところが、和田は、「肘木を簡略化したら、その良さが失われる」と考え、森
岡の提案に対して、生産性を優先し簡略するのではなく、むしろ洗練する方向で図面をまとめている。
あえて、手間のかかる方法を選択した和田は、造形上の問題を解決するうえで「生産技術の優れた
技能者からのアドバイスが効果的だった。（中略）結局、あの肘木は、ルーターで多工程かけて削った
後に、それでもうまく行かない部分を、南京鉋で切削する工程を設けた」と述べており、手仕事を厭
わない技能者が、デザインの高度化を支えていたことがうかがえる。
2）クッションのデザイン
リビングチェアのクッションについても、新しい表現が求められた。その内容は、クッションカバ
ーの縫い目に、小襞のついた縁を縫い込むアイデアや、座のクッションに襞付きのスカートを取り付
けるというものである。このようなアイデアも、インハウスデザイナーは、具現化を推進する。その
結果、クッションの試作を担当したモデラーは、襞をひとつひとつアイロンがけしながら最初のプロ
トタイプを製作した。また、外部デザイナー森岡の意向で、上張り布には、イギリス・サンダーソン
社による高級布を採用した。
4．先行研究
1）木部生産に関する先行研究
インハウスデザイナーは、独創的なデザインを手仕事で推進する一方、生産性の問題を解決するた
め、先端の切削機械の調査・研究も手掛けている。きっかけは、全国の家具産地に先がけ、岐阜県工
芸試験場が 1962 年に実施した、コッピングマシン３） の導入である。
そのころ、岐阜県工芸試験場で技師を務めた田中重盛は、「コッピングマシンについては、飛驒産業
の葭原さん（和田の上司）の関心が高く、よくこちらで実験をされていた」と述べている。インハウ
スデザイナーは、アイデアの具現化に向けて、加工方法の研究でもイニシアティブをとっていた。
2）塗装に関する先行研究
「穂高」の塗色開発を担当した松尾吉一によると、営業から「三越製作所が製作した、アンティー
ク調の塗装で仕上げたナラのロッキングチェアのイメージで、新色開発を推進するように」と指示が
あった。それを受け、全 7 工程におよぶ新色を開発した。
このように、当時は、陸の孤島と揶揄される飛驒高山において、都市部への出張も多く、市場動向
や顧客ニーズを最もよく知る営業部門が、商品開発全般を主導していた。とはいえ、和田によると、
初期のアンティーク塗装は、「椅子の脚は、白い包帯を巻いたようになってしまい、自然な感じの濃淡
が表現できなかった」ことから、和田自身が、塗色開発担当者にアンティーク調の塗装に関する表現
方法を指導したと述べている。情緒的品質を高めるため、技能者をサポートすることも、インハウス
デザイナーの重要な役割であった。
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5．デザインレビュー
やがて，試作が完成すると、森岡を高山に迎えてデザインレビューを開催した。森岡は、試作品に
大変満足し修正はほとんどなかった。代理店や飛驒産業の営業関係者による評価も高く，通常は、製
品化までに、2～3 回の試作が必要となるが「穂高」は、初回の試作レビューが最終レビューとなり、
生産準備に移行する。このような結果について、和田は「原寸図化を進める上において，創作者は一
体何を表現したいのかを考えた。イメージを膨らませて，図面を描くことで，暗黙のうちに創作者と
のコミュニケーションが起こるが，それが良かったんじゃないのかな」と述べている。
6．生産導入とコストダウン
1）デザイン変更
「穂高」の商品化が確定し、生産部門によるレビューが本格化すると、コストダウンに関する工場
からの改善要望が活発になった。たとえば、「肘受け」（図 2）とよばれる「肘木」を支える部材の材料
費削減を目的としたデザイン変更があげられる。和田によると、森岡の図面には、「肘受け」の轆轤の
一部に、意匠的アクセントとして、70 ミリパイの轆轤による球形の飾りがあった。しかし、工場長よ
り、その球の縮小を打診され、和田は、熟慮の上 45 ミリパイに変更した（図 2）。国産のナラ材は、ブ
ナ材に比較し量も少なく、集材が困難であることを弁えての判断である。このように、実情を受け入
れ、「こだわるところ」の優先順位を考え、最善の妥協案を示すことも、インハウスデザイナーの役割
であるといえよう。
2）工程改善
1969 年に入り「穂高」を実際に生産すると、後脚と肘木の接合部に隙間が発生することが、問題に
なっていた。原因は、後脚部材の研磨加工精度のばらつきであった。とはいえ、磨き過ぎによる隙間
の発生を防ぐため、研磨を弱めると、組立がかたくなり割れが発生した。この問題を改善した中村守
夫によると、同社生産技術部では、試行錯誤の結果、専用の硬質パットを開発し研磨をおこなった。
さらに、ホゾ孔加工後の研磨工程を、ホゾ孔加工の前に設けた。その上、専用の孔明け用ゲージを
用意することで、精度は、いっそう向上した。同社では、このような改善に 3 ヵ月を費やした。
3）機械導入
飛驒産業では「穂高」の生産量が、順調に増えると、1971 年には、コッピングマシン（図 3）を導入
した。当時、岐阜県工芸試験場に導入されたイタリア・バッジ社のコッピングマシンは、木の繊維
方向に切削する仕様であったが、この場合、逆目が発生した。そこで、飛驒産業では、木材繊維の
横方向に切削することで逆目を防止できるドイツ・ガイガー社のマシンを導入した。予てよりインハ
ウスデザイナーが、推進してきたコッピングマシンの調査・研究がようやく実を結んだ。

