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2011年度通常総会・研究発表会開2011年度通常総会・研究発表会開催催
2011年2月5日（土）ホテルグランドヒル市ヶ谷で

期日　2011（平成23）年2月5日（土）　13：00～17：00
会場　ホテルグランドヒル市ヶ谷“真珠の間”
　　　〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町4－1

1．2011年度通常総会
（3階“真珠の間”）　13：00～13：50（司会：新井宏理事）
　　　開会の辞
　　　会長挨拶
　　　名誉会員証ならびに感謝状授与
　　　議長選出
　　　議事録署名人選出
　　　議案：第1号議案　2009、2010年度事業報告 （報告：黒須茂事務局長）
　　　　　　第2号議案　2009、2010年度収支決算報告（同）
　　　　　　第3号議案　2011、2012年度事業計画（案）（同）
　　　　　　第4号議案　2011、2012年度収支予算（案）（同）
　　　　　　第5号議案　会則改正　（同）
　　　　　　第6号議案　役員改選
　　　新会長挨拶
　　　閉会の辞（小川実吉理事）
　　　写真撮影

□第1号議案
2009年度事業報告
1．会員数（2009年12月31日現在）
　　正会員154（△9）、賛助会員1、名誉会員2、客員会員4、計161
2．役員（理事16、監事2）
　　会長1、副会長3、理事12、監事2
3．会議
　（1）通常総会
　　2年ごとの通常総会を2009（平成21）年2月14日（財）主婦会館「プラザ・エフ」で開催し、
　　次の議案を審議・承認可決した。　

総会のようす

挨拶する内川恵三郎会長

名誉会員証・感謝状授与
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　　「構成員165名、出席者30名、委任状52名、計82名参加（1/3以上）」
　　1）第1号議案　2007年度・2008年度事業報告
　　2）第2号議案　2007年度・2008年度収支決算の承認
　　3）第3号議案　2009年度・2010年度事業計画（案）の承認
　　4）第4号議案　2009年度・2010年度収支予算（案）の承認
　　5）第5号議案　役員改選

　（2）理事会（2回）
　◇第1回理事会　2009年1月31日（土）　於：学会事務室
　　　理事総数17、出席理事12、委任状4、出席者計16、出席監事1
　　　議事内容＝①総会、研究発表、懇親会　②会議案書　③役員改選　④感謝状の贈呈　
　　　⑤総会時の役割分担　⑥各部報告　⑦ロゴマーク　⑧寄付金　⑨その他
　◇第2回理事会　2009年4月11日（土）　於：学会事務室
　　　理事総数17、出席理事12、委任状3、出席者計15、出席監事2
　　　議事内容＝①総会、研究発表（2/14）、会計報告　②役員の業務分担　③著作権協会及び
　　　国立情報学研究所担当　④計量史をさぐる会2009の開催地　⑤計量史をさぐる会の参加費
　　　及び計量史研究の頒布価格　⑥ロゴマークの薄謝　⑦各部報告　⑧その他

　（3）運営委員会（4回）
　◇第1回運営委員会（2009年6月6日（土））　於：学会事務局（出席者12名）
　　　議事内容＝①計量史をさぐる会2009の準備進捗状況　②各部報告　③オーラル・ヒストリー
　　　計画　④日本学術会議協力学術団体申し込み　⑤国際科学史会議　⑥その他
　◇第2回運営委員会（2009年8月12日（金））　於：学会事務局（出席者12名）
　　　議事内容＝①事務局報告（会員の移動状況等）　②計量史をさぐる会（2009）の研究発表応募
　　　状況　③計量史をさぐる会（2009）の開催案内　④各部報告　⑤その他
　◇第3回運営委員会（2009年10月3日（土））　於：学会事務局（出席者12名）
　　　議事内容＝①事務局報告（会員の移動状況等）　②計量史をさぐる会（2009）のスケジュール
　　　など　③各部報告　④その他
　◇第4回運営委員会（2009年12月5日（土））　於：学会事務局（出席者13名）
　　　議事内容＝①事務局報告（計量史をさぐる会開催結果報告等）　②各部報告　③その他

4．事業関係
　（1）研究発表及び史料の展示
　2009（平成21）年2月14日、（財）主婦会館「プラザ・エフ」で総会後開催し盛大に行われた。
　参加者40名、懇親会35名
　　　［研究発表］
　① 「来日ドイツ人リッテルの講義（明治7年刊行）で扱われた計量」　（高田誠二）
　② 「江戸時代における＜密度＞概念の変遷と享保改革」　（中村邦光）
　③ 「幕末の尺度問題について」　（山田研治）
　④ 「紀州枡に関する実測結果」　（大網功）
　⑤ 「山田研治コレクション古分銅の測定」　（根津嘉明）
　［史料展示］会員の横山進氏が収集した「地券之證」等数十点展示
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　（2）計量史をさぐる会2009
　　　　　日時　　2009（平成21）年10月16日（金）13：30～
　　　　　場所　　株式会社イシダ滋賀事業所テクノビル8階「参加者27名」
　1） 工場見学：ビデオで会社・製品紹介、工場見学
　2） 研究発表　14：30～
　　① 祇園祭山鉾重量測定（福井貫二、中村文一、小野敏郎）
　　② 古墳の長さの計量単位（岩田重雄）
　　③ 第3回国際科学史会議―計量史セクションT36―（松本栄寿、黒須茂）　
　　④ 江戸時代の地方枡に関する実測結果（2）
　　　―弥惣枡と備前枡について―（大網功、黒須茂、小宮勤一）　　　　　
　　⑤ 両替商の天秤株と鑑札―民俗学的アプローチから―（山田研治）
　　⑥ ボルダの振子を追って―コインシデンス法とその発展―（黒須茂）
　3） 懇親会：クサツエストピアホテル2階「瑞光間」18：00～
　　　　　　　参加者32名
5．機関紙の発行　　　
　　　「計量史研究」　Vol.31 No.1（36）  2009.4.10　A4　300部発行
         （論文4、研究ノート1、資料等　A4　160ページ）
　　　「計量史研究」　Vol.32 No.2（37）  2009.11.10　A4　270部発行
          （論文、研究ノート1、資料等　A4　174ページ）
　　　「計量史通信」No.6３　2009.6.20発行　  270部発行
                    　　　  No.6４　2009.12.20発行　270部発行

2010年度事業報告
1．会員数（2010年12月31日現在）
　　正会員155（＋1）、賛助会員1、名誉会員2、客員会員4、計162
2．役員（理事15、監事2）
　　会長1、副会長3、理事11、監事2
3．会議
　（1）理事会（1回）　
　◇第1回理事会　（2010年7月17日）日本計量会館（学会事務局）
　　①入退会者　②2009年度事業報告　③2009年度一般会計収支報告　④監査報告　
　　⑤計量史研究関係　⑥著作権アンケート回答　⑦計量史通信関係　⑧ホームページ関係　
　　⑨その他　
　（2）運営委員会（4回）
　◇第1回運営委員会（2010年4月24日）日本計量会館（学会事務局）
　　①入退会者　②著作物のホームページ掲載の権利委託アンケートの取扱　③オーラル・ヒスト
　　リー実施計画、予算　④「計量史をさぐる会2010」実施計画　⑤中国吉林省に計量博物館新設
　　ならびに解説セレモニーへの募集　⑥科学雑誌「サイエンス･ウィンドウ」より取材要請⑦計量
　　史発展に関わる機関の顕彰委員会の検討　　⑧その他
　◇第2回運営委員会（2010年7月17日）日本計量会館（学会事務局）
　　①入退会者　②高齢者に対する年会費優遇処置　③事務局宛のメールの転送取り扱い　
　　④会員名簿の整理　⑤オーラルヒストリーの実施報告　⑥「計量史をさぐる会2010」プログラ
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　　ム決定　⑦「計量史研究」関係　⑧「計量史通信」関係　⑨計量史学会への功労者、計量史発
　　展に関わる機関の顕彰について　⑩科学雑誌「サイエンス･ウィンドウ」に高田誠二氏による記
　　事「メートル誕生物語」掲載　　⑪その他
　◇第3回運営委員会（2010年9月18日）日本計量会館（学会事務局）
　　①入退会者　②「計量史をさぐる会2010」実施計画　③「2011年度日本計量史学会通常総会
　　ならびに研究発表会」の実施計画　④オーラルヒストリーの今後の予定　⑤会員増強のための
　　宣伝活動　⑥計量史学会への功労者、計量史発展に関わる機関の顕彰について　⑦「計量史研
　　究」関係　⑧「計量史通信」関係　⑨天野清遺稿の目録作成計画　⑩科学雑誌「サイエンス･　
　　ウィンドウ」にともなう上納金が高田誠二氏より寄付　⑪その他
　◇第4回運営委員会（2010年11月13日）日本計量会館（学会事務局）
　　①入退会者　②「計量史をさぐる会2010」実施報告　③「2011年度日本計量史学会通常総会な
　　らびに研究発表会」の実施計画　④オーラルヒストリーの今後の計画　岩田重雄氏のオーラル
　　ヒストリーは「計量史研究」（Vol.33 No.1 ）に掲載予定　⑤会員増強のための宣伝活動　⑥計量
　　史学会への功労者、計量史発展に関わる機関の顕彰について　文化財保護の立場から｢計量技術
　　遺産｣を指定する検討委員会の設置の提案　⑦「計量史研究」関係　⑧「計量史通信」関係　⑨
　　一般社団法人設立に向けて検討委員会の設置の提案　⑩その他

