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トラヤヌス記念柱に見られる桶・樽の特徴  

 

石村眞一 

会員、九州大学名誉教授 ishishin@koriyama-kgc.ac.jp 

 

はじめに 

ローマ期の樽については、これまで植民地のガリア地方での使用事例を中心に発達を捉え、ローマ

の中心地域における使用は概ね２世紀以降と考えられていた。ところが、ローマ市内には A.D.113年に

完成したトラヤヌス記念柱のレリーフに紡錘形の樽が認められることから、ローマの中心地域におい

ても２世紀初頭には使用されていた可能性がある。 

トラヤヌス記念柱のレリーフは、ダキア遠征の様子を示したもので、一般的なローマ国内の様子を

表現したものではない。しかしながら、樽の使用はいずれもローマ軍の物資運搬の場面であり、ダキ

ア地方の文化を示したものとは考えられない。トラヤヌス記念柱のレリーフ自体の研究は既に多くの

研究者によって成されているが、この樽の形状と箍については、これまで本格的に考察した研究は管

見の限り見当たらない。木製容器としての樽が産業に深く根ざす時期であるのに、何故かローマの中

心地域における使用については深く論じられなかった。またトラヤヌス記念柱のレリーフには、桶の

使用も一例認められ、この形態と箍についても検討する必要がある。 

本発表の目的は、トラヤヌス記念柱のレリーフに見られる桶・樽を事例として、ローマ帝国内にお

ける普及時期と初期の構造を考察することにある。 

 

１．トラヤヌス記念柱に見られる桶・樽 

1) ワイン運搬用の樽 

図１がローマ市内に A.D.106 年から工事が開始され、A.D.113 年に完成したトラヤヌス記念柱である。

高さが約 30ｍ、螺旋状に設えたレリーフは、長さが 190ｍにも及ぶ巨大な大理石の建造物である。下半

分は A.D.101-102 年の第一次ダキア遠征、上半分は A.D.105-106 年の第二次ダキア遠征を表現してい

る。レリーフを石膏によって型取りしたものは、ローマの文明博物館、ルーマニア国立博物館等に所

蔵されている。2017 年７月にはローマの文明博物館が閉館していたため、ブカレストにあるルーマニ

ア国立博物館等にて石膏で型取りしたレリーフを調査した。 

 樽は図２、３、４に示した３場面に認められる。但し、図２は一部で、他にもう一つ船に積んでい

る場面がセットになっている。図２はドナウ川にて樽の運搬をしている場面で、人物の大きさから推

定すると、現在ウヰスキー業界で使用する 225リットル程度の容量を持つ樽に類似している。樽の中身

はすべてワインと考えて間違いない。樽の形状は少し胴の部分の膨らみが小さいように感じる。しか

しながら、３世紀初頭あたりの石造遺物では、図２の形状より細いタイプの樽もあり、現代使用され

る樽の形状は図２タイプの形状から変化したと見ることができる。問題となるのは、箍の掛ける位置

である。樽の両端と中央に箍が掛けられているが、中央の箍には樽を固定する力学的な意味がない。

紡錘形では両端に箍を束ねて掛ければ、中央部分の側板に強い圧力がかかるため、この部分に箍を掛

ける必要がない。ではレリーフの描写が樽の実態を示していないのかというと、すべての樽に同じよ

うな箍が掛けられているので、当時の実態をある程度示していたと読み取りたい。また、トラヤヌス

記念柱が完成した A.D.113年には、トラヤヌス帝(A.D.53-117)が君臨していたことから、樽の形状や箍

の掛け方に大きな間違いがあったとは思えない。 

だとすると、樽中央部の箍には何らかの使用目的が存在したはずである。樽の運搬時に、樽の破損

防止のために掛けたとするのが妥当と考える。現在でも鉄製の箍を掛けても、両端に蔓状の木製箍を

掛けているワイン樽があり、樽の保護機能に関与している。 



日本産業技術史学会 第 34 回年会(2018 年 6 月 17 日)講演要旨 G-1 / 2 

樽中央部の箍は、すべて３本でもなく、１本のもの、２本のものもある。このことから、運搬時の

破損もあるという実態を示している可能性がある。 

2)上径より下径が大きい桶 

トラヤヌス記念柱のレリーフには、図６に示した桶が一例認められる。桶から革袋に見える容器に

移しているのが液体とは断定できない。この桶の箍は平箍であって、図２～５の箍とは明らかに素材

が異なる。図７はブカレストの農村博物館に収蔵される伝統的な桶で、板箍が掛けられている。スイ

スでは現在も少数使用されていることから、板箍の桶はヨーロッパで広く使用されていたことが理解

できる。しかしながら、アルプスより南の地域で板箍が使用されていたことを立証する資料が見当た

らないため、図６の桶がローマ帝国の中心地域で使用されていたと断定することはできない。 

 桶の形状は上径より下径が大きい。この形状はヨーロッパで広く用いられ、特定の地域を示すもの

ではない。 

 

２．ローマ帝国内における桶・樽の普及時期 

1)樽の普及時期 

 ガリアには２～３世紀初頭の石造遺物に樽を表現したものがある。このことから、樽の発達はガリ

ア地方で始まって、ローマ帝国内に拡散したと考えられてきた。確かにそうした発達過程があったの

だろうが、問題なのはその時期である。２～３世紀初頭はローマ帝国内でも普及していた可能性があ

り、ガリアでの普及はさらに遡った時期である。 

カエサルの『ガリア戦記』は、B.C.58-52 年の遠征に関する回顧録である。この中に桶・樽の記述は

見当たらない。当時のガリアに桶・樽文化は存在していたのかもしれないが、目立った大型の樽はな

かったはずである。ガリアでのワイン生産は、ローマ人が葡萄栽培の技術を持ち込んだ後に成立した

とされることから、ガリアで本格的にワイン生産がなされるのは、アウグストゥスによる中央集権体

制が確立された B.C.27 年以降であろう。つまりワイン専用の 200 リットル以上の容量を持つ樽は、

B.C.27 年以降という時期に開発され、ワイン産業の発達に貢献したということになる。この樽は、主

にガリアからローマ帝国の中心地に輸送され、安価なワインを提供した。 

 ワインは当然軍隊でも使用され、兵士達の気持ちを癒し、また戦意を高揚させた。いわばワインは

軍隊の必需品であった。ローマ軍は B.C.43年以降現在のイングランドに侵攻し、A.D.84-85年以降ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ トラヤヌス記念柱     図２ トラヤヌス記念柱レリーフ－① 
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図３ トラヤヌス記念柱レリーフ－②     図４ トラヤヌス記念柱レリーフ－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ トラヤヌス記念柱レリーフ－④     図５ ブカレスト農村博物館所蔵の桶 

 

コットランドの南部も支配する。エジンバラのスコットランド国立博物館にはニューステッドのロー 

マ遺跡から樽を半分に切った形状の桶が出土している。機能としては桶であろうが、製作技術は曲げ

加工を施す樽と共通している。 

ポンペイは、A.D.79 年にベスビオ火山の爆発で灰燼に帰した。現在公開されている発掘資料を見る

限り、桶・樽が使用されていた痕跡は見当たらない。ワインは、すべて陶製容器のアンフォラ等で保

存、運搬されていた。このことから、ローマ市に近い地域であっても A.D.80 年あたりに桶・樽は普及

していなかったと推察する。ポンペイの遺跡に樽がないのは、大量にワインを運搬する必要性がなか

ったことも要因に挙げられる。元々近隣でワインが生産されているのであるから、アンフォラ等の陶

製容器が長く使用されたと考えられる。しかしながら、アウグストゥスはポンペイに近い場所で亡く

なっているため、ポンペイがローマ市内に比較して田舎町だと一概に捉えることはできない。ポンペ

イの遺跡を通して、A.D.79 年にはローマの中心地域及びその周辺に樽文化は普及してはいなかったと

いうことになる。このことから、スコットランドのローマ軍要塞より、樽の使用はローマの中心地域

の方が遅いということになる。おそらく、市民生活での樽使用より、移動による運搬機能を重視する

ローマ軍、とりわけ辺境の地に移動した軍では使用が少し早かったのであろう。                                 

 

2)桶の普及時期 

今日見られる醸造用の大型桶の発達は、ローマ期以降と推測する。ところが、小型の桶は図６に示

したように、樽とは異なった形状、箍を備えている。特に平箍は独自の技法を展開する。ハシバミの
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枝をねじ曲げたり、スカーフジョイントするのではなく、独特の技法を展開する。すなわち、箍の端

近くに穴を開け、もう一方の端にフックになるよう成形し、ねじって穴に入れて戻すという極めて複

雑な構造になっている。スイスのアッペンツェルでは、現在もこの平箍を使用して桶を製作している。

平箍は枝材のような一点で桶の側板に接していないので、桶のテーパーに対応するためには、曲面を

持たせなければならない。鉄製の箍では、現在はテーパーに対応するために圧延機で片側を伸ばして

いる。こうした難しい平箍が２世紀初頭にローマ軍で使用されていることを考慮すると、大型の樽が

製作される以前から桶はローマ帝国内で使用されていた可能性がある。 

 

３．考察及びまとめ 

 側板や底板、蓋を箍にて結束するという桶・樽の技術は、少なくとも先行するガリア地方では B.C.

１世紀以前より成立していたことは間違いない。その製作に、鉋や正直といった専用の道具は用いら

れていない。鉋はポンペイの遺跡で出土しており、壁画の中に鉋と大鋸の使用が認められる。だとす

ると、鉋の使用は紀元前に遡る可能性がある。しかしながら、ガリアでは、割り材を簡単な道具で

桶・樽製作に仕立てたと考えるべきであろう。一つの可能性は、アサリのない鋸で接ぎ合わせ面を作

ったという技法にある。日本では鎌倉時代後期に桶を製作しているが、鉋や正直は使用していない。

正直が史料に登場するのは 15 世紀末であることから、鎌倉後期に存在した可能性はない。それでも２

石程度の容量を持つ桶を製作している。箱風呂を製作する際、電動工具が発達する以前は、板矧ぎに

はアサリのない鋸を使用して正確な接合面を作っていた。おそらくこの鋸と、パッキンの役割を持つ

布や和紙で防水に対応していたと推測する。洋樽では現在もガマの茎をパッキン材に使用しており、

この技法は紀元前から延々と受け継がれたとすべきである。 

 カエサルのガリア遠征後、ローマはトリーアに代表される植民都市を盛んに建設する。この時にワ

イン栽培と鉋が持ち込まれたと推察する。その結果、大型樽の生産が盛んになった。つまり、ガリア

地方ではローマの植民都市の出現で、従来の桶・樽文化が急速に変化したと読み取れる。とりわけ樽

は輸送用のタイプが発達し、トラヤヌス記念柱の樽から規格化が進んでいることが確認できる。 

 ローマ軍は、カエサルのガリア遠征後も西進し、スコットランド南部を紀元 1世紀後半に植民地化す

る。そうした時期の遺跡から半樽状の形状を持つ桶が出土しており、まさにローマ軍がガリア地方の

桶・樽文化を継承して、新たな植民地に持ち込んでいったといえる。トラヤヌス記念柱に見られる樽

は、既に樽文化としてローマ軍に定着しており、ダキア遠征時期に初めて用いられたとは思えない。 

ワイン輸送用の樽は、紀元１世紀前半には既にローマ領内で用いられたと類推する。但し、一般の商

業用よりローマ軍の使用が先行したと捉えるべきである。 

 桶は樽の進化と同じ道を歩んだとは限らない。桶と樽の発達をセットで捉えることは難しい。日本

では桶の史料と樽の史料とでは 100年以上差がある。小型の桶は概ね曲げ加工を用いないことから、加

工技術は紡錘形の樽より容易である。また樽のような長期間の運搬機能を持たないことから、樽のよ

うな飛躍的な発達を遂げたとは考えにくい。刳物容器、曲物容器と共存しながらゆっくり発達したと

すべきである。桶は板箍という極めて工芸的な技法が長く伝承され、今日まで一部の地域で継承され

ている。この技法は曲物容器との接点を感じさせる。 

醸造用の極めて大型の桶が発達した経緯については、早い時期の発掘資料がないため、成立時期に

関しては今後の検討課題とする。 
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東京における近代の上水道施設に関する研究 ～渋谷町水道の配水塔の基本設計について～ 
 

田中和幸*1 BXL05336@nifty.com 

会員 近畿大学高専 

 

1. はじめに 

明治後期から昭和初期にかけて東京市に隣接する地域では、民間事業者によって上水道の普及が進

められて行った。そのうちの一つに数えられる渋谷町水道では、各戸へ安定した上水の供給を目指し

て 2基の配水塔が、現在の世田谷区弦巻に建設された。最初の配水塔は、大正 12年 3月に竣工し、二

基目は、関東大震災後の大正 12年 11月に竣工しているが、両者とも同じ形状である。配水塔の外観

は、特徴的なデザインを有しており、多くの人々から「丘の上のクラウン」と呼ばれ、これまで町の

ランドマークとして大切に保存されてきた 1)。 

渋谷町水道の事業内容については、『施工中に在る渋谷町水道(以下、渋谷町水道という)』2)や『渋

谷町水道抄誌』3)にまとめられており、そこでは、構想から通水されるまでの状況が詳しく記されてい

る。上水を供給するための水道施設は、基本設計を踏まえ実施設計に進み、内務省の認可を得て工事

が行われていたが、基本設計の図面については、それらの書籍には掲載されておらず、管見の範囲で

は具体的な形状を示したものは確認されていない。 

本稿では、まず、東京都公文書館に所蔵されている配水塔の図面 4)とその構造計算を行った『配水塔

設計々算書(以下、計算書という)』5)の史料が、渋谷町水道の基本設計であることを確認した。そし

て、これらを用いて、配水塔の特徴を紹介し、基本設計から実施設計に至る際の形状の変更理由につ

いて考察した。 

 

2. 配水塔の基本設計図面について 

東京都公文書館には、江戸時代からの水道事業に関する史料が所蔵されている。しかし、渋谷町水

道は、民間事業者によって始められており、東京市が管理するようになった昭和 7年以前の史料に関

しては散逸している可能性が高いなか、本稿で扱った史料は、渋谷町水道で竣工した配水塔の実施設

計図面に混在してまとめられていた。対象とした図面の右上には、縦書きで「配水塔設計圖 縮尺五拾

図 1 東京都公文書館に所蔵されていた渋谷町水道の配水塔基本設計図面 図 2 3D による配水塔の基本設計 
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分之壹(以下、配水塔設計圖という)」と表記されているが、どこの場所に設計するものであるかを示

す表記がなかったことから、これまで見過ごされてきたものと推察される。 

図面は、A1版の青図で(図 1)、「配水塔設計圖」の上部には、「構造断面圖」と「鐵筋配置圖」の

タイトルが記されており、ここでは、描かれた両者の図について解説する。なお、配水塔の構造は鉄

筋コンクリート(以下、RCという)造で、寸法にはフィートが用いられている 6)。 

「構造断面圖」には、配水塔の断面図が描かれ、全体の形状を理解することができる。水槽の底面

は地盤面から 13フィートの位置にある。壁の厚さは 3段階に分かれ、水槽の底面から高さ 13フィー

トまでは、壁厚が 2フィート、中間の 15フィートでは、壁厚が 1.5フィート、その上の高さ 21.25フ

ィートは、壁厚が 1フィートとなっている。壁の頂部には背が 1.75フィートある梁が回り、上部には

パラペットが立ち上がっている。その天端は地盤面から 69.25フィートの高さである。なお、水槽上

部の内径は 47フィート、水位高は 48フィートで、満水時の水位は 210フィートとなっている。 

水槽の底盤は、1.5フィートの厚さがあり、高さ 10.5フィートの柱によって支持されている。そし

て、柱は厚さ 2.5フィートの耐圧盤に直立している。なお、耐圧盤の下には、栗石が敷き詰められ群

杭によって支持されているなか、外周部の杭は内側のものより太く長いもので設計されている。 

配水塔の外観については、「周リ及屋根」へ「モルター工 一、三厚三分」と『渋谷町水道』に記

されていることから、外壁はモルタルによる仕上げであることが分かる。なお、目視による図面の判

断からは、円筒形の水槽へ底盤とパラペットの立ち上がり位置にバンドが巻かれている。さらに、後

述する『計算書』に示された概略図より、水槽部の屋根は勾配が 4寸 3分の円錐形で、頂部には屋根

勾配が 3寸の塔屋がのっている。 

「鐵筋配置圖」の上段には、水槽を支持する柱と桁の立面図が、下段は平面図と地形部分の図面が

描かれている。ここから、水槽は、中央の柱と 3重からなる多角形によって支持されていることが分

かる。なお、多角形は外側から順に 12角形、10角形、6角形 7)となっており、それぞれの大きさは中

心から順に、半径が 25.5フィート、16.5フィート、8.5フィートとなっており、3Dによって基本設計

の配水塔を作成した(図 2)。 

 

3. 『渋谷町水道』に記されている配水塔の概要について 

配水塔の基本設計については『渋谷町水道』の「第三章 實施計晝」の「八、給水場(配水塔)」に、

概要が、以下のように記されている 8)。 

 

給水場ハ東京府荏原郡駒沢村字新町ニ設ケ場内二個

ノ配水塔ヲ築造シ将来拡張ノ場合ハ同形ノモノ尚一個

ヲ増設スルノ余地ヲ存セシム各塔ノ大サハ内径上部ニ

於テ四拾七尺構造ハ鉄筋混凝土ニシテ上部ニ覆蓋ヲ設

ケ直高六十八尺二寸五分水深四十八尺とし満水面ノ高

サハ基点上二百十尺ニシテ一個ノ容水量七万九六七九

立方尺二個ニテ拾五万九千三百五拾八立方尺即チ人口

拾五万人ニ対スル平均六時間分ノ容積ヲ有ス基礎ハ場

所詰混凝土ヲ布置シ其上部ハ十五寸ノ直立柱二十九本

に依テ水槽全部ヲ保持ス水槽底部ハ厚一尺五寸周壁ハ

下部ニ於テ二尺中部一尺五寸上部ヲ一尺ニシテ内部ハ

表面厚六分防水モルターヲ塗リ底部ハ厚五分ノ「アス

ファルト」工ヲ施シ洩水ヲ防ク屋根ハ厚平均三寸二分

ノ鉄筋混凝土ヲ以テ覆ヒ通風窓ヲ有ス 図 3 「旧」が付記

された図名 図 4 『計算書』 
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本稿で扱った図面は、渋谷町水道の基本設計図面である表記は見られないものの、描かれた図や寸

法から『渋谷町水道』に記された概要と一致していたことから、配水塔の基本設計を示したものであ

ると言える。渋谷町水道における配水塔は、大正 9年 6月に基本設計が完了し、大正 11年 3月に実施

設計を終えていることが明らかとなっている 9)。ちなみに、図名の一番上には「旧」と異なる字体で付

記されていることから、この史料が、のちに旧図面となったことが分かる(図 3)。 

 

4. 『計算書』について 

『計算書』は、配水塔の基本設計図面と同様に、東京都公文書館に所蔵されており、青図の A5版で

12ページからなる (図 4)。ただ、どの上水道で用いられたものであるかに加え、日付や人物を特定で

きる記述はみられない。 

1ページ目は表紙で、2ページの冒頭には計算で用いる符号の説明があり、その後は、第一章から第

六章に分けられ、タイトルに示された各部位の構造計算を行っている。 

  各章で記された形状に関する部分のうち、第一章の概略図には、水平距離が 23.5と表記されてお

り、『渋谷町水道』に記された「塔ノ大サハ内径上部ニ於テ四拾七尺」とする内法の直径と一致す

る。また、第三章の「水ノ重量ハ水深 48尺トシテ(中略)混凝土ノ厚サ 1.5尺トシテ」に加え、第四章

の「底面ハ三種ノ支壁及ビ中央ノ柱ニヨリ支ヘタル三重ノ円桁」と記された内容は、前述の「水深四

十八尺(中略)水槽底部ハ厚一尺五寸」ならびに「鐵筋配置圖」の形状と合致する。さらに、第五章の

「柱ノ総数二十九本ニ依リ支ヘラルヽモノトシ其ノ外部ノ柱ハ十二本中間ノ柱ハ十本内柱六本中心柱

一本トス」は、同じく「鐵筋配置圖」の形状と同じである。 

 以上のことを踏まえれば『計算書』は、渋谷町水道における配水塔の基本設計を対象に構造計算し

たものであると言える 10)。 

 計算方法については、『計算書』のなかに「日比博士鉄筋混凝土」と記された箇所より、大正 5年

に日比忠彦が執筆した『鉄筋混凝土の理論及其応用(以下、鉄筋混凝土という)』を参考としていたも

のと言える。また、大正 6年の『鉄筋混凝土設計

法 理論応用』にも配水塔の構造設計の流れが記

されており、これも参考とした可能性が高いと考

えられる。 

これらの書籍に基づき構造計算が進められたな

か、「第二章 周壁ノ計算」には算出された曲げ

応力の値が算出されており、水位に応じた値を図

に示した(図 5左)。その結果、水位が底面に近づ

くにつれ、曲げ応力の値は大きくなり、それを受

け周壁の内側を階段状に厚くする設計となってい

る。 

 また、水の全荷重を受ける底盤では、曲げ応力

とせん断力を、底盤を受ける桁ではせん断力につ

いて検討している。さらに、桁を支持している

29本の柱は、内、中、外に分けて、コンクリー

トの許容応力度について検討している。 

これらに掛かる荷重のうち鉛直方向は、配水塔

の固定荷重に、水と積雪の荷重が対象である。横

荷重については、「風圧ノ影響ハ極メテ少シ」と

『計算書』に記されていることから、風による影

図 5 周壁に掛かる曲げ応力(図面に筆者加筆) 