図3

ドイツ・ガイガー社コッピングマシン

図4

スカート襞加工機械
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4）機械開発
飛驒産業では、肘木研磨専用機などの木工工作機械をはじめ、「穂高」のクッションや、クッショ
ンカバーのスカート襞を加工する機械（図 4）など、数々の専用機の開発や設備改善に取り組んだ。そ
の結果、真似されにくい魅力的な製品が開発された。
このように、地方の木工家具メーカーが、幾多におよぶ機械開発を推進した背景として、戦前の飛
驒産業が、軍需工場であったことがあげられる。その影響で、戦後も、地域の優秀な機械設計者や、
鉄工職人が、同社に残った。同社 OB で機械設計を担当した上野清によると、飛驒産業では、昭和 23
（1948）年にアメリカとの貿易を再開すると、アメリカから届いた機械カタログを参考に、轆轤製作
機械やサンダーを自社製作した実績があり、機械開発を実践していた。飛驒産業には、このようなノ
ウハウが潜在していたことで、穂高の生産に必要となる専用機械開発が進展した。
5）プリント布およびバイタフラム開発
新作発表会では、評価の高い「穂高」であったが、実際に家具売り場に展示すると、消費者から
「価格が高い」と指摘された。その理由として、サンダーソン社製布の価格が大きく影響していた。
そこで飛驒産業では、同テイスト布の国産化を推進し、同様の基布をシキボウで生産した。その上
で、価格を 3 分の 1 以下に押さえること、オリジナルのデザインを抵触しないことを前提に「穂高」に
似合うテキスタイル柄を考案した。その後、マス見本を制作し、1 年を要してチェックを繰り返した。
生産は、歴史も古く捺染技術に定評のある京都黒川染工所でおこなわれた。
また、「穂高」の座クッションのベースは、開発当初は、ウェビングテープを使用したが、へたりや
すいことから、ブリジストンが開発した、バイタフラムとよばれるゴムのベースを採用した。この製
品は、劣化した場合、現地で交換できる利点があった。
以上に示すオリジナルプリント布やバイタフラムの開発には、型代などの初期投資や、大量オーダ
ーが条件となり、中小企業である飛驒産業には、大きな負担であった。しかし、「穂高」の人気が高く、
販売量が見込めたことから、これらの資材開発を推進した。
以上のような、デザイン変更、工程改善、機械導入、機械開発、資材開発によるコストダウンは、
インハウスデザイナーが、「デザインを優先させる」という方向に舵を取ったことで、具現化されたと
いえよう。
7．まとめ
以上の考察から、家具のデザイン開発を推進する場合、高い生産性の追求という、一見すると経営
合理的な要素を開発プロセスに取り入れることが、必ずしも有効な戦略であるとはいえない。「穂高」
の商品開発については、インハウスデザイナーが、生産性ではなく、デザイン性を優先したことで、
生産性のみを追求していたのでは、成し得なかった高い水準での技術導入が行われた。その結果、「穂
高」は模倣されにくい商品となり、ロングセラーに成長した。インハウスデザイナーの果たした役割
は、単に意匠を提案することに留まらず、技術進化を促すという意味においても重要であった。
注
1）企業に所属するデザイナー。
2）加藤眞美編『飛驒産業株式会社 70 年史』飛驒産業株式会社，1991 年。
3）自動倣い旋盤のこと。型に合わせて凹凸曲面を切削する木工機械。
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工学部の成立