4.事業関係　　
　　　計量史をさぐる会2010
　　　　　日時　　2010年10月1日13：00より
　　　　　場所　　日本電気計器検定所　本社　第1会議室
（1）見学　　13：05～14：00
　　　展示室（電気計測器資料室）および電気メータの検定室
（2）特別講演　　14：05～14：50
　　「日本電気計器検定所の現況」　理事長　山下弘文
　　「日本の電気計器の歴史」　山田宏
（3）研究発表　　15：05～17：00
　　　①高田誠二「明治初期の日本に伝えられていた電気計器」
　　　②小川実吉「JEMICの温度計校正の歴史」
　　　③中村邦光「円周率の値の逆行現象と数学的証明の概念の萌芽と挫折」
　　　④下司和男「「周髀算経」の宇宙像の数値について－一寸千里説の意味するもの－」
　　　⑤山田研治「明治3年集議院の度量衡改正論争」
　　　　（1件につき、講演15分＋質疑応答5分）
（4）懇親会　　17：30～19：30
　　　　　　居酒屋『まるや』　参加者37名

機関紙の発行　　　
　　　「計量史研究」　Vol.32 No.1（38）  2010.8.10（論文4、研究ノート1、資料1、紹介4） 
　　　「計量史通信」No.65　2010.6.20発行、No.66　2010.12.27発行
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□第2号議案

支出の部収入の部
56,630荷造運賃1,155,000年度会費
659,762印刷費14,000過年度会費
39,632消耗品費35,000次年度以降会費
108,050旅費交通費500,000特別会費 総会･さぐる会
13,062支払手数料60,000さぐる会共催金等
107,027通信費195,454頒布金収入
137,880諸会費62,000広告収入
440,693会議費6,021受取利息
332,100事務所賃借費20,000寄付金
32,000校閲費10,395雑収入
29,400広告宣伝費
27,118雑費
74,516剰余金

2,057,870合　　　計2,057,870合　　　計

整備基金
2,000,000三菱UFJ銀行

1　2009年度　会計収支決算報告

2　2010年度　一般会計収支報告
支出の部収入の部

97,990荷造運賃1,029,000年度会費
508,842印刷費279,000特別会費
27,693消耗品費65,993頒布金収入
111,625旅費交通費30,000広告収入
12,710支払手数料4,018受取利息
84,614通信費11,800寄付金
90,000諸会費
205,521会議費
332,100事務所賃借費
71,600校閲費
15,855広告宣伝費

104,790特別費 
(オーラルヒストリー費用）

1,663,340合　　　計1,419,811合　　　計
-243,529剰余金

整備基金
2,000,000円三菱東京UFJ銀行（定期預金）
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会計監査報告
2009・2010年度収支決算等について、詳細に監査の結果相違ないことを認めます。

2010年1月15日　　
日本計量史学会　　　　
監事　　山崎敬則　○印 　

□第3号議案

□第4号議案

備考2012年度2011年度事業

年1回　9月下旬○○計量史をさぐる会の開催

年1回　4月頃○○計量史研究の発行

年2回　6月頃、12月頃○○計量史通信の発行

2年に1回　2月―○研究発表（通常総会）の開催

2011年度2件で一応終了○オーラルヒストリー

随時○○関係団体等への協力

年5～6回○○（理事会・運営委員会）

2011、2012年度事業計画（案）

2011、2012年度一般会計収支予算（案）

支出の部収入の部
100,000荷造運賃1,120,000 年度会費¥7,000×158
560,000印刷費（研究１、通信２、予稿２）35,000賛助会員1社
30,000消耗品費特別会費
100,000旅費交通費(理事会運営委、総務）240,000総会￥8,000×30
12,000支払手数料（会費徴収）240,000さぐる会￥8,000×30
80,000通信費30,000頒布金収入
90,000諸会費40,000広告収入
500,000会議費(総会、さぐる会、理事会等）12,000受取利息
332,100事務所賃借費寄付金
70,000校閲費
16,000広告宣伝費

1,890,100合　　　計1,703,000合　　　計
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□第5号議案　
会則改正
　高齢者会員の優遇処置
　　改正案（追加）
　第24条　正会員は年会費7000円（1口）とし、賛助会員は5口以上を納入するものとする。
　ただし、80歳以上の正会員は申し出により3500円（0.5口）にすることができる。

□第6号議案
役員改選について
　会　長　内川恵三郎
　副会長　山田研治　松本栄寿　加島淳一郎
　理　事　新井宏　飯塚幸三　大網功　小川実吉　黒須茂　沢辺雅二　高田誠二　
　　　　　高松宏之　中村邦光　西田雅嗣　西村淳　横田茂子
　監　事　吉田清　山崎敬則

2．研究発表14：00～17：00（司会：沢辺雅二理事）
研究発表会報告（大網功理事）

特別講演「松代藩の測量器機― 佐久間象山と東福寺泰作に関して―」

　佐久間象山記念館　降幡浩樹

　講演では、松代藩士で、兵学者・洋学者であった佐久間象山が製作や購入に関わった測量器機、
および松代藩領内全域を測量した東福寺泰作が使用した測量器機が紹介された。
Ⅰ．真田宝物館に収蔵の、佐久間象山が関わった測量器機（次の5 点）
　機器類、（3）測量用尺度、（4）古渡測量器（グレゴリー式反射望遠鏡）、（9）水盛器（測量用水準
器）、（10）三針時計（奥村喜三郎考案、大野規行、源蔵製作の経緯儀）、（16）望遠鏡台。
　この5 点の機械に象山が関わった理由は大きく分けて二つある。一つは松代藩の殖産開発のため、
他は西洋砲術に関する知識、技術の習得および実践のためである。
　佐久間象山は松代藩8 代藩主真田幸貫から顧問に抜擢され、洋学などの知識を活かして松代領内、
高井郡沓野村・湯田中村・佐野村の三か村の殖産興業策を打ち出した。藩は天保15年象山をこの三
か村の利用掛かりに任命した。象山は三か村利用掛に就くと、有用樹の植林、ジャガイモ、薬用人
参、茶などの栽培、硫黄などの採掘や養豚などを計画した。しかし、象山の洋学を採り入れた新し
いタイプの開発は、必ずしも藩内では理解されず、計画そのものは失敗に終わった。
　これに対し、洋学を活かした活動のもう一つの柱が西洋砲術である。象山は江戸にあって、オラ
ンダ語の原書や翻訳書から西洋の兵学、砲術の理論を学び、大砲の鋳造、試射を行った。理論と実
践を行う象山は日本の尺度を西洋度量衡へ換算することの必要性に迫られ、ベウセルの砲術書や翻
訳書などから、１ドイム= 本邦曲尺3 分2 厘8 毛9 弗248 に当たるとし、嘉永4 年、自著『砲学図
編』では“1 m は3 尺3 寸にあたる”としている。そして、象山は勝海舟より真鍮製の則澄銘のあ
る念仏尺系の換算尺である和製會尓尺を入手することができたと推測している。
Ⅱ．「松代封内測量図」と東福寺泰作の測量器機
　東福寺泰作は嘉永６年から安政２年にかけて藩の御用として領内全域の6000分の1 の測量図を作
製した。彼が作製した「松代封内測量図」とその時使われた製図道具が紹介された。
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Ⅲ．終わりに
　真田宝物館に所蔵されている測量器機の一部は松代藩の殖産開発と関連し、象山が考案したり、
購入に関わったものであった。降幡氏はその測量器機を紹介し、“勝海舟から入手した念仏尺系の和
製會尓尺は宝物館所蔵の機械3 の測量用尺度ではないか”と推察している。
〈目次〉　
はじめに
1．　真田家伝来の測量器機
2．1　水盛器（測量用水準器）
2．2　三針時計（測量用台付磁石）
2．3　三針時計と奥村喜三郎
2．4　測量用折り尺（會尓尺）
3．　「松代封内測量図」と東福寺泰作の測量器機
4．　おわりに

明治・大正・昭和時代の物理学教科書に見る力の単位と計量

日本大学理工学部 雨宮高久、植松英穂、元日本大学理工学部 田中啓介

　本稿では、明治時代から戦前までの物理学教科書の力学の単元において、
Newtonの運動方程式、 F = ma によって定義される「力」と関連する物
理量の単位や計量について、調査した結果が報告されている。
Ⅰ．文部省設立直後の物理学教科書
  明治初期の物理学教科書は諸外国の教科書を参考にして作製された。「質
量」概念は「実物の分量」、「実質」や「真重」という用語で、教科書に登
場してきた。その説明では、「重量」との明確な区別はなされていたもの
の、その区別は未だ不明確な点が多かった。『物理全志』では、初めて運
動の3 法則が採り上げられたが、第2 法則は現在の物理学教科書での記述
とは異なっていた。
Ⅱ．明治中期以降の物理学教科書
　1893（明治26）年頃の物理教科書から、質量概念が定着したほか、運動の第2法則から運動方程
式 F = ma が導出され、さらに力の絶対単位「ダイン」の導入が行われた。速度や加速度に「尺毎
秒」、「糎毎秒毎秒」等の単位を付けるようになった。
Ⅲ．大正以降の物理学教科書
　大正時代以降の物理学教科書では、運動方程式に基づく力の絶対単位と重力単位が定着し、数冊
の教科書では両単位を考慮した形での運動方程式  F = kma が授業の中で説明されていた。速度や加
速度表記も「十秒糎」や「二十秒秒糎」などの表記方法で統一された。質量の計量方法は「分銅と
の比較」によって計量するという観点から説明がなされた。
　以上、調査結果が報告された。
〈目次〉
1．　はじめに
2．　物理学教科書に見る力の単位と計量Ⅰ―文部省設立直後の物理学教科書
2．1　物理学教科書の登場―『改正増補物理階梯』・『物理全志』・『新選物理書』
2．2　本格的な単位・計量に関する記述の登場―『物理学』