左：基本設計、右：実施設計 
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響を検討していたものの、「第五章 柱ノ計算」には、「柱は短柱トシテ計算セリ」と記されてお

り、横荷重に大きな影響を与える地震力については、配慮していないことが分かった 11)。 

 

5. 基本設計の配水塔の形状が変更された理由 

 本稿では、東京都公文書館に所蔵されていた対象図面と『計算書』が、渋谷町水道における配水塔

の基本設計の形状を描き、その構造計算を行ったものであることを明らかにした。 

そこからは、柱によって支持され、フラットな円筒形にバンドが巻かれた外観となる配水塔である

ことが明らかとなった。しかし、実施設計では地盤面へ直接支持する方式となったことに加え、RCに

よる躯体の周壁は階段状に外側へ広がる形状へと変更された(図 6)。 

実施設計された配水塔の周壁の曲げ応力については、大正 14年改訂の『鉄筋混凝土設計法 理論応

用』に値が記されており、その結果を図に示したところ、曲げ応力がマイナス側へ大きく働いている

ことが分かり (図 5右)、それを受け、周壁が末広がりの形状に変更されたものであると言える。 

曲げ応力が外側へ働いた理由は、必要な水圧が見直され、底盤の位置を地盤面まで下げることがで

き、柱をなくすことができたと考えられる。 

平山氏による配水塔の研究 12)からは、水槽とそれを支持する脚部も RC造で建設されたものは、大正

7年に起工した宇野港上水道の配水塔が最初であるとしており、その水量は

220㎥であった。それから 2年後の大正 9年に、渋谷町水道の配水塔の基本

設計が行われているが、その水量は 2216.5㎥も蓄えることができる巨大なも

ので、耐震性に不安を抱えていた可能性が否めないことが確認できた。 

ただ、実施設計された配水塔に加え、基本設計された配水塔も形状が異な

るものの、水槽部分は両者とも構造に対して合理的な形状をしたものであっ

たことには違いない。また、配水塔は単に水を貯めるタンクであるだけでは

なく、「外観を整えて四周の景物と調和せしめる事が必要である。之は蓋し

Civil Architectの義務ではあるまいかと思ふ」13)と記されていることか

ら、当時の配水塔は、多くの人々に見せることにも主眼をおいてデザインさ

れたものであると考えられる。 

 
注 

1)二村悟、『日本の産業遺産図鑑』、平凡社、2014.4。 

2)渋谷町臨時水道部『施工中に在る渋谷町水道』、同発行、1922.12。 

3)渋谷町『渋谷町上水道抄誌』、同発行、1931.1。 

4)本稿で扱った基本設計図面は、307.C6.07(収録先の請求番号)の 52～53ページに収められているものの、図名は公開

件名に記されていない。 

5)『配水塔設計々算書』は、307.C6.07(収録先の請求番号)の 13～19ページに収められており、公開件名は「配水塔設

6)『配水塔設計々算書』には「呎ハ殆ント尺ト等シキモノト見做シ計算セリ」と記されている。 

計計算書」である。なお、同請求番号には「旧」が付記された計算書もある。 

7)脚部について『配水塔設計々算書』には「鉄筋配置ノ関係上多角形トシ近似半圣ヲトリテ計算ス」と記されている。 

8)前掲、注 2)。配水塔の基本設計の形状については「第三章 實施計晝」の「八、給水場(配水塔)」に記されている。 

9)配水塔の基本設計と実施設計の図面が完成した時期については、拙稿「渋谷町水道の上水道施設に関する一考察 ―配

水塔の基本設計と実施設計に着目して―」(日本生活学会公開シンポジウム第 45回研究発表大会梗概集、pp.66-67、

2018.5)に詳しい。 

10)計算書にも、タイトルの一番上に「旧」と異なる字体で付記されていることから、基本設計図面と同じ扱いであった

ことが分かる。 

11)『鉄筋混凝土の理論及其応用 下巻』(日比忠彦、丸善、1922)には、柱脚が 40フィートある高架水槽の地震力を踏

まえた計算例を紹介しているが、基本設計の柱の長さでは地震力に影響しないと考えていた可能性がある。 

12)平山育男「長岡市旧中島浄水場配水塔の造形設計について」『日本建築学会計画系論文集』、pp2767-2774、

2014.12。 

13) 岩崎富久『鉄筋混凝土設計法 理論応用』大倉書店、1917。 

出典 

図 1～4、図 5左：東京都公文書館所蔵、図 5右：『鉄筋混凝土設計法 理論応用』、図 6：『日本水道史』 

図 6 配水塔の実施設計図面 
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廃棄物運搬用真空輸送システム興亡史 

 

○井上尚之* 

* 会員、神戸山手大学現代社会学部総合社会学科主任教授、n-inoue@kobe-yamate.ac.jp 

 

１．はじめに 

1970 年代から 1990 年、つまり日本の高度成長期からバブル期にかけて、全国各地のニュータウン

で、「廃棄物運搬用真空輸送システム」（以後パイプラインと記す）によるごみ収集システムが導入

された。つまりマンションではマンション内のダストシュートにそのままごみを捨てればよく、戸建

て住宅では地上に設けられた地上投げ入れ口からごみを捨てればよいだけである。パイプライン建設

時には、国や地方自治体の補助金が付き、まさに「未来都市の象徴」としてもてはやされたのであっ

た。パイプライン導入のメリットとして当時次のような点が挙げられた。 

（１）住民が好きな時にごみを捨てることが可能。 

（２）臭気が発生せず衛生的である。 

（３）美観を損なわない。 

（４）収集運搬の省力化が可能。 

 

２．兵庫県芦屋市の場合 

富裕層が居住することで全国的に有名な兵庫県芦屋市では、現在でも住民の 17％に当たる 16043

人、面積では市の面積の 9％に当たる 160ha がパイプラインによるごみ収集を利用している。これほ

ど大規模なパイプラインは全国でも芦屋市と千葉市幕張新都心のみである。芦屋市では 1975 年に芦屋

浜地域（埋立地）でまちづくりが開始され、1979 年よりパイプラインが稼働した。また 1992 年南芦

屋浜地域（埋立地）でパイプラインシステムの導入が決定され、1998 年に同地域での入居開始と同時

にパイプラインが稼働した。パイプラインの事業費だけで 87 億円がかけられた。しかし最近では設備

の老朽化による補修費が毎年 2 億円以上かかっている。 

 

３．真空ポンプの原理はダイソン掃除機＝サイクロン式掃除機と同じ 

 芦屋市のパイプラインを作成したのは、高砂熱学工業（株）とスウェーデンのフレクト（株）の合

弁会社の日本フレクト（株）（1972年設立）である。フレクト社は現在でも住宅の 24時間換気システ

ムを開発したことで有名で、このフレクト社の換気システムが日本の住宅でも採用されている。日本

フレクト（株）は 2009年より日本フローダ（株）に社名変更され、更に 2017年には、高砂熱学工業

（株）に吸収された。巨大真空ポンプの実際の部品の多くは日本鋼管（株）が製造したものが使用さ

れている。真空ポンプの原理はサイクロン式掃除機と同じで強大な 2基のブローワーがごみを吸引

し、サイクロン２機がごみと空気を分離する。 

  （大型サイクロン）             （小型サイクロン、ダイソン掃除機） 
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４．バブル崩壊、電気代高騰で夢の真空ポンプの廃止が続く 

 実際のパイプラインの稼働において燃焼ゴミ以外の不燃ごみが投入され、パイプが詰まる等のトラ

ブル続出、システムの維持管理費の上昇、バブル崩壊、電気代上昇によるランニングコスト高騰など

により、2000 年代に入りパイプラインは次々と廃止されていった。 

施設名 所在地 稼働開始 状況 

南港ポートタウン 大阪市 1977 年 廃止予定で稼働中 

芦屋浜地区 芦屋市 1979 年 稼働中 

幕張ベイタウン 千葉市 1981 年 稼働中 

多摩ニュータウン 東京都多摩市 1983 年 2005 年廃止 

つくば研究学園都市 茨城県つくば市 1983 年 2005 年廃止 

長岡ニュータウン 新潟県長岡市 1988 年 稼働中 

篠路ニュータウン 札幌市 1989 年 2012 年廃止 

新地団地 熊本市 1991 年 2009 年廃止 

みなとみらい 21 横浜市 1991 年 2017 年廃止予定 

千葉ニュータウン 千葉県印西市 1995 年 2011 年廃止 

 

当然のことながら、芦屋市も廃止の検討を始めた。これに対してパイプライン利用者は、「パイプ

ライン利用者の会」を立ち上げ、廃止反対運動を始めた。芦屋市の 2015 年度のパイプラインによるご

み収集量は、当初計画の 28％の 2987 トンにとどまっている。さらに原発停止によるパイプラインを

稼働させる電気代金の高騰も加わり、2015 年度のパイプライン地区と普通のごみ収集車によるごみ収

集地区の経費の比較は次のようになる。 

 

 パイプライン地区 収集車地区 

1 人当たりの処理経費 12392 円 5851 円 

1 世帯当たりの処理経費 27052 円 12785 円 

1 トン当たりの処理経費 69512 円 25819 円 

つまり、パイプラインにかかる費用は収集車による費用の 2 倍以上である。17％の人口しか占めない

パイプライン地区の人には収集車地区の人の 2 倍以上の税金が投入されていることになり、公平性の

面から疑問が生じる。このようにパイプラインは経費の面から収集車に比べて非常に不利である。

2017 年末で廃止予定がなく稼働しているのは、芦屋市及び幕張ベイタウンと長岡ニュータウンのみで

あった。この３事例を除けば電気代金の高騰と維持管理費がネックとなり廃止または廃止予定である 

 

５．芦屋市の巨大真空ポンプの運命 

現芦屋市長は、話し合いを前提にパイプライン廃止を宣言して当選している。芦屋市は今後の存続

に関して「パイプライン利用者の会」との間で「ゴミパイプライン協議会」を立ち上げ、2016 年 9 月

より毎月 1 回のペースで話し合いを続けた。 

粘り強い話し合いの結果、始めは反対していた利用住民も 2018 年 3 月に以下の如く廃止に同意した。 
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（１）ランニングコストのみならず、輸送管などの老朽化による大規模改修や施設更新は多額な経費

を要するので、永続的に運用し続けることは困難。 

そこで、あと何年使用するかついての話し合いが続けられ次のような結論に達した。 

（２）芦屋浜地区（1979 年より使用）：今後 20 年（15 年経過時点から順次代替収集へ変更） 

南芦屋浜地区（1998 年より使用）：今後 30 年（その後 2 年かけて順次代替収集へ変更） 

ただし、輸送管などの老朽化や損傷が予想以上に進行し、補修が困難になってきた場合は、その地区

から運用年数に関わらず代替収集に変更する。 

利用住民はパイプライン廃止後、他の地区とすぐに同等にする事には難色を示し、代替収集に関し

て次の事が決められた。 

（３）パッカー車による収集を行うが、オートロック施錠機能付きごみ集積施設を市の負担で設置

し、維持管理等の運用は利用住民で行う。 

（４）車両収集回数については導入当初は最大週 5 回収集を実施し、実施後のごみ収集や集積所の状

況を踏まえ適切な回数に見直す。 

（５）環境にやさしい清潔なまちづくりを一層推進すべく、オートロック施錠機能付きごみ集積所に

加え、ＣＯ₂排出削減や騒音対策のための電気ゴミ収集自動車の運用について試験的に当該地区で導入

することを検討する。 

以上の 5 条件実施をパイプライン利用住民と市の間で締結し、パイプライン問題は決着した。 

この経過を振り返ってみて、住民との話し合いが成功した条件として次の事が言えよう。 

・市から住民への正確なデータを提供する。（パイプラインは車両収集より余りに経費が過大） 

・住民目線に立って住民と丁寧な話し合いを行い、信頼関係を築く。 

・パイプライン廃止後のごみ収集に関しては出来るだけ住民の要望に添う。 

今回の廃止決定は、現在もパイプラインが稼働している千葉県幕張新都心や長岡市ニュータウンに

も大きな影響を与えると思われる。 

 

６．スウェーデンやシンガポールでは衛生面と省力化から真空ポンプが行われている 

 スウェーデンのフレクト社のあるストックホルムにハンマビーショースタッドという人口 35000 人

のエコシティー地区がある。ここでは生ごみと可燃ごみの収集にパイプラインが使用されている。人

口では芦屋市の 2 倍の規模でありながら大規模に行われている。この地で真空ポンプが実施されてい

る理由は、パッカー車による排気ガスの抑止と衛生面および労働力の効率化である。またシンガポー

ル（人口 560 万人）のコンドミニアムでもパイプラインが使用されている（コンドミニアムに住む人

は富裕層であり国民の 20％）。シンガポールは亜熱帯にあり、ごみがすぐに腐るのでその防止、及び

労働力の効率化が真空ポンプ推進の主な理由である。 

 これらの国に対してわが国では電気代金及び維持管理費の高騰、住民の不公平感等によりこの夢の

システムであるパイプラインは消え去ろうとしている。 
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日本カメラ・光学産業における「ガラスの隘路の克服」 
 
森 亮資 

会員、立命館大学理工学部 exakta@iris.eonet.ne.jp 

 

 

はじめに・・・敗戦後、輸出産業として再出発した日本カメラ・光学産業における最大の課題は高性

能な写真用レンズに用いる「光学ガラス」の不足であった。本発表では「ガラスの隘路」の克服過程

から、日本カメラ・光学産業の足跡を捉え直す。 

１．ガラスの隘路   

敗戦直後の昭和 20年（1945）9月初旬、千代田光学（現・㈱コニカミノルタ）の堺工場長だった宮

部甫（はじむ）は、35㎜精密カメラ開発に取り掛かった。 

 宮部は、東京帝国大学工学部造兵科精密専攻を卒業後、理化学研究所に入所。大河内研究室研究員

を経て、大阪の千代田光学に招聘され、主力工場である堺工場の工場長となっていた。宮部は戦前か

ら Leicaを使用しており、その利点、欠点も見抜いていた。ゆえに、単なる Leicaコピーをではな

く、全く独自の設計を試みた。宮部はミノルタ 35の開発にあたり、まず板金製の試作 1号機を、大野

徳の手で完成させている。試作には約 50日を要し昭和 21年（1946）に完成した。これを機能試験機

として市販すべきミノルタ 35の開発が、海軍で軍用 Leicaの整備と修理に当たっていた元呉海軍工廠

員の新田正義を加えて始まった。宮部の証言によれば「これ以上は贅沢、これ以下は無理」という発

想と同時に、Leicaには無い機構や規格を導入することで差別化を図る合理性がうかがえる。 

さて、ミノルタ 35は昭和 23年（1948）2月に発売され、敗戦後に新規開発された 35 ㎜精密カメラと

しては、もっとも早いものとなった。そしてミノルタ 35は、発売当時「理想的カメラ」 ）  と評

された。しかし、ミノルタ 35を製造する千代田光学はレンズ開発の隘路に悩まされることになる。千

代田光学は戦時中の昭和 18年（1943）に、光学兵器増産のため硝材製造工場を、大阪工業試験所の援

助を受け兵庫県伊丹市に開設し、また光学設計部は、日本における写真用レンズ開発の先駆者ともい

うべき斉藤利衛を擁して盤石に見えた。昭和 23年（1948）2月の『光画月刊』のミノルタ 35の発売広

告では、広角から望遠までの発売が予告されている。しかし、それらのレンズ群が市場に現れること

は無かった。 

とくに宮部が拘ったのは広角レンズである。宮部は、被写界深度が深い広角レンズを装備す 

ることで、このカメラを手軽でスナップに適したものにするという考えを持っていた。またミノルタ

35も、距離計の基線長が短いためレンズは広角に寄った焦点距離のものを使うのが好ましかった。 

しかし、再三要望を出していた広角レンズは設計が完了していたものの、バリュウム硝材 BaF10、SK10

などの不足から完成が遅れた。そのため、技術開発で先行していたにもかかわらず、同業他社に後れ

をとることになった。宮部は緊急措置として硝材を輸入するよう千代田光学社長の田嶋一雄を説得し

たが、硝材工場を持っているのに、わざわざ貴重な外貨を使ってまで買う必要は無いと断られ、これ

をきっかけに宮部は千代田光学を去ることになる。 

ミノルタ３５の開発において、日本のカメラ開発の水準は敗戦直後の段階から単なる模倣から自立へ

の指向が伺えるものである。しかしその一方で、光学設計は出来ても光学レンズ製造に必要な硝材開

発が追いついておらず、戦後になってもカメラ開発の隘路になっていた。これは、光学兵器用の硝材

の生産から、民需品であるカメラ用レンズの硝材への生産転換が、いかに困難であったかを示してい

る。 

敗戦後、日本の各カメラメーカーはドイツからの輸入に頼っていた重バリュウム硝材 BaF10、SK10等

の不足に悩まされ、代用品による光学設計にも限界があった。昭和 10年（1935）に行われた『工業調

mailto:exakta@iris.eonet.ne.jp
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査彙報-新興工業概況調査』には「特殊の硝子を得難き場合あるのを最も不利なる點と考えるるのであ

る」という指摘は、戦時中を通じてまったく解消されていなかったのである。 

戦時下において光学兵器増産のため動員されたカメラメーカーは、各種軍用光学機器の増産を担った

が、光学硝子の研究開発のような基礎研究はなされておらず、むしろ停滞を招いていた。ゆえに論者

は、日本のカメラ産業に対する一般的言説つまり「日本のカメラメーカーは、優秀な軍需光学産業か

らの転換により戦後、輸出産業として発展できた」とする見解には、まったく同意することは出来な

い。 

戦後、これら当時の高屈折硝材を使った F2、F1.5クラスの大口径レンズや広角レンズは付加価値があ

り輸出に大きな需要があった。キヤノンを製造していた精機光学は、引き続き好評のニッコール 5㎝

F2の供給を強く日本光学に求めていた。しかし、日本光学もまた敗戦後、6FBという新型カメラ、の

ちのニコンの開発が始まっており、ニコン用にこの高性能硝材を確保する必要に迫られていた。しか

し日本光学では、敗戦からしばらく硝子工場の溶解炉が使用不能の状態に陥り、同じ三菱系の三菱化

成横浜工場で不足する重バリュウム系硝材 BaF10、SK10、あるいは SF8など数種類の光学硝子の溶解試

験を行った。  

期待された光学硝子溶解の再開だったが、硝子内部に残留するガス（気泡になって現れる）に悩まさ

れて難航し解決に 3か月を要した。その間にも輸入ストックは減少し、ニッコール 5㎝ F2用の光学硝

子のストックは僅か 30個分を残すのみとなった。敗戦後、この苦闘は 3年近くも続き、昭和 23年

（1948）初夏にようやく重バリュウム系硝子の製造に成功する。しかし、完成した重バリュウム系硝

子を他社に回す余裕は当然なかった。 

２.新種ガラスと大口径レンズ競争 

新種ガラスは、1934年にアメリカ・ワシントンの地球物理学研究所（Geophysical Laboratory）の

George W. Moreyが、ホウ酸塩ガラスにランタンを添加した新種ガラスを開発し、さらにタンタルやト

リウムまでも加えたガラスも試作したのを始まりとし、従来の光学ガラスより格段に高屈折、低分散

能力持つ。このような新種ガラスの技術情報は、戦後になりドイツや日本にも伝えられた。敗戦後、

ようやくバリュウム系硝子の国産化に成功した日本のカメラ・光学産業であったが、ここにきて外貨

獲得の重要輸出品としての認識の高まりとともに、戦前から戦後の永きにわたり日本のカメラ・光学

産業を苦しめてきた「硝子の隘路」を繰り返すまいとする気運が高まってきた。しかし、新種ガラス

はランタン・トリュウム等の原料を必要とし、その価格もきわめて高く、溶解の成功までには数回の

失敗も計算に入れなければならず、経済的に一企業に耐えられるものではなかった。敗戦後、カメ

ラ・写真用レンズの輸出需要の高まりを受けて結成された光学硝子工業会は、工業化試験助成金の交

付を政府に申請し、昭和 26年（1951）8月 30日に通産省より 1,100万円を交付された。参加企業は光

学硝子工業会所属の日本光学、小原光学硝子製造所、富士写真フィルム、小西六写真工業、千代田光

学精工が分担して複数年計画（昭和 29年（1954）まで）で試作、工業化の共同研究がはじまった。 

このようにして日本では昭和 26年（1951）8月 30日、工業化試験補助金「特殊光学恒数を有する光学

硝子製造」が発足したが、当時の技術ではランタンガラスの温度管理が難しいためにガラスが「失

透」しやすく、2年の歳月を経て目標とした屈折率を持つランタンガラスの完成をみた。これら光学メ

ーカーと官民挙げての新種ガラスに賭ける試みは、次の 3点の動機に集約されよう。 

1．光学ガラスによって制限を受けていたレンズ設計と製造が自由になり、優秀レンズを製造可能とな

る。 

2.当時、本格的に普及しはじめたカラーフイルムの使用に新種ガラスを使用したレンズは色再現性の

点で適している。 

3．新種ガラスの量産は高性能レンズの原価を引き下げ、高性能レンズの普及は輸出を促進する。 
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以上の 3点である。輸出促進とは即ち、世界市場において再興しつつあったドイツ製カメラとの市場