－産学連携の一視点として

馬渕 浩一 mabuchi@ncsm.city.nagoya.jp
会員、名古屋市科学館
1. はじめに
本稿は、産学協同の唱導者である清水勤二の発言を手掛かりに（1）、戦前戦後の工業教育改革の問題
点を整理しつつ、明治の帝国大学工科大学ならびに高等工業学校の創設から戦後新制大学工学部が誕
生する過程を再整理しようとするものである。欧米の school of engineering とは異なる独自の工学部が成
立したことを前提に、今日の産学連携を再考することが本稿の目的である。
２．清水勤二の発言に見る産学協同への道筋
清水勤二は、明治 31（1898）年に山口県防府市に生まれ、大正 12（1923）年京都帝国大学電気工学
科を卒業した後、名古屋高等工業学校教授、明治工業専門学校校長、技術院課長、文部省督学官の職
を務めた。戦後は、文部省科学教育局長、名古屋工業大学学長などを務め、産学協同視察団の団長と
して欧米を視察した後、日本工業教育協会の設立に尽力した。戦前戦後における工業教育、教育行政
の分野で業績を残したことが窺知される。清水の発言から、戦前戦後の工業教育の問題点を整理し、
その問題解決の手段として産学協同に帰結するまでを確認しておきたい。
清水は、「大学で受けた一方的な受け身の教育を反省し、また名古屋高等工業学校で教鞭をとり、
何かと自発的な有効な教育を展開したいといろいろ工夫努力してみた」と述べ（2）、当時の帝国大学の
みならず高等工業学校における教育も画一的であったと暗に批判している。
なぜ画一的な教育になったのか。清水は、「専門学校の教育は大学の卒業生がやって居る、普通の
工業学校は専門学校の卒業生が教育する、而して現状を見ると、大学出の専門学校教授は、大学で習
ったノートを少し簡単にして教へる、それから専門学校出の人は工業学校へ行って専門学校で習った
ノートを少し簡単にして教へる、隨って専門学校は大学化し、工業学校は専門学校化して、その各々
特徴とするところを発揮してゐないのです」と発言している（3）。帝国大学で行われていた学理の講義
が希釈されて下部の教育機関で教授されており、そこに画一的な教育の原因があった。
清水はどのような技術者像を描き、それを達成するためにどのような工学教育を望んだのか。彼は、
「日本の科学、工業技術のほとんどが外国からの導入によって行われており、模倣の域を脱しなかっ
たということが、工業教育においても外国科学技術の焼直し、あるいは受売りというような単に一方
的に教える教育、学生から見れば単に受け身の教育が主となったことは否めない」と述べた（4）。その
上で、技術者の役割について「発明というと、すぐ街の発明家を連想するが、ここにいう発明は前に
述べたように、自然の法則と人間の目的との新しい綜合と調和を見出し実現する行為である。（中略）
どのような技術もその起源にさかのぼれば発明であり、どのような技術者の携わっている仕事も、上
に述べた発明という行為の一部または全部である」と発言している（5）。さらには、「独創的な技術者
をつくるためには、基礎科学を充分深く且つこれを充分応用出来るように訓練する必要があります。
また他の学部にはない実験、製図、実習、卒業研究、卒業設計等にも多くの時間を与え、創造力を延
ばすことが必要」と指摘している（6）。自然科学の深い理解の上に立って創造的な能力を涵養すること
が工業教育の真の目的であると清水は考えていたのである。
創造的な能力を啓培する有効な手段は何か。清水は、「わたくしは、昭和 7（1932）年にドイツに留
学しましたが、そのとき、日本の科学技術をさかんにすることが、日本の将来の発展と幸福のために、
絶対に必要だと痛感しました」と述べている（7）。ドイツでは、工科大学生に入学前に半年間の工場実
習が義務付けられていることに加え、企業の技師長を大学に招いていることを紹介し、産学協同が工
業教育の発展に不可欠であることを示した。
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さらに戦後、名古屋工業大学の学長として、清水は「本学は、もとより基礎的なものもゆるがせに
はしませんが、科学の実際的応用と実地の問題の科学的解決とに主力を置き、創造的な教育と産業界
と密接に連絡し、産業界の実際的研究問題を科学的に解決する研究を盛んにすべきであると考えます」
と述べ（8）、研究開発に関する産学協同の意欲を示している。
これらの発言を俯瞰すると、戦前の日本の工業教育の問題を解決するための手段として産業界との