雨宮高久氏

降旗浩樹氏
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3．　物理学教科書に見る力の単位と計量Ⅱ―運動の法則、運動方程式の登場
4．　物理学教科書に見る力の単位と計量Ⅲ―大正から戦前まで
4．1　「質量」の概念と計量
4．2　「力の重力単位」と「力の絶対単位」
4．3　「運動の第２法則」の説明
5．　「力の絶対単位」と「力の重力単位」―運動方程式の比例定数k の役割
6．　総括と今後の課題

和製會尓尺（念仏尺系換算尺）の研究―真田宝物館所蔵の尺度（第１報）―     

土田泰秀、山田研治、唐沢進太郎、小川博

Ⅰ．はじめに
　土田泰秀、山田研治、唐沢進太郎および小川博の諸氏からなるこの研究
グループは、真田宝物館の学芸員の降幡浩樹氏の協力を得て、真田宝物館
所蔵の佐久間象山ゆかりの測量器機および蔵書を調査し、真田宝物館に伝
わる次の5 種の尺度を実測した。
　真田宝物館に伝わる5 種の尺度：
（1） 真鍮製和製會尓尺（1 m 尺）（「則澄花押」銘の3 折り尺）：念仏尺
系換算尺。   
（2） 「経緯儀」製作者の規行、規周系の①曲尺（大）（「規周」もしくは
「詳証館」刻印カ）②曲尺（小）③挟み尺。
（3） 象眼儀尺（松代、山本高門花押、銘）。
　本報告、即ちこの第１報では、これら5 種の尺度の内、（1） 真鍮製和製會尓尺（念仏尺系換算尺）
に関する実測結果と松平春嶽手沢の竹製の「換算尺」の実測結果が報告された。
　次の第２報では残りの尺度、すなわち大野系の尺度について報告がなされた。
Ⅱ．念仏尺系尺度のメートル法による換算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　真田宝物館蔵書の調査において、三宅友信:『鈐林必携上巻』（1847（弘化4）年）（天野清が「或
書」として探し求めていた書籍）や上野俊之丞：『砲家秘函度尺編』（1839～44（天保10～15）年）
等の今までに見つかっていない、貴重なる幕末期の度量衡関係書籍が発見された。この発見は幕末
期の度量衡史研究を大きく進展させることになるであろう。
　念仏尺のメートル法による換算については、彼らは、真田宝物館所蔵の書籍を始めとする、幕末
期の度量衡関係書の精査を通じて、最終的に、広瀬元泰：『理学提要』（1856（安政3）年）の巻頭に
記載された、「西洋度量考」の中で、福田理軒が「1 會尓（1 m）=3.29508念仏尺」（即ち、「念仏尺
1 尺=30.3483 cm」）と、メートル法で念仏尺を定式化していたことを明らかにした。彼らはこの換
算式、即ち、「念仏尺1 尺=30.3483 cm」 を念仏尺の理論値と考えて、真田宝物館所蔵の和製會尓尺
の実測値を、この理論値と比較検討している。
Ⅲ．和製會尓尺（念仏尺系換算尺）（「則澄花押」銘、3 折り尺）の実測
　真田宝物館所蔵の5 種の尺度の中、西国（京都）系の念仏尺は、黄銅製3 折り尺（則澄銘花押）
である。この3 折り尺は換算尺になっており、表に「會尓尺（1 m）、念仏尺（曲尺）」の２ 種、裏
に「鯨尺・測量尺」の2 種、計4 種が刻まれている。裏面の鯨尺は念仏尺の1.25倍、測量尺は1.004
倍として設計されている。
　実測結果から、念仏尺の実測値（33寸=1001.35 mm、すなわち1 寸=30.3439 mm）は、念仏尺の

唐沢進太郎氏
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理論値（1 寸=30.3483 mm）に対してやや整合性に欠けていたが、明治7 年に実測された竹製念仏
尺の系統（念仏尺1 尺=30.36±0.044 cm〔「尺度種類廃置之議」付表〕）、すなわち幕末期に広く流布
した京都の竹製念仏尺とは異なり、広瀬や福田が定式化した「念仏尺１尺=30.3483 cm」の系統と
比定された。また、鯨尺および測量尺は念仏尺の理論値および実測値に対してやや整合性に欠けて
いた。そのため、鯨尺の8 寸目と念仏尺の1 尺目は不一致であった。
Ⅳ．松平春嶽手沢の「換算尺」：  會尓尺、曲尺、新ホント尺等が刻まれている。
　會尓尺と念仏尺の実測結果(1 寸=30.3350 mm)は広瀬、福田の体系、「念仏尺1 尺=30.3483 cm」
に近いもので、三宅『鈐林必携上巻』で定式化されていた大野系の「量地尺1 尺=30.3699 cm」と
は異なっていた。
Ⅴ．終わりに
　最後に、この研究グループは“今回の、真田宝物館所蔵本の中に三宅友信：『鈐林必携上巻』、上
野俊之丞：『砲家秘函度尺編』を発見したことと「會尓尺と念仏尺」の換算尺である和製會尓尺の発
見は、初めて蘭学揺籃期の西欧度量衡、とりわけメートル法受容の状況を、実物資料から検証する
ことを可能にした。”この換算尺の念仏尺は、“実測結果から、幕末期に広く一般の人々に流布した
京都の竹製念仏尺の系統のものではなく、日本物理学の黎明期、広瀬の『理学提要』「西洋度量考」、
福田系と比定することが出来た”と結論付けている。
〈目次〉
1．はじめに
2．念仏尺系尺度のメートル法による換算
2．1　念仏尺の理論化の系譜　　　
2．2　念仏尺の定式化
3．和製會尓尺（念仏尺系換算尺）（「則澄花押」銘、3 折り尺）の実測
3．1　和製會尓尺（念仏尺系換算尺）（「則澄花押」銘、3 折り尺）の実測結果
3．2　「尺度種類廃置之議」付表
4．和製會尓尺とオランダ製會尓尺の比較
4．1．オランダ製會尓尺と和製會尓尺　　
4．2．松平春嶽手沢の「換算尺」
5．　終わりに

大野規行・規周系尺度の研究―真田宝物館所蔵の尺度（第2報）―

土田泰秀、山田研治、唐沢進太郎、小川博

Ⅰ．はじめに
　発表では、量地尺の系譜と定式化について考察が進められ、そして、真田宝物館の大野系尺度の
実測結果が報告されている。
　真田宝物館所蔵の大野規行、規周系尺度は、第１報で上げた5 種の尺度の内、（2） 「経緯儀」制
作者の規行、規周系の①曲尺大、②曲尺小、③挟み尺である。これらの尺度について、実測値と定
式化された規周系尺度の理論値との比較検討がなされた。
　最後に、松代藩で製造された（3） 象眼儀尺（象眼儀付き尺度、山本高門花押の銘のある自藩製）
についても実測値と理論値との比較検討がなされた。
Ⅱ．量地尺の系譜―大野規行、規周系の尺度―
  規周系尺度、すなわち又四郎尺のメートル法による換算については、彼らは幕末期の度量衡関係書
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の精査を通じて、最終的に、又四郎尺が2 種類あることを明らかにした。
①　古又四郎尺と呼ばれる尺度：上野俊之丞『砲家秘函度尺編』（1839～44（天保10～15）年頃）
に記載されている「大野規行製の尺度　1 尺=30.10 cm」
②　定式化された大野系曲尺：遠藤高璟：『地球里数明証実算』（1856（安政3）年）において、大野
系曲尺は「西洋の1 尺=3.305905曲尺」即ち、「曲尺1 尺=30.2489 cm」に定式化された。　
Ⅲ． 規行、規周系の曲尺および挟み尺の実測　　　　　　　　　　　
　実測結果から、殆どの尺度（含曲尺（大）の曲尺×√2の尺度）は定式化された又四郎尺の理論
値「曲尺1 寸=30.2489 mm」の系統に近いが、①曲尺（大）の門尺、②曲尺（小）の短尺および③
挟み尺の固定ジョウは『砲家秘函度尺編』の規行「東1 尺=30.10 cm」の系統に近い。特に、固定
ジョウは堺環濠都市遺跡（1615年以前）から発掘された尺度（1 寸=30.05 mm）に近い。
Ⅳ． 松平春嶽手沢のノギスの実測
　春嶽手沢のノギスは表にメートル尺、裏に曲尺の目盛りが刻まれており、表はバーニア（副尺）
を備え、精度は「0.1 mm」のノギス、裏は挟み尺で、刻み目は、不正確である。挟み尺は、実測結
果から又四郎尺「1 尺=302.58 mm」（天野「尺度比較表」）に近い。
Ⅴ．　終わりに
　松代藩で製造された象眼儀尺（象眼儀付き尺度）について、実測結果が報告されている。象眼儀
尺は象眼儀の裏面上下に尺度が刻まれており、メートル法（上側）と曲尺（下側）との比較尺になっ
ている。下側曲尺は、伊能忠敬の「緯度1 度=28.2里」から求めた「1 尺=30.40209 cm」に近い。
　最後に、この研究グループは殆どの尺度が定式化された又四郎尺の理論値「曲尺1 寸=30.2489　
mm」の系統に近い値であるが、“曲尺（大）の門尺、曲尺（小）の短尺および挟み尺の固定ジョウ
は古又四郎とも云うべき『砲家秘函度尺編』に見られる「東尺1 尺=30.10 cm」系統の尺度である。
これらの尺度は、岩田重雄による堺環濠都市遺跡（1615年以前、大坂の陣）から発掘された曲尺
「1 寸=30.05 mm」の系統と思われる”と結論付けている。　　　　　　
〈目次〉
1．はじめに
2．量地尺の系譜―大野規行、規周系の尺度―
2．1　上野俊之丞『砲家秘函度尺編』（天保10～天保15頃）「蘭尺等の三国尺調査」
2．2　三宅友信『鈐林必携上巻』（弘化4）と遠藤高璟『地球理数証明証実算』（安政3）
2．3  明治初期の量地尺の終焉と折衷尺への収斂
3．大野系尺度の実測と「詳証館」の刻印
3．１　「尺度種類廢置之議」の付表と天野清の「尺度比較表」
3．2　「詳証館」の刻印と曲尺（大）
4．曲尺（大）、曲尺（小）の実測
4．1　曲尺（大）の実測　　　　　　　　　　　　
4．2　曲尺（小）の実測
5．挟み尺と松平春嶽手沢のノギスの実測
5．1　挟み尺の実測　　　　　　　　　　　　　
5．2　松平春嶽手沢のノギスの実測
6．　終わりに