競争を有利にするということである。 

 日本のカメラ産業は、企業間競争が激しいことで知られるが、この新種ガラスの開発に関しては光

学硝子工業会所属の 5社は、この新種ガラスの試験溶解を毎月 1種または 2種行い、通産省・工業技

術院の技官と共に会合を開き、結果を秘匿せず共同研究を行っている点も注目される。高度成長前の

復興期の日本では、軽工業とくにカメラ・写真用レンズの輸出による外貨獲得がいかに重要視されて

いたかが判る。そのために新たな「硝子の隘路」の克服はカメラ・光学産業にとって喫緊の課題だっ

たのである。 

しかし、新種ガラスの開発による方向性は光学硝子工業会所属の 5社の事情により、違っていた。そ

れは、各社が昭和 30年（1955）を前後して一斉に「大口径レンズ競争」と呼ばれる新種ガラスを用い

た大口径標準レンズの開発と製品化にも見ることができる。日本メーカーによる大口径レンズは、標

準画角、焦点距離 50㎜に対しドイツが F1.5レベルの明るさだったのに対して「人間の眼より明るい

レンズ」開発を目指し F1.2～0.95という破格に明るい口径比の写真用レンズ開発と製品化を行い、世

界市場に一石を投じることになる。 

しかしながら、新種ガラスを用いた大口径レンズはメーカーの「目玉商品」「広告塔」の役割は果た

したが、新種ガラスの生産は不安定でガラス素材の白濁、黄変が頻発し、生産量は何れのメーカーも

数百本程度にとどまり、商業的には成功したとは言い難い。 

本格的にランタン系の新種ガラスを用いた写真用レンズの生産が軌道に乗るには、新種ガラスの基礎

研究が蓄積されるようになる１９６０年代以降まで待たなければならなかった。 

３.電子産業化への契機 

一方、日本光学にあっては新種ガラス開発と量産体制を整えるなかにあって、他メーカーとは違う動

きをしている。同業他社が大口径レンズ競争でしのぎを削るなかにあって、昭和 29年（1954）に日本

光学はマイクロニッコール 5㎝ F3.5を光学設計部の脇本善司により完成させている。コピー機が普及

していない時代にあっては書類や図面の保存のための複写によるマイクロフイルム作成用レンズが製

造された。そのためには、像面湾曲、非点収差が極めてすくなく、高い解像力が求められ、Repro 

duction（複写）レンズ、リプロレンズとも呼ばれた。このようなレンズは、製版などに多く使われて

いたが、日本ではとくに高性能なものが要求された。欧米言語圏に比べ、日本語文章ははるかに複雑

で漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベッドなどを充分に解像しなければならないからである。マ

イクロニッコールは、Xenotarタイプの 5枚構成レンズであるが、5枚のうち 4枚に新種ガラスを用

い、日本光学が開発した最初の新種ガラスを用いたレンズである。同業他社が「特殊光学恒数を有す

る光学硝子製造」研究により得た新種レンズの研究の成果を一般市場にアピールすることの多かった

大口径レンズに振り向けたのと違い、日本光学は最初に解像力重視のレンズに用いたのは興味深い。  

 このマイクロニッコール 5㎝ F3.5の優れた解像力は、単に文献複写のみにとどまることはなかっ

た。1950年代末、アメリカで IC回路（半導体集積回路）が発明されると、技術情報は日本にも伝えら

れた。いちはやく日立製作所では IC回路の試作が始まった。IC回路はトランジスタを集積した電子回

路であるが、その製造工程は IC回路を描いたマスクを撮影し、縮小マスクを製造する。それをシリコ

ンウエハーの表面を酸化させ、フォトレジストを塗布した後に縮小マスクを密着させて焼き付ける。

光の当たったレジストは硬化し、光の当たらなかった部分は溶液に流され、硬化した部分は回路にな

るという手法である。これは、現在の LSI（大規模半導体集積回路）でも変わらない電子集積回路製造

法の一部であるが、その際に縮小マスクを造る光学系の開発は、きわめて重要な技術である。日立製

作所では、マイクロニッコール 5㎝ F3.5を用い、第一号の IC回路の試作を行った。 

ここからも、半導体集積回路の国産化に複写レンズであるマイクロニッコールが重要な役割を果たし

ていたことが伺える。IC開発が始まった 1950年代の末、現代のように集積回路製造装置専用の工業用
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レンズは存在していなかった。多くの場合、写植用レンズを転用せざるをえなかったであろう。日本

の場合、ICの試作に市販品であるマイクロニッコールがその役を担ったのである。これも新種ガラス

によって製作されたレンズの威力であり、当時、勃興しつつあった日本の電子産業成立の要素技術と

なったのである。その後、日本光学には日本国内のみならず米国 NASA関係や IC製造メーカーから照

会がよせられるようになった。これを契機に日本のカメラメーカー各社は半導体製造装置、光学系、

周辺機器の開発をはじめ、電子産業の基礎を担う存在になり、単にカメラを製造するにとどまらない

電子産業化と多角化を果たし、光学・精密・電子、３つの技術を擁する付加価値の高い産業分野へと

展開したのである 
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水冷式ガスＸ線管の技術伝搬：英国製ミュラーラピッド管と国産肥田式水冷管の形状比較 

 

○松本隆史  

会員、九州大学大学文書館／清水建設株式会社技術研究所 takashi.matsumoto@shimz.co.jp 

 

 

1. 概要 

日本における国産 X 線管は、第一次世界大戦によってドイツ製 X 線管の輸入が途絶えていた 1915 年

（大正 4年）に、森川惣助商店と東京電気株式会社の二陣営が開発に成功し発売を開始した。いち早

く国産 X 線管を製造し発売した森川惣助商店は、軍医肥田七郎の指導により、独ミュラー社（C.H.F. 

Müller）のラピッド管（以下、ラピッド）を参考にし、国産品を製作した[1]。 

ラピッドは、1899年に同社が特許を取得した対陰極の水冷機構をもつ X 線管である[2]。ガスＸ線管

方式が主流であった 1910～1930 年頃に広く各国で使われた X 線管モデルの一つで、日本においても、

後発国産品メーカー各社（高岡理化学工業[3]など）が同様の水冷式対陰極をもつ製品を発売してお

り、森川惣助商店に限らず国産品に広く影響を与えたモデルといえる。 

肥田七郎は、1910年に欧州の X 線管製造現場の視察をし、製造技術の研究を始めたとの記録がある

が、どのように製造技術を日本に移転したかについては詳細がわかっていない。筆者らはこれまでの

研究[1]で、肥田式 X 線管の発売当初の広告では、製品の挿絵が発表のわずか一か月後に差替えられて

いる（図１左・図１中）ことを指摘し、仮説として、当時のドイツ製品と国産品には形状の違いがあ

り、当初の挿絵がドイツ製品で、差替後の挿絵が国産品ではないかと考察した。差替後の挿絵には、

形状の特徴として突起（図１中：赤丸加筆部分）が描かれている註１。 

文献や博物館等収蔵品を手掛かりに、ラピッドの形状の差異を詳細に調査した結果、オーストラリ

ア放射線防護・原子力安全庁（Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency：以下 ARPANSA

とする）に、同様の突起があるラピッドが所蔵されていることが判明した（図１右）。この個体は、

ドイツ製品ではなく、ライセンスによって英国内の工場で製造された、英国製ラピッドであることが

判明した。 

そこで、本稿では、この形状の一致と、ドイツ以外の国でラピッドが製造されていたという事実に

着目し、英国での生産開始の過程を調査した。結果、英国でのライセンス生産と肥田の欧州視察は時

期が近いこと、また英国での生産はミュラー社により企図されたことが判明した。英国の事例を参考

に、当時のミュラー社の生産体制の変化と、日本への技術伝搬について考察する。 

2． ARPANSA 所蔵ミュラーラピッドと英国製ミュラー管 

ARPANSA 所蔵のラピッドは、ARPANSA の前身である Australian Radiation Laboratory（以下 ARLと

する）から引き継がれた歴史資料の一つである[4]。1985 年に、それまでに ARLが購入した、または

ARL内で製造された、もしくは ARLが寄付を受けた歴史的資料が、“ARL Museum”として整理・登録

された。そして当時、その一部が博物庫（Museum Store）に収蔵され、一部が建物玄関ロビーに展示さ

れた。現在も多くの資料が ARPANSA 建物内に展示されている。 

当該のＸ線管（以下、英国製ラピッドとする）は、“Early X-ray Tubes”のキャプションと共にガラス

ケース内に展示されている（図２左）。目録[4]において同個体は資料番号「S2 13」が付されている

が、ARLが入手した時期や、入手元は不明である。同個体のガラス面には「RAPID」、円形に配置さ

れた「Original Muller X Ray Tube」の文字（ウムラウトの有無は不鮮明）と風車の絵によるロゴマー

ク、「No 94227」「MADE IN ENGLAND」の印字がなされている（図２中左）。ガラス球面には、ガ

ス調整器と印字箇所の間に突起がある。ガス調節器は、陰極・陽極・対陰極の軸に対して９０度の向

きでつけられている（図２中右）。図３右は水冷器部分である。 

3. カスバート・アンドリューズの英国製ミュラー管 
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英国におけるミュラーX 線管の製造を行ったのは、カスバート・アンドリューズ（Cuthbert 

Andrews：以下、アンドリューズとする）であった。文献を参考に、アンドリューズの記録から、英国

製ミュラーが製造された経緯と時期を検討する。 

カスバート・アンドリューズは、1882年ロンドンブルームズベリーで印刷店の息子として生まれた。

父の没後、印刷店を５年ほど継いだ後、植物の顕微鏡観察の趣味がきっかけで、当時 X 線ビジネスに

参入しはじめていた顕微鏡メーカーのワトソンズ・アンド・ソンズ（Watsons & Sons：以下ワトソン社

とする。）に入社した[5]。 その後、同社を離れて調剤製品のマーケティングに従事していた 1909 年

に、ワトソン社勤務時代の同僚であったジェフリー・ピアース（Geoffrey Pearce）によって、ハンブル

グのミュラーへ紹介された。ミュラーは、当時、英国内に小規模なＸ線管生産工場を立ち上げる人物

を探していた[6]。アンドリューズは、1910年 6 月にロンドン・ハットンガーデンの建物地階に小さな

工場を設け、X 線管製造業を始めた[5]。初期資本金はミュラーにより提供された１００ポンドであっ

た。そして、1912年 3 月までに「英国と植民地市場のすべてのミュラー管は、現在、ロンドン製であ

る」と広告で述べるまでになった[6]。 

 1914 年１月には、英国製ミュラーX 線管のカタログが発行された[6]註２。しかし、直後に第一次世界

大戦が勃発したことにより、欧州大陸からの管の部品と特別なガラスの供給が遮断された[5]。また、

会社は敵国人資産管理となった。アンドリューズは 1915年までに 225ポンド註３で会社を買い戻し、そ

の後も X 線管製造業を続けた[7]。また、大手ガラス製造業者を説得し管球を製作させ、自らも金属部

品工場を作った[5]。この頃、商標が「Andrews Rapid X Ray Tubes」に変更された[6]。 

 これらの記録から、英国でのミュラー製品の製造が企図されたのは 1909年から 1910年にかけてで

あり、英国製ミュラーが製造されたのは 1910年後半から 1914年前半の間と推定できる。なお、1914

年のカタログは、調査の結果、ロンドンサイエンスミュージアムの Cuthbert Andrews Archive に所蔵さ

れていることが判明した註４[8]。 

 

   
図１：形状比較：肥田式水冷管広告挿絵 1915 年 4 月（左）、同 5 月（中）、ARPANSA 所蔵ラピッド（右） 

    
図２：ARPANSA 所蔵ラピッド：展示の様子（左）プリント部分（中左）ガス調整器（中右）水冷器（右） 

 

出典： 図１左：「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１中：「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（丸加筆） 

図１右・図２左・図 2中左：ARPANSA提供 

図２中右・図 2右：筆者撮影 

4. 肥田七郎の洋行の時期と渡航先 
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軍医肥田七郎が欧州にてＸ線管製造技術を調査したのは、1910年のことであった[1]。これまで任務

と渡航先が不明であったので、公文書や文献をもとに調査を行った。 

洋行の主たる目的は学会参加であった。外務省作成のこの学会参加に関する公文書「万国光線学会議

一件」[9]によると、1909年 11 月 8 日に在東京ベルギー代理公使より、万国光線学及電気会議への本邦

委員の派遣について依頼があった。本件に関する外務次官からの照会に対し、文部次官より東京帝国

大学医科大学教授医学博士小金井良精、同医科大学教授医学博士三浦謹之助、同理科大学教授理学博

士長岡半太郎の 3名を、陸軍次官より陸軍二等軍医正肥田七郎 1 名を差遣する旨の回答があった。ま

た、遅れて京都帝国大学福岡医科大学教授医学博士石原誠の差遣も通知された。 

このうち肥田の渡航に関しては、1910年 7 月 1日に陸軍大臣寺内正毅より内閣総理大臣桂太郎に奏

上された差遣の記録がある[10]。同年 7月 5日に大臣官房が受領した陸軍省作成「橋本歩兵大佐外 4名

欧洲差遣の件」[11]では、肥田は他４名の軍人とともに欧州差遣が言い渡されており、差遣期間は８か

月であった。肥田への訓令として次のことが述べられている。 

「差遣ノ目的ハ本年九月白耳義國ニ開催ノ萬國輻射學及電気學會議ニ参列スルニ至リ又為シ得レ

ハ同會議決了ノ後墺、獨、佛、瑞西諸國ニ旅行シ醫學上輻射學應用ノ進歩、軍隊ニ於テ治療及診

断ニ之ヲ應用スル現況竝輓近外科學一般進歩ノ度ヲ調査スヘシ」 

また、「秘密機密ニ関スル事項ヲ調査スルニ方リテ周到ナル注意ヲ以テ事ニ従ヒ苟モ當路者ノ感情ヲ

害スル如キコトアルヘカラス」「研究調査スヘキ事項ニ関シテハ諸事駐在員取締ニ稟議シ彼我ノ法令

ヲ遵守シ帝国軍人ノ体面ヲ重シ其ノ目的ヲ貫徹スルヲ要ス」とも指示されていた。 

この「万国光線学（輻射學）及電気会議」とは、ベルギー国政府の庇護の元、ブリュッセルにて 1910

年 9月 13 日～15 日に開催された“Congrès international de radiologie et d’électricité”である。会議録[12]で

は、小金井、三浦、長岡、肥田、石原の 5名は DELEGUES OFFICIES（公式代表者）として名を連ね

ている。実際に現地で学会に出席したのは肥田、三浦、長岡の 3 名とみられる。 

 肥田による差遣の報告書は見つかっておらず、学会後、オーストリア、ドイツ、フランス、スイス

の 4か国での訪問先等詳細はわからない。後年、この洋行中に X 線管製造場の見学をし製造技術を学

んだことが伝えられている[1]。 

5. 各ラピッド管と肥田式 X 線管の形状比較 

ARPANSA 所蔵の英国製ラピッドは、肥田式水冷管の差替後の挿絵と同じ個所に突起を持つ。同品

は、ガラス管球の比率や金属部品のディテールなども、差替後の挿絵と酷似している。これまでに、

博物館等所蔵品の調査で、現存するドイツ製ラピッドで同箇所に突起のあるものは見当たらなかった註

５。写真や挿絵においても、同個所に突起があるものが出現するのは稀である。文献では、ドイツで

1919年に出版された Die Röntgentechnik第三版（Band 1, p195. Band 2, p361.など）[13]に、同じ個所に突

起のついたミュラーラピッドの挿絵と写真が見られ、ドイツ製品においても一時期突起のある個体が

存在した可能性がある註６。また、コペンハーゲン大学医学博物館の収蔵品註 7に関する書籍では[14]に

は、突起のある個体の挿絵（p.159, Fig.2.40.1など）がミュラー社カタログから引用されているが、カ

タログの出版時期・出版地は不明である。 

これらの資料から、1910年から 1919年の間の一時期にのみ、突起のあるラピッドが製造されたと考

えられる。なお、突起は製造過程で作られた排気用のチップであると思われる。白熱電球において

は、この排気チップをなくすために様々な工夫がなされた[15]。 

6. 考察 

 今回の調査により、イギリスにおいてミュラーX 線管のライセンス生産が始まったのは、肥田が渡

欧し製造方法の調査を行ったのと同じ 1910 年であったことが判明した。1910 年代の一時期に製造され

た突起を持つラピッドの特徴が、1910年から 1914年にライセンス生産された英国製品と、肥田が研究

し 1915年に完成した日本製品に、共通する特徴として現れたとみられる。後にミュラー社を合併した
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フィリップス社の資料[16]では、ドイツにおいては 1913年から 1914年にかけてハンブルクに X 線管工

場を新設し、手工業から工場生産へ完全に移行したと記されている。これらのことから、手工業によ

る製造方法が技術伝播した英国と日本の初期製品には突起があり、いち早く工場生産に移行したドイ

ツ製品では突起はまれであるとの仮説が考えられる註８。  

英国での X 線管生産を企図したのは、ミュラー側からの要請であった。今回、豪州で個体が見つかっ

たことから、広告のとおり英国製品は大英帝国領を商圏としていたことがわかる。一方、肥田は国際

会議において日本国からの公式な代表団として参加しており、調査のために X 線管製造場を訪れた際

にも、公式な形で許可を取ったと想像できる。両国製品の特長が極めて似ていることから、当時ミュ

ラー社が拡大する X 線管の需要に対し、英国領を英国製品でカバーしたのと同様に、日本市場に対し

てもライセンス生産を考えて、同様の製法を伝えた可能性について、今後の検討課題としたい。 
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註： 

1. この突起のある挿絵は、医海時報上の広告において 1916年 2月まで利用された（『醫海時報』第 1128号，醫海時

報社、1916、26頁）。6月の広告では挿絵が突起のないものに変わった 

2. 文献[6]には最初で最後の英国製ミュラーカタログと記載されているが、文献[16]には 1912 年発行のロンドン製ミ

ュラー製品カタログ表紙が掲載されている。 

3. 文献[6]には、250ポンド、200 ポンドという記述もある。 

4. 今回の調査では、カタログの内容については確認できていない。 

5. 今回、実物と写真によって形状の確認ができた博物館等収蔵のドイツ製ラピッドは、国立科学博物館展示品 1点、

島津製作所創業記念館展示品 1 点、crtsite.com掲載品 1点、 tubecollection.de掲載品 2点の計 6 点である。 

6. 同書の 1903年の第一版と 1910 年の第二版には、突起のついたラピッドの挿絵は見られない。 

7. 収蔵品は写真が撮影・公開されておらず、突起の存在は不明である。 

8. 今回の調査では、アンドリューズの英国製品と、肥田の工場視察や国産品開発に関係する、製法に関する記録は確

認できなかった。 
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明治期後半における教育用理化学器械製造の拡充と研究用・産業用計測機器製造への展開 
―島津製作所の製品目録と市場の変化に着目して― 
 
川勝 美早子  

会員、島津製作所 創業記念資料館 kawakatu@sgs.shimadzu.co.jp 

 

 

1. はじめに 

株式会社島津製作所（以下「島津」と略記する）は、教育用理化学器械（以下「理化器械」と略記す

る）製造業から研究用機器を経て、精密計測機器メーカーに成長を遂げた国内外でも数少ない企業の一つ

である。質の高い理化学器械の製造がただちに研究用機器、精密計測機器メーカーへの発展に直結するも

のではないが、島津の事業や技術形成の中では、それらが強く結びついている。この結びつき方に着目し

て転換のプロセスを明確化することは、個別企業の経営史にとどまらず、日本における精密計測機器産業

の形成と互換性生産、規格・標準化（JES）の形成過程を明らかにすることにつながる。 

筆者はすでに、理化学器械製造開始からその事業が安定したと推察される創業期において、創業者島津

源蔵が仏具の鋳物具足師から理化学器械製造業に転身できた要因を技術的基盤、京都の勧業政策、市場の

創出、経営方針の4つの観点から明らかにした（川勝，2018）。 

本研究では、島津の製品目録を総合的に分析し、教育用、研究用機器の市場の特性との関連性を考察す

ることにより、明治期後半において島津が教育用理化学器械製造事業の基盤をいかにして固め、研究用機

器製造への進出を図ることができたのかを考察する。 

2. 教育用理化学器械の製品ラインナップの拡充と市場との関連 

本研究では、島津に現存する明治10～30年代の目録の中から、初等・高等教育を対象とした総合的な目

録である3点の目録、①1882（明治15）年6月発行『理化器械目録表』、②1895（明治28）年4月発行

『学校用 理化学器械及薬品博物標品其他各種目録』、③1904（明治37）年1月発行『物理及化学器械並化

学薬品其他諸器械目録』を取り上げて、これらの比較分析を行う。 

1) 製品目録からみる教育用理化学器械の拡充とその特性 

理化学器械製造業において重要なのは、後述で展開するように、いかに品揃えが豊富にできるかであった。目

録をみると、学校や教育の現場からの要望に応え、仕様や性能等が改良されており、さらに購入者の予算にも配

慮して簡便なものから高度なものまでが取り揃えられていることがわかる。 

そこで筆者は目録を比較分析するうえで、おおよそ次のような4つの拡充のパターンに類型化を行った。

まず、器械そのものの精度は変わらないが細分化したパターンとして（A）材質の変化、部品数の多様化、

（B）交換パーツ・付属品、形状の多様化、（C）精度の向上（D）科学や産業分野の発達との関連による

ものである。 

2) 理化学器械市場としての教育制度の展開  

明治期、学校教育の発展ともに理化学器械の市場は拡大していき、教育界は島津が理化学器械製造業と

して成長するためにおいて不可欠な市場であった。とはいえ、一般的な市場に比すれば教育界は非常に特

殊な分野であった。島津はこうした市場の特性に応じて、理化学器械製造業としての基盤を固めていくこ

とになる。 

つまり、A）材質の変化、部品数の多様化、（B）交換パーツ・付属品、形状の多様化、による拡充によ

って、価格による細分化を行い、また実験の多様化や簡便性を図っていった。こうした拡充のパターン

は、教育界の中で市場を確保する経営的な意味でも重要であったといえる。そして、研究用機器製造への

展開においては、技術の連続性という意味で（C）精度の向上、さらに（D）科学や産業分野の発達との関

連による拡充のパターンが重要となっていく。 

3. 教育用理化学器械から研究用機器への展開 

1889（明治22）8月、第三高等中学校のちの第三高等学校（以下「三高」と略記する）が、大阪から京都に誘

致され、続いて明治30年には京都帝国大学が設立される。このことは島津にとって大きな販売先の獲得である



日本産業技術史学会 第 340日が過ぎました。第 34回年会(2018年 6月 17日)講演要旨 G-6 / 2 

 