連携が有用と判断し、戦後、研究も含めた産学協同に帰結したことが示されている。このことを念頭
に、明治初年からの工業教育機関の創設、拡充と変化について整理、検討しておこう。
３．帝国大学工科大学と高等工業学校の設立
明治初年、わが国で西洋技術の導入が始まるとともに Henry Dyer の助言の下、日本人技術者の養成
を目的として工学寮、後の工部大学校が誕生した。理論と実践を巧みに融合した教育は Dyer の本国イ
ギリスでも評価された。しかしその後、工部大学校は東京大学工芸学部に併合され、明治 19（1886）
年の帝国大学令により、「国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スル」を目的とした
帝国大学工科大学となった。これにより実学から学理に傾斜したといわれている（9）。ただし、ここで
いう学理とは純粋理学ではなく「実業応用の学芸」を継承したものであった （ 10）。その後、明治 30
（1897）年、清水が学んだ京都帝国大学（理工科大学を持つ）が、明治 40（1907）年、東北帝国大学
（理科大学）、明治 44（1911）年、九州帝国大学（工科大学を持つ）が誕生していった。
帝国大学工科大学の創設とともに、高等工業学校、工業学校、工手学校など多種の中等工業教育機
関が設置された。高等工業学校の嚆矢は明治 14（1881）年に創設された東京職工学校で、その目的は
職工長の養成であった。その後、明治 34（1901）年、東京高等工業学校と改称された。
この時点で、高等工業学校は大阪高等工業学校を加えた 2 校だけであったが、明治 36（1903）年に
専門学校令が制定され、名古屋、熊本、仙台、米沢の高等工業学校、秋田鉱山専門学校などが新設さ
れた。明治 43（1910）年 3 月の時点で高等工業学校は 9 校あり、窯業、染色、醸造など在来産業と関
連の深い学科が設けられていた。地域における零細自営業者への近代化支援が企図されており、帝国
大学工科大学を補完した。実際、地域の在来産業の近代化に貢献したことが報告されている（11）。9 校
のうち官立は 8 校で、他 1 校は明治 42（1909）年開校の私立明治専門学校であった。同校は昭和 19
（1944）年に明治工業専門学校となり、清水が校長を務めた。
４．戦間期における工業教育改革の必要性
1）軽工業から重工業への転換と工業教育改革
明治初年より、わが国は海外からの輸入機械、装置を用い、低廉な労働力で近代化を推し進めてき
た。その後、日清、日露の両戦争を経て、産業構造は軽工業から重工業へと転換した。これに伴い、
生産技術者の充足と自立した工業の構築が課題となった。このような産業界を取り巻く環境の変化に
対応するために、機械工学者らが中心となって様々な工業教育改革を提唱した。
第一次世界大戦が始まる直前の大正 2（1913）年、ドイツ、オーストリアへの留学から帰国し、東京
帝国大学工科大学教授に就任したばかりの大河内正敏が「工業教育私見」を発表した。工業生産が拡
大するにつれ、帝国大学の卒業生も次第に民間企業に就職するようになっており、「今日の高等工業
学校及大学程度の工業教育に、工場の管理事務や経営に必要なる諸学課を加入し、同時に大学程度の
工業教育の一部を、一層科学に接近せしめる事が目下の急務」と述べ、工場経営に関する実務的な教
科を工科大学でも講義するべきと主張した（12）。
これ以降、機械学会などの学術諸団体が様々な工業教育改革案を提案した。例えば、機械学会によ
る「機械工業発達助長案」（大正 6（1917）年）、工学会連合工業調査委員会による「工業教育刷新案」
（大正 9（1920）年）、工政会「工業教育の改善方策に就いて」（大正 14（1925）年）、日本工学会に
よる「工業教育制度改革案」（昭和 9（1934）年）などである。濃淡はあるが、これらの内容を要約す
ると、1. 社会教育による国民教育の必要性、2. 工場経営などの履修科目の追加、3. 一部の高等工業学校
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の大学昇格を含む学制改革、の 3 点に集約される。1 は工業生産を拡大するためには工場労働者の増員
が必須であり、そのためには工業に対する国民の理解増進が必要との文脈で理解されよう。2 は大河内
の建言に沿っている。3 の高等工業学校改革については以下のような背景がある。
2）高等工業学校の大学昇格