山田研治氏
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古代日本の住居等における柱の位置と柱間寸法の決定方法について

太田邦夫

Ⅰ．初めに
　最近、古代東アジアにおける長さ標準の分析成果が報告されるようになった。日本の縄文時代に
その長さ標準が住居等の建物に適用されていたかどうかを調査し、その尺度基準を用いて当時の
人々はどのような意図で建物を建てていたのか、調査した結果を報告する。
　今回調査対象とした遺跡は日本の縄文時代前期を代表する遺跡である根古谷台遺跡（宇都宮市西
部を囲む、通称鹿沼台地の南東端）である。この遺跡の大半は縄文時代前期中葉黒浜式期（3,500～
30,000B.C.）の時代に属し、昭和61年度から行われた第5 次発掘調査の結果、環状に配置された15
棟の長方形大型建物を含む多くの建物遺跡が発掘されたことで知られている。
　ここで発掘された縄文前期の建物の内、以下の5 件を抽出し、その分析調査を行った。第Ⅰ期－
1J－5 号竪穴住居、 第Ⅰ期－2J－10号竪穴住居、 第Ⅱ期J－20号竪穴住居、 第Ⅲ期（推定）1 
号長方形大型建物および 第Ⅳ期（推定）1 号方形建物。
　今回の分析調査では、東北地方の縄文遺跡に多い、1 縄文尺=17.4 cmを使用したが、幾つか数値
上で誤差が生じたため、後半はこの時代の日本の平均値とされる、1 縄文尺=17.3 cmを使用した。
　本遺跡の最大の特徴は規模の大きい竪穴住居（J－5 号）や長方形大型建物、方形建物が、広場の
中心に向けほぼ放射状に近い形で建てられていることである。
　今回は大型建物ごとにその柱列の軸線と真北となす角度を概略計測したところ、それらがほぼ10
度間隔で配置されていることが判明した。
Ⅱ．調査の結果
　これら実在の建物跡に残された主柱跡の位置関係から、その柱芯と柱芯との間隔が縄文尺で除す
ると、整数値になることが判明した。しかも、柱と柱を結ぶ対角線の距離のすべてが整数値になっ
ていた。そして、副柱を含め、側壁や内部空間に存在する殆どすべての小径柱の柱間隔が、その柱
の面と面との内法寸法が縄文尺で整数値になるように、配置されていることが確認された。
Ⅲ．　角度を求めるための柱配置
　3 本以上の柱どうしをその距離が縄文尺で整数値になるように対角線で結ぶと、それらの柱の間に
は必ず各辺が整数比になるような三角形（整数比三角形）が作れた。
　今回の柱間隔の尺度分析で得られた多種類の整数比三角形について、その各辺どうしがなす角度
を実測、あるいは三角関数表を基に計算してみると、Ｊ－20号で得られた分析結果では、この建物
の主柱と側壁やそれとの中間に配置された小径柱との関係に、10度を意識とした精度探究の意図が
現れていることがわかった。この傾向はさらに第Ⅲ期の１号大型建物に強く見受けられ、2 本の対
角線どうしがなす角度も、10度を単位にして細分化されていることが分かった。
Ⅳ．　まとめ
　太田氏は今回の調査の成果を次の2 点にまとめている。
（1） 縄文尺の数値設定そのものが縄文時代の建物施設の精密な平面分析を可能にした意義は非常
に大きい。
（2） 縄文前期の人々がこの尺度を正確に適用することで整数比三角形の使い方に長じ、計測長さ
を増すことでその角度の精度を得ていた初例を発見したことである。
〈目次〉
1．はじめに
2．研究調査の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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2．1　調査対象
2．2　調査した建物
2．3　調査に使用した尺度
2．4　遺跡の位置とその配置
3．調査の結果
3．1　縄文尺とその適用　　　　　
3．2　角度を求めるための柱配置
3．2．1　対角線どうしが形成する角度　
3．2．2　45度の近似値を追求した縄文人　　
3．2．3　10度を基調とした角度感覚　
3．2．4　環状柱列の問題
４．まとめ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幕末から明治初年の東日本における「養蚕地域」の農民の特性と「和算」文化

中村邦光

　江戸時代前期（17～18世紀初頭頃）では、和算家は和算を物理・技術
的な問題と結びつけることに留意していたが、江戸中期以降（18～19世
紀初頭頃）では、和算家は物理・技術的な必要性で和算を用いる立場の人
が少なくなり、和算を趣味娯楽の対象とするようになっていた。江戸時代
の後期（幕末）では、多くの和算家達が東日本（中部・関東・東北）の農
村地帯で活動していた。江戸時代後期、和算家達の活動を可能にし、また
それを受け入れた東日本の農村地帯には、いったいどのような背景があっ
たのか、そのような問題意識に基づいて江戸時代後期の東日本における主
な和算家の出身地および活動地域を調査してみた。
　調査の結果、和算家達の出身地および活動地域の多くは稲作中心の穀倉地帯ではなく、山間地や
山麓の扇状地などの「畑作中心地域」であって、江戸時代後期について云えば、「養蚕地域」と重
なっていることが判明した。
Ⅱ．　江戸時代後期（幕末）明治初年における「養蚕業」の分布状況
　『明治九年全国農産表』に基づいて、江戸時代後期から明治初年における「養蚕業の分布状況」を
調査してみた。その結果、全国605郡の平均養蚕率（養蚕収入／農産収入）は、7.57 %であった。
「養蚕地域」を設定する目安として、その3 倍（約23 %）以上の郡を地方別に抽出すると、東北地
方10郡、関東地方20郡、中部地方19郡その他6 郡の合計55郡であり、これらの地域は近畿地方
の一部を除いて、東日本の畑作中心地域に偏っていることが判明した。
Ⅲ．　江戸時代後期（幕末）における和算家の出身地
　日本学士院編『明治前日本数学史』（1979）および遠藤利貞遺著・三上義夫編・平山諦補訂『増修
日本数学史』（1981）に基づいて、江戸時代後期（幕末）に活動した和算家の出身地を調査した。
その結果、主要な和算家は東北地方では、31名、関東地方では、21名、中部地方では、45名輩出し
ていた。その出身地は関東地方では、上野（群馬）10名、武蔵（埼玉、東京、神奈川）6 名、その
他5 名であり、中部地方では、信濃（長野）19名、越後（新潟・福島）8 名、越中（富山）8 名、
加賀（石川）4 名、その他6 名であった。いずれの地方も和算家の出身地は、畑作中心地域（養蚕
地域）の出身者が、稲作中心の穀倉地帯の出身者より圧倒的に多いことがわかった。

中村邦光氏

太田邦夫氏
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Ⅳ．　畑作中心の「養蚕地域」の農民の特性に関する考察
　これらの調査結果より、江戸時代後期の東日本における畑作中心の「養蚕地域」の農民の特性と
「和算」文化との関係を、中村氏は次のように考察している。
　考察（仮説）1．稲作中心地域（穀倉地帯）と畑作中心地域：その本質的相違
　　稲作中心地帯では、米穀を確保するために水や天候などに配慮して「保守的」に生きていた。　
　畑作中心の地域では、時代のニーズを読みとり、作柄を変えるための「先見性」が必要となる。
　考察（仮説）2．江戸時代後期（幕末）の和算家の特質：西洋科学の影響
　　江戸時代後期（幕末）の和算家達は、西洋科学の影響を受け、物理・天文・測量・経済などに
　詳しく、所謂蘭学者（洋学者）とも重なった人達も数多く輩出した。
　考察（仮説）3．科学・技術や教育の必要性：「変化」への期待
　　畑作中心（養蚕地域）の農民は、科学・技術・経済などに関する新しい知識が必要であった。
　例えば、西欧の科学知識を導入して、蚕種や製糸技術の改良が望めた。
　最後に、中村氏は“東日本における養蚕地域の農民の「先見性の必要」に基づく向上心と創造性
は、明治維新以降の東日本における文化の形成や教育の発達の基盤になったと思われる。”と結論付
けている。　　　
〈目次〉
1．江戸時代後期（幕末）の和算家の生活基盤　　　　　　　　　　
2．江戸時代後期（幕末）明治初年における「養蚕業」の分布状況
3．江戸時代後期（幕末）における和算家の出身地
4．畑作中心の「養蚕地域」の農民の特性に関する考察