と共に、最新の技術や知識を吸収し、先端の科学研究の求めに応じ高度な研究用機器の製造に進出する大きな転

機となった。 

ところで、本研究における研究用機器の定義であるが、永平は「三高コレクションに保存されている機器には、

研究を目的として購入し、使用された機器も存在するが、多くは教育用科学機器である。」と述べている（永平，

2001，4 頁）。とはいえ、島津の目録には、教育用、研究用といった器械の分類は見られない。つまり、教育用

と研究用は技術的に連続性があることから、分類が相対的であるといえる。また、島津が三高に納めた理化器械

は、高等教育すなわち研究用としても転用できる精度や汎用性を備えたものであった。このことから、三高に納

品されたものの中から筆者が研究用の側面を持った器械であると判断したものを対象に分析を行う。 

 

1) 製品目録からみる研究用機器の製品ラインナップの特性 

表2 「計測機器」【C】精度の向上 

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年 

製品名 階級 
価格 

製品名 
価格 

製品名 
価格 

円 銭 円 銭 円 銭 

ウエルニー

ル尺 

上等   75 圏片奇零尺 1   遊尺模型(圏片) 2 50 

中等  50 
下等  32 

        奇零尺   45 遊尺模型(ヴエルニエー)   80 

        メートル尺木製 

長さ1メートル 

  ―  メートル尺  (長さ1メートル金属製) 5 50 

           メートル尺  (長さ1メートル竹製)   50 

              メートル尺 (長さ30センチ竹製)   20 

              メートル尺  (長さ1メートル木製) 1   

              鋼鉄製巻尺 (覆入長さ2メートル) 3 20 

              鋼鉄製巻尺 (覆入長さ1メートル) 2 10 

              布製巻尺   (覆入長さ2メートル) 1 50 

 
            布製巻尺   (覆入長さ1メートル) 1   

              布製巻尺 (覆なし長さ2メートル)   50 

              布製巻尺 (覆なし長さ1メートル)   42 

        スフエロ 

メートル 

5 50 スへロメーター 

((球指し)1/1000ミリ迄計り得るもの) 

20   

              スへロメーター 

((球指し)1/500ミリ迄計り得るもの) 

15   

              スへロメーター 

((球指し)1/100ミリ迄計り得るもの) 

8   

              計算尺 (スライドルーラー) 6 50 

              カリバー(外径用) 2 30 

              カリバー(外径用)   50 

              カリバー(内径用) 2 30 

              カリバー(内径用)   50 
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              カリバースクエヤー (ノニス) 11   

              カリバースクエヤー (ノニス) 7 50 

              カリバースクエヤー (ノニス) 5 50 

              マイクロメーター 

カリバースクエヤー 

28   

              スクリユーマイクロメーター  

(ワイヤーゲージ)(ネジ指) 

25   

              スクリユーマイクロメーター  

(ワイヤーゲージ)(ネジ指) 

18   

              スクリユーマイクロメーター (ワイヤーゲ

ージ)(ネジ指) 

7 50 

              カセトメーター(縦尺) 200   

              カセトメーター(縦尺) 100   

       回転計 (スピードインヂケーター) 12 
 

       回転計 (スピードインヂケーター) 4 50 

        物理学用天秤  

分銅付 

28   比重試験用天秤(分銅付) 35   

        物理学用天秤  

分銅付 

15   比重試験用天秤(分銅付) 25   

        物理学用天秤  

分銅付 

12   比重試験用天秤 

(分銅付) 

8   

        物理学用天秤  

分銅付 

4 50 比重試験用天秤 

(分銅なし) 

5 50 

              天秤 (分銅付)   

(化学器械金属の部参照) 

    

       ジヨリー氏弾條秤 13   

    弾條秤 6  弾條秤 1   

       台秤模型 7 50 

       日本秤 1 50 

 

2) 研究用機器とその需要先である第三高等中学校、第三高等学校との関係                           

『神陵小史』はその特質について次のように記している。「是は従来関西に於いて最も程度の高い学校であった

我が校が、舎密局開設以来常に理科方面の設備に見るべきものがあり、第三高等中学校になっても、化学実験

場・物理実験場等に誇るべき設備を有し、第三高等学校工学部に引き継いでいたので、更に之を理工科大学が引

きつぐ事が、考慮されたためかとも考えられる。理工科大学開設以前には、第三高等学校工学部は即ち関西に於

ける理学工学の最高の研究所であった」ここで提示されている理化学専門教育に重点を置く気質は、島津にとっ

て理化学器械の需要先となる最も重要な点であった。 第一は顧客としての関係である。島津は、教授の要望に

応え海外の欧米の有名かつ信頼性の高い製造所と特約を結び、輸入代理店としての役割も担っていた。第二は、

島津の顧問としての指導関係である。新製品開発などについて指導や、島津が発刊する刊行物への寄稿や、社内

での講演も行っていた。 

 

 

4. 研究用・産業計測機器製造への展開 
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第三は、教授が考案したものを島津が製品として販売する共同開発の関係である。それは、研究用機器をはじ

めとする産業用計測機器製造を事業の重要な一環として取り入れようとするものであった。島津が1911（明治

44）年に発刊した『化学器械及薬品目録』である。目録の目次には、油類試験装置、セメント試験装置、生糸及

織物試験器の項目があり、「粘着試験機」、「セメント硬化試験機」、「生糸試験用検力計（セリメーター）」

「織物用検力計」が掲載されている。当時、製鉄をはじめ各種の金属材料、船舶、車輪、紡績、製糸、セメント

などの製造工場が発達するのに伴って、これ等原材料並びに製品の強弱試験、検査、格付けなどを行うために各

種の試験機が必要に迫れた（上 

西，1955，112頁）。 
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顕微鏡の日本への伝来と日本での定着と発展について 

 

伊津野郡平*1 

*1 会員、日本産業技術史学会会員 ve16991@sc4.so-net.ne.jp 

 

 

1. はじめに 

 顕微鏡は 1590年オランダで発明されたが、現在ではドイツと日本で生産されている。一体どのよう

にして日本へ伝来し、定着し発展してきたのだろうか。顕微鏡の歴史については、これまでにいくつ

かの書籍が出版されている。例えば、顕微鏡の歴史（田中新一, 1979）、世界の顕微鏡の歴史（小林, 

1980）、写真で見る顕微鏡発達の史的展望（林, 1988）、The history of the microscope（Clay and 

Court, 1932）、The Billings Microscope Collection of the Medical Museum（James et al., 

1974）、The Great Age of the Microscope. G.L’（Turner and Hilger, 1989）などであるが、顕微鏡

そのものの形状や機能の変化を扱っており社会とのつながりについては余り触れていない。したがっ

て、どのような社会背景の下で作られたのか、或いはどのように社会に貢献したのかについてがわか

り難い。そこで、本研究では、顕微鏡がどのように社会と関わってきたのかを探ることにした。但

し、大正時代以降は、日本での顕微鏡を継続して創り続けた高千穂製作所（現オリンパス）を中心に

調査した。 

2. 時代区分 

 顕微鏡は 1590 年オランダのヤンセン父子が発明したとされているが、日本への伝来を考えると、そ

のルートの形成には大航海時代や、それ以前のシルクロードの時代が影響している。工業製品には多

くのものがあるが、明治以降の工業化という括りでは、どれもほぼ同じであろうが、各製品の発達過

程はそれぞれ異なっている。ここでは顕微鏡の発達過程を時代の変曲点で、1.顕微鏡の発明と世界への

拡がり、2.江戸時代と顕微鏡、3.明治時代と顕微鏡、4.激動の大正時代と昭和時代初期、5.第二次世界

大戦、6.戦後混乱期と復興期、7.高度経済成長期、8.安定成長期、9.バブル崩壊後の 9 つに区分した。

以下それらについて述べる。 

1) 顕微鏡の発明と世界への拡がり 職人による製作 

西洋では生活必需品から科学機器まで職人の手で作られていた。顕微鏡はオランダの職人によって

発明されたが、それらは大航海時代や英国王立協会の設立（1660）の影響を受け日本へと伝わってき

た。 

15～18 世紀のヨーロッパでは、定規や分度器、砂時計、眼鏡、万華鏡、羅針盤、方位計、地球儀な

どが職人の手で作られていた。オランダの眼鏡師ヤンセン父子もこれらの職人の一人であり、1590 年

に 2 枚のレンズを使う顕微鏡を発明した。 

西洋と東洋は紀元前から複数のシルクロードで結ばれていた。東洋の香辛料や中国のシルクが西洋

と運ばれていたが、途中にイスラム圏が存在し、イスラム商人によって関税が掛けられ、西洋人は自

由に産物を入手することができなくなった。そこで他のルートを探すことになり、イギリスやオラン

ダ、ポルトガル、フランスなどが東インド会社を創り喜望峰を超えて東洋へ到達する海のルートを開

拓し始めた。これが大航海時代の幕明けとなり西洋の文化や物資が日本へと運ばれることになった。 

一方イギリスでは英国王立協会（1660）が創設され世界の科学情報が集められていた。毎週、科学

情報の実証実験を行っていたロバートフックは複式顕微鏡を自作し観察したものをスケッチしてミク

ログラフィア（1665）という本にして出版した。また、イギリスではカルペッパー型やカフ型、ドラ

ム型などの顕微鏡が開発されていた。 

したがって、18 世紀のイギリス産業革命が起こる以前は職人の手により様々な器具、あるいは機器

が作られ、海のルートを伝って日本にもたらされた。 
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2) 江戸時代と顕微鏡 趣向品から科学機器へ 

 初めは趣向品と捉えられていた顕微鏡が洋学解禁から科学機器として認識されるようになった。 

 江戸時代には徳川幕府により鎖国政策が執られていたが長崎の出島を介してオランダや中国と貿易

が行われていた。長崎オランダ商館日誌にはめがねと書かれた記録が残っているが、これが虫メガネ

なのか顕微鏡なのかあいまいなところがある。しかし、当時顕微鏡を購入できた地役人や富豪は、科

学機器という認識より珍しいものとして床の間に飾っていたという伝えもある。 

 江戸時代は何度かの寒冷化に見舞われ、寛永や享保の大飢饉が発生した。このため飢餓と伝染病で

疫餓死する人々が多く発生した。日本には漢方が存在したが、漢方は邪気を追い払うという方法であ

り、病原菌を殺すという方法ではなかった。このため顕微鏡を使った医療へは発展しなかった。 

 一方、新井白石（1720）は日本の学術が海外より遅れていることを痛感していた。それを知った第 8

代将軍吉宗は、それまで禁止していた洋学を解禁した（1720）。これにより解体新書（オランダ語

版）が入り、顕微鏡を使った医学が急速に発達した。解体新書には髪の毛を顕微鏡で観察したとされ

る図が載っている。紅毛雑話（1787）には、顕微鏡で観察した昆虫や植物の種子が載っており自然科

学への興味を示している。 

 このように、江戸時代では、顕微鏡が趣向品から科学機器へと変貌していったことが伺える。 

3) 明治時代と顕微鏡 輸入依存から国産化できる体制へ 

 明治政府は工業化を進めるに当たり、始めは機械や人を輸入に頼っていたが次第に国産化できる体

制が出来上がっていった。 

 1868年、明治政府が樹立し、1871-1873年岩倉使節団を組織し欧米を中心に見聞させた。大久保利

通は帰国後、富国強兵・殖産興業のスローガンを立ち上げ工業化を推進した。官営工場を建て、工作

機械を輸入し、技師やアドバイザーをお雇い外国人として大量に雇った。 

 顕微鏡はすでにイギリスからドイツやアメリカへと伝わっており、日本へはツァイス（独）、ライ

ツ（独）、ライヘルト（墺）、ボシュロム（米）などの外国製顕微鏡が輸入され医師などにより使わ

れていた。また、富岡製糸場では蚕から生糸を生産していた。田島弥平（伊勢崎市）は清涼育という

養蚕方法を完成させたが、蚕の病気である微粒子病検査のためにイタリアから 7台のライツⅣ号型顕

微鏡を持ち帰り使っていた。 

 一方、明治時代には日清（1894）、日露戦争（1904）が起こったが、日清戦争では勝利し代償金を

元に八幡製鉄所（1901）が建設された。これにより、日本でも鉱石から金属が作れるようになり顕微

鏡などの工業製品を国内で生産できる体制が整っていった。 

 その結果、輸入に頼っていた機器、あるいは機械を自国で生産できるようになった。 

4) 激動の大正時代と昭和時代初期 不況と戦争下で輸出体制確立へ 

 第一次世界大戦（1914-7）の大戦景気により高千穂製作所が創設されたが、大正から昭和初期に掛

けての不況で経営は苦しかった。その後戦争が続き、需要が増すと共に顕微鏡事業が継続した。 

 第一次世界大戦では砂糖の需要が増し、常盤商会で砂糖の輸入を担当していた山下は、報奨金で高

千穂製作所を創設した。1920 年にはライツⅣ号型の旭号の販売を開始した。山下の「真似ではなく自

分たちで工夫した何かを入れなければいけない」という考えが継続に寄与した。しかし、戦後恐慌

（1920）、関東大震災（1923）、昭和金融恐慌（1927）、世界恐慌（1929）昭和恐慌（1930-1）と不

況や災難が続き経営が苦しかった。これらが一段落すると、今度は満州事変（1931）5.15事件

（1932）、2.26事件（1936）、支那事変（1937）が発生した。戦争では兵站病院で飲み水の検査や兵

士の健康チェックに顕微鏡が使われたが、国内需要を満たす程度であった。 

 国を富ますためには輸出が必要であったが、当時の顕微鏡はアクロマート（2色補正）であり、アポ

クロマート（3色補正）を克服している海外製品には対抗できなかった。その後、アポクロマートにす

るには蛍石が使われていることが分かり 1935年、アポクロマート対物レンズを搭載した顕微鏡を輸出

することができた。 

 したがって、真似ではなく少しでも工夫することや、アポクロマートの完成により、明治維新以来

の富国強兵・殖産興業の目的の一つである輸出による外貨獲得が達成された。 
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5) 第二次世界大戦 拠点喪失 

 やっと軌道に乗ってきた顕微鏡事業であったが米軍の空爆により生産拠点が焼失してしまった。 

 1937年の盧溝橋事件から支那事変（日中戦争）が勃発し、第二次世界大戦へと発展していった。日

本は真珠湾攻撃（1941）で幸先の良い戦果を上げたが、ミッドウェイ海戦以降敗戦色が濃くなってい

った。顕微鏡は野戦病院でも使われていたが終戦と同時にオーストラリアへ持ち去られたものもあっ

た。ガダルカナル島やテニアン島を奪われた後は、日本本土の主要な都市への空爆が強化され 1945年

3月の東京空襲では、東京は焦土と化し約 10万人が犠牲となった。1945年 5月の東京空襲では高千穂

光学工業の幡ヶ谷本社兼工場が被爆し、顕微鏡の生産が中断された。倒立型金属顕微鏡 PMCは金属表

面を観察する顕微鏡であるが、その一つに三菱長崎造船所と書かれた銘版が付いている。原爆は広島

と長崎に投下されたが、この顕微鏡はその瞬間に存在していたものと考えられる。 

 したがって、第二次世界大戦の本土空爆により顕微鏡の生産拠点を失い生産の中断を余儀なくされ

た。 

6) 戦後混乱期と復興期 拠点喪失からの復興 

 戦前から続いていた顕微鏡の生産が一時中断されたが、疎開による一部設備の温存と、需要に助け

られて復活した。 

 幡ヶ谷の本社兼工場が焼失する前に、長野県へ疎開するよう軍部より命令を受けていた。このため

伊那工場へ一部の工作機械などを移転し始めていた。それにより、終戦から約 1年後に顕微鏡の生産

を再開できることになった。 

 1946年 7月に GKを 10台生産したが、1947年には 992台となり GCも 202台生産された。生産量が

約 11倍も増えた原因は、空爆で全国の主要都市の医療施設が破壊、および閉鎖されたことにより、急

速な復興が必要であったためと推定される（厚生労働省, 2007）。また 1950に勃発した朝鮮特需も復

興を後押しした。 

 したがって、需要がなければ顕微鏡の生産は永久に閉ざされたが、医療施設の復興や朝鮮特需によ

り継続されることとなった。 

7) 高度経済成長期 インフラ整備と多様化 

 世界復興銀行などの巨額の投資により日本のインフラが整備されていった。また日本人の死亡原因

のトップが結核や脳卒中から癌へと変わっていった。これに伴い顕微鏡の多様化が起こった。 

 世界復興銀行は東海道新幹線を始め、日本国有鉄道、阪神高速道路、日本道路公団東名高速道路、

関西電力黒部第四ダム、三菱長崎造船所、川崎製鉄千葉工場、神戸製鋼灘浜工場、八幡製鉄厚板圧延

設備など 31件の日本のインフラ整備を支援した。 

 新幹線は 1958-1964年まで掛かり東京大阪間は 515.4km で途中の地盤が弱い所では地質調査や支柱

の打込みや土手盛りなどが行われた。1954年青函連絡船洞爺丸（国鉄）が台風 15号の影響で沈没し死

者行方不明者 1155名の大惨事となったことを受けて青函トンネルの計画が始まり 1988 年に開通し

た。着工に先立ち大規模な地質調査が行われ岩石の分析には偏光顕微鏡が使われて地質図が作成され

た。その他、合金の混合具合を見る金属顕微鏡や、寸法を測定する測定顕微鏡、表面の粗さを光の干

渉を利用して非接触で測る粗さ計、細かな部品の組立に使う実体顕微鏡などが新たに開発された。 

 また、戦後の非衛生状態や食糧難により結核や脳卒中が死亡原因のトップであったが、欧米の食生

活が浸透するに従い死亡原因のトップが癌へと代っていった。病気の判定には顕微鏡は欠かせない機

器であったため継続した需要があった。生物系ではピント合わせ精度の高い同軸型の粗微動ダイヤル

が開発された。透過型蛍光顕微鏡も初めて登場した。 

 このように、世界復興銀行などによる復興への投資により組み立てや品質検査の必要性が増したこ

と、および医療設備の需要から、顕微鏡が多様化した。 

8) 安定成長期 ハイテクの始まり 
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 高度経済成長期には GDPが毎年 10%増加したが、安定成長期には 5%程度となりハイテク時代が始ま

った。 

 1973年に起こった第 4次中東戦争によりオイルショックの影響を受け、日本経済はマイナス成長と

なり 1991年まで GDP5%程度の伸び率となった。景気が低迷したことを受け、国は赤字国債を発行した

が、民間では OA化や FA化が進んだ。 

 これによりオフィスでは算盤やタイプライタがワープロやパソコンへと代わり、工場では、ロボッ

トによる溶接や組み立てが行われるようになった。また産業の高度化が進み、重厚長大型産業から、

軽薄短小型企業や、エレクトロニクスやバイオテクノロジーを含むハイテク産業などの知識集約型産

業、或いは加工組立産業へと変化した。 

 顕微鏡は、研究市場の高度かつ複雑化に対応するため各機能がユニット化されたシステム顕微鏡へ

と変わった。 

 安定成長期には産業構造が知識集約型などへと変わり、研究市場では高度かつ複雑化が進んでハイ

テク時代となった。顕微鏡もそれに対応してシステム化が進んだ。 

9) バブル崩壊後 ハイテクの融合 

 1991年のバブル崩壊後、ハイテクの融合化が進んだ。 

 ハイテクは当初、エレクトロニクスのみを示していたが、その後、バイオテクノロジー、メカトロ

ニクス、ナノテクノロジーなどへと拡大した。しかし今日では、光学や機械、生物、あるいは医療の

分野が結びついた、オプトメカトロニクスや、医療バイオメカトロニクスなどが出現した。 

 ハイテクも一分野だけではなく、他分野とも結びつきハイテクの融合化が進んでいる。 

3. まとめ 

 16世紀にオランダで発明された顕微鏡は、大航海時代に開拓された海のルートを伝って日本へとも

たらされた。江戸時代には解体新書に触発されて西洋医学が急速に発達し顕微鏡の需要が高まった。

明治時代には八幡製鉄所ができ日本でも国産の顕微鏡が作れるようになり、大正時代には真似るだけ

ではなく工夫をしていくことが継続に繋がった。またアポクロマートが完成し輸入から輸出体制へと

変貌し明治以来の念願を果たした。第二次世界大戦では拠点を失ったが、医療機関の復興や朝鮮特需

で顕微鏡の生産が継続した。高度経済成長期にはインフラ整備や癌の研究により、工業・生物共に需

要が伸びた。その後、オイルショックを引き金に、研究市場は高度化複雑化しハイテク産業が台頭し

たが、さらにオプトメカトロニクスや医療バイオメカトロニクスなどが出現しハイテクの融合が進ん

でいる。以上のような経緯を経て、16世紀にオランダで発明された顕微鏡が、日本に定着し発展して

きたと考えられる。 
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造園における伝統的技法を活用した現代工法の開発について 

― 石敷の「ユニット工法」を中心に ― 

 

○加藤友規*1 tomoki.kato@ueyakato.co.jp、山口満**、渡辺伸也*** 
*1 会員、植彌加藤造園株式会社、**非会員、植彌加藤造園株式会社、***非会員、植彌加藤造園株式会社 

 

 

