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2012年度通常総会・研究発表開2012年度通常総会・研究発表開催催
2012年2月4日（土）ホテルグランドヒル市ヶ谷

2011年12月20日付で一般社団法人に
　日本計量史学会（内川恵三郎会長）は、2011年
12月20日付で一般社団法人として登記し、2月4
日、設立総会と研究発表会を開催した。
　総会は、新団体での理事・監事を選出。理事の互
選により、内川恵三郎氏を会長に選出した。
　総会後、研究発表会を開催し、基調講演と4件の
研究が発表された。また、貴重な資料が展示された。
　懇親会も開催され、新団体の門出を祝った。
　（一社）日本計量史学会は、旧団体の内容をその
まま引き継いでいるので、総会では旧団体報告事項
として2011年度事業報告、同決算報告、また初年度は事業
計画と予算も旧団体のものを引継ぎ、内容が報告された。
　内川会長が、一般社団法人設立の経緯を説明した。2011年
10月15日、臨時総会を開催して一般社団法人設立を決議。
定款と会員規定を承認した。申請準備を進め、同年12月20
日に申請。同日付で認可を受け、登記した。
　理事・監事を選出後、総会中に第1回理事会を開催し、理
事互選により、内川恵三郎会長と副会長3氏（山田研治、松
本栄寿、加島淳一郎）を選出した。

基調講演と4件の研究発表
　基調講演と4件の研究発表は次のとおり。○印は発表者。
【基調講演】○西尾成子、高田誠二＝キュリー家（マリー、ピエール、ジャック）の放射能研究【研
究発表】▽○大網功、黒須茂、小宮勤一＝江戸時代の地方桝に関する実測結果鰯▽山田研治＝『鈴
林必携』巻頭「泰西尺度量衡」とミリタイレサックブック－量衡を中心として－▽松本栄寿＝ジェー
ムズ・スミソンの足跡－その1：ブローパイプとカラミンの解析－▽斉藤和義＝絵で見る〈度量衡〉
あれこれ－旅、散歩－
【資料展示】山田研治＝ベルセリウスの「化学の教科書」など数冊
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2012年度一般社団法人設立総会ならびに研究発表会
期日　2012年2月4日（土）　13:00～17:00　17:30～19:30
会場　ホテルグランドヒル市ヶ谷“翡翠の間”
 〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町4-1
懇親会会場“白樺東の間”　17:30～19:30
【プログラム】
1．2012年度一般社団法人設立総会
　13:00～13:50
　開会の辞
　議長選出
　旧団体報告事項　　　　
　2011年度事業報告
　2011年度決算報告
　一般社団法人設立の経緯
　新法人報告事項
　2012年度事業計画
　2012年度事業予算
　議案：第1号議案　役員選任
　　　　第1回理事会開催（会長及び副会長の選任）
　新会長挨拶
　閉会の辞
2．研究発表会
　14:00～17:00
　基調講演
　　　1.西尾成子、高田誠二「キュリー家（マリー、ピエール、ジャック）の放射能研究」
　研究発表
　　　1．大網　功、黒須茂、小宮勤一「江戸時代の地方桝に関する実測結果（3）　」
　　　2．山田研治「『鈴林必携』巻頭「泰西尺度量衡」とミリタイレサックブック
　　　　　　　　　　　－量・衡を中心として－」
　　　3．松本栄寿　「ジェーズ・スミソンの足跡－その１：ブローパイプとカラミンの解析－」　
　　　4．斉藤和義「絵で見る＜度量衡＞あれこれ　＝旅　散歩＝」　

　資料展示
　　　1．山田研治　　ベルセリウスの「化学の教科書」など数冊
３．懇親会
　2F "白樺東の間"
　17：30～19：30

司会の沢辺雅二氏

小川実吉氏

展示品
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旧団体報告事項1
201１年度事業報告

1．会員数（201１.12.．１４現在）
正会員147、賛助会員1、名誉会員3、客員会員4、計155

2．役員（理事15、監事2、2011.12.21現在）
会長1、副会長3、理事11、監事2
【理事】新井　宏、飯塚幸三、内川恵三郎、大網　功、小川実吉、加島淳一郎、黒須　茂、
沢辺雅二、高田誠二、高松宏之、中村邦光、西村　淳、松本栄寿、山田研治、横田茂子
【監事】山崎敬則、吉田　清