第一次世界大戦によって欧州からの化学品や機械類の輸入が途絶し、原料、設備の不足が顕在化し
た。この事態を深刻に受け止めた化学工業会は、大正 3（1914）年、「化学工業ノ発達奨励ニ関スル意
見書」を提出した（ 13） 。ここで発明の奨励が論じられ、その結果、広く教育界全般で技術者にとって
発明、開発が必要不可欠なものとする認識が高まってきた。発明とは何か。それは科学的な知見を工
業に結びつける創造活動であるとされた。大正 4（1915）年、五十嵐生は「一般に学理を実際に応用せ
んと研究する人々にとつては、その目的は須らく、或る学理の発見と其工業的応用との時代の距離を
最小にせしめると云ふことである」と述べている（14） 。科学と工業の結合すなわち発明が重要である
ことを示しており、前掲した清水の発言と合致している。
しかしながら、高等工業学校で科学と工業の結合を実現するためには、物理化学などの新しい科目
の履修が不可欠であり、3 年の修業年限を 4 年に延長して高等工業教育機関に格上げするべきであると
の声が出た。これにより、昭和 4（1929）年、東京と大阪の二つの高等工業学校が大学に昇格した。科
学と工業の結合を実現するために、実務者養成を目的とする中等工業教育機関の一部が学理探求の機
能を強化し、高等工業教育機関となった。
５．活発だった戦前の産学協同
工学寮や工部大学校では官営の現業部門で実習が行われた。田辺朔郎の卒業研究は琵琶湖疎水事業
の基となった。当時、官と学は近い関係にあった。さらに、第一次世界大戦後の工業教育改革は重工
業化を支援するために提案された。学が人材を育成し産に供給する時代であった。
研究開発においても産と学は接近していた。帝国大学の創設や拡充の際、政府資金によってのみ実
現されたわけではなく産業界からかなりの寄付があった。東北帝国大学、九州帝国大学の創設に際し、
足尾銅山鉱毒事件で批判された古川財閥の資金援助があった。また、高等工業学校にも民間からの寄
付があった。明治 42（1909）年に創設された明治専門学校は安田家の財力で設立された。高等工業学
校にはそもそも地域の在来産業を支援する目的があり、例えば、桐生高等染織学校は、織物業関係者
が熱心に学校の誘致運動を展開した。
もっとも、これらの寄付行為は今日いうところの社会貢献活動であり、投資としての性格は弱かっ
た。しかしやがて研究成果を期待する寄付が生まれるようになった。例えば東北帝国大学に付設され
た金属材料研究所は、大正 5（1916）年の開設から大正 11（1926）年の独立までに住友から数度の寄付
を受けており、本多光太郎による KS 鋼の開発はこの資金と無関係ではない。
さらに大学教員による企業設立ないしは支援の事例もあった。明治 23（1890）年、藤岡市助は白熱
舎（後の東芝）を設立した。明治 41（1908）年、池田菊苗が取得したグルタミン酸ソーダの製造特許
は、合資会社鈴木製薬所（後の味の素）の設立を誘引した。当時、産と学の交流は柔軟であった。
このような工業発展の青写真を描いたのは官である。クライアントである官には軍が含まれると考
えることもできる。軍・官・産・学の関係については昨年討論されたので本稿では言及しない（15）。
６．新制大学工学部の誕生
戦後の大学改革は GHQ 主導で行われた。しかし、大学工学部の教育方針を巡って GHQ 内で民間情
報教育局（CIE）と経済科学局科学技術課（ESS/ST）との間で意見が対立した。CIE は民主的な教育と
健全な市民の育成を目的に一般教育の重視を主張し、大学教育における早期の専門化を批判した。他
方、ESS/ST は、応用科学の重視と産学協同による産業振興の重要性を指摘した（16）。清水は文部省科
学教育局長の職にあり、ESS/ST の窓口役であったためにこの議論に加わった。しかし、結局は CIE に
よる基礎教育重視の姿勢が固まった。帝国大学工学部は新制大学の工学部となり、高等工業学校から
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移行した工業専門学校の多くは地方国立大学の工学部になった。名古屋工業専門学校も名古屋大学工
学部に編入される予定であったが、実践的な技術者の育成を目的とする単科の工業大学の意義を清水
が熱心に説き、名古屋工業大学を誕生させた。
その後の高度経済成長期には、産業界の声を反映し、中央教育審議会が「科学技術教育の振興方策
について」を答申した。これにより工学部の学生の増員が図られたことはよく知られている。
７．まとめ