1. はじめに 

国内における造園土木の系譜は古代に遡ることができ、『日本書記』には庭園に関する記述がみられ、

平安時代以降、7～8世紀にかけて、空間造形としての庭園が成立していく。日本の文化や風土に根づく

自然観を大事にし、名所や自然の風景を見立て、凝縮するといった造形を可能とするため、多彩な作庭技

法が工夫され、独創的な手法による日本庭園の造形を確立してきた。こうした作庭技法は、古書などにも

伝わり、平安時代の『作庭記』（橘俊綱）がよく知られており、江戸時代には『築山庭造伝 前篇』（北

村援琴 享保 20年・1735）、『築山庭造伝 後篇』（秋里籬島 文政 12年・1829）が刊行されるなど、

往時の版本文化と相まって広く普及した。 

現在、日本庭園は日本文化を代表するものとして国内外からも認知されてきているが、一方で時代を経

て継承されてきた古庭園が、その時代のままであると、捉えられていることも多々ある。しかし、植栽は

言うまでもなく、周辺環境や気候などの自然条件、庭園の所有者や時代の社会的背景も含め、すべてにお

いて常に変化を受け入れて庭園は保たれてきており、それを支える作庭法も必要に応じて新たな技術の投

入がなされてきた。 

今日、庭園の施工に際しては、工期が限られ非常に短時間で行うことが求められることが常となり、職

工が時間をかけて緻密な作業を行う手間をかけることができない状況が多々ある。本来、伝統技法を用い

て設えるべき庭園の意匠を設計の段階で起案しても、工期などの問題から作庭が困難な場合がほとんどで

ある。例えば石敷技法のひとつに「霰こぼし」の手法があるが、これは仕上がりの精度を高く保つため

に、少数精鋭の職工が手間をかけて作業にあたる必要がある。現代の施工事情では、こうした技法を施す

場面は減少する一方で、技法の習得や鍛錬の機会も限られてきた。庭園に込められてきた伝統的な意匠の

減少は、庭園文化に対する美意識の共有にも影響を与えかねない。本研究では、今日的な諸事情のなかで

派生してきた課題との取り組みから、新たに開発した現代工法のひとつである石敷の「ユニット工法」を

とりあげ、現代に活かす伝統技法について報告する。 

 

2.伝統技法のユニット化 

1）石敷技法 

地面に石を敷き詰めて舗装処理を行う技法として、用途や使用する材料により名称は異なるが、「石敷

道」、「延段」、「玉石敷」などがある。「霰こぼし」は「玉石敷」の一種とされ、庭の一部に施すと、

庭に味わいを与えると古くから好まれてきた技法のひとつで、専門書では以下のように説明されている。 

「玉石を用いて露地内の苑路の路面舗装を行う石敷の一方法をいう。直径 10～20㎝の玉石を用いるが、

石や目地の大小により、おもしろく模様をつけながら敷きこむものである。霰雫、霰崩など、その模様

はいろいろあるが、ごく自然に、しかも少々荒廃したような味をだすことと、無造作に敷きならべるこ

とにより、いわゆる侘、寂の風情を添えるものである。」（岡崎文彬『造園辞典』養賢堂 1974） 

「大小の玉石を様々な形に敷きつめた玉石敷の一つ、必ずしも園路ではなく、あたり一面に霰をちらした

ように敷くこともある。小くずし・小こぼしとも称し、草庵式路地に多く用いられる。」（東京農業大

学造園学科編『造園用語辞典』 彰国社 1985） 

mailto:tomoki.kato@ueyakato.co.jp
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「玉石敷の一種。小ぶりの玉石を用い、霰をこぼしたかのような風情に敷いたもの。「小零し」「小崩

し」ともいう。」（中村昌生監修『茶室露地大事典』 淡交社 2018） 

端的に言えば、庭の一部に自然石を散らしたように敷き詰める加工法である。なお、造園一般に「玉

石」とは川石など角が取れた丸みのある石のことを指す。 

2）ユニット化の発想 

石敷技法の先例としては、飛鳥時代の藤原宮東の小池、奈良時代の東院庭園の池、平城京左京三条二条

坊宮跡庭園の苑池などの池底に玉石敷がみられる。江戸時代の桂離宮の御幸道は、代表的な「霰こぼし」

を敷いた石敷道で、道沿いの生垣や植栽と相まって、御幸門から御殿までの道行の景を楽しませてくれて

いる。この「霰こぼし」の石と石の組み合わせは比較的「粗」であり、広範な面積に施行されている。 

2005年に開館した京都迎賓館は、その造営に際し日本文化と技能の継承にも積極的に取り組んでおり、

造園においても多彩な技法が尽くされた。「霰こぼし」技法もみられ、園路のほかにも、建築の軒うちの

一部に自然石を敷いて建築と庭園を融合させる役目を担った。ここでは敷地の中から産出した石をあえて

使い、丹念に選びながら石の様々な色や形、サイズを生かした「霰こぼし」が施された。この「霰こぼ

し」は目地(石と石の隙間)がほとんどない、丁寧に施工された「密」なものである。 

しかし、いつの時代にあっても、「霰こぼし」に代表される石敷技法からは、石のひとつ、ひとつに工

人の細やかな手仕事があったことは言うまでもなく、そこに費やされた先人たちの労には頭が下がる思い

である。「密」な「霰こぼし」技法で 1日に施工できる面積は非常に狭く、その大変さを言い現わして、

熟練工一人あたり、1日に一才程度（一立方尺）とも言われるほどで、京都迎賓館の際にも技量ある熟練

工の手間を要した。 

使用する石は自然石であり、それぞれの形状をうまく捉えて、かつ組み合わせにはジグソーパズルのよ

うな、忍耐や勘所、想像力も必要となる。また職工の個性が現れるため、複数人が同じ場所で仕事をする

と、仕上がりに全体の意匠の調和がとりにくいという難がある。そのため、少数の熟練工が時間をかけて

取り組むことが望ましいとされてきた。近年では、熟練工の減少や予算面などから、高度な技術となって

しまった。加えて、建築と伴って施工されることの多い現代庭園の現場では、工期の短期化も著しく、手

間のかかる造園技法が敬遠されがちである。「霰こぼし」技法を施す場面の減少は、そのまま、技術継承

の機会の減少となる。 

こうした事情を踏まえて、植彌加藤造園株式会社では「密」な「霰こぼし」をはじめとする伝統的な石

敷技法を現代庭園の現場でも施工を可能とする技術開発に取り組み、石敷をユニット化した「ユニット工

法」を開発した。この工法を実際に採用した「星のや東京」の事例を交えて以下に詳細を述べていく。 

 

3.石敷の「ユニット工法」による現代工法 

1）「星のや東京」の現場 

東京駅に近い大手町の一角に 2016年に開業した「星のや東京」は、「世界に発信する日本旅館」をコ

ンセプトに都心にありながら「和のもてなし」を体現できる空間を創出した宿泊施設である。この施設の

外構となる広場（約 550平米）の造園施工を担当し、そのうちの約 5割に「ユニット工法」を用いた。デ

ザインを担当した設計会社（有限会社オンサイト計画設計事務所）からは、庭園を含む外部空間につい

て、次のような提示があった。 

「都心のビル一棟から成る「星のや東京」は、都市広場の一角として完全にパブリックな場としての性

質を持つ。そのため、いかにその存在が東京の新しい都市風景に貢献できるか、ということをデザイン

の基点とし、超高層ビルが建ち並ぶ一角に一気に違うスケール感の庭のような世界を持ち込みつつ、そ

の世界全体が同時に公共の広場の一部として都市風景の拠り所となる。」 
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これに基づきビルの広場全体の舗装面には、たくさんの錦の織物が幾重も敷き重なったようなデザイン

イメージが提案された。6種類の異なるデザインのパターンがあり、曲線が多用された複雑な図柄である

が、こうした意匠を造園技法で造形するためのデザインへの対応や、設置されるベンチなどの構造物、植

栽される樹木との調整も必要となった。この工期には 6ヶ月かかることが想定されたが、許されたのは

2.5ヶ月と制限があったので、工期短縮を目的に石敷技法をユニット化して施工する方法を検討した。 

広場は公共空間としての性質を持つため、設計監理者である株式会社三菱地所設計より舗装面について

「目安として目地幅 6mm以内、凹凸 2mm以内、すべり抵抗値は CSR値で0.5≦0.9かつ隣り合うパターン

との差は 0.2以内」という基準が示された。これは現代の社会生活において、女性のハイヒール靴などに

も配慮されたもので、従来の造園からは厳しい基準であり、仕上加工や施工方法の検討も必要となった。

植彌加藤造園株式会社では、石敷そのものに「高級感」や「日本の伝統技術」が感じられ、かつ 6種類の

デザインの石敷技法がうまく収まるよう提案し、様々な実験や設計会社との協議を経て施工にあたった。

この際に「ユニット工法」が採用され、「霰こぼし」を含め 3種のユニットパターンを制作した。 

2）「ユニット工法」 

 「ユニット工法」は、施工する現場とは別の作業所で、予め枠型を用いて石敷パーツを作成してユニッ

ト化しておき、それを施工現場に移動し現地で据え付けと調整を行う工法である。工法は大きく 3段階に

分けられ、1.設計（対象領域の区画区分）、2.ユニットパーツの作成、3.施工（対象領域への設置）であ

る。設計段階が重要で、現地での工期短縮のためには、施工時に想定される課題に予め対処し、同時に使

用する材料、素材の検討と準備も大切となる。 

第 2段階目のユニットパーツの作成は、さらに①枠型の作成、②石を敷きつめる、③養生、④脱型、の

4工程に分けられる。各パーツは以上の工程を経て制作し、その後、ユニットごとの形状や使用材料に合

わせて梱包する。各工程の作業は、石敷技法の種類や施工面積、求められる耐荷重によって異なる。 

3）ユニットパーツの制作 

ユニットパーツの基台や枠型の大きさは、施す対象地の用途によって変わり、強度を重視する場合は、

パーツそのものに厚みが増し、重量も出る。本事例ではデザインにあわせて、ユニットパーツの性質を二

つに分けた。保管、運搬を考慮したうえで、一つは職工が 1人で施工できる大きさ・重量に仕上げ、もう

一つは可能な限り大きく作成して現場での効率的な施工に適応できるものとした。なお、後者については

施工時に吊って据え付けるため、吊金具を予め配設しておく。「霰こぼし」のユニット制作は、基本的に

は職工 1人工であたる性質のユニットであるが、現場での据え付け後にユニット同士の間を手仕事で埋め

る調整が発生するため、広範囲への施工にあたり、この手間を鑑みてある程度大きく作成した。 

このユニットの枠型の基台は施工や素材入手の簡易性を考慮し、コンパネ（コンクリ―トの型枠用合

板・略称コンパネ、90㎝×180㎝）1枚を用い、基台の単位とし、枠型となる外枠を作成した。外枠は、

図面を原寸大に印刷したものをコンパネ上に配し、作図の線に沿って枠を作成する。外枠の底面には、強

度を担保するため溶接金網を敷き、金網上にモルタルを敷き、その上に石を配し金槌で叩いて据えてい

く。天然石材を生かし、隣接する石との相性を見ながら、大きさ、形、色といった複数の要素を考慮し、

石同士のかみ合わせによっても固定されるよう配置することが肝心である。施工時に吊り上げるユニット

には、金網に吊金具をかませた状態にし、石を張り進めるが、後で吊金具を覆う石も勘案しておく必要が

ある。本事例の敷地にはやや傾斜があり、据付時の隣接するユニットとの接合部の収まりを考え、外枠の

底部隅に詰め物をし、モルタルをよけて角を取るなど、施工時に融通をきかせる工夫を施した。現場での

据付後の調整が自然に仕上げられるようにするため、ユニット同士の隣接面は端まで石を詰めず、クッシ

ョン材で補って形を整えすぎないようにする加減もした。様々な試行錯誤を重ね、完成度の高い仕上がり

と効率の良い作業法を追求した。 

4）ユニットパーツの施工 
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各パーツが整ったユニットは、作成後、接着剤やモルタルが十分乾燥するまで外枠に入れたまま養生し

保管する。その後、脱型して梱包用ラップ等を用いて運搬用の養生をするが、ユニットの形状によっては

脱型せずに外枠ごと梱包して運搬する場合もある。 

現地での据え付けには三又を使用して、ユニットパーツを吊って作業する。据え付けた後で吊金具を外

し、その部分に予め準備していた石を嵌め覆い隠す。最後に各ユニットの間を今度は直に職工が石を張り

詰めて仕上げる。本事例では設置するベンチや植栽の位置を勘案して、ユニットに余裕を持たせた空白部

分を設けたが、そこについても同様に職工が直に手間を施した。 

 

3.まとめ 

石敷の「ユニット工法」の開発は、現代庭園の施工現場において生じてきた様々な難問を超える策を求

めて取り組んできた技術開発である。この工法により、石敷技法を施したい施工現場が広範な面積であっ

ても、高品質の石敷技法を用いた造形を短い工期で施すことが可能となった。ユニット化により、大方の

作業を施工現場とは異なる場所で、気象条件に左右されることなく前もって準備することができ、現地作

業の工期短縮が可能となった。さらに、石敷施工の際には、職工は地面にかがみこんだ姿勢で長時間の作

業を要するが、「ユニット工法」では作業台の位置を高くして、立って作業を進めることができるように

なり、足腰への負担が大幅に改善され、疲れにくく、効率のよい作業ができるようになった。伝統的技法

の継承の機会と、こうした技法を活用した造園造形の提案を積極的に行っていけることとなった。 

今回取り上げた「霰こぼし」技法は、造園において古くから活用されてきた石敷技法の一種である。通

常は玉石など、河川で揉まれた川石を用いるが、事例の現場では山石を用いていた。これは着手時に示さ

れた舗装の仕上げ基準を満たす必要から、山石は玉石に比べ表面が平らで、角がたち、石同士の噛み合わ

せの具合がよく、目地を小さく仕上げることができ、都市の公共空間にも適すると考えられた為である。

適度な大きさのものを選別しやすいなど、「ユニット工法」に使用する上でも複数の特性がみえてきた。 

しかし、使用した石材は天然の自然石であることに変わりはなく、ユニット作成に至る前に、採石場か

ら一つ一つ職工の手で選り分けて採取している。ユニットに「霰こぼし」を施す際には、さらに選抜しな

がら使用していくことになるため、集めた石材のうちの一部しか使用されない。こういった点も、伝統技

法にかかるコスト面に影響し、高価となり使われにくい技法となる一因である。本事例においてユニット

化した石敷デザイン 3種のうち、代表的な「霰こぼし」ユニットではユニットパーツを約 100平米に 133

基設置しており、使用した石は概算で 4万個である。従来のように現地で施す方法で、同様の造園施工を

するとすれば、必然費用が大きく加算されてしまうが、「ユニット工法」により、現代庭園の施工に際し

ても伝統的技法を取り入れることができ、デザイン面でも新たな可能性を拓くものとなった。伝統的な造

園技法において、「ユニット工法」がどのように位置づけられるのかは、今後の議論や評価を待たねばな

らない。伝統技法の本質的な継承が第一にあり、そのうえでの現代工法の開発と考えるからである。 

今日の現代庭園は、本来、我々が認識してきた日本庭園の造形とはずいぶん違っているように感じられ

る場面もあるが、古来より日本庭園が育んできた庭づくりの基をみれば、地形や気候、風土の特性を生か

した造園のあり方を現代という時代に即して改めて見直す必要もあると考える。「ユニット工法」の開発

を通して、それを迫られているとも実感している。そして、この「ユニット工法」が日本各地はもとよ

り、海外においても、伝統に培われてきた京都の庭園文化と伝統技法を伝えるこができるものとなりつつ

あり、日本庭園のさらなる魅力を発信していくことへ期待と使命感を得た。 

引用文献：文中記載につき省略。参考文献：武居二郎・尼崎博正監修『造園史』(京都造形芸術大学 1998）「新建築 京

都迎賓館」（新建築社 2005） 
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‟ON JAPANESE PIGMENTS”(高松豊吉 1878年)にみる並河七宝の釉薬 

 

〇武藤夕佳里*1 mwco.keitocettcaan@gmail.com、新免歳靖**、高橋佳久***、長沼暦*4 
*1 会員、京都造形芸術大学、**非会員、東京学芸大学、***非会員 東京学芸大学大学院、*4 非会員、並

河靖之七宝記念館 

 

 

1. はじめに 

“ON JAPANESE PIGMENTS（日本絵の具の研究）”¹は、後に工学博士となる高松豊吉（嘉永 5年・

1852－昭和 12年・1937）が、東京大学理学部化学科の学生時代に取り組んだ日本の顔料研究を英文で

まとめた卒業論文で、指導教授の R.Wアトキンソン（1850‐1929）が提言し、理学部より出版され

た。目次には、いわゆる五彩の基本となる白、赤、青、緑、黄、黒の顔料がみえ、このほかに「釉

薬」の項目があり、窯業で使用される釉薬を三つ取り上げている²。その中で七宝家・並河靖之（弘化

2年・1845‐昭和 2年・1927）の七宝釉薬が取り上げられ、材料の分析と製作方法が記載されている。 

並河は明治 6年（1873）から七宝業に着手し、自邸に並河七宝工場を営み、明治 29年（1896）に帝

室芸員となった人物で、初期の製作技法を知る貴重な文献史料である。並河七宝とその製作技法につ

いては、これまでも度々取り上げてきたが、初期の製作技法については不明な点を多く残したままで

あった。本研究では、高松の人物像と“ON JAPANESE PIGUMENTS”の研究背景にふれつつ、同論文に

みる並河七宝の釉薬と製作技法を検証していく。 

2. 高松豊吉 

 高松豊吉は日本の応用化学、工業化学の育成を担い、後年には実業にも活躍した人物である。嘉永 5

年（1852）に浅草の名主の家に生まれ、家業を助けつつ独力で英語を学ぶなど学問を志す。高松の学

問的背景は、自著「維新時代の教育界」（『明治文化発祥記念誌』 大日本文明協会 1924）にみる

ことができ、明治 4年（1871）に一ッ橋の南校英語科に入学し本格的な学問を始める。南高は明治 5

年（1872）には第一大学区第一中学、明治 7年（1874）に東京開成学校、明治 10（1877）年東京大学

と改変するが、この間に語学、歴史、地理、数学ほかあらゆる教養教育を外国人教師のもと学ぶ。 

 東京大学に置かれた理学部化学科に進み、アトキンソンのもと一般化学、分析化学、応用化学、冶

金学を修める。在学中の明治 11年（1878）4月には大学の先輩や学友と化学会（現、日本化学会）の

創立に参加し、7月に卒業して理学博士となる。高松が本格的な化学教育を学び、自身の研究を進めて

いったのは、この頃であったことがわかる。卒業後は東京師範学校の教員に就くが、明治 12年

（1879）から文部省の命で英国へ留学する。この時期を高松は「化学修業」と称しており、まず、オ

ーエンス大学にて染色化学、明治 14年（1818）にはベルリン大学へ移り、染料、医薬の製造化学を学

ぶ。明治 15年（1882）8月に帰国し文部省御用掛を経て東京大学にて教鞭をとり、明治 17年（1884）

に理学部教授となり恩師アトキンソンの後継として化学教育に携わる。明治 36年（1903）には渋沢栄

一の招きにより大学を辞して東京瓦斯会社へ移り、明治 42年（1909）に社長となり、ガス事業の発展

に寄与し、実業の世界においても応用化学を実践していく。 

3．“ON JAPANESE PIGMENTS” 

1) 研究の着眼 

高松は論文冒頭で、「実用的な化学において最も興味深い事柄のひとつであり、絵画を専門とする

者にとっては最も重要なものである。時間の許す限り、顔料の化合物を現実に即して調査し、分析結

果に加えてそれらの歴史、調製方法、使用方法を明らかにするよう努めた。」と述べている。当時、

高松が釉薬を含む「顔料」を研究テーマとしたことは実に興味深いが、顔料研究に向かう具体的な理

由などを詳しくみることはできない。しかし、卒業後の経歴にみるように、染色化学など色彩、原料
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への関心をもっていたことがわかる。調査した顔料は、在来のものばかりでなく、中国から伝来した