3．会議
　（1）総会（２回）
通常総会（2011年2月5日）
　ホテルグランドヒル市ヶ谷で開催され、次の議案が審議・承認された。
　構成員155名、出席者40名、委任状50名、計90名（1/3以上）
　内川会長より蓑輪善蔵前会長に名誉会員証が授与された。
　１）第1号、第2号議案
　　2009/2010年度事業報告、2009/2010年度収支決算報告を報告、承認された。
　２）第3号、第4号議案
　　2011/2012年度事業計画（案）、2011/2012年度収支予算（案）を報告、承認された。
　３）第5号議案
　　高齢者会員の優遇処置が提案され、会則の修正案が承認された。
　４）第6号議案
　　役員改選により、理事16名、監事2名が承認された。
　　総会を一時休会して第２回理事会を開催し、互選により会長内川恵三郎、副会長山田研治、同
　　松本栄寿、同加島淳一郎が選出された。

臨時総会（2011年10月15日）
　（株）オーバル　本社　会議室で開催され、内川会長より一般社団法人化に向けての趣旨説明があ
　り、一般社団法人日本計量史学会定款、同会員規定が承認された。

　（2）理事会（３回）　
第1回理事会　（201１年１月1５日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）通常総会の実施計画　（3）会則の改正　（4）新役員の推薦　（5）役員の業務
　分担　（6）名誉会員　（7）新委員会にの設置　（8）計量史をさぐる会2011の開催　（9）その他　

第２回理事会（2011年2月5日、総会を一時休会して開催）
　（1）役付理事の選任（互選）
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第３回理事会　（201１年９月３日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）理事総会ならびに計量史をさぐる会2011の実施計画　（3）一般社団法人化へ
　の申請計画　（4）定款の作成　（5）オーラルヒストリーの実施計画　（6）西田雅嗣理事の退任　
を承認　（7）その他

　（2）運営委員会（4回）
第1回運営委員会（201１年4月2３日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）オーラルヒストリー実施計画　（3）「計量史をさぐる会201１」実施計画　　　
　（4）計量史研究について　（5）計量史通信について　（6）その他

第2回運営委員会（201１年7月２日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）オーラルヒストリーの実施報告　（3）「計量史をさぐる会2011」プログラム決
　定　（4）計量史研究について　（5）計量史通信について　（6）その他

第3回運営委員会（201１年１０月1日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）「計量史をさぐる会201１」参加状況　（3）オーラルヒストリーの編集状況　　
　（4）「計量史をさぐる会201１」の役割分担　（5）計量史研究について　（6）計量史通信について　
　（7）その他

第4回運営委員会（201１年1２月10日）日本計量会館（学会事務室）
　（1）入退会者　（2）臨時総会議事録の承認　（3）「201２年度一般社団法人日本計量史学会設立総会
　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編集状況　（5）計量史通信につい
　て　（6）その他

４．事業関係　　
◇2011年度通常総会に伴う研究発表会
日時　2011年2月5日（土）　13:00～17:00
場所　ホテルグランドヒル市ヶ谷“真珠の間”
（1）特別講演　降幡浩樹氏（真田宝物館）
　「真田宝物館所蔵の計量機器」
（2）研究発表
　①雨宮高久、田中啓介、植松英穂（日大理工）
　　「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」
　②唐沢進太郎、土田泰秀、山田研治、小川博
　　「和製曾尓尺（念仏尺系換算尺）の研究　－真田宝物館所蔵の尺度（第1報）－」
　③山田研治、土田泰秀、唐沢進太郎、小川博
　　「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）－」
　④太田邦夫（太田邦夫建築設計）
　　「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」
　⑤中村邦光（私立中村研究室）
　　「19世紀末の東日本にける「養蚕地域」の農民の特性と「和算」の文化」
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◇計量史をさぐる会201１
日時　2011年10月15日（土）13:00～16：00
場所　株式会社オーバル　本社　地下1階　会議室
（1）特別講演　　
　小澤貴浩　「オーバルの流量計の歴史」
（2）研究発表
　①小宮勤一「ファラデーと電磁流量計」
　②高田誠二「ドイツ史上の面積単位＜モルゲン＞－『米欧回覧実記』と『単位の進化』に寄せて－」
　③土田泰秀、唐沢進太郎、降幡浩樹「測器師・則澄と東福寺泰作の測量図」
　④山田研治「『鈴林必携・上巻』「泰西尺度量衡」とミリタイレサックブック－尺度を中心として－」
　⑤大網　功「京枡の実測（3）－京枡17挺（東洋計器所蔵の京枡1升、5挺を含む）の実測結果－」