3.展示
「中国の高若敏氏贈呈の衡機に関する著作物と唐時代の曲尺」　加島淳一郎
「桶定規」東洋計器所蔵

4.懇親会
（3階“翡翠の間”）　
17：30～19：30
1 挨拶（黒須茂理事）
2 乾杯（内川恵三郎会長）
3 中締（黒須茂理事）

中国から贈られた曲尺 会場に展示された「樋定規」
展示紹介する加島淳一郎氏

懇親会で交流を深める
左から小川実吉氏、前田親良氏、渡辺英雄氏

乾杯のようす 熱心に展示品に見入る参加者
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「計量史をさぐる会2011」の研究発表および展示の公募

　日頃、会員の皆様からの当学会の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。今年も
恒例の「計量史をさぐる会2011」を開催することになりました。会員の皆様からの振るっての研究
発表および収集品の展示にご応募いただきたく、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

1.　日時　平成23年10月15日（土）13：00～16：00
2.　場所　株式会社オーバル　本社　地下1階　会議室
　　　　　懇親会会場　地下1階　『カフェテリア』　16：00～18：30
〔所在地〕〒161－8508、東京都新宿区上落合3丁目10番8号
　　　　　　電話03－3360－5061、FAX03－3365－8600
〔交通機関〕1.東京メトロ東西線落合駅（T02）下車
　　　　　　　中野寄り改札口2番出口より徒歩2分
　　　　　　2.JR総武線・都営大江戸線東中野駅下車
　　　　　　　中野寄り出口より徒歩10分
3. 「計量史をさぐる会2011」　
　　1）研究発表　　13：05～16：00
　　　　6講演を予定しております。応募多数の場合は運営
　　　委員会で決めさせていただきますが、講演に漏れた
　　　方には次回に優先して発表をお願いします。
　　　　　講演時間　　　20～25分（質疑応答を含む）
　　　　　発表手段　　プロジェクター、OHP（ただし、　
　　　　　　　　　　　フィルムのみ）
　　　　　発表申し込み　　　7月31日（日）まで
　　　　　予稿集原稿締め切り　8月31日（水）厳守
　　　　　（発表者と講演題目と発表手段を記入して下さい。
　　　　　ただし、題目の変更また発表者が非会員であっても差し支えありません。）
　　2)展示品
　　　　　展示スペース　　会議机4本以内
　　　　　展示品の説明　　5分（希望者のみ）
　　　　　展示申し込み　　7月31日（日）まで
　　　　　説明資料の原稿締め切り　8月31日（水）厳守（希望者のみ）
　　　　　（展示品の搬入・搬出は各自のご負担でお願いいたします。）
　　　　　　　　　　　　

〔申し込み先〕〒162－0837　東京都新宿区納戸町25－1
　　　　　　　日本計量史学会
　　　　　　　Tel/Fax　　03－3269－7989
　　　　　　　e-mail　　jimukyoku@shmj.jp
　　なお、事務局には常駐者が居りませんので、Faxまたはe-mailで、
　　よろしくお願いいたします。
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図書紹介

事務局報告
1.入会者（敬称略）
　　　中野和明（大阪府　4月10日）、金井一栄（埼玉県　2月25日）　

2.退会者（敬称略）
　　　田中克尚（千葉県　12月31日）、金田良作（東京都　12月28日）
　　　島田茂男（山口県　3月30日）、山導信雄（千葉県　4月23日）逝去
　　　小木曽幸男（岐阜県　4月28日）、志智裕之介（東京都　5月26日）
　　　熊山昭治（神奈川県　5月31日）
　　　
3.会議
第１回理事会（2011年1月15日）日本計量会館（学会事務局）
（1） 入退会者　（2）２０１１年度日本計量史学会通常総会ならびに研究発表のプログラム　（3）高齢
者会員の優遇処置にともなう会則の改正　（4）新役員の推薦　（5）役員の役割分担　（6）名誉会員
証の授与、功労者への感謝状　（7）新委員会の発足　計量技術遺産の指定を検討する委員会（委員
長は山田副会長）社団法人化への移行を検討する委員会（委員長は内川会長）　（8）「計量史をさぐ
る会２０１１」の実施計画　（9）「計量史通信」の広告の件　（10）その他
第１回運営委員会（2011年4月23日）日本計量会館（学会事務局）　　
（1）入退会者　（2）オーラルヒストリーの実施計画　（3）「計量史をさぐる会２０１１」の実施計画　
（4）計量史研究（Vol.33 No.1）関連　（5）計量史通信67号関連　（6）松本副会長より英国訪問計
画　（7）高田理事より計測サークルニュースの掲載記事ならびに日本科学史学会総会における天野
清に関する講演の予告　（8）中村理事より第23回江戸学懇話会行事の紹介と案内　（9）その他

蓑輪善蔵氏に聞く－オーラルヒストリー－
　6月3日、午後1時から午後5時まで、学会事務所で、前会長（名誉会員）の蓑輪善蔵氏から、松
本栄寿副会長、黒須茂理事、高松宏之理事が話を聞いた。当学会のオーラルヒストリー事業の一環。
　蓑輪氏の生い立ち、計量研究所時代、勉学のこと、日本計量士会時代、日本計量史学会会長時代
と話しの内容は多岐にわたった。主な内容は『計量史研究』に掲載予定。

学会の活動から

計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのののののののののののののののののののの投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿稿をををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募計量史研究への投稿を募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　計量史研究への投稿を募集しています。
　常駐していませんので、なるべく電子メールでお問い合わせください。
　詳しくは事務局まで。
　〒162－0837　東京都新宿区納戸町25－1
　TEL/FAX：03－3269－7989

E-mail: jimukyoku@shmj.jp
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計量史研究Vol.33 No.1（No.39）2011 　　　　　　　2011年7月発行予定
　　目　　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   
解説　日本の電気計器の歴史 　　　　　　　　山田宏    1
　       放射性同位元素および放射線などによる年代測定 　　　　　　　高橋正夫   13
総説　江戸時代後期（幕末）の東日本における養蚕地域の農民と和算家との関係
 　　　　　　　中村邦光   19
研究論文　明治以後の枡の容量の整合化過程―計量研究所旧蔵品の実測結果から―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   高田誠二　坂手弘明　小宮勤一　大網功   29
　　　　　「周髀算経」にみられる数値について～一寸千里の意味するもの～         下司和男   43
オーラルヒストリー　岩田重雄氏インタビュー「文明は計ることからはじまった」
　　―日本計量史学会の誕生と発展―　　　　　　　　  　　  松本栄壽　黒須茂　高松宏之　53
資料　長沼清五郎口述　「度量衡雑談」（蓑輪善蔵紹介）    91
紹介　呉承洛
　　―中国近代化計量学の基礎を定めた人物―　　　　　 邱隆　陳傳峰 著　加島淳一郎 訳 109
投稿規定、執筆要綱 　　　　日本計量史学会 115　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  Contents
The history of electric meters 　　  Hiroshi YAMADA     1
Estimation of the date of remains by radiant isotope and radiation   Masao TAKAHASHI   13
Close relation between sericulture in farming districts and WASAN mathematicians 
    in Eastern Japan in the late Edo Period                                     Kunimitsu NAKAMURA   19
The unification process of capacity of Japanese measures since the Meiji Restoration
           　　　　　　Seiji TAKATA, Hiroaki SAKATE, Kinichi KOMIYA and Isao OHAMI    29
Numerals appeared in Zhoubisuanjing （周髀算経）
    ――Meaning of the “Shadow principle of 1 cum for 1000 li” ――              Kazuo GESI    43    
  
The civilization began with measurement――The birth of the Society
　 of Historical Metrology, Japan and its development――
           　　　　         Eiju MATSUMOTO, Shigeru KUROSU and Hiroyuki TAKAMATSU   53
The talk on metrology by Mr. Seigoro NAGANUMA  Iitro.Zenzou MINOWA          　　　　  91
WU Cheng Luo――A person who founded the base of Chinese Modern Metrology―
　　　　　   　　　      　　　　       QIU Long, CHEN Fu Feng ；Tr. Junichiro KASHIMA  109
Information for contribution                                                                      SHM,J  115

　※常時、計量史研究へのご投稿を歓迎します。

お知らせ・各部からの報お知らせ・各部からの報告告
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物の分量の事
会員　野口泰助

　古い辞典で『 塵袋 』や『壒 囊  
ちりぶくろ

     』は見た事もなく、日本古典全集に
あいのうしょう

『壒 囊       』があるのを知った。古辞書を見るのは中々新発見事実があっ
あいのうしょう

て楽しいもんである。 零本 ではあるが『
れいほん

 塵添 壒 囊  
じんてん

     』を所持している。
あいのうしょう

日本古典全集本と同一文である。「物分量ノ事」の部分を再録して参考
に成る事を願っている。
　四十四  物分量ノ事
△ 物宛ト云ハ物ノ量分ノ事也。世俗ノ  畧頌  ニ云四銖ヲ一分ト為、四
分ヲ一両ト為　十二両ヲ一長ト為　十六両ヲ小一斤ト為。三斤ヲ大一斤
ト為四十八両也。大十斤ヲ稲一束ト為一束ノ籾一斗米ニ春（舂の誤りか）
ツホフスレバ五舛、十撮ヲ勺ト為、十勺ヲ合ト為、十合ヲ舛ト為、十舛
ヲ斗ト為　十斗ヲ斛ト為　十釐ヲ毫ト為　十毫ヲ分ト為　十分ヲ把ト
為　十把ヲ束ト為　或又六銖一分四分一両十六両ヲ小一斤ト為　四十
八両ヲ大一斤ト為ト云云とある。
　昔の単位を知る資料と思われる。