－欧米とは異なる工学部の産学連携

明治初年の高等工業教育機関の設立から、戦後、新制大学の工学部が成立するまでの過程を概説し
た。重要な点は、当初より学理探求とその実践的応用を中心にしつつ、技術者養成も志向する教育研
究機関を形成、発展させ、かつ産学協同の長い歴史を有していることである。
これに対し、欧米の総合大学において自然哲学から派生した理学部と、専門職養成機関としての工
業大学は明確に分離している。米国の場合、学術志向のアイビーリーグに属する 8 大学とモリル法によ
って誕生した実学志向の州立大学では役割が異なっている。欧州でも同様である。日本の工学部の特
殊性は、戦前の工科大学、高等工業学校の成立とその後の変化に全く無関係とはいえないであろう。
このような工学部と school of engineering の違いを前提に今日の産学連携を考察するべきである。
繰り返すが、日本の工学部の場合、応用を視野に入れた基礎研究重視の研究と教育が行われている
ことに強みがある。戦後、専門職養成の機能は弱まったが、産学連携によって実務的な能力の開発と
強化が期待できる。これは JABEE のワシントン協定加盟時に指摘されたエンジニアリングデザイン能
力の不足（17）に対する解となる可能性がある。
他方、研究開発における産学連携はどうか。このことを考察するためには、企業の研究開発力と大
学のそれとの比較優位を考慮しなければならない。総務省の資料によると、企業の研究資金が大学の
それを上回ったのは 1959 年度、企業の研究者数が大学のそれを上回ったのは 1980 年度である。2015 年
度における企業と大学の研究資金は 13.7 兆円と 3.6 兆円であり、企業と大学の研究者数は 50.6 万人と
29 万人である（18）。さらに、経済同友会の 1986 年の調査によると、研究水準の主観的比較で産業界が
大学より優れていると 58％が回答したのに対し、大学の方が優れているとの回答は 6％に過ぎない（19）。
一般的に、今日、企業の研究開発力は大学のそれを上回っている。このことを前提にすると、今日、
工学部のあらゆる分野で産学連携の実現を期待することはできない。ごく一部の研究室と大手企業に
よる大規模な産学連携以上に、地方の大学と当該地域の中小企業との間での小規模な連携の蓋然性が
高い。わが国の産学連携は戦前の高等工業学校への回帰を胚胎した政策なのかもしれない。
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戦後日本の産学連携 － 東大生研を中心に－
橋本毅彦
会員、東京大学
1. はじめに
1980 年代後半以降に、日本の大学ではしばしば産学連携の重要性が主張され、1990 年代には大学発
のベンチャーや TLO の設立などがなされた。筆者は以前、戦前戦後の産学共同研究のあり方を俯瞰
し、戦前ばかりでなく戦後にも（とりわけ 1960 年代末の大学紛争の時期以前には）産学協同研究がな
されたことを論じた。1
本発表においては、戦後の産学連携のあり方を一つの研究所、東京大学の生産技術研究所（生研）
に焦点を当てることで検討する。同研究所が編集し出版していた『生産研究』は同研究所の研究成果
の紹介ばかりでなく、当時の所員の活動や意見などが比較的自由に記述されており、同研究所と産業
界との関係に関しても多くの情報を得ることが可能である。
1949 年の生研の開所から 1960 年代末の大学紛争時期の前後までの時期にわったて、特に産業界との
関係に注意を払いつつ生研の研究活動、制度的仕組み、所員の考えなどを追うことにする。
2. 生産技術研究所の発足
東京大学の生産技術研究所は、戦時期に発足した第二工学部が戦後になり、再編されて存続するこ
とになった研究所である。2 第二工学部の学科は、第一工学部とほぼ同様に、土木、船舶、航空機体、
航空原動機、造兵、電気、建築、応用化学、冶金の 10 学科が設置され、多くの教員が千葉のキャンパ
スに着任し、研究教育に従事した。終戦とともに、戦争の要請で発足した第二工学部の将来について
学内で協議がなされ、第一工学部との合併や千葉に理工系大学を新設する案なども出されたが、学内
に新たな研究所を新設することが決定され、それが現在まで続く生産技術研究所（生研）となった。
生産技術研究所の設立目的は、戦後日本の社会の生産現場の技術向上を目指すこととされた。3 戦後
日本を統治した GHQ の経済科学局は、戦前に創設された航空研究所が戦後の航空研究の禁止とともに
改編されていた理工学研究所と合併することを提案したが、大学側の主張が通り千葉の敷地に独立の
研究所として発足することになった。その開所は 1949 年 11 月、その 10 年後の 1959 年に生研は東京