◇オーラルヒストリー
岩田重雄氏 「計量史研究」　Vol.3３ No.1(39)に掲載。
蓑輪善蔵氏 6月3日、学会事務室で実施。
　聞き手は、松本栄寿、黒須茂、高松宏之。
高田誠二氏 10月31日、学会事務室で実施。
　聞き手は、松本栄寿、黒須茂、高松宏之、横田茂子。

◇一般社団法人設立を申請、認可、登記
10月15日 臨時総会を開催して一般社団法人設立を決議。定款と会員規定を承認した。
12月10日 理事会終了後、申請書類を準備。
12月20日 申請。同日付で認可を受け、同日付で登記した。

５．機関誌の発行　　　
（1）『計量史研究』 Vol.3３ No.1(3９) 201１.７.10
　（解説１、総説１、論文２、オーラルヒストリー1、資料1、紹介１）

（2）『計量史通信』  No.6７ 201１．6.３0発行
　　　　　　　　　　No.6８ 201１．12.27発行

監査報告する吉田清監事 研究発表会司会
新井宏理事 討議のようす
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旧団体報告事項２
201１年度決算報告

会計監査報告
2011年度収支決算について、詳細に監査の結果相違ないことを認めます。
2012年1月21日
日本計量史学会
監事　吉田　清　魁
　　　山崎敬則　魁

支出の部収入の部
113,250荷造運賃973,000年度会費
604,047印刷費513,000特別会費
33,493消耗品費17,000頒布金収入
76,000旅費交通費0広告収入
10,690支払手数料1,116受取利息
84,280通信費0寄付金
113,890諸会費65,210雑収入
503,645会議費
332,100事務所賃借費
26,000校閲費
50,000広告宣伝費

65,750特別費 
(オーラルヒストリー費用）

121,715特別費 
(一般社団法人登記費用）

-565,534剰余金（純損益）1,569,326合　　　計
1,569,326合　　　計

2011年度剰余金
1,217,325前期繰越剰余金
-565,534当期剰余金（純損益）
651,791次年度繰越金

2011年度末残高明細
66,282現金
144,150郵便貯金
199,889三菱東京UFJ銀行秋葉原支店（A）
80,874三菱東京UFJ銀行秋葉原支店（B）
160,596みずほ銀行上野支店
651,791合計

整備基金
2,000,000円三菱東京UFJ銀行（定期預金）
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一般社団法人化について
会長　内川恵三郎

　本学会は１９78年に設立され、現会員約160名の学会の規模でこれまでに論
文集『計量史研究』を年１回以上の発行と会員へ広報サービス紙として『計量
通信』を発行するなど、任意団体として３０年以上にわたり堅実な運営と活発
な活動を行ってきた。
　2006年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が制定され、これ
までは社団法人に移行するには障害が大きかったが、新法人に関する法律によ
り取得のハードルがさがった。そこで、昨年の理事会で社会的に公認された組
織として、活動することが承認された。
　現学会の会計年度に合わせて、以下のような経過で法人格（一般社団法人）
を取得したので、報告する。

１．一般社団法人の取得に向けての事前調査
　まず、2011年6月22日　内川、高松が一般社団法人東京都計量協会（以下、都計協という）にお
いて、当協会の森川専務理事に一般社団法人の取得に関する課題について、相談に乗っていただい
た。申請に必要な書類の作成、審査は準則主義で行われ、新規申請の場合は短期間で取得できる。
費用は約１５万円程度で費用がかかる。
　次に、2011年7月27日　内川、黒須、山田、高松が、再度、都計協に赴き、森川専務理事から具
体的な申請に必要な書類作成に関する事項について確認した。

２．申請準備
1) 2011年10月15日　（株）オーバル地下ホールにおいて、一般社団法人 日本計量史学会を設立す
るための臨時総会を開催し、新法人の申請・取得の了解と新定款を議題にし、承認を受ける。
2) 2011年12月7日　新宿公証役場に出向き、新定款に関する事前相談を受け、必要な申請書類と
書式について、指導を受ける。