遠野物語の世界から 
会員　吉田和彦 

　2010（平成22）年は、柳田国男が1910（明治43）年に遠野物
語を世に出し、口承を民俗学として確立させてから100年で、こ
の世界の話題が賑やかだった。
　これは、みちのく遠野郷に伝わる草深い山里の風土環境から生
まれた座敷ワラシのような子供の神・山の神・家の神というよう
な神々、カッパも含めた妖怪、生き物などの地域に伝わる民譚で、
生態学者・文化人類学者で登山家の今西錦司は暗記するくらい読
んだといわれる。
　この物語に、姥捨伝説に似た話がある。 
　かつて貧困層を抱えた遠野郷では、60才で親は子から捨て去られ、この世とあの世の境の領域で
ある里の近くのデンデラノ（蓮台野）で、里の農作業を手伝い、僅かな糧を得て、余生を送る風習
があった。
　信州の姥捨山伝説を基にして書かれた深沢七郎の小説『楢山節考』では、親は70才になると自分
から進んで「楢山まいり」といわれる姥捨て先の楢山へ子に背負われて行き、そこで死を待つとい
う、逃げ場のない世界となっている。
　それぞれ捉え方があると思うが、遠野物語には捨てられる人の生活が考えられているので、姥捨
てという世俗の暗さが薄められているようだ。
　捨て去られる老人の余命から時代を推計すると、60才は平均寿命が40才以下の平安時代と推測さ

寄　稿

古代人の墓として伝わる奇岩

塵添  壒   囊    鈔       
じんてんあいのうしょう
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れ、70才は現代人そのものを表しており、複雑な思いが残る。
　姥捨伝説は、年代的には縄文から明治にかけてのものだが、形成された時代が明確でないものが
多い。平安期の安倍貞任関連のものなどもあり、古代の姿が垣間見られる。 
　写真は古代人（縄文か）の墓として、ある地域に伝わる奇岩で、近くの縄文遺跡からは、大陸と
の交流を裏付ける耳飾りなども多く出ている。
　遠野郷の民譚文明を穀物の運搬や俵入れに影響を与えた「駄」の単位を通して見ると、遠野から
一日位のところに、大同三年鎮守府が置かれた胆沢城があり、ここからの影響を受けた文明であっ
たことは間違いない。
　胆沢郡も遠野郷も同じ頃に坂上田村麻呂に平定統治されており、胆沢城跡からは白米五斗進呈と
書かれた俵に差す荷札木簡が出土している。
　当時一俵は五斗、一駄が三俵で一五〇斤の制限が加えられた単位が使われたようだが、一般の社
会は流通経済でなく、共通単位の必要性が低い時期が幕末まで続くので、一俵の中味が違ったり「駄」
の俵数も数字が違う場合があるので、文書記録は鵜呑みにできない。

歴史の窓「マイルストントリップ・ニューファンドランド」
副会長　松本栄寿

　3000キロメートルの海底電線が北米と欧州を結んだのは、
1866（慶応元）年、江戸時代である。私はその証をマイルスト
ンに求めた。
ニューファンドランドへの道
　カナダのオタワから4時間。私は9月初め、ニューファンド
ランドを訪れ、この地を北米と欧州を結ぶ通信の要にした2つの
IEEEマイルストン（注）を目の当たりにした。「大西洋横断ケー
ブル陸揚げ地」と「大西洋横断無線受信地」である。
2つのマイルストン
　ニューファンドランドはカナダの東北部に位置する世界第16位の大きな島
である。かつてはタラの好漁場であった。州都セントジョーンズは人口10万
弱の都市で、現在でも欧州行きの主要航空会社の中継寄港地である。2つのマ
イルストンは、新世界と旧世界を結ぶ人間の手になる新技術の象徴である。
　マイルストンプレークに刻まれた文字は、
「大西洋横断ケーブル陸揚げ地、1866年ハートコンテンツ、ニューファンド
ランド」贈呈、1985年12月15日ニューファンドランド・ラブラドル支部
　海底ケーブルが完成したのは、1866年である。1857年から4度の失敗を乗
りこえて完成した。陸揚げ地、ハートコンテンツはセントジョンーンズから車で2・5時間の地にあ
る。この地からNYへは地上線である。記念館ではかつての電信機器が見られる。
「大西洋横断無線受信地、1901年ニューファンドランド・シグナルヒル」贈呈、1985年10月
4日、ニューファンドランド・ラブラドル支部
　1901年マルコーニの実験地、シグナルヒルは町の中心から30分の地である。寸前にスコットラン
ドのポルデュの送信アンテナが壊れ、暴風のためセントジョーンズのアンテナも破壊され、臨時の
バルーンであげたアンテナで、12月12日、短点Sの受信に成功する。

大西洋海底ケーブルの陸揚げ地 
1866年（ハートコンテンツ）記念館内
部に当時の電信機器が展示されている。

当時の電信機器
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有線か無線か
　有線通信から無線通信の実用化まで、電気通信技術の発展は、ニュー
ファンドランドを要として北米と欧州を結んだ。
海底電線：海底電線のプロジェクト推進者はアメリカ人、サイラス・
フィールドであったが、技術を指導したケルビン卿（当時のトムソン）
ほか、技術者も電線メーカーも資金もイギリスが担った。北米・欧州間
3000キロメートルを結ぶ海底ケーブルの開通は、長距離有線通信時代の
幕開けである。しかし、それまでに幾つもの技術的な難関に遭遇する。
　1857年の第一回敷設は失敗し、一旦開通した第3回目の1858年も、
陸上と違い、予想もしない難関に遭遇する。中継器もない長距離のため
信号レベルが低下するほかに、受信信号が極端にひずむ現象である。現
代で言えば過渡現象論、分布常数回路の問題でもある。結局サイフォン
レコーダーで弱い信号を記録して解決するが、この間、南北戦争も
あったし、海底電線の計画者は何度も破産した。ようやく5度目の
1866年に成功する。
（注）IEEEマイルストン：米国電気電子学会の制度で、25年を経過
した技術的な一里塚を顕彰する。IEEEは会員36万人の世界一の学
会で、日本人の会員も1万人をこえる。これまで全世界で約100件の
マイルストン、日本でも八木宇田アンテナ、新幹線など14件が顕彰
された。45×30×3唖のプレーク（銘板が贈られる。）
無線通信：1901年12月12日、英国ポルデュー岬からの電信を受信し
たマルコーニの大西洋横断無線も、英国電気学会会長は認めなかった。
電離層は知られていなかったから、光と同じく直進する電磁波は
地球の反対側には届かないと信じられていた。しかし、マルコー
ニはやってのけた。ただ、いまでもマルコーニの受信は、長波で
なく高調波の短波ではないかとの疑いもある。
　それに加えて、海底電信会社は無線通信の差し止め訴訟をおこ
した。意外な横槍である。自分たちの既得権が崩されたくないと
の思いからか。人間は新しい技術を必ずしも受け入れないことが
ある。それまでの受益者の反発やとまどいからである。
地域：タラの好漁場であるニューファンドランドは、コロンブス
のアメリカ発見以来ポルトガル語で「テラ・ノバ」と呼ばれ、英
語で「ニューファンドランド」と訳された。1497年にイギリス
の植民地となるが、自治をもとめる住民の意向から、1854年自治領になり1907年には一旦独立国に
なる。
　その後もカナダに帰属するか米国へかの議論が高まり、1949年の住民投票の結果カナダ連邦政府
の10番目の州になった。やがて対欧州のノンストップ航空機の発着場となる。
　第二次世界大戦中はここからアイスランドまで、大西洋の北部を占める重要地域として米軍が管
轄し基地もおかれていた。

マルコーニの実験地 1901年12月
12日（シグナル・ヒル）、英仏、
二種のマイルストンプレーク(左)
とIEEE前会長リード氏(右)。後
方はカボットタワー。

英語・仏語のマイルストン・プレーク
この地に立つと、よくこんな辺境
の地でやったと感ずる。この地は
霧で有名で12月はもっと寒い。

ニューファンドランド：北米大陸と
英国間の最短距離に位置する。
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話　題

故・天野清氏遺蔵の科学技術史資料―その目録編集の進展
理事　高田誠二

　計量史を含む広義の科学技術史の研究に精励した天野清氏の遺蔵資料は、かねてから髙田誠二会
員のもとに託されていたが、予告（『計量史通信』66号、18ページ）のとおり、昨年末、東京工業
大学に寄付された。資料629点の目録も髙田会員の手で編集され、日本科学史学会のシンポジウム「東
工大天野資料から見た天野清」（5月29日）に報告されて、遠からず公開される模様であるが、「分
野別目録」は下記の構成になっており、分野I,J,K,L,M,E,F,Gなどの資料は本学会会員にも有用のも
のと期待されている。
A科学技術通史　B哲学･学問論　C数学　D古典物理学　E熱学･熱輻射論　F量子論起原史
G量子力学（歴史と解釈）H現代物理学　I教育（物理・実験・誤差論）　J計量制度史
K計測一般　L接触温度測定　M輻射温度測定　N人物論　P生活･交際　Qその他