の六本木に移転し、さらに 2001 年にはさらに駒場に移転し現在に至っている。
生研の研究部門は 5 部に分かれており、第一部基礎分野、第二部機械・船舶、第三部電力通信、第
四部化学・冶金、第五部土木・建築とされ、各部門にいくつかの専門分野が設けられた。生産現場の
技術向上とともに研究成果の実用化試験ということも目標に含まれた。計画としては資源エネルギー
を担当する部門とともに、品質管理などを研究する経営分野担当の部門も追加される予定だったよう
だが、実現はされなかった。
3. 機関誌『生産研究』に現れる生研の研究活動
発足当初から『生産研究』という機関誌が月刊で出版されるようになったが、その第１号には著名
な関係者―生研所長、東大総長、GHQ を代表してハリー・C・ケリー、経団連会長、工業技術庁長官―
からの言葉が発刊の祝辞として寄せられ、戦後日本社会における生産技術の発展を担おうとする生研
に対する期待が語られている。4 ケリーは大学の使命として後進の教育があるが、それとともに現在の
課題として科学技術の生産への応用が急務であると指摘する。「原材料不足と労賃の上昇から、工学
者の責任は非常に大きい。日本は最大限の工学を原料のすべての 1 グラムに至るまで輸出と国際消費
に利用されるようにせねばならない」と述べる。5
生研所長の瀬藤象二は講演で、産業界の生産現場と結びつく研究として 3 種類の研究があると述べ
る。第一は、大学研究所が企業の研究所に代わって行う基礎研究、第二は大学に所属する多くの専門
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分野の教員の協力による「総合研究」、そして第三は大学での研究成果を生産現場で実施するための
準備となる実用化のための試験である。第一の種類の研究については、次のように述べる。
一件卑近と思われる問題でも、これを仔細に検討すると、既存の知見のみで片づかず多くの新し
い研究を必要とするものである。我々は生産の実際問題の中から特に緊要なものを取り上げて、
所謂オッツケ仕事でなく、最も合理的に解決することを目標とする。6
第二の総合研究については次のように述べ、そのための組織の設置計画にも言及する。
生産の技術的問題を真に学理的且つ経済的に解決するには、多数の専門分野の研究者がその智能
を総合して研究することが必要である。我々の研究所には各種の専門家が揃っている［が、］問
題によっては本郷の各学部並びに駒場の理工学研究所等の本学内の諸機関のみならず、学外の研
究者や技術者にも協力を求める必要が生ずる。そのために生産技術研究所商議会、連絡会議、協
議会等を設けることを予定している。7
そして第三の実用化試験については、次のように述べる。
実験室における研究の成果を実際の生産現場で実施するためには、中間規模の試験を経る必要が
ある。而してこの試験を生産現場で行うことは多くの場合得策でないのである。何故ならば、そ
れ等は多くの新しい工程や新しい処理を含み、従って各工程中に新しい測定技術による綿密周到
な観測を必要とするからであって、これを遺漏なく行うには研究所内に中間工場を設け、研究者
自身がその観測を連続的に実施して不完全なところを補い、現場担当者に指示を与え得るまでの
経験と、工業的規模で実施するための装置を設計するに必要な資料を得なければならないのであ
る。我々の研究所は土地も広く、建物にも或程度の余裕があるから、これを利用して所内で実用
化試験を行い得る。8
この第三の中間規模の試験に関しては化学技術者の所員がその研究開発上の意義を述べている。
一般に化学関係の新製品乃至は実験室的研究は二つの立場から行われる。その一つは各種の原料
物質と、それに課すべき温度、圧力その他の条件を求める工業化学的方法であり、他はその成果
を多量生産に移して工業化するための化学工学的方法である。しかしながら後者の立場からして
もまだ理論や計算のみによって多量生産の問題を全面的に解決できるとはかぎらないのであっ
て、むしろ解決不能の部分がはるかに多いという現状である。従って新規の生産方式を工業化す
る前提として、少なくとも原則として工業的量産設備のあり方を推断するのに必要な中間試験的
研究が不可欠となるのである。もちろん、既存の工業的設備からの類推によって問題が解決され
る場合も少くはない。・・・しかしながら、それだけで総ての場合を処理するには化学的現象は
あまりにも複雑多岐であって、・・・現実的には新規生産方式を工業にまで展開せしめる基盤は
原則として中間試験の他にはないのである。9
そのような中間試験、試作機の開発について、以下のようなテーマが研究所の設立以降の数年間で進
められた。
脳波記録装置の中間生産（糸川英夫）