３．正式申請と取得
1) 2011年12月10日　理事会終了後、新宿公証役場及び東京法務局新宿出張所に提出する関係書類
は以下にとおりである。
a) 新法人の定款、b)設立時社員決定書と就任承諾書、c)設立時代表理事選定書と就任承諾書、d.)設
立時理事及び設立時監事の選任並びに主たる事務所所在場所の決定に関する決議書、e)一般社団法
人設立登記申請書等。なお、前述の提出書類の整備に当たって、本学会の会員でもある（株）横田
計器製作所の橫田賢次郎社長に多大なご協力をいただいた。
2) 2011年12月14日　新宿公証役場及び東京法務局新宿出張所に提出する関係書類（新法人の定款、
設立時社員決定書と就任承諾書、設立時代表理事選定書と就任承諾書、設立時理事及び設立時監事
の選任並びに主たる事務所所在場所の決定に関する決議書、一般社団法人設立登記申請書等）を準
備した。
3) 2011年12月14日　新宿公証役場に定款の認証を正式に申請し、即日認証された。
4) 2011年12月20日　東京法務局新宿出張所へ新法人の登録に必要な書類として、一般社団法人設
立登記申請書、認証された定款の謄本、設立時代表理事選定書と就任承諾書を申請した。

報告する
内川恵三郎会長
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5) 2011年12月22日　審査結果により関係書類の一部字句の修正と削除を要求され、修正した。
6) 2011年12日27日　登記が認められたことを確認するため、登記簿謄本をとり、受付日で登記さ
れたことを確認するとともに、印鑑登録も行った。
　以上が一般社団法人の取得までの経過である。
　これまでの任意団体から法人化された学会になったことから、今後の課題は、さらなる組織の安
定的な拡大であり、長期的に維持・発展させることが要請されていると思います。そのためには活
動の分野の拡大を図るなど、会員の獲得の努力を続けることが必要であり、会員各位に協力をお願
いする次第です。

新法人報告事項

2012・13年度役員
【会長】内川恵三郎
【副会長】▽加島淳一郎▽松本栄寿▽山田研治
【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▽西村淳▽横田茂子
【監事】▽山崎敬則▽吉田清

2012年度事業計画
開催時期事業
年1回　2月通常総会・研究発表会
年1回　9月計量史をさぐる会
年1回　5月計量史研究の発行
年2回　6月、12月計量史通信の発行
随時関係団体等への協力
年5～6回理事会、運営委員会

　2012年度事業予算
支出の部収入の部

100,000荷造運賃1,029,000年度会費
560,000印刷費35,000賛助会員1社
30,000消耗品費300,000特別会費（総会・研究発表会）
80,000旅費交通費300,000特別会費（計量史をさぐる会）
12,000支払手数料30,000頒布金収入
80,000通信費40,000広告収入
90,000諸会費1,500受取利息
500,000会議費
332,100事務所賃借費
50,000校閲費
16,000広告宣伝費
-114,600過剰金（純損益）
1,735,500合　　　計1,735,500合　　　計
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研究発表会の概要（まとめは大網功理事）