“はかる”技術の歴史―ヒトはモノをどうはかってきたか―
1月22日　神奈川県立川崎図書館において

講演者　　（株）ミツトヨ　顧問　沢辺雅二

　神奈川県立川崎図書館は、1月14日から3月31日までミニ展示「“は
かる”技術」を実施した。展示コーナーでは、主に「はかる」ための
歴史的な器具や装置を展示。
　1月22日臥、同図書館2階ホールで講演会「“はかる”技術の歴史
－ヒトはモノをどうはかってきたか－」（沢辺雅二〔（株）ミツトヨ〕）
を開催した。
　講演は「はかる」の漢字の説明から入った。ただ「はかる」と言う
といろいろなことをふくんでいる。測る・計る・秤る・量る・寸るな
どは「はかる・数える」に、計る・度る・略る・謀るは「計画する」、校る・図
る・測るなど「考える」、程る・衡る・評るなど「比べる・判断する」、諮る・評
る・猷るなど「相談する」等、講師の持っている漢和辞典から56字が紹介され
た。そして、講師の専門になる長さ測定に関する測定技術の話へ進んでいった。
　測ることのはじまりとして、ウクライナの遺跡から出土したマンモスの牙に刻
まれた数の記録（11450 B.C.）、メソポタミヤで6000～5000 B.C.における尺度の
使用記録などが紹介され、長さの単位は人間の体から来ていることが示された。
　日本古来の長さの単位用語は手を基準としており、538年仏教伝来と衣縫、宮大工、瓦工の渡来で
中国の尺・寸が入り、645年大化の改新で中国から渡来した度量衡制度が採用され、尺・寸が用いら
れてきたが、それと古来からの単位との関係が述べられた。
　そして、中国、朝鮮、日本における尺の長さが、紀元前に17 cm 位であったものから長くなって
650年頃には、ほぼ30 cm に近づいていた。その後、江戸時代までの日本の尺の取り扱いが、質量、

講師の沢辺雅二氏

講演会会場のようす
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体積に比べ厳密さに欠けていたことが紹介された。
　一方、欧米の単位に関係するエジプトなどのキュービット尺、そしてヤード・フート・インチの
概略変遷について述べられた、
　次いで、メートル法の起こり、度量衡総会の開催を経て、メートルの定義について今日の光速度
に至るまでの変遷がのべられた。特に、光速度の決定までの日本人の寄与の紹介もあり、光速度の
定義の意義が述べられた。
　その後、実際の長さ測定で物差をどう当てるかからはじまり、機械工場で使われているノギス、
マイクロメータ、ダイヤルゲージについて紹介があった。最近よく使われているディジタル測定工
具とそのディジタルスケールの原理について、更に、代表的な三次元座標測定の概要が示され、長
さの測定の高精度化への状況についての動向が述べられ、1．5時間の講演は終わった。
　前もって質問があって、それらについては話しの中で紹介されたが、更に講演終了後、会場から
質問がいくつか出された。不確かさというかなり難しいものからやさしいものまであり、それらに
よると、やさしかったという方、かなり難かしかったという方の両極端に分かれる聴講者であった。
　この２階の会場前に、神奈川県計量検定所の協力により、数日間、メートル原器の模型や測定器
のいくつか、測定工具類などやパネル展示がなされて、講演をおぎなうように、歴史的な紹介がさ
れていた。

水研60年史で「耐動揺船上はかり」紹介
1976年、前田親良氏らが開発　　　　　　　　　　理事　高松宏之

　中央水産研究所（水研）同窓会が刊行した『写真で見る中央水産研究所60年のあゆみ』（2010年
10月1日発行）に、1976年に大阪工業大学の前田親良教授（当時、現常翔学園理事〔理事長代理〕）
らが開発した「耐動揺船上はかり」が紹介されている（同書269ページ、調査船「蒼鷹丸」の項）。
はかりは、研精工業珂が製作した。
　開発した「耐動揺船上はかり」は、板ばね支点でテコを吊るし、船の動揺と同じ向きで揺れるテ
コと、その逆向きで揺れるテコを組み合わせ、その連結を利用して、動揺を相殺し合う方式（精度
1000分の1）のはかり。調査船「蒼鷹丸」で実用器開発の試験を繰り返して開発した。
　通常のはかりは、固定された台に水平に置いて使用しなければ、正確に計量することができない。
船上で、船の動揺の影響を排除して使用できる「耐動揺船上はかり」は当時画期的であり、調査サ
ンプルなどの正確な計量が必要な調査船には必須の装備であった。
　理論的には、測定物の重心位置を変化させなければ、精度は際限なく向上させることができるが、
実際の測定では、測定物の重心位置を同一にすることが難しく、精度の向上には、測定物の重心位
置を同一にすることが課題であった。前田教授は研究室内で試作機の実験をするとともに、蒼鷹丸
の航海に数回乗船し、実用化試験をおこなった。
　前田教授が試験のために乗り組んだ蒼鷹丸は3代目で、水研所属の500トンクラスの調査船第一
船（494トン、35人乗り）。1970年から94年まで使用された、当時の新鋭調査船である。
　完成したはかりは、サバ魚群調査などに活用された。「耐動揺船上はかり」は現在、ものづくりの
遺産として陸揚げされ、（独）水産総合研究センター中央水産研究所に保管されている。
【問い合わせ先】中央水産研究所同窓会＝〒236－8648、神奈川県横浜市金沢区福浦2－12－4
（独）水産総合研究センター中央水産研究所内、電話045－788－7611
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“江戸学懇話会”江戸の「水」事情の案内
理事　中村邦光

　第23回江戸学懇話会が、6月25日に開催される。今回のテーマは「江戸の『水』事情」。上水も
含めて、江戸の水に関する事跡を見学する。担当幹事は中村邦光。

集合：2011年6月25日（土）JR飯田橋駅東口13：00
コース：飯田橋→小石川後楽園（小石川上水跡）→神田川沿いの神田上水跡→東京都水道歴史館→
　　　　折り紙会館（江戸の風情）→湯島聖堂→御茶ノ水地下街の「山葵（03－3292－0008）」で
　　　　自己紹介→懇親会

「江戸の上水道」の略史
「水と空気」は人類にとっての必需品です。江戸の上水道の歴史に興味・関心を寄せているうちに
享保改革の実情に好奇心が高まりました。そこで先ず「東京都水道歴史館」の現地調査に基づいて、
今までに知り得たことを箇条書きすると下記のようです。

○玉川兄弟は、江戸（芝口）の町人説・多摩川沿いの百姓説などありますが、不明です。
〇江戸の上水道の歴史については『上水記』（10巻、10冊：寛政三（1791）年）に詳しいとのこと
ですが未見です。
○「小石川上水（神田上水の前身）」は、大久保藤五郎忠行の指揮のもと、天正18（1590）年に竣工
しました。当時、江戸の町の人口は約15万人でした。
〇「玉川上水」は、玉川兄弟によって承応二（165３）年着工。承応三（1654）年竣工？とのことで
すが……　工事は1年間では無理なことと思いますが……、不明です。
○玉川上水の３分水「青山上水（1660）、三田上水（1664）、千川上水（1696）」および「亀有上水
（本所1659）が完成。元禄年間（1700頃）には江戸の町には人が集まり、人口は100万人超となり
ました。
→筒状井戸（石垣）は掘りにくいし、井戸を掘っても塩水が混ざった。
→竹筒を利用する「上総堀法」は江戸後期に開発されたもので、当時は未開発。
○「玉川兄弟」は上水完成後、苗字帯刀を許され、永代の「玉川上水役」となりました。
○「上水役」は、町奉行配下の「町年寄」に属し、権限・権益とも甚大でした。
→水道配管の維持・管理、水銀（みずぎん）の集金の差配など。
→大名・旗本は石高に応じ、地主・家主は表通りに面した屋敷の長さ（小間の大きさ）によって「水
銀」を決めた。
→店子（たなこ）は大家が払うので水道料金を払う必要はなかった。
→取水堰や分水の維持管理に手代（水番人）を配置した。
○享保七（1722）年に江戸町中の４上水（亀有、青山、三田、千川）は、享保改革の一環として、
江戸の「火災防止策？」との理由で廃止されました。
→水売り業者の出現（民営化）。店子も水銀（水料金）を支払うことになった。
○元文四（1739）年に三代目の庄右衛門・清右衛門兄弟は、職権乱用の罪で謹
　慎の上「上水役・普請役」を解職。庄右衛門は江戸払いとなりました（玉川上水完成から85年後）。
○初代庄右衛門は元禄八（1695）年没、清右衛門は翌九（1696）年没。墓は台東区松が谷の「聖徳
寺」にあります。
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江戸の４上水の廃止（享保七年：1722）の理由：
儒学者・室鳩巣による「江戸の火災防止策」の一環としての「意見書」の内容は以下の様であった
といいます。（伊藤好一『江戸上水道の歴史』吉川弘文館：1996）
①火災の原因は「風」である。
②明暦（1655～58）以前は、江戸で大風が吹いても風が重く力があったので、大木や人家などを吹
き倒すことはあっても、風が浮わつかぬので、今のように塵などを吹き飛ばすことはなく、火災も
少なかった。ところが明暦以降、風が軽く、浮ついて塵を吹き立て、火災もたびたびあるようになっ
た。
③江戸の水道は明暦年間にでき、水の便利がよいので今は江戸中の地下は、まるで織物を織ったよ
うに縦横十文字に水道が通っている。そこで地脈が悉く断たれ、地気は分裂して集めようがない。
『荘子』に、風は天地の吐息であるという。風は元来大地の息であって、地より生ずるものである。
ところが地気が分裂して空虚になっているから下に止め置く力がなく、近年大風といえば狂ったよ
うに浮つく。そのために火を誘い、飛び火する。
④土は水気を含んで、常に潤っている。ところが地中に水が流れると一帯に水の潤いが水道に抜け
て、土はからからに乾いてしまう。そういう大地から生ずる風であるから、風もことのほか乾燥し
て火を呼ぶようになる。
⑤木と水は同気である。水より木が生ずるものであるが、風もまた水より生ずるものである。それ
ゆえに水道には常に風があるものである。いま、江戸中大半が水道になっているが、それは地下に
風を吹き込んでいることである。
⑥金は木に勝つので、風を金気で押さえるべきところ、貞享年中、金銀吹き替えがあって、世界の
金気が損じ薄くなったので、近年別して風が吹くのであろう。