ラジオアイソトープ C060 を含有する医療用合金

新型高精度微分解析機の試作（山内恭彦）

の製造（加藤正夫）

小型超高速度カメラの製作（植村恒義）

試験溶鉱炉での酸素製鉄の研究（金森九郎）

逆張力引抜機械の試作及（鈴木弘）

高粘性アルギン酸の製造研究（高橋武雄）

時計歩度の電気的測定装置（高木昇）

魚油等より乾性油を製造する研究（増野実）

超音波探傷器及び厚味計（高木昇、丹羽登）

軽量不燃書庫の試作（星野昌一）
地上写真測量用図化機械の改良（丸安隆和）

生産技術研究所協議会が設置され、1949 年 12 月に最初の会合が開催された。委嘱委員は学内と生研
の教員とともに、他大学の学識経験者、また産業界から日立製作所、日本製鋼所、三菱重工業などの
企業や日本海事協会からの代表が務めた。会合では総合研究の振興、生産現場との緊密な連絡、製造
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業界代表者からの鋼材やアルミの改良の要望などの意見が出された。10 また生研代表からは、総合研究
の課題として、アルミニウム、電子顕微鏡、精紡機の高能率化、製塩副産物の利用などのテーマにつ
いて「共同研究班」が立ち上がって共同研究に着手されていることが報告された。
半年後に第２回の協議会が開催されたが、そこでは研究所への助成機関の必要性、法人組織か会社
組織の設立を要望する意見が出された。11 第３回の協議会ではそのような助成機関の設立が議題として
検討された。詳細は記されていないが、GHQ との関係で設立が困難視されていたが、そうではないこ
とが判明したとされている。12 その後、そのような助成機関として財団法人生産技術研究奨励会が正式
に設立された。1958 年にはこの奨励会が十分に確立されたとして、生研の発展を検討してきた協議会
の機能は奨励会に移行され、協議会は解消されることになった。13
４．1952 年以降の生研における研究
1952 年に連合国による占領体制が終了すると、生研の研究体制にも変化が現れてきているようであ
る。その変化は、『生産研究』のページにも現れている。生産技術への貢献ということばかりでな
く、より自由な研究に関心が向けられるようにもなったように思われる。1952 年 12 月号で企画された
のは「難問特集号」というテーマだった。その号には、８つの分野の専門家から 8 本の論文が寄稿さ
れ、各分野における難問題が開陳されている。また所員に尋ねた結果をリストにした「難問題一覧
表」には、32 の回答が挙げられている。14 その一部を表１として掲げた。溶接現象の解明やコールタ
ールの未利用成分の利用、などといった分かりやすい課題を含め、生産現場と直接間接に関係する困
難な問題が列挙されており興味深い。
生産技術研究所は、英語名称が Institute of Industrial Science という。生産技術研究所であれば、
Institute of Industrial Technology が日本語名称に対応した英語名称に思われるが、そうではなく
Science が名称に使われている。この英語名に関しては、応用数学者だった山内恭彦が強く主張したと伝え
られている。航空研究所が解消されて新設された理工学研究所との役割分担から生産現場との協力関係が研
究所の目標に据えられたが、内部の所員の中には基礎研究を志向する意向も潜在していたことが伺える。15
表１

難問一覧表の一部

(出典：『生産研究』第４巻、1952 年、505 頁)
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５．結論
1969 年１月には生研の設立２０周年ということで「生研の進むべき道」というテーマで１３名の所
員が集まり座談会が開催されている。当時は「大学の非常事態」であり、当日は秩父宮ラグビー場で
全学集会が開催された中で、その座談会は開催されている。
座談会では大学の付置研究所の性格や使命が語られ、自由な学問研究の性格、無目的であるべき
か、多目的であるべきかなどが議論される。話題が開発を志向する研究に及び、建築技術が専門で生
産技術史も担当していた村松貞二郎が次のように述べている。「開発研究というのは産業界の要請に
ペッタリくっついているものだろうか。むしろこれからは、・・・たとえば環境の改善とか、公害の
問題など、むしろ業界が煙たがるものでも、大学なり、こういう研究所なりで開発段階まで研究すべ
き、むしろ義務がある。そういう意味での開発があり得ると思うのです。［その意味で］基礎だけで
なくても開発まで考えるべきだということは納得できるのじゃないかと思います。」16
実際その後１９７１年から数年間にわたって、生研で「都市における災害・公害の防除に関する研
究」という課題で大型プロジェクト研究が始められた。大学の内外の状況を反映したプロジェクトの
課題選定だったように思われる。1972 年と 73 年には、その大型プロジェクトの成果を紹介する特集号
が『生産研究』で組まれている。17
注
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Takehiko Hashimoto, “Hesitant Relationship Reconsidered: University-Industry Cooperation in
Postwar Japan,” in Lewis M. Branscomb, Fumio Kodama, Richard Florida eds., Industrializing
Knowledge: University-Industry Linkage in Japan and the United States (Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1999), pp. 234-251.
第二工学部の歴史については、東京大学百年史編集委員会編『東京大学百年史 部局史三』（東京大
学、1987 年）、567-636 頁、大山達雄・前田正史編『東京大学第二工学部の光芒―現代高等教育への
示唆』（東京大学出版会、2014 年）などを参照。
同書、1068-1071 頁。
『生産研究』第１巻第１号、1949 年 10 月、6-10 頁。
Harry C. Kelly, “Industrial Science Education”『生産研究』第 1 巻第１号（1949 年）、3 頁。
瀬藤象二「生産技術研究所の使命」、
『生産研究』第１巻第１号、1949 年、６頁。
同上。
同上。
福田義民「論説：中間試験」
『生産研究』第２巻第８号（１９５０年）
、３２５頁。
「生研ニュース」、『生産研究』第 2 巻第３号（1950 年）、107
『生研研究』第 2 巻第 9 号（1950 年）
、389 頁。
「生研ニュース」『生産研究』第３巻第４号（1951 年）
、168 頁。
福田武雄「生産技術研究所 10 年の歩み」
『生産研究』第 11 巻第 6 号（1959 年）
、141 頁。
『生産研究』第４巻、1952 年、505 頁。
「OB 座談会『生研の生い立ち』」第 48 巻第 9 号（1996 年）、424 頁。
同上、１９５頁。
『生産研究』第 24 巻第３号（1972 年）、同第 25 巻第 2 号（1973 年）。