基調講演
「キュリー家（マリー、ピエール、ジャック）の放射能研究」

西尾 成子、高田 誠二
１　はじめに
　20世紀初頭の物理学革命は、原子および原子核レベルの現象である、X 線、ウラン放射能、電子、
ラジウムなどの諸発見によって幕を開けた。キュリー夫妻が、放射性元素、ポロニウム及びラジウ
ムを発見したことはよく知られている。西尾氏は、“彼らの新発見はベクレルの研究成果の上に為さ
れ、新発見を可能にした要因は彼らが、放射線の強さを、キュリー兄弟（ジャックとピエール）に
よって考案された水晶板ピエゾ電気計を用いて、定量的に精密に測定したことにあった。”と述べ、
ベクレルの研究から彼らの新元素発見に至るまでのキュリー家の関わり合いについて話された。
２　ベクレルによるウラン放射能の研究
　ベクレルはレントゲンによるX 線の驚異的な発見およびそれに関するポアンカレの予想に刺激さ
れて、蛍・燐光体からX 線が放出されているかどうかを調べた。
　ベクレルは、写真乾板を黒い紙で包み、その上に螢・燐光体をのせ、それに数時間日光に当てて
から乾板を現像する、という作業を繰り返した。その中でウラン化合物だけがX 線と似た黒い紙を
透過し、写真乾板を感光する線を出していることを見出した。さらに、黒い紙で包んだ写真乾板の
上にウラン鉱石を載せ、ずっと暗がりに置いた後にも、乾板は感光していて、得られた像の黒さは
光を当てたときと全く変わらないことを見つけた。
　ベクレルは、この実験によって、ウラン化合物が、X 線と違って、自発的にX 線に似た線を放出
していることを知り、そのウラン線の性質を調べた。その結果、ベクレルは、ウラン線が自発的に
放射されていること、金属ウランが最も強い放射能を持つことなどを知った。この結果から、ウラ
ン線は、ウラン元素そのものの存在に結びついていると結論した。
３　ポロニウムとラジウムの発見
　キュリー夫人（マリー）は、ベクレルの発見に刺激され、このテーマについて研究してみようと
決心した。彼女は、放射線の強度を量的に正確に測定し、これを手がかりとして現象の解明に向かっ
た。それは、ウランの放射線によって電離された空気中を通る微弱電流を、ピエール、ジャック兄
弟が考案した水晶板ピエゾ電気計を用いて精密に測定したことにあった。
　マリーの実験は、ウラン化合物の放射線を一定の条件の下で、精密に測定できること、そしてそ
れはウラン元素の原子的性質であることを示した。
　そこで、マリーは、他の元素で同じ性質を持ったものはないか、当時知られているすべての元素
を調べた。こうしてマリーは、トリウム化合物もウラン化合物と同程度の強さの放射線を出し、ト
リウムの含有量が多いほど強い放射線を出すことを見出した。さらに、ウランやトリウムを含む鉱
物の中に、ずっと強い放射線を出すものがあるという、極めて異常なことに気が付いた。その説明
に、マリーはこれらの鉱物の中に、ウランやトリウムよりはるかに強い放射線を出す未知の放射性
物質がごく少量含まれているに違いないと予想した。
　マリーの新元素存在の予想を実証するために、夫のピエールはマリーの研究に協力した。彼らは、
特に強い放射能を示すピッチブレンド（閃ウラン鉱）から、放射能を手がかりに、独自の化学的、
物理的方法で、新元素の分離・抽出作業を進め、化学的に異なる2 つの部分にウラン放射能の数100
倍の放射能が集中していることを確認した。彼らは、その内の一つの放射能を担っている新物質を、
ポロニウムと名付け、1898年7 月に、もう一方をラジウムと名付けて、12月にそれぞれ発表した。
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４　水晶板ピエゾ電気計による放射能測定法
　マリーはピエールの協力の下に、放射線による微弱な電離電流を、水晶板ピエゾ電気計を用いて
測定した。その測定方法は、原理的には、次のようなものであった。
　平行板コンデンサーAB（上側をA 、下側をB とする)において、極板B は一方の極を接地した
電池につながれ、極板A は、途中に、スイッチC を介して象限電位計E につながれ、E は水晶板
ピエゾ電気計につながれているという装置で、B の上に粉末状の放射性物質をおくと、AB間の空気
は電離され、AB間に微弱電流が流れる。その微弱電流によってA は充電され、象限電位計はふれ
を生じる。このふれを零に保つように、水晶板ピエゾ電気計において、水晶板に張力を徐々にかけ
て行き、そのとき生じたピエゾ電気によって中和させるという方法で、キュリー夫妻は微弱電流を
測定した。
　このピエゾ電気計は、ジャックとピエールがさまざまな結晶の電気的性質を研究する中で、考案
したもので、水晶板に張力をかけると、張力に比例してピエゾ電気が発生するという装置であった。
５　終わりに
　まとめとして、キュリー夫妻が1900年前後の放射能研究にどう関わっていたか、西尾氏は次のよ
うに概観している。
　ラジウムの発見は、ウランの何万倍も強力な放射能を提供することになり、その後の放射能の研
究を活発にした。放射線に関して、その内のα線とβ線の2 種類は、ラザフォードによって指摘さ
れ、β線が磁場によって曲げられ、負電荷を運ぶことがキュリー夫妻によって確かめられた。γ線
は後に、ヴィラールによって発見された。
　『β線が負の粒子であれば、ラジウムはその粒子を連続的に放出していることになり、原子の不変
性は崩れることになる』そのような考えをキュリー夫妻、ペラン、ベクレルが唱えた。
　1903年、ラザフォードは、α線を磁場によって曲げ、β粒子よりはるかに重い正の粒子であるこ
とを確かめた。そして、トリウム放射能の研究を進め、化学者ソディーとともに放射性変換理論を
提出した。
　このようにして、フランスのキュリーグループとイギリスのラザフォー
ドグループは原子・原子核の研究の中心となっていった。
目次        
１　はじめに
２　ベクレルによるウラン放射能の研究
３　ポロニウムとラジウムの発見
４　水晶板ピエゾ電気計による放射能測定法
５　水晶板ピエゾ電気計
６　おわりに