ものも含め、日本の顔料を大きく 6種にわけて整理し、釉薬についても紙面がさかれた。 

2) 「1.京都の七宝焼の釉薬」にみる並河七宝の釉薬 

明治 11年（1878）2月に高松は並河靖之を訪ね、並河七宝の原料や釉薬見本を手に入れ分析してい

る。並河七宝の釉薬に関する内容構成は、大きくは三つに分かれて、最初に原料の分析、次に釉薬の

調合、最後に釉薬の定着方法（製作方法）である。「日ノ岡石」、「白玉」、「唐土」、「濃青」、

「薄青」、「紫」、「紺青」、「ベンガラ」、「伊予白目」など、9種の原料で（表１）、個々の記載

形式はほぼ同じで、名称、含有元素の種類と量の列挙、説明や特徴などが簡潔に述べられている。 

次にこれらの原料を使用して、望む色彩の七宝釉薬をどのように作り出すのかを知る手掛かりとし

て、高松は並河から示された釉薬の調合を記している。「原料を調合する割合はエナメルの色合によ

って異なるが、これらの調合表は様々な組み合わせの見本として役立つかもしれない」との並河の助

言があった。白、赤、青、黒、緑、ピンク、黄、黄緑の 8色の釉薬で（表 2）、こちらも個々の記載形

式はほぼ同じで、釉薬の色、調合する原料の種類と量である。ほとんどの原料は先に分析の対象とさ

れたものだが、一部にそれ以外の原料もみえ、これについては別に説明も加えられている。  

以上の論文の記載からみえてきた並河七宝の七宝釉薬は、「日ノ岡石」・「唐土」・「白玉」の 3

種類の原料を基本とし、この基本三原料に着色剤を加えて作られる鉛ガラスであることがわかる。こ

れらの原料は、近世以来、京焼色絵陶磁器の上絵付けに用いられた原料とほぼ一致しており、技術的

な関連性が予想される。とくに「唐土」（鉛白）の使用は興味深い。年代が下ると、鉛原料として鉛

丹の使用事例が多くなる。鉛丹と鉛白は、どのように使い分けられていくかが不明な部分が多く、検

討課題であるが、この時期の並河七宝で「唐土」が使用されていたというのは重要な情報である。 

基本三原料のガラスの着色剤として、赤色には「ベンガラ」（酸化鉄）、青色には「紺青」（コバ

ルト着色のカリガラス、スマルト）、黒色は「唐群青」（ウルトラマリンブルー）、黄色には「伊予

白目」（酸化アンチモン）が加えられる。一方、白色は基本三原料のみで作られる。明確な白色の着

色剤がないため、気泡による白色化の可能性がある。また、緑色（濃緑色、薄緑色）とピンク色につ

いては、「白玉」の変わりに「濃青」、「薄青」、「紫」という名称のガラスフリットが使用され

る。特に、黄緑色はガラスフリットの「薄青」と着色剤の「伊予白目」が使用される。「白玉」、

「濃青」、「薄青」、「紫」の 4点のガラスフリットは、分析値からカリウム鉛シリカガラスである

ことがわかる。「白玉」には着色剤は加えられていない。「濃青」と「薄青」は銅（Cu）着色だが、

「濃青」と「薄青」で銅の含有量が異なる。「紫」はマンガン（Mn）着色である。  

 この調合表にみる黒色は、ウルトラマリンブルーを加え、同顔料中の硫黄と鉛を反応させて、硫化

鉛を作り出し、その硫化鉛によって黒色化するという方法である。これまで並河七宝の作品の七宝釉

薬の黒色釉薬の分析にてみてきた黒色は、コバルト（Co）・Mn・Cuなどを 2種類以上混合し、着色す

る方法で、前者と後者では発色の原理がまったく異なる。近代七宝では、いまのところ前者の技法は

見つかっていない。 

 

表 1 高松論文にみる並河七宝の原料 

 原料名 原料（和名） 

1 HINO-OKASEKI 日ノ岡石 

2  SHIRATAMA  白玉 

3  TONOTSUCHI  唐土 

4 KOISEI  濃青 

5  USUSEI  薄青 

6  MURASAKI  紫 

7  KONJO  紺青 

8  BENGARA ベンガラ 

9 IYOSHIROME  伊予白目 

表 2 高松論文にみる並河七宝の釉薬 

 釉薬名 釉薬（和名） 

1 WHITE ENAMEL 白色釉薬 

2  RED ENAMEL 赤色釉薬 

3  BLUE ENAMEL 青色釉薬 

4 BLACK ENAMEL 黒色釉薬 

5  GREEN ENAMEL 緑色釉薬 

6  PINK ENAMEL ピンク色釉薬 

7  YELLOW ENAMEL 黄色釉薬 

8  YELLOW GREEN ENAMEL 黄緑色釉薬 

表３ 第一回内国勧業博覧会出品解説

にみる並河七宝の釉薬 

 釉薬 原料 

1 青色 白玻璃鉛華珪土 

2 青色 濃青玻璃鉛華珪土 

3 淡青 淡青玻璃鉛華珪土 

4 紫 紫玻璃鉛華珪土 

5 黄色 玻璃蒼鉛珪土鉛華礜紅 

6 赤 玻璃礜紅珪土鉛華 

7 黒 紫塊群青珪土鉛華 

8 鶸色 薄青蒼鉛珪土鉛華 

9 白 白玻璃珪土鉛華 

10 栗色 礜紅玻璃群青珪土鉛華 

11 紅色 金玻璃珪土鉛華 
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3) 釉薬の定着方法（製作方法） 

高松は釉薬の実際の使用方法を簡潔に記している。「これらの色を定着させる方法は以下の通りで

ある。銅や銀の地に図柄を描き、真鍮、銅、金、銀いずれかの細い線を、ヤマノイモから得られる粘

着性物質を用いて固定する。全体を可溶性金属の層で覆って細線が動かないようにし、表面の不純物

を取り除くために梅酢で洗浄する。次に筆を用いて、上記の種々の混合物で図柄を着色し、その後、

作品を炉によって 2回焼き付け、粗い砥石で研磨する。着色と焼成を 3回繰り返す。その後、細かい

砥石で研磨し、最後にホオノキの木炭を用いて研磨してゆくと、表面にツヤがあらわれ、エナメルの

中に金属線が見えてくる。このように金属や磁器を装飾する方法は、「七宝焼」と呼ばれている。」 

七宝製作は分業で、大方 7工程を経るが、ここでは主に植線、施釉、焼成、研磨などの 4工程で、

有線七宝技法を用いた並河七宝の特徴的工程である。注目される点がいくつかあり、植線を施す素地

には銅のほか銀もみえ、金属線は真鍮や銅に加え、すでに金、銀が使用されている。金、銀の線は緻

密な細工に適し、仕上がりを効果的とするが、高価である。植線の接着には、尾張七宝を中心に「白

芨」の使用が知られていたが、並河七宝では「ヤマノイモ（Yamanoimo）」を糊剤としている。 

施釉と焼成では、釉薬を着彩し焼成が 2回あり、荒砥、さらに施釉と焼成を繰り返している。この

工程は都合 3回繰り返されたのか、2回の焼き付けのほかに、3回施釉と焼成があったのか、判然とし

ないが、釉薬を定着させるために施釉と焼成を重ねていることがわかる。仕上げの研磨には目の細か

い砥石を使い分け、最後に朴炭を使用して釉薬の表面に艶を与え、図柄の金属線を磨ぎ出している。

現在は朴炭が貴重となり、ダイヤモンドぺーパーなどへと変わっている。 

4．明治初期の七宝業 

 近代七宝は、尾張国海遠郡服部村の梶常吉（享和 3・1803年-明治 16・1832年）が天保 3年

（1832）に独自に開発した技法に始まる。常吉は尾張藩お抱えとなり、晩年には近隣の遠島村の村民

に技法を乞われ伝授し、遠島村を中心に一帯には尾張七宝の産地が形成されていった。維新後の京都

でも、尾張七宝の成功を受けて、七宝業での起業が見込まれ、在来のやきもの業ばかりでなく、もの

づくりには何の経験もない並河のような人々が数多く参入していった。 

並河の実質的な七宝製作への関与は明治 6年（1873）頃からで、維新以後の世情の中で、生業確保

のため七宝で起業する。当時従事していた久邇宮家の家従職との兼業で始め、明治 8年（1875）4月、

京都府勧業課に勧められた第 4回京都博覧会が初出展で、翌年には米国のフィラデルフィア万国博覧

会にて受賞を果たす。第一回内国勧業博覧会にて鳳紋褒章牌（明治 10年・1877）、第三回パリ万国博

覧会で銀賞（明治 11年・1878）と、七宝製作の評価を高めて、宮家を辞して七宝業で専業となる。 

 高松論文の参考文献には、『本草綱目』、『天工開物』、『和漢三才図絵』をはじめとした古典書

が多く並ぶ中に『内国勧業博覧会報告書』がみえ、前年に東京上野で開催（8月 21日～11月 30日）

された同展を視察していたことが伺える。この博覧会で並河は七宝諸器として 7点を出品し「鳳紋賞

牌」を受賞している。その中に「花活 銅 鬼國窯舞樂図」があり、現在、宮内庁三の丸尚蔵館が所

蔵する《七宝舞楽図花活》である。第一回内国勧業博覧会の「出品解説」に並河七宝の製法と原料の

記載があり³、高松論文と共通点が多く興味深い（表 4）。これまで、顔料がわかっていても調合など

は不明で、具体的な検証ができなかった。一方で製法では高松論文にみる、素地と金属線を接着する

糊剤「ヤマノイモ（Yamanoimo）」は、この時点では「白笈根」が使われているなど違いも見られ

る。高松論文での施釉と焼成の工程は、ここでは五彩の顔料を原図に倣い充填し、窯に入れて焼成し

顔料を溶かしている。これは、当時の顔料の状態は、単に原料を混合した状態であったことが伺え、

後に近代七宝の主流となる一般にワグネル釉と呼ばれる釉薬の製法とは異なるものであった。 

『明治期博覧会出品七宝工総覧』（名古屋市博物館編 1996）には次の説明がある。「梶常吉以

来、尾張地域で用いられてきた釉薬は、泥七宝と呼ばれるものである。これは、色調が混濁して明る

さに欠け、また焼成後には器面に細かい気泡を生じる特徴を持つ。これは第一回内国勧業博覧会にお
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ける七宝会社および京都・並河靖之の「出品解説」に記されているとおり、原料を混合したままの状

態で釉薬挿しをおこなっていたためと考えられる。」⁴こうした泥七宝の欠点を克服したのが、一般に

ワグネル釉と呼ばれる釉薬の製法で、「混合した原料を一度 1200から 1400度の高温で焼成した後に

水冷・破砕し、ガラス状のフリットしたものである。これによって原料の中の不純物を取り除き、焼 

成時の発砲を少なくすることができ、また透明釉薬の製作も可能となった。」⁵ とある。 

こうした技術的背景を踏まえて、高松が並河で見聞した製作方法は、基本的には原料を一旦フリッ

トにせずに、焼成する製法であったと考えられが、フリット化した原料の使用もうかがえる。明治 9

年（1876）に並河は「玻璃透徹及茶金石挿入ノ製法ヲ發明ス」（『京都府著名物産調』1900）と、透

過性のある釉薬を開発している。「玻璃透徹」、「茶金石挿入」とはどんな技法であったのか。先に

も上げた《七宝舞楽図花活》にはそれを伺わせる釉薬がみえる。明治 11年（1878）の愛知博覧会でも

「琺瑯透明光澤雅潤ニシテ 」と評価され、明治 10年前後に並河はすでに透過性、不透過性の釉薬を

使用していたことがわかる。従来、透過性のある七宝釉薬の開発は、ワグネルによる西洋科学の指導

による成果との認識が先行し、国内での開発は積極的に考察されてこなかった。近世の七宝にも透過

性のある釉薬の事例はあり、幕府お抱えの平田家歴代の製作にはそれが認められる。⁶ 

並河は創業期を振り返り、「何分他家では、七寶を焼きますに一々定つた法ばかりで厶いますが、

此方は法も何も知らんのですから、赤色一つ焼くのでも、何の薬と薬何匁といふちや厶いません。皆

な自分が調合しては考へ出しますので、それ故赤色などは一月や二月では出来ませなんだ。」⁷と述べ

ている。製作方法そのものが途上にあった当時、並河が目指したのは安定した製品づくりに適した七

宝釉薬であり、それによる生産体制の確立であったと考える。 

4．まとめ 

以上、“ON JAPANESE PIGMENTS”にみる、初期の並河七宝の製

作技法について、史資料や先行研究ともに検証し、これまで不明

な点を多く残してきた並河七宝の釉薬技法について、新たな知見

を得ることができた。また、高松がいち早く並河七宝に着眼した

ことは、その後、急速な成長をみせていく明治の七宝業に、当

時、向けられていた期待と重なるともいえる。だが、未だ断片的

なことが多く、単に並河七宝のみならず、近代七宝の製作技法を

明らかにしていく上でも今後、さらに詳しい研究が必要である。  
¹鴨居武編纂『工学博士高松豊吉傳』（化学工業時報社 1932）にて表記の題

目 ²京都の七宝焼の釉薬、加賀の九谷焼の釉薬、楽焼 ³「製法 真鍮或ハ

銅線ヲ以テ花紋ヲ模造シ白笈根ヲ糜シ銅或ハ磁器ニ貼付シ鑞ヲ抹リ炭火ニ焼

着付ケ後チ梅酢ニテ洗ヒ原圖ニ倣ヒ五彩ノ顔料ヲ塡シ鑪ニ入レ焼キ顔料ヲ溶

化セシメ再ヒ顔料ヲ塡シ焼キ後チ砥石ヲ以テ研シ又顔料ヲ不足ノ所ニ塡シ鑪

ニ入レ焼キ溶化セル後鑪ヲ出シ砥石ニテ研シ朴炭ヲ以テ磨シ蠟ヲ以テ擦シ光

沢ヲ出ス 顔料 青色ハ白玻璃鉛華珪土青色ハ濃青玻璃鉛華珪土淡青ハ淡青

玻璃鉛華珪土紫ハ紫玻璃鉛華珪土黄色ハ玻璃蒼鉛珪土鉛華礜紅赤ハ玻璃礜紅

珪土鉛華黒ハ紫塊群青珪土鉛華鶸色ハ薄青蒼鉛珪土鉛華白ハ白玻璃珪土鉛華

栗色ハ礜紅玻璃群青珪土鉛華紅色ハ金玻璃珪土鉛華ヲ用ヰ着色ス―」『明治

期博覧会出品七宝工総覧』（名古屋市博物館編 1996）p101 ⁴同前掲書 p11 

⁵同前 ⁶の平田七宝の長所に「精密透七寶 」（『東京名工鑑』1879）がみえ

る。同前掲書 p93⁷ 黒田天外『名家歴訪録 上編』（1899）p54‐55 *“ON 
JAPANESE PIGMENTS”の翻訳は研究者全員と東京学芸大学文化財科学研究室で

おこなった。**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。 

表4 初期並河七宝の釉薬原料（M10-M11頃） 

内国博出品解説 高松論文記載 
釉薬 原料 釉薬 原料 匁 

白 白玻璃 白 

色 

白玉  50 

鉛華 唐土  7 

珪土 日ノ岡  7 

赤 礜紅 赤 

色 

ベンガラ 7 

玻璃 白玉  50 

鉛華 唐土  7 

珪土 日ノ岡  7 

青  青 

色 

紺青  7 

白玻璃 白玉  50 

鉛華 唐土  7 

珪土 日ノ岡  7 

黒 群青 黒 

色 

唐群青   7 

鉛華 白玉 50 

 唐土 7 

珪土 日ノ岡  7 

紫塊   

  緑 

色 

濃青・薄青 50 

  唐土 7 

  日ノ岡  7 

紅 

色 

か 

金玻璃 ピ 

ン 

ク 

色 

紫  50 

鉛華 唐土 7 

珪土 日ノ岡 7 

黄 

色 

蒼鉛 黄 

色 

伊予白目  45 

玻璃 白玉  50 

鉛華 唐土  7 

珪土 日ノ岡  7 

礜紅   

鶸 

色 

薄青 黄 

緑 

色 

薄青  50 

蒼鉛 唐白目  15 

鉛華 唐土  10 

珪土 日ノ岡   10 
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回路理論の源流 — シャノンと中嶋を中心に —  

 

○河西 棟馬 

会員、京都大学文学研究科 toma.kawanishi@gmail.com 

 

 

1. はじめに 

    電気回路は 19 世紀以降，理論的側面（電磁気学）と工学的側面（通信工学等）の両面から活発に研

究の対象とされてきた．しかし一方で，連続的な状態の変化を考慮せず，不連続な値を取る接点を持

った回路について記述する「論理回路（デジタル回路）」の理論について，本格的に検討が進むのは

1930 年代以降のことである． 

    本発表では論理回路の理論的基礎となっている「論理代数とスイッチング回路の対応」が発見され

た歴史的経緯について検討を行う．この対応は同時期に複数の研究者によって独立に（再）発見され

たものであり，いわば「同時発見」の一例と見なすことができる．しかし，それぞれの研究の詳細を

仔細に検討するとその色合いは大きく異なっていることが分かる．ここでは特に情報理論で知られる

米国のクロード・シャノン(1916-2001)の仕事と日本の電気工学者であった中嶋章(1908-1970)の仕事に

注目しつつ，両者の差異について検討することとしたい．  

2. 論理回路理論の諸源流 

  スイッチング回路の理論的研究に先鞭を付けたのはシャノンであるとされることが多い．彼は 1937

年に MITに提出した修士論文「継電器及びスイッチング回路の記号的解析」[1]（しばしば「これまで

に書かれた最も重要な修士論文の一つ」[2] などと言及される）の中で，イギリスの数学者ジョー

ジ・ブール(1815-1864)が提示しドイツのシュレーダー等によって検討が進んだ論理代数が回路設計に

応用出来ることを示し，更に論理代数を利用して回路を（同じ機能を保ちつつ）単純化する手法を提

示することで，その有用性を明らかにした． 

  しかし「スイッチング回路と論理代数の対応」という発想が（知られている限りにおいて）最初に

登場するのは 1910年に書かれたパウル・エーレンフェスト*1の書評においてである[3]．この書評はフ

ランスの論理学者ルイ・クーテュラの"L'algebre de la logique"(1905)を対象としたものであり，そ

の中でエーレンフェストは電話交換技術への論理代数の応用に明確に言及している*2．エーレンフェス

トが提示した「スイッチング回路の代数」というアイデアを現実に追求し，精緻化したのがソ連の論

理学者であったヴィクトル・シェスタコフ(Victor Shestakov, 1907--1987)である．シェスタコフは

1934—35年にエーレンフェストに言及しつつその着想を具体化することによって自らの学位論文とした
*3．他方，日本の中嶋章(1908--1970)とその同僚であった榛沢正男，そしてドイツのコンラート・ツー

ゼ(Konrad Zuse, 1910--1995)は，論理学におけるブールやシュレーダーらの仕事を全く知ることなく

論理代数と同等の理論を構築し，ツーゼは 1937年に，中嶋は遅くとも 1940年に自らの理論と論理代

数との等価性に到達していた．ここに名前を挙げた人物以外にも（成果を公表せず）同等の研究をし

ていたと推察される人物は複数おり，例えばオーストリアのハンジ・ピーシュ(Hansi Piesch, 1898--

1992)先行研究として中嶋の仕事に加えて Plechlと Duschekというオーストリア人による未公表の仕

事に言及しつつ，スイッチ回路に論理代数を適用する研究[5][6]を公表している（シャノンやシェス

タコフの仕事には言及がない）． 

  このように論理回路の研究は当時の先進国において同時発生的に始まったものであるが，これら相

互の影響関係はほぼ無いものと思われる．というのは，これらの研究は地理的に隔絶した場所で営ま

れ，研究・公表も基本的にそれぞれの母国語でなされており，また名前を挙げた研究者たちの間には

相互への言及が(ピーシュのものを除き)見られないからである． 
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  彼らの仕事は後世の後知恵では確かに同等のものに見えはするが，研究上のアプローチは大きく異

なっている．例えばシャノンはほとんど電気回路そのものの検討はせず，論理代数を引き合いに出し

ていわばトップダウン的にスイッチング回路の理論化に取り組んでいるのに対し，中嶋は電気回路の

電磁気学的な性質とそれまでの経験則に基いて，ボトムアップ式に研究を展開しているからである．

ここではシャノンと中嶋の仕事に絞って紹介し，両者の比較と検討を行うこととしたい． 

3. シャノン  

    シャノンによれば，彼がスイッチング回路の研究を始めたのは，MIT において微分解析機のオペレー

ターとして働く過程で，微分解析機の制御に用いられていた継電器回路に関わったのがきっかけだっ

たという*4．シャノンはミシガン大学で電気工学と数学で学士号を取得後，1936 年に MIT 電気工学部

門でリサーチ・アシスタントの職を得て MIT に移る．その職務はヴァネヴァー・ブッシュが開発した

アナログ計算機である微分解析機のオペレーターとして，微分方程式を機械に入力出来る形に変換

し，この計算機の設定を行うことや，様々な初期値に対して計算の正しさを点検することなどであっ

たという．当時回路網の設計に数学的な手法はほとんど使われておらず，シャノン自身も回路の簡単

化には多くの労力を割かねばならなかったと述懐している[7, p. xxvi.]． 

    シャノンは学部生時代にミシガン大学の数学課程で論理代数に触れる機会があり，微分解析機のオ

ペレーターとして働く過程で．論理代数が二値的な状態を取る系の研究に適した数学であることに気

がつく．このアイデアを発展させたのは，ニューヨークのベル電話研究所に短期で滞在していた 1937

年夏のことであり， MIT に戻ると彼は論理代数を継電器回路の解析と構成に使う方法を提示した修士

論文を書いた*5． 

    シャノンは「命題論理計算と記号的継電器解析の間の直接的類似性」を自らの論文の出発点とし

て，次の 3 つの対応に基いて議論を進めている． 

1.  もし端子が開いていれば，その端子は無限のインピーダンスを持ち，その論理値 1 がこの端子に

割当てられる 

2.  閉じた端子について，その端子のインピーダンスは 0 であり，論理値 0 がこれに割当てられる 

3. 端子 X の否定は X に割当てられた値の反対の値として定義される 

二つの端子 a と b を繋ぐ変数 Xab は時間の関数とみなされ，これは 2 端子回路 ab のヒンドランス

(hindrance)と呼ばれる． そして 

任意の回路は方程式の集合によって表現され，方程式の項は回路における様々な継電器とスイッ

チに対応している．これらの方程式を単純な数学的過程によって操作するために，ある計算法

calculus が開発された．そのほとんどは通常の代数的アルゴリズムと似たものである．この計算法

は論理の記号的研究において用いられている命題計算 calculus of proposition と正確に類似してい

る．回路構成の問題においては，求められる特性がまず方程式系として書き出される．それか

ら，これら方程式はその最も単純な回路を表現する形へと変形される．[1, p.713] 