というものでした。
室鳩巣（1658～1734）
　正徳元（1711）年に新井白石の推挙で幕府の儒官となり、湯島聖堂において朱子学の講義を行い
　ました。徳川吉宗の侍講（専属講師）で、政治上の問題に応じてたびたび答申書を出しています。
　そして、４上水の廃止の理由についての「意見書」の内容は以上のようでした。著書には『赤穂
　義人録』などがあります。

髙田誠二理事が『計測サークルニュース』に寄稿
　髙田誠二理事（北海道大学名誉教授）が、日本電気計器検定所（日電検）が発行する広報誌『計
測サークルニュースNo.2VOL.40』に寄稿した。
　寄稿の表題は「電気計測の歴史から（その１）検流計（ガルバノメーター）の祖先－カエルの脚」。
　ガルバノメーターの名前の基になったルイージ・ガルバーニは、カエルの脚を素材にして動物の
神経や筋肉の働きを研究していた。有名な話だが、著者は「何故か、この話には尾ひれが付きやす
い」として、ガルバーニの研究の内容・観察した諸事象を解説し、ガルバーニ的な事象は、物理教
科書にも登場し、広く教えられたことを紹介している。平行して直流電流を精密に計測する道具と
してガルバノメーターが考案されたことを述べている。
　昨年（2010年）、「計量史をさぐる会」を日電検で開催したが、本稿は、この「『さぐる会』のご
縁」で執筆した。
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東日本大震災の爪跡　浮き上がったトラックスケール散乱するハカリ
顧問　『日本計量新報』論説員　横田俊英

　東日本大震災は、日本に未曾有の被害をもたらし、今なお多
くの人々に苦難を強いている。2011年4月2日、震災の爪跡
残る東北に本紙記者が入った。そこで目にしたのは、津波に
よって浮き上がったトラックスケールや散乱するハカリなど、
痛ましい被害の状況であった。
　三陸地方の産業の基礎は漁業である。リアス式の入り組んだ
海岸線は荒波を防ぎ、その岩礁は魚介類を育んできた。
　2011年3月11日14時46分、宮城県沖を震源とするマグニ
チュード9の巨大地震が発生した。ユーラシアプレートが広域にそして大
きく跳ね上がったことによって東日本各地で震度6強の地震が発生し、三
陸地方には10メートルを超える津波がおこった。
　宮城県の女川町、南三陸町、岩手県の陸前高田市、大槌町、山田町など
の中心市街地は津波（大槌町、山田町は津波に伴う火事）によって壊滅的
な被害を受けた。福島県、青森県、茨城県、千葉県なども多くの被害を受
けている。
トラックスケールが浮きあがり、下にフォークリフトが潜り込む
 　牡鹿半島の付け根にある女川町（人口約1万人）は、岸辺から200メー
トルほどのところに住居などの施設が広がっていた。町役場は鉄筋コンク
リート造のビルで、女川港の岸辺から300メートルほど、標高5メートル以下のところにあった。
押し寄せた津波は町役場の3階を超え、その屋上にある別の施設にまで及んだ。
　町役場より少し低いところにある、仙石線女川駅に隣接した鉄筋コンクリート造の施設は、4階ま
で水がきた。津波はこの二つの建物より高い位置にある民家を押し潰しており、町の中心地の施設
は壊滅状態となった。
　港に面した奥行きのない3階建てのホテルは、その3階部分まで津波で打ち砕かれ、右に傾いで
いる。港の中央に建てられた大きな正方形型の3階建てビルは、外形はそのままの形で残っている。
　女川港の魚市場に隣接して建設されたトラックスケールによる検量施設では、トラックスケール
の 筐体 の下にフォークリフト2台が潜り込んでいた（写真1）。筐体は、表示計と演算装置を設置し
きょうたい

ていた建物に食い止められて、流されるのを免れた。
ハカリ屋付近にはハカリが散らばっていた
　仙台以北の三陸海岸沿いの都市としては八戸市（人口約24万2100人）に次ぐ規模である石巻市
（人口約16万7000人）は、北上川の河口部に拓けている。
　仙石線石巻駅周辺は海抜0.9メートルのゼロメートル地帯であったため、商店街が浸水した。
　石巻駅から東南に1キロメートルほどのところに石ノ森萬画館がある。旧北上川の中州に建てられ、
石巻市のシンボルになった銀色のドームは、そのままの姿で残されていた。同館も、1階部分が汚泥
と瓦礫に覆われるなど甚大な被害を受けたが、現在、再開に向けて動き出している。
　石ノ森萬画館の東側の岸辺にある湊町1丁目のハカリ販売店付近には、壊れた数台のハカリと分銅、
おもりが泥にまみれて転がっていた（写真2）。バネを用いた上皿式の自動ハカリは波にもまれてひ
しゃげ、茶色にさびた文字盤に赤い指針が健気にへばり付いていた。電力量計がぽろりと落ちてお
り、水道メーターを埋めた箱がめくれていた。

（写真1）女川港のトラックスケール。設置されてまだ日が
浅い新鋭機のようだ。筐体下部にサビがでていない。フォー
クリフトが1台下にはまり、もう一台は先端部が潜り込んで
いる。押し寄せた津波のエネルギーによってトラックスケー
ル筐体が持ち上がったのである。（4月2日午前に撮影）

（写真2）湊町１丁目のハカリ販売店
は津波に流され、跡地付近には新品
のハカリが漂流物とからみあってい
た。（4月2日朝撮影）
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 行ってきました松本市はかり資料館 
（株）日本計量新報社編集部　大橋悠子

　5月の連休中、山梨旅行の帰りに、長野県松本市に足を伸ばした。ふと市内にはかりの資料館があ
ることを思い出し、立ち寄った。 
　烏城の名で有名な松本城から大名町通りを歩き、女鳥羽川を渡って左に折れると、土蔵造りの建
物が立ち並ぶ中町通りに入る。白とグレーのコントラストが美しいなまこ壁の続く街並みは、1888
（明治21）年の大火によって町屋の大半を消失してしまったことにより生まれたが、現在では、民
芸や工芸の店が軒を連ねる「蔵の町」として、松本でも人気のスポットである。 
　中町通りのほぼ中央に、松本市はかり資料館はある。正面の大きなウインドーに展示された、江
戸時代の両替天びんと分銅、古い上皿天びんが出迎えてくれる。 
　1902（明治35）年に創業し、1986（昭和61）年まで営業を続けた「竹内度量衡店」がこの資料館
の前身。往時は中南信地方の度量衝器の需要を一手に引き受けていた老舗だった。 
　松本市が資料と建物を譲り受け、1989（平成元）年にはかりの資料館として開館した。土蔵造り
の建物内は、1889（明治22）年建築の町屋形式を残し、飴色に変色した梁や柱が当時の雰囲気を偲
ばせる。 
　館内には、両替天びん、毛髪湿度計、テミスの像、枡、幼児用自動体重計など、約1300点の計量
器や関連資料が所狭しと並ぶ。 
　なかでも目を引いたのが、蚕の繭の雌雄選別器や、繭をはかるための紙製折り畳み枡など蚕糸業
にかかわるはかりたち。中庭に建つ蔵の一室に、まとめて展示されている。
　もともと長野は、製糸王国と呼ばれるほど製糸業が盛んであった。なかでも松本地方は生繭の一
大産地であり、製糸にかかわる物品の流通を基礎として発展してきたという歴史がある。 
　蚕の雄雌の判別は、雌雄数の平均化、種繭の節約、病毒の予防など、経済的・防疫的対策から蚕
種製造上欠くことのできない重要な作業であった。しかし、それまでの雌雄の判別は、熟練者が蛹
の外観的な差を利用して分けていた。 
　竹内度量衡店の創業者である田中敬一郎氏は、繭の雌雄選別器を発明。雌繭が雄繭より10葵重
いことを利用し、選別器の使用によって誰でも雌雄の判別ができるようになった。この選別器は全
国特産品博覧会の銀賞を受賞し、店の名を一躍有名にしたという。
　中庭には他に、老舗材木問屋「三松屋」から移築した旧三松屋蔵座敷がある。松本城の北側にあ
る重要文化財の旧開智学校を建てた棟梁、立石清重による建築。1階は和室、2階は洋間という擬洋
風建築で、現在は同館の第3展示室として、年に数回の企画展や講座・講演などが実施されている。
【問い合わせ先】
松本市はかり資料館＝電話0263－36－1191

松本市はかり資料館 繭の雌雄選別器 紙製折り畳み枡
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