江戸時代の地方枡に関する実測結果（3）― 特に深さについて
大網　功、黒須　茂、小宮勤一

１　はじめに
　大網氏を含む研究グループは16年度から22年度にわたって、江戸時代、口広4 寸9 分、深さ2 
寸7 分の公定枡であった京枡（御本枡を含む）および江戸枡の調査の他に、弥惣枡、備前枡、尾張
枡など藩独自に作られた藩枡（これらの枡を一括して地方枡と呼ぶ）の調査も行った。その結果、
紀州枡及び藩枡(3)（省印枡）を除いた地方枡では、口広、容積に関して、各藩枡の平均値の殆どが、
京枡の基準枡である御本枡の実測値の平均に近い値であった。

特別講演する西尾成子氏
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　報告した大網氏は“今回は私たちが実測した地方枡の内、紀州枡と藩枡(3)を除いた地方枡につい
て、考察を進めていきたい。これらの地方枡は京枡、その基準枡である御本枡に倣って作られたも
のであること、各地方枡において容積の平均値が大きかったり、小さかったりしている主な原因は
深さにあることを指摘したい。すなわち、容積は深さに依存して変わることを示したい。”と述べ、
実測結果について、以下のような解析を行っている。
　実測結果の解析には、京枡の基準枡である御本枡を基準に考え、「御本枡から導出された1 尺の長
さ」（=303.62 mm）を基に出された「御本枡における各称呼値の換算値」を地方枡の基準値と考え
て、考察を進める。
２　地方枡における称呼値の大きさ
　地方枡において、御本枡に基づく称呼値の換算値を基準値とすると、基準値と各地方枡の実測値
との間にどのような関係があるか、調査した。「基準値」C と「基準値から最も離れた実測値」J と
の間の「最大偏差」Δ(max,地方)(=｜J－C｜)を求めてみた。
　その結果、最大偏差は、各地方枡において、口広では、0.31～1.92 mm、深さでは、0.38～2.97 
mm、容積では、3.6～54.6 姶であった。
　また、今までの研究によれば、公定枡（御本枡、京枡、江戸枡）において想定された最大偏差の
内、最も大きな値は、江戸枡において想定されたもので、長さでは2.38 mm(以下、Δ(max,江戸,L)
と記す)、容積では56.8姶(以下、Δ(max,江戸,v)と記す)である。そして、それぞれの公定枡にお
いて、実測値が称呼値に対して、想定された最大偏差の範囲内にあれば、それぞれの公定枡の大き
さは口広4 寸9 分、深さ2 寸7 分通りに作られていたと推定されている。
　このことを、地方枡に適用すると、基準値に対する実測値の最大偏差が上述のようになるので、
各地方枡の口広では、最大偏差がΔ(max,江戸,L)の範囲内にあるが、深さでは、弥惣枡の測定した
13挺の内、ただ1 挺を除いて、残りの12挺および他の地方枡はすべてその範囲内にあった。
　それ故、弥惣枡の只1 挺を除けば、あとの地方枡の口広及び深さにおいて、実測値の最大偏差は、
すべてΔ(max,江戸,L)の範囲内にあった。
容積では、地方枡で最大偏差の最も大きな値は上述より、Δ(max,江戸,v)の範囲内にある。
　従って、地方枡は、想定された最大偏差を、長さに関して、Δ(max,江戸,L)、容積に関して、
Δ(max,江戸,v)に取れば、口広、深さおよび容積で、共に公定枡と同じ称呼値を持つと考えられる。
　それ故、地方枡は、公定枡同様、称呼値が口広4 寸9 分、深さ2 寸7 分に作られたと推測される。
３　地方枡の深さ
　次に、口広、深さ、容積において、「基準値」C に対する各地方枡の「C から最も離れた実測値」
Jの「偏差の割合」δ（=（J－C）/C）を求めてみた。
　大網氏は公定枡および地方枡において、各枡の、基準値から最も離れた実測値の偏差の割合を表
に示して、深さが、口広に較べて、基準値から離れる割合いが大きければ、容積も基準値から離れ
る割合いが大きくなる。すなわち、容積が深さの値に依存して変わることを示した。
　地方枡および公定枡において、今まで実測してきた枡は長い間使い古された枡である。そのため、
深さの実測値には、「枡製作時に生じた誤差」u1の他に、枡底板上面の窪みや、すり減り等による
「枡が長年使われたために生じた誤差」u2が含まれている。
　ここで、口広、深さにおいて、今まで実測値と呼んでいた値は、実際は、個々の枡について、実
測した値の平均値である。
　深さについて個々の枡の実測値に立ち戻って調べた結果、u2の影響を強く受けている枡が幾つか
あるが、基準値に対して、最も離れた実測値の偏差の割合は、u2の影響をほとんど受けていない。
　このことから大網氏は、最も離れた実測値の偏差の割合は枡製作時によるものであると推定して、
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「地方枡および公定枡において、容積が御本枡に基づいた称呼容積の換算値に比して大きく変わる
主な原因は、枡制作時の深さの値にある」と述べ、枡の製作については、「枡はまず口広が 4 寸9分
になるように作られ、深さが2 寸7 分になるように底板が打ち付けられたと考えられる。その時、
打ち付け方によって、深さに色々な値が出てくると推定される」と述べている。
４　まとめ
　今回は、江戸時代、諸藩が独自に作った藩枡について、大網氏は次のようにまとめている。
(1) 実測した藩枡の内、弥惣枡の只1 挺および紀州枡と藩枡(3)(省印枡)を除けば、あとの地方枡は
公定枡に倣って、口広4 寸9 分、深さ2 寸7 分を称呼値として作られたと考えられる。
(2) 地方枡および公定枡の殆どの枡において、容積は深さの値に依存して変わる。すなわち、口広､
深さ、容積において、実測値の基準値から離れる割合を比較してみると、口広で、その割合が(＋)
でありながら、深さでの割合が(－)であると、容積でも、その割合が(－)になる。
　従って、地方枡および公定枡において、容積が御本枡に基づいた称呼容
積の換算値に比して大きく変わる主な原因は深さにあると考えられる。
　そこで、枡の製作について考えてみると、枡はまず口広が 4 寸9 分に
なるように作られ、深さが2 寸7 分になるように底板が打ちつけられたと
考えられる。その時、打ちつけ方によって、深さに色々な値が出てくると
推定される。
  目次
１　はじめに
２　地方枡の称呼値の大きさ
３　地方枡の深さについて
４　まとめ