    シャノンの解釈において変数は回路であり，0 は閉回路を，1 は開回路を意味する．+は回路の直列

接続を，･ は回路の並列接続を示している．シャノンはスイッチング回路の問題をこの対応付けによっ

て論理代数の問題に変形し，単純な計算の適用によって回路を簡単化する手法を提示し，更にはこの

代数による計数回路への応用の可能性をも示した．彼は更にあるタイプの直並列回路は対称関数によ

って表現できることも示した． 

    このようにシャノンはまずスイッチング回路の問題を数学の問題に対応付けると，後は全て数学／

論理学の問題として議論を展開する．他方，これとはかなり対照的なアプローチを取っているのが次

に扱う中嶋の研究である． 

4. 中嶋章 
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  中嶋は 1930年東京帝国大学工学部電気工学科を卒業後，直ちに日本電気（現:NEC）に入社する*6．

研究課の嶋津保次郎の下で遠方監視制御装置，自動交換機などの継電器回路の設計開発に取り組み，

1934年頃から，当時もっぱら勘を頼りに行われていた継電器回路網の設計を理論化する研究を開始し

た．中嶋は 1936年に搬送通信の分野に配置換えになるが，上司（技師長）であった丹羽保次郎の勧め

と，交換分野に残った同僚の榛沢正男との協力により継電器回路設計理論の（正規の就業時間外では

あったが）研究を継続した．第二次大戦の開戦とともに今度はレーダーと航空無線通信の分野へと転

職を命ぜられ，戦争中の激務によりこの研究の継続は不可能になり，その後中嶋の研究は一旦捨て置

かれることになるが，戦後には後藤以紀を始めとして二人の研究は継承され，主に日本国内でのスイ

ッチ回路研究の基礎を築くこととなった．中嶋は戦後日本電気において順調に出世し，同社の常務取

締役を経て系列会社の安藤電気（計器メーカー）社長として転出し，1970年に他界するまでこの地位

にあった． 

  中嶋が回路設計の理論化を試みるにあたってまず行ったのは，継電器回路網の過去の設計を分析し

て，いわば定石を抽出する[10]ことであり，その定石というのはシャノンが提示していた論理代数の

公理と意味的にはほぼ同等のものであった．しかし彼が回路の解析に使った手法はシャノンのものと

は大きく異なっている．1935 年 9月に公表した論文[11]において，彼は継電器回路の性質を文字通り

解析的な手法によって検討しており，例えば接点の状態（中嶋は「作動インピーダンス」と呼んでい

る）を表現するにあたっては次のような数式を与えている（tは時間を, t1はスイッチが切り替わった

時刻を表す）． 

 

 

  ここで中嶋はインピーダンス∞をさしあたり有限の数πで置き換えて，正弦積分によって不連続な

回路の状態を記述しようとしている．また興味深いことに，彼は続く箇所で経験則から導き出した回

路の等価性の法則を，解析学的な手法を用いて証明しようと試みている．しかしこの手法では回路の

数学的記述が煩雑になりすぎるだけでなく，現象を数学によって表現することによる旨味がほとんど

ない．つまり，このような仕方で数式を利用しても回路設計について有意義な情報をそこから引き出

すことはほぼ出来ない．彼は続く箇所で，過渡現象の記述には解析的な手法が必要とされるが，定常

状態における回路の時間変化を記述する際には組合せ論的な取り扱いが必要になると述べており，こ

の時点で別の方法を模索しようとしていることが見て取れる． 

  まもなくして，中嶋は解析学的な手法を捨てて代数学的な手法に舵を切り，まず 1936年 2月に公表

した論文においてはアーベル群に言及している[12]．更に同年 12月に公表した論文[13]において，彼

は接点のインピーダンスを二値変数（電磁気学的には 0または無限大のいずれかをとる）とみなし，

その時間変化を記述する理論を提示した．彼はここで各接点のインピーダンスを A,Bなどの記号で表

現したあと，2つの接点の直列接続を + ，並列接続を ･ ，2つの 2端子回路網のインピーダンスが等

しいことを等号 = で表し，更に接続を表す記号 + と - を演算記号と見なしたうえで，このような代

数的表現に適合するとして計算規則として論理代数のそれと同等のものを提示している．しかしこの

時点ではまだこれが論理代数に相当するものであることには気づいていなかったらしく，ブールやシ

ュレーダーに明確に言及しているのは 1940年 5月の論文[14]が最初である（シャノンへの言及はな

い）． 

5. 検討 

  シャノンも中嶋も電気工学の教育を受けた人物であり，二人の問題設定も継電器回路の設計を人間

の勘に頼らず，理論的に行おうとする点で一致している．大きく異なるのは，シャノンは最初から論

理代数と継電器回路とを対応付けて議論を進めているという点である．それゆえ，山田[10]も指摘し

ている通りシャノンの論文は論理展開に無駄がなく，簡潔である．これに対し，中嶋は当時一般的で
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あった解析学的な手法に基いて電気回路の解析を行うところから出発して，多少の紆余曲折を経た後

で論理代数に到達している*7．このように到達した先は両者ともほぼ同等ではあるが，そこに至るまで

の研究の道筋は大きく隔たっている． 

    もともと電気回路は電磁気学によって記述される連続的な対象であり，そのような対象に離散的な

手法を適用するというのが，当時の研究者達にとってどの程度自然なものと感じられたのかは定かで

はない．少なくともシャノンは全く抵抗なく離散的手法を採用しているが，中嶋の方は多少の逡巡を

経てこれを受け入れているように思われる*8． その後の計算機の発展により離散系を扱う数学は急速に

発展することになるが「電気回路を論理代数で記述する」ことから出発したスイッチング回路理論

は，その最初期の例の一つとみなすことができる．中嶋の辿った紆余曲折は，連続的数学から離散的

な数学へと理論が移行する際にある種の飛躍があったことを教えてくれるという点において，歴史的

な意義があるように思われる． 
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注 

1. エーレンフェストは 1907-12 年の間サンクト・ペテルブルグで任期付きのポストに就いており，書評が書かれたの

はこのロシア時代のことである．それゆえこの書評はロシア語で書かれているが，本発表では英訳を参照した． 

2. エーレンフェストはここで，論理代数を応用して回路網が適切に動くかを調べたり，回路網に冗長性が含まれるか

どうかを調べるといった応用に言及している（テキスト原文と英訳は[3]に所収）．] 

3. シェスタコフのが学位論文が出版・公表されたのは 1941 年のことである[4, p.188]．彼の仕事は国外ではほとんど認

識されてはいなかったものの，ソ連ではその後ミハイル・ガヴリーロフや Povarov といった人物に継承され，ソ連

におけるスイッチング回路研究の基礎となったとされる[4.p.189]． 

4. シャノンに関する伝記的な事実は[7][8]に依った． 

5. 彼のこの論文でエーレンフェストが書評したのと同じクーテュラの書籍を参考文献表に掲げている． 

6. 中嶋の伝記的事実に関しては[9][10]に依った． 

7. 電気工学においてはラプラス変換を活用して，微分方程式を代数方程式に変換して解く手法はすでに広く活用され

ており，中嶋も論文中で折に触れてこの手法に訴えている．そのため，回路設計の理論に代数的手法を適用する事

自体はある程度自然な解決法であったとも考えられる． 

8. シェスタコフもシャノン同様に最初からブール代数の適用を行っているが，彼は数学者ないし論理学者として教育

を受けた人物であって純粋な電子工学者ではない．ツーゼも又何のためらいもなくブール代数を受け入れている

が，そもそも彼は土木工学が専門であった．論理回路の先駆者のうち中嶋だけが純粋な電気工学者であり，その彼

が離散的手法にたどり着くまでに最も紆余曲折を辿っているように見えるのは興味深い． 
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家庭の電子化とパーソナルコンピュータ 

 

○鈴木真奈* 

* 会員、近畿大学非常勤講師、suzuki.mana@gmail.com 

 

 

1. 序論 

 日本の職場にコンピュータが普及し始める 1980 年代前半から、OA（オフィスオートメーショ

ン／職場の電子化）という語が使われるようになる。この語は現在でも用いられることがあり、

印刷用紙のような、パソコンに関連する消耗品を「OA 用品」というカテゴリに分けることがあ

る。当時は、日本語ワープロによる文書作成、データベースによる伝票管理など、オフィスの事

務をコンピュータ（パソコンのソフトウェア）によって効率化して処理すること全般を指してい

た。 

 一方で、日本の家庭にコンピュータが普及するモデルとして考えられた HA（ホームオートメー

ション／家庭の電子化）は、現在は語として残っていない。情報処理学会の歴史特別委員会によ

る『日本のコンピュータ史』においても、OA の記述はわずかながら存在するが（同書 38～39

頁）、HA については何の記述もない。しかし、OA に並ぶものとして HA ならびに HE（ホームエ

レクトロニクス）（注 1）という概念が考え出されていたことは、当時刊行されていた書籍や雑誌の

特集などからうかがい知ることができる。電気学会は『ホームエレクトロニクスについて 1980 年

に調査委員会を立ち上げて 1984 年に報告書をまとめている。また、新日本電気は日本電気の PR

誌『NEC 技報』においてホームエレクトロニクスの特集を 1981 年に 1 回、1982 年に 2 回，1983

年と 1984 年にも 1 回組んでいる。科学技術庁も 1988 年にホームエレクトロニクスが家庭に導入

される予想について報告書をまとめている。また、HA の語こそ出現しないものの、NHK におい

て 1988 年に放映された『コンピューターの時代』の中でも、日本製のコンピュータ・トロンによ

って個人住宅の様々な電子機器が自動制御される様子が放映されたが、これは HA が家庭に普及

したモデルとして語られてきたものに一致する。 

このように、1980 年代の日本では HA の存在が構想として語られていた。しかし、HA の文脈

で語られていた個別の技術は一部において実用化・普及したものの、HA の中核をなす「家庭の電

子機器すべてを統合して管理するターミナルとしてのコンピュータ（これは「ホームコンピュー

タ」としばしば称される）」は実現することはなく、HA という語は消えていった。 

 

2. HA/HEの調査研究の概要 

1) 電気学会 

 電気学会によれば，HAと HEは同義語である。そして単に家電製品を電子化するのではなく、家庭の

省力化・情報化を目指して、家庭を一つのシステムにまとめ上げるものだとして、次のような図(2)を

掲載している (9, p.1)。 
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 『ホームエレクトロニクス』に収録されている技術解説は多岐にわたり、パーソナルコンピュータ

に始まって、電子錠、各種デジタル通信技術、冷暖房や照明器具、ホームセキュリティシステム、テ

レビ等のＡＶ機器、家事ロボット等、当時に研究されていたであろう家庭向けの電子技術のほとんど

が HA・HEの語の元に集められている。 

 家庭の電子化とは従来の家電製品が電子化されたものに入れ替わるだけではなく、情報通信技術と

結びつくことにより、個人のライフスタイルも劇的に変化するものだと考えられていた。 

 象徴的なのが 2.3節「通信技術」に掲載されて

いる図版である (9,p.47)。これは 1983年に郵政

省が発表したもので、10年後、家庭の情報化が進

んだ日本の様子を描いている。 

 ここではその一部を掲載するが、左上では男性

が在宅で医者の健診を受けており、その隣では中

高年用の教育プログラムの番組を男性が視聴して

いる。その右隣では高齢者らしき女性が子供と TV

電話で通話しており、その隣にいる立っている若

い女性の前にある端末にはホームバンキング・ホ

ームショッピングという表記がある。その下では

高齢者らしい女性が自動調理システムを利用して

いる。他にも来訪者の音声を認識する玄関と自動

ドア、高解像度ディスプレイと CATV、小型の温室

や家庭菜園が見られる。 

 このように、電気通信のデジタル化、光ファイ

バーの普及、衛星放送の先にこのような生活があ

るという理想が描かれた。 

 調査報告書の中には、一時は普及したものの現在は使われていない磁気カード、また今日普及した

と言っていいガス漏れ検知システム、文字放送、衛星放送、デジタルテレビ、（家庭での普及はさほ

どとはいえないが）電子錠によるオートロックシステムも見られる。一方で、上記のような家庭の情

報化の基盤として当時考えられていた CATVやビデオテックスは試験的に実施されるに留まった。代わ

りに情報化の基盤を担ったのは、1990年代半ばより普及したインターネットである。報告書の 3.6.5

節にホームバンキングの解説があるが(9,pp.184-187)、これは電話回線を介したものから始まり、現

在ではインターネットによるサービスが一般的となっている。 

2) 新日本電気 

 先の電気学会の調査委員会には NECの後藤富雄も参加している。後藤は、1976年に発売したマイク

ロコンピュータキットである「TK-80」の開発者として知られている。後藤は NECにおけるホームエレ

クトロニクスの例として、C&Cホームシステムという構想を紹介しており、そのシステムを管理するパ

ソコンとして自身も開発に参加した PC-8001や新日本電気の PC-6001を配置した図を紹介している

(9,p.241)。ここで後藤が示している C&Cホームシステムの図は、NEC技報で新日本電気の神義隆が

「ホームセキュリティについて」という項目で「C&Cホームシステムのアーキテクチャ」としている図

と同一である(6,p.61)。 

 先にも述べた通り、NEC技報でもまた、ホームエレクトロニクスが注目されて何度か特集されている

が、その発信者は日本電気ではなく、子会社の新日本電気である。元々の TK-80は日本電気の電子デ

バイス販売事業部(注 3)で開発され、TK-80の開発者らは PC-8001の開発にも参加する。新日本電気は



日本産業技術史学会 第 34回年会(2018年 6月 17日)講演要旨 G-11 / 3 

 

PC-8001の製造をしていたが、新日本電気もパソコンの開発をしたいというので生まれたのが PC-6001

であった。 

 NEC技報のホームエレクトロニクス特集で取り上げられる新日本電気の製品のほとんどは、テレビ

（ブラウン管）やビデオ等の映像機器、または PC-6001とそれらに関連する機器であるが、「PC-8000

シリーズの応用形態とシステム構成」の中で、パーソナルコンピュータは一人一台ではなく、一家に

一台、他の電気製品をコントロールする役割を振られるのではないか、ということが図示して説明さ

れている(5, p.38)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC-8001などのパソコンにこのような機能が実装されることはなく、またパソコン開発者も意識

していなかったと思われるが、「家庭内にパソコンが普及した形」を対外的に示す場合に、パソコ

ンが家庭内の家電製品を統合的に管理するという構想が持ち出された。 

 

3) 科学技術庁 

 科学技術庁資源調査会による『ホームエレクトロニクス導入の未来像』は、第 2章から第 3章にか

けては既存の家電製品・電気通信技術の動向を分析しており、続く第 4章では 21世紀前半（2010年

頃）までの日本の社会情勢の変化についての予測、そして第 5章でホームエレクトロニクスが実現し

た家庭の様子が図を用いて解説されている(7,p.93)。掲載しているのは図版の一部だが、電気学会に

掲載された、郵政省の図版と内容は似ている。 

 左上はキッチンで、調理環境をコンピュータが整えており、食品宅配システムや掃除ロボットも見

られる。右上ではデジタル公衆回線を介して医療機関を受診、介護ロボットが置かれている。 

左下は子供部屋で、娯楽のため

のコンピュータの他、やはりデ

ジタル公衆回線によって在宅で

教育を受けている。 

右下は育児を行っており、エア

コンらしき室内環境コントロー

ルシステム、対話形式らしき育

児相談システム（デジタル公衆

回線の記述がないため、ソフト

ウェアであると思われる）が描

かれている。 
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 第 6 章「ホームエレクトロニクスの将来動向」において、これらが実現する可能性に一応は言及し

ているものの、電気学会の記述と比べると既存の技術に対する分析が非常に弱い。これらのシステム

が実現するには、ある程度の速度を保証するデジタル通信網の普及が前提であるように思われるが、

その点について何も述べられていない。 

 

3. 総括 

 HA ならびに HE は、1980 年代の日本において、家庭にコンピュータが導入された未来の姿を表現

する語として用いられていた。そこでは高速な通信回線によって双方向性のあるコミュニケーション

が一般化して、在宅での仕事、教育、医療機関受診などが可能になると考えられていた。現にパーソ

ナルコンピュータが日本の家庭に入り込みつつあったことから、パーソナルコンピュータがそれらの

端末として用いられる、他の家電製品を制御するような中枢を担うことも期待されていた。 

 電気学会が『ホームエレクトロニクス』で取り上げたようなデジタル通信網はいずれも実験的なも

のに留まったためか、1988 年の科学技術庁の将来予測は非常にあいまいなものになっている。1990 年

代になり、インターネットが日本に普及したことにより、HA で語られた家庭の情報化の一部は実現し

たとも言えるが、家庭内のすべての電子機器を統合して管理するようなコンピュータは現れてはいな

い。 

 

注釈 

1) 今日において、HE は「家電製品」を意味する語として使われることがあるが、後述の通り、1980 年代当

時には HA と同義の語として用いられていた。 

2)図は筆者が作図したもので、罫線の有無などに微細な違いがある。 

3)半導体集積回路販売事業部に置かれたマイコン販売部を前身とする。 
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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 11集及び第 25集を中心にして– 

 

○亀井 修* 

* 会員，独立行政法人 国立科学博物館，kameio@kahaku.go.jp 

 

1. はじめに 

独立行政法人国立科学博物館産業技術史資料情報センターは 2002（平成 14）年 6 月に設置され

た。産業技術史資料情報センターは，業界団体や企業，学会等と協働して日本の産業技術におけ

る技術開発について調査・研究してきている。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。2018（平成 30）年 3 月末現在で 105 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 11 集及び第 25 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 11 集では金型技術 3)を扱った。第 25 集ではコンパクトディスク 4)，石英系光ファ

イバ技術 5)，抗菌薬 6)，及び 35mm 小型精密カメラ 7)を扱った。 

1) 金型技術 

金型とは材料の塑性または流動性の性質を利用して材料を成形加工して製品を得るための主と

して金属材料を用いて造った型の総称である。ここではプレス用金型の「モーターコア打抜き金

型」に焦点化されている。モータは身の回りでも産業現場でも欠くことのできない動力装置であ

る。日本の世界トップレベルの生産台数のモータ生産を支えたのが高品質の金型とその金型を大

量供給してきた金型メーカである。1895年頃の国産の誘導モータ初出と同じ時期には金型製造も

始まっている。当初はワンロット抜きノッチング金型（1スロットずつスロットの数だけ回転して

打抜いて 1枚のロータコアとステータコアを得る）であった。1927年頃からワンスタンプ金型

（総抜き型，1回の打抜きで 1枚の各コアを生産する）の製作が始まった。研削盤など金型製作の

工作機械が導入され始めたが，コアの寸法を決定するパンチやダイの仕上げ加工までは行えなか

った。そのため熟練工のヤスリ，ノコ，タガネなどの手作業で仕上げられた。刃物の硬度を上げ

るための熱処理による変形を予想して工作することが職人としての腕の見せどころであった。

1950 年代半ばに入ると高度成長時代と共に家電ブームが訪れ，大量消費の時代へと変わってい

く。金型も大量生産に耐える技術開発が求められた。耐久性の高い金型の開発，精度の向上，生

産性の向上，自動化を目指す開発などが行われた。順送金型はロータコアとステータコアを 1台

の金型と 1台のプレスで生産でき，生産性の大幅な向上を実現した。現在でも大型のモーターコ

アや生産数量の少ないモーターコアを除いたほとんどのモーターコアがこの順送金型で生産され

ている。熱処理後総研削の順送りスチール金型は 1研削当たりの打抜き枚数が 50,000 枚程度であ

った。1950年代終わりには，硬度や耐摩耗性が高い超硬合金を加工する研削技術が開発された。

ダイヤモンド砥石による研削加工方法による超硬金型は 1,000,000枚を打抜くことができた。超

硬金型の開発は家電ブームに必要なモーターコアの大量生産を可能とした重要な技術のひとつで

あった。1970年代から 1990 年代にかけては，生産性や品質を向上させる自動積層順送金型，回転

積層金型，自動積厚制御装置，レーザを使った積層順送金型，金型内自動接着順送金型が開発・

実用化された。1990年代には景気・為替の変動や市場のグローバル化などにともなう生産工場の
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海外移転が進んだ。金型も輸出から現地調達へと変化した。中国などの新興諸国の金型メーカの

技術向上は価格競争を余儀ないものとした。コストだけでなく総合的な技術や品質での差別化を

目指し，モーターメーカと協力した新モータや金型の技術開発が行なわれている。 

2) コンパクトディスク 

1968 年，最初のデジタル録音機がＮＨＫ技術研究所で一般公開された。デジタルマスター音源

の確保・蓄積に大きな役割を果たすデジタルオーディオ(DA)技術の開発はコンパクトディスク(CD)