『鈐林必携・上巻』巻頭「泰西尺度量衡」とミリタイレサックブック
　　　　　　　　　― 量衡を中心として ―

山田研治
（1）始めに
　デブロインの原典ミリタイレサックブック、A.W.,de Bruyn: Militair zakboekje,1839、第2 版に基
づく三宅友信による『鈐林必携・上巻』「泰西尺度量衡」弘化4 (1847)年刊行は、「尺度」に次いで、
「涅特児蘭土（ネーデルランド）即チ和蘭陀量勺」と「涅特児蘭土量衡　新制」について記してい
る。
　山田氏は今回の講演の目的を、“本稿では、友信によるメートル法に基づく『鈐林必携・上巻』の
量衡制を1839年第2 版及び1833年初版との対比で考察を進め、量（体積）・衡（質量）の基礎とな
る比重についての論考を、翻訳されなかった、第2 版及び初版の「第2 章数学・物理学・化学」の
「B 物理」を基に進める”と述べている。
（2）「涅特児蘭土即ち和蘭陀量勺」および「涅特児蘭土量衡新制」
　友信は『鈐林必携・上巻』において、量（体積）制を「1000 姶=5.4879合」と定式化している。
しかし、この数値は友信が基準とした尺度の「1 m=3.292734　量地尺」（この数値で換算すると、1000 
姶=5.507合）に基づくものではなかった。また、衡（質量）を「蒸留水、1000 姶（=5.4879合）の
重量を1 封度（ポンド）と定め、266 戔8 分1 厘4 毛4 に当たる。」と定式化している。この蒸留水
は純水であるから、蒸留水1000 姶の質量は1000 gとして、この定式から、「蒸留水、1 合の重量

大網功氏
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=48.61867戔」、「1 戔（匁）=3.7479 g」と換算している。
　このことから、友信が記した尺貫法による体積への換算は、尺度と量（体積）・衡（質量）との関
連が独立しており、後述、広瀬元泰『理学提要』巻頭の福田理軒「西洋度量衡」のような、尺度と
量・衡との間に、メートル法による換算の整合性は見られなかった。
（3）密度・比重に関連して、ミリタイレサックブック第2 章　
　デブロイン：『ミリタイレサックブック』1833年初版および1839年第2 版の第2 章は「A.数学」、
「B.物理」、「C.化学」の項からなり、当時のそれぞれの最高水準をコンパクトにまとめたものであ
る。
　この第2 章については、友信は翻訳していないが、「B 物理」の比重についての記述は、水権器と
その解説書、佐藤与之助『水権器用法』の基になったものである。水権器は「水はかり」として知
られた「ニコルソンの浮き秤」であり、金銀及び貨幣の品位を測定することに主眼がおかれた。
　また、比重の問題、とりわけ蒸留水についての密度と比重は、メートル法における量・衡を決め
る基礎であり、それらの基準を決定するためには欠かせないものである。
　そのため、メートル法による度量衡制度の導入を意図していた明治政府は、佐藤の水権器の導入
を踏まえた上で、明治3 年秋から本格的な度量衡論議を集議院で行った。
　ミリタイレサックブックにおいて、蒸留水の体積の密度が最大の時の温度を、1833年初版では、
4.375℃ とし、1839年第2 版では、3.78℃ としている。明治3 年刊の佐藤『水権器用法』では4 ℃
に是正されている。
　佐藤の『水権器用法』の比重の基礎は、幕末の羽田十左右衛門正見の『貨幣通考』安政3(1856) 年
にみられる。羽田は蒸留水1kub.palm＝1000姶（＝5.4879合）の重さを、266.8匁餘としている。
この値は『鈐林必携・上巻』の「蒸留水、1kub.palm＝1000姶（＝5.4879合）の重さ=266.8144匁」
に準じている。
　「C.化学」については、1839年第2 版では、ベルセリウスの「原子量表」が加えられている。
　この「原子量表」は、ベルセリウスの『化学の教科書』（1819）の第4 版に記載されたもので、爆
発の原理となる酸化と還元による燃焼についての所謂「雷酸金之説」の基になったものである。
（4）終わりに
　友信の『鈐林必携・上巻』巻頭「泰西尺度量衡」弘化4(1847) 年は、デブロインのミリタイレサッ
クブックの1839年第2 版、第1 章「度量衡、貨幣（貨幣は省略）」を翻訳したものである。尺貫法
による換算は、尺度と量（体積）・衡（質量）との間に、メートル法による換算の整合性はなかった。
すなわち、尺度は、「1 m=3.292734 量地尺、1 尺=30.3699 cm」に基づき換算が行われ、体積は、
「1000 姶 =5.4879 合、1 升=1822.1906 姶」に基づき、衡は、「蒸留水1000 姶 の重さ=1000 g=266 
戔8 分1 厘4 毛4、 1 戔（匁）=3.7479 g」に基づき換算が行われた。
　従って、友信の換算では、尺度の基準とした換算値を用いて1 升を換算すると、「64.827×(3.03699)3 
=1815.8753 姶」となる。この値は体積の基準とした1 升の換算値とは異なっていた。
　しかし、広瀬元泰『理学提要』嘉永5 年稿成の巻頭、福田理軒による「西洋度量考」では、メー
トル法による度量衡の換算値は、「1 m=3.29508尺、 1 尺=30.3483 cm」を基に整合性が保たれて　
いた。すなわち、体積では、1000 姶=5.51866 合、1 升=1811.999姶（1 m=3.29508 尺）と換算　さ
れ、衡では、蒸留水1000 姶の重さ= 1000 g、蒸留水1 立方寸の重さ=7.5 銭（=27.951 g。但し、1 
寸=3.03483 cmに基づいて、1 立法寸=27.951姶）と定めると、1 銭=3.7268 g と換算される。
　このように、友信の『鈐林必携・上巻』には、尺度と量・衡との関連が断絶しているため、福田
のような精密な度量衡の関連は見られないが、『鈐林必携・上巻』と『理学提要』のそれぞれの原典
を比較してみると、