に 10 年以上先行していた。1979 年，オランダ・フィリップス社が CD の原型となる試作機を持っ

て来日してソニーと協定を結んだ。1980 年６月までにソニーとフィリップスによって CD システ

ムの技術内容や商品コンセプトが固められた。1981 年４月サルツブルグ，６月ニューヨーク，10

月東京で発表された。1982 年秋に商品化され，1985 年以降本格的な普及期を迎えた。CD-DA 技術

の開発にあたってのソニーとフィリップス両者の技術的貢献は平等であった。CD ファミリーはオ

ーディオを扱う CD-DA をもとにした規格によって拡張された。1980 年代初めのレーザーディスク

(LD)から CD ビジネスは始まった。1982 年秋，民生用 CD-DA プレーヤが発売された。1985 年，音

声ではないデジタルデータに対応した CD-ROM が登場した。CD-ROM はコンピュータとの高い親和

性と安価な記録媒体で普及した。1986 には対話的環境を構築する CD-i が登場した。1989 年，CD

互換性の書込み可能メディア CD-R が登場した。当初は不正コピーの観点で嫌われたが，利便性が

受け入れられ広く普及した。記録容量を CD-ROM 約 780MB，DVD 約 4.7GB，BD 約 25GB とバリエ

ーションを拡げ，音声，ゲーム，電子出版，カーナビ，映像などへと活用が拡がった。形ある音

楽メディアとしては CD-DAに代替するものは普及していない。 

3) 石英系光ファイバ技術 

1966年，英国 STL（Standard Telecommunication Laboratories）の S.C. Kao が長距離伝送媒

体としてのガラス光ファイバの可能性を指摘した。1970年，米国 Corningが光ファイバ（20dB/km

＠0.6328μm波長）を発表した。1971年，NTT（当時・日本電信電話会社）が光ファイバの研究を

開始した。1974年，AT&Tの Bell研究所が MCVD（Modified Chemical Vapor Deposition）法によ

る石英系光ファイバ（1.1dB/km＠1.02μm）作製を報告した。1975年，NTTは電線３社（住友電

工，古河電工，藤倉電線）との共同研究体制を整え，まずは MCVD法を改良して石英系光ファイバ

の長波長帯（1.3μmと 1.55μm）開拓と極低損失化（0.2dB/km＠1.55μm）に進め，さらに日本発

の量産製法 VAD（Vapor-phase Axial Deposition）法の確立に成功した。現在，世界の光ファイバ

の約 60％（日本では 90％以上）が VAD法を基本として製造されている。光ファイバ作製技術の進

歩と同期して通信用半導体レーザや光ファイバを実際の伝送路として使うために必要な技術群

（光ファイバ接続，ケーブル構造，布設工法等）などの開発が進められた。1981 年，NTT公衆通

信網への多モード光ファイバ通信システム（32Mb/sと 100Mb/s）の導入が行われた。1985年 2

月，世界初の本格的な単一モード光ファイバ通信網である VAD単一モード光ファイバによる日本

縦貫光ファイバ幹線網（旭川から鹿児島まで 3,400km長，400Mb/s）が開通した。その後も，半導

体レーザの高性能化と単一モード光ファイバの波長分散制御を含む時分割多重（TDM: Time-

Division Multiplexing）方式の進歩，光ファイバ増幅器の開発と波長多重（WDM: Wavelength-

Division Multiplexing）方式の導入，さらに最近のデジタルコヒーレント方式の導入に支えられ

た光通信技術の進展は目覚しく，今日では光ファイバ１本当りの伝送容量が 10Tb/s（100Gb/s×

100 波長）級の幹線系システムも商用化されている。これは 1981年の容量（100Mb/s）に比べて５

桁の向上となる。2001年の米国での ITバブル崩壊を横目に，PON（Passive Optical Network）方

式による FTTH（Fiber To The Home）サービスが幹線系に比べて経済化要求が厳しいアクセス系で

本格スタートした。2005年，光ファイバの世界需要が快復し，現在に至るまで順調に成長が続い
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た。2017年度末には日本の FTTH加入者数は約 3,000万となった。ユーザ直近の無線区間を除け

ば，スマートフォンなどが接続する携帯電話網でも光ファイバが回線を担っている。 

4) 抗菌薬 

抗生物質は微生物により生産される微生物の発育を阻止する物質と定義される。抗菌剤は化学

合成法により感染症の治療を目的として創られた物質であり，広義には抗生物質を含む薬を表わ

す。ここでは，抗ガン剤や抗ウイルス剤は除き，主に細菌（病原菌）に対する薬を対象としてい

る。20世紀の半ばまで，病気と言えばそのほとんどが感染症の事であった。病は高い確率で死に

至った。抗生物質・抗菌薬は感染症を根本から治療することができた。深刻さが注目されている

がんや心筋梗塞あるいは生活習慣病も，抗菌薬による人類の歴史的長寿化がもたらしたとも考え

ることができる。報告書の第 2章から第 6章では，2.感染症の歴史及び社会的背景（日本：江戸

後期以降），3.目に見えぬ物との闘い（微生物の狩人），4.魔法の弾丸を求めて（化学療法の開

拓者），5.奇跡の薬（ペニシリンの発見および再発見），6.白いペスト・結核との闘いといった

各章の題目に表わされた背景と創製された薬剤や技術が時系列でまとめられている。第 7章では

各論として，①抗生物質・合成抗菌剤をアミノ配糖体抗生物質（水溶性塩基性抗生物質），②マ

クロライド系抗生物質，③キノロン系抗菌薬，④βラクタム系抗菌薬（ペナム系，カルバペネム

系，βラクタマーゼ阻害薬など），⑤βラクタム系抗菌薬（セフェム系抗菌薬），⑥その他の抗

菌薬といった 6つのグルーブで個々の薬剤の開発経緯と日本の研究者が果たした役割，更に耐性

菌と技術開発／利用の問題についての記述がある。 

5) 35mm小型精密カメラ 

本報告はライカ以降の 35mm フォーカルプレーンシャッター機に限定して技術開発の歴史を，

著者のカメラの設計・製造の現場に関わった経験を基にした分析を含めて記述されている。カメ

ラ本体の開発しも写真の歴史と同じ 200 年に及ぶ年月を重ねている。初期のカメラは現代のよう

な精密機械ではなかった。1914 年頃，オスカー・バルナックが作った 35mm フィルムを使うカメ

ラが歴史を変えた。第一次大戦後，ライカの名で市販されたカメラは当時の常識から外れた精密

感，携帯性，操作性のよさで広く使われるようになった。誕生から 100 年以上経過した今日にお

いてもデザインや技術に大きな影響を残している。他社も対抗機種でライカに追随した。光学業

界の最大手カール・ツァイスのコンタックスがライカと競合することで技術が発展した。第二次

大戦は小型の光学兵器としてのカメラの進化に大きな影響を与えた。大戦中は光学兵器の生産で

技術が蓄積された。その技術は戦後の生産再開，あるいは光学兵器産業からの転進，新たにカメ

ラ生産を試みる者などにつながった。日本では小型精密機器への嗜好や，資源小国ではカメラの

ような付加価値の高い工業製品の製造が望まれていたという側面もあった。朝鮮戦争での特需で

は小型精密カメラの生産で先頭のドイツに迫ったが，1954 年のフォトキナでのライカ M3 の登場

にほとんど全ての性能で数歩先行される現実を見た。時期を同じくして 35mm 小型精密カメラの

主流がライカのようなレンジファインダー機から一眼レフ機へ変った。発祥の欧州での一眼レフ

の欠点を克服する開発は遅々としていた。日本では一眼レフに必要な巧妙な機構の技術開発は大

きく進んだ。様々な欠点を独創と努力でクリアして，低価格，高品質の製品の供給に成功した。

その過程では，国内でも独創性や開発力の劣る多くのメーカが淘汰された。1960 年代には西ドイ

ツを抜いてカメラ産業の世界トップシェアとなった。一眼レフの諸機能の進化と発展，特に自動

化機能への流れについては日本が先導した（第 6 章）。日本の開発による縦走りシャッター，小

型化，自動露出，AF などの技術はデジタルに移行した今日においても用いられている。 

3. 傾向と考察 

モーターコア打抜き金型を中心とした金型技術は，モータ技術の改善とともに発達し，家電の

大量生産／大量消費とともに質量ともに世界のトップレベルとなった。マザーマシンや総合的な
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設計・製作技術，モータそのものの進歩とも密接な関係が見られた。CDは当初は DA用として企画

されたが，ICTの発達で開発意図を超えて広く用いられる媒体となった。半導体レーザ技術や，光

学技術，制御技術などの発達により記憶密度を上げ，広い用途で汎用的に用いられるようになっ

た。石英系光ファイバ技術は当初不可能と考えられていた技術を実験的手法で知見を積み重ねる

ことによって実用化したものである。技術開発の過程で得られた知見の一部を体系化することに

より科学が形成され，それが技術開発を加速する過程が示されている。現在の安価で大量に提供

される回線はこの技術によってもたらされた。その一方でこの技術が担うはずだった固定電話は

収束に向かった。抗菌剤の技術の関心は，当初は開発の問題だったのが，経済環境や人々の意識

などの変遷により経済や使用の問題へと変化した。技術開発と経済と人命の関係を考える上での

課題を分かり易い形で示唆している。35mm小型精密カメラでは，技術開発とイノベーションが直

結していた時代の状況が，ライカと一眼レフのインベンションがもたらしたインパクトから描か

れている。技術革新がイノベーションに直結しない時代の技術者の視点からうらやむ気持ちも感

じられる。 

これらの技術開発の傾向を整理して単純化して 2017年度にも提案した層序的整理と羅生門的整

理にあてはめた。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流れは，光ファイバ

の開発過程の一部に見られた。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された流れは，金型技術，CD，石英光ファイバ，抗菌薬，小型カ

メラいずれの技術分野でも見られた。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。今回系統化調査が対象とした技術分野でも，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

られた。今回の技術分野でも日本の製造業が農業と同じような保護産業化している様子が感じら

れた。もちろん農業におけるブランド果実のように国際競争に耐える分野もまだ多い。その一方

で稲作の様に 7～800％といった高率関税がなければ立ち行かなくなるのではないかといった思い

を感じる分野も見られた。国際分業についても，かつての欧米がそうであったように日本も技術

や知財の持ち出しが多くなる段階に到達している。これを危機とみるか，日本のものづくりへの

価値観をより広く世界に拡げるチャンスとみるか，対応の考え方は多様化している。 

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. 
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 6) 草間健，「抗生物質・抗菌薬創製技術の系統化調査」，国立科学博物館技術の系統化調査報告書，第 25 集, pp.207 - 
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我が国の産業技術振興に及ぼした(旧)通商産業省工業技術院研究所の役割(I) 

 
小林直人 naoto.kobayashi@waseda.jp 

会員 早稲田大学研究戦略センター 

 

1. はじめに 

1882年(明治 15年)創立の地質調査所に始まる(旧)通商産業省工業技術院研究所群は、2001年(平成

13年)に独立行政法人・産業技術総合研究所(現在は国立研究開発法人)に統合されたが、国立試験研究

所として我が国や地域の産業振興のために大きな役割を果たしてきた。本稿ではそれらの研究所群全

体の歩みを概観した後、筆者が在籍した電子技術総合研究所の前身である電気試験所と、物質工学工

業技術研究所の前身の一つの東京工業試験所について、第 2次世界大戦以前の特徴的な研究成果とそ

の意義を述べる。 

2. (旧)工業技術院研究所群の歩み 

図１に(旧)通商産業省工業技術院に連なる各研究所の創立以来の変遷を示す［1］。これらのうち、

地質調査所(1882年(明治 15年))、電気試験所(1891年(明治 24年))、工業試験所(1900年(明治 33

年)、1918年(大正７年)、東京工業試験所と改称)、中央度量衡器検定所(1903年(明治 36年))はそれ

ぞれ明治時代に設立されている。また電気試験所が逓信省に設置された以外は農商務省に設置され

た。これらは当時我が国の近代化にとって必要な産業に関連した試験研究所群である。この時代は正

に 1880年代後半から 1900年代中頃にわたる我が国における産業革命の時期と軌を一にしていると言

えよう。 

 大正期には絹業試験所(1918年(大正 7年)、後に繊維高分子材料研究所)、臨時窒素研究所(1918年

（大正 7年）設立、1928年(昭和 3年)に東京工業試験所に吸収）、燃料研究所(1920年(大正 9年)、

後に公害資源研究所)が設立されるとともに、大阪市に大阪工業試験所(1918年(大正 7年))が設立さ

れ、陶磁器試験所(1919 年(大正 8年)、後に名古屋工業技術研究所に統合)が京都市陶磁器試験所から

農商務省に移管され、東京以外にも試験所が設けられるようになった。 

 さらに昭和期に入ると、仙台市に工芸指導所(1928 年(昭和 3)、後の製品科学研究所)が、東京に機

械試験所(1937年(昭和 12年))が設置された。また 1940年(昭和 15年)に大蔵省に酒精研究所が設置さ

れ、その後商工省に移管さ

れた後、発酵研究所として

独立した。 

 これらの研究所群は第２

次世界大戦後には、商工省

工業技術庁を経て通商産業

省工業技術院に統合され

た。その後、さらに地域工

業試験所(名古屋工業技術

試験所 (1952 年 (昭和 27

年))、北海道工業開発試験

所(1960年(昭和 35年))、九

州工業技術試験所(1964 年

(昭和 39 年))、四国工業技

術試験所(1967 年(昭和 42

年))、中国工業技術試験所

(1971年(昭和 46年))が設立

された。これら 15研究機関

は 2001 年(平成 13 年)に、

独立行政法人・産業技術総

合研究所に統合された。 図 1(旧)通商産業省工業技術院研究所に連なる各研究所の変遷 
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3. 電気試験所の戦前の概要と特筆すべき成果 

1) 概要［2−4］ 

  1891年に逓信省電務局内に電気試験所(以下、電試と略記)が設置されたが(注１)、その所掌業務は

(1)電気試験、(2)電気事業監督、(3)機械器具修繕•新調、(4)電報送受の正否及び電報料収納の当否、

であった。20 世紀に入ると電気・電力の学術的研究が大きく明確化され、行政監督、行政事務等は、

これを所掌する別の行政機関に順次引き継がれ、電試は電気に関する純粋の試験研究機関として、

益々高度化する電気技術の研究に力を尽くしてきた。この間、我が国の電気通信ならびに電力事業は

大きな発展を遂げている［2］。 すなわち電試は我が国の産業革命の初期に創設され、それが終了するま

で主として検査検定、普及、監督などの国家的役割を中心に行ってきたが、その後は主力を電信、電気、電

力に関する研究業務に移し 、幅広い産業振興に資する研究開発を行ってきたと言えるであろう。 

2) 無線研究［2−10］ 

 浅野応輔は電試初代所長として 1897 年台湾海峡海底電信敷設

工事、同年日本最初の無線電信実験、1903 年水銀検波器の発

明、電気単位の制定、など多くの業績を残した［5］。浅野の命

を受けた松代松之助が 1895 年のマルコーニの無線電信成功のわ

ずか 2 年後 1897 年に、月島海岸と金杉沖の船舶間約 1.8km の距

離の無線通信を成功させたことは特筆に値する［2,6］(図２参

照)。この技術は海軍に受け継がれて 34 式、36 式などの実用無

線機を生み出し、1904 年には全軍艦に無線装置が装備され、翌

1905年 5月 27日の日本海海戦の際哨艦信濃丸が「敵艦見ゆ」を

発信したことは有名である。なおこの海軍 36式無線機は 1904年

に安中電機製作所(現アンリツ(株))が製作したものである

［8］。また 1908 年には、わが国最初の銚子無線電信局が開局

している。この無線電信実験の特徴は、(1)当初から自らの手で

短期間に装置をくみ上げ基礎的実験を実施、(2)僅かな期間で軍

用に実用化、(3)その後商用化へ自主技術を継承・発展、(4)国

際的発信力の確保、とされている［6］。 

 その後 1912 年には鳥潟右一が横山英太郎、北村政治郎と

ともに火花発振法による「TYK式無線電話器」(図３)を発明

した［6,9］。ここで使用された火花発振法は、鳥潟らが発明した独

創的なもので、直流電圧で蓄電池を充電し１秒間に 2〜5 万回の割合

で放電させ持続波を発生する方式であった。鳥潟はそれ以前に「斑

銅鉱と紅亜鉛鉱」を摘出し、それを使用した「鉱石検波器」及び

「タンタラム検波器」を発明している。TYK 式無線電話器ではこの

両者の検波器が受信器として使用され実用に供された。最初の通話

試験は同年 5 月 23 日、木挽町の電試と芝の逓信省官吏練習所との約

1.5km の距離で行われた。本技術は英国、米国、ドイツ、フランス

等の外国特許を取得しただけでなく、鳥潟らは欧米各地で立会実験

を行い、我が国技術の海外紹介に貢献するとともに大きな注目を集

めることとなった［9］。 

 なお、その後鳥潟らは電話線路に高周波を通ずる多重無線電話(無

線式有線電話)の開発(1917 年)、無線電話同時送受方式の世界初め

ての成功(1917 年)、電力線搬送の実施(1918 年)など、多彩

な成果をあげている。 

図 2. 松代松之助が使用した無線電信装置 

上が送信機、下が受信機［６］。 
 

図 3. TYK型無線電話(郵政博物館)［10］ 
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4. 東京工業試験所の戦前の概要と特筆すべき成果 

1) 概要［11−13］ 

 東京工業試験所(以下、東工試と略記)の前身である工業試験所は、1900 年に我が国の化学工業の進

歩発達を図ることを目的として設立された。当初は一般化学分析試験・鑑定(１部)、化学工業に関す

る試験・研究(2 部)が所掌業務であったが、後に窯業に関する試験・研究(3 部)、色染に関する試験・

研究(4部)が追加された。20世紀になって電気化学工業が欧米諸国で飛躍的に発展したが、我が国には

豊富な電力があるため本工業は我が国に最も適した工業と位置づけられ、東工試に第５部を増設して

この試験研究を所掌することになった。その後、窒素利用が産業上の大きな課題となったため次節に

述べる臨時窒素研究所でアンモニア合成等の試験研究を進めた。その後、それを受け継ぎ第６部で高

圧化学工業の業務を行うこととなった。このように東工試は当時の国内外における化学工業の激しい

動きに対応して業務を拡大してきた。 

2)臨時窒素研究所および東工試におけるアンモニア合成［14−17］ 

 1909年すでにドイツのフリッツ・ハーバーが空中窒素の固定化によるアンモニア合成に成功してい

た。我が国はこの技術の重要性に鑑み、1918年に臨時窒素研究所を設立した。ここでは横山武一らの

アンモニア合成装置開発、柴田勝太郎らの触媒開発(特許 79899号、1933年)などの多大な苦労の末

に、国産技術として初めて 1927年アンモニア合成に成功した。その後 1928年に同研究所は東工試の

第 6部となったため、このアンモニア合成法は「東工試法」と呼ばれている。昭和肥料(現昭和電工)

は、1929年に東工試よりアンモニア合成法特許権および成果を継承し、1931年春にこの合成技術を活

用してアンモニア及び硫酸アンモニウム(硫安)の企業化に成功した。当時のこの合成硫安製造能力は

年に 15万トンに達し、他の方法による生産量を大きく凌駕していた［14,15］。 

 図 4に示すのは柴田らが開発した触媒(Fe3O4に Al2O3 (4‒5％)，K2O(0‒4％)を混ぜて溶融，細かく砕

いてふるいわけしたもの)である［15-17］。亀山は「「東工試法」アンモニア合成の企業化は我が国

の近代化学技術の外国からの離脱とともに国産技術に対する自信を与え，その後のメタノール，尿

素，人造石油，ポリエチレン等の近代化学工業の創出・発展を主導したものとして高い評価が与えら

れている」と記している［14］。本件は(１)窒素製造装置を除いて国産技術で開発されたこと、(２)

昭和肥料によって商業化されたこと、(３)その後の我が国の電気化学工業の礎を築いた、等が特筆す

べき成果であると言えよう。 

5. 考察 

 旧工業技術院に連なる試験研究所は、我が国が重要視する産業の発展に資する検査検定、試験、行

政監督・事務等が第一の業務であったが、その一方で世界をリードする

新産業創出への貢献が望まれて来た。上記の事例は正にその後者に極め

て相応しい例であると言えよう。 

 国立試験研究所の産業上の使命は次の 4 点に集約できよう。すなわち

優先度が最も高いのが (1)「国家的(社会的)ミッション」の達成であ

る。当時は欧米の産業革命に大幅に遅れて近代化を図るために、早急な

キャッチアップが国家的ミッションであった。上記の例では、日本の産

業技術の黎明期にあって無線研究やアンモニア合成のように逸早く欧米

の研究成果を取り入れた実証実験の実施や国産技術の開発がその好例で

ある。その次が (2)「組織研究のミッション」である。大学での研究と

は異なって国立試験研究所では組織研究が求められ、これによって骨太

の技術基盤の形成が期待される。上記の電試においても東工試において

も、それぞれ着実な組織研究およびそのマネジメントが行われ

た。臨時窒素研究所の設置もその好例であり、また大型の実験

設備などの建設・利用などもこの範疇に入るであろう。 

図 4. アンモニア合成用触媒［16］ 
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 さらに次は、(3)独創的な研究成果を創出する「独創性のミッション」である。上記の例では、鳥潟

らの TYK無線研究において「直流電圧充電を用いた火花放電発生による持続波発生」が極めて独創的で

あり、「東工試法」アンモニア合成では柴田らによる新触媒開発も独創的成果の好例である。 

 最後に(4)「知識および技術移転のミッション」がある。これには組織連携および人の交流が重要な

役割を果たしている。初期無線研究において松代松之助はその後海軍の嘱託となり木村駿吉らとの連

携による海軍での技術開発を行い、その技術はその後安中電機製作所に引き継がれ、同社は唯一の無

線通信機製造会社となった。また TYK 無線電話も同製作所により、1914 年に世界最初の無線電話の実

用化となる三重県鳥羽・答志島・神島間での船舶の監視に利用された。この事業は翌 1916 年逓信省直

轄事業としてサービス開始となった［8］。 

 一方、「東工試法」アンモニア合成技術では、1929 年に東工試の横山武一らが昭和肥料に移り、同

社川崎工場での国産初の硫安製造の成功に大きく貢献した。この技術が実用化された後、同社におい

ては順調に生産が進展し、1943年まで年間ほぼ 17万トン(シェア 20％以上)の生産量を維持し、戦後も

業務再開後 1972年に合成硫安生産が停止されるまで、毎年約 20万トン以上の生産が行われた［17］。 

6. まとめ 

 本稿では、我が国の産業技術振興に影響を及ぼした例として特に電試と東工試の研究成果とその普及

例を紹介した。これらは我が国の産業技術の黎明期における極めて特徴的な成果であり、今まで続く

国立試験研究所の役割を典型的に示した例であろう。翻って現在では公的研究所の社会的ミッション

はイノベーションの創出であろうが、その他の役割については大きな相違はないように思われる。今

後引き続き他分野の例も紹介するとともに、より詳しい考察を行っていく予定である。（注 2） 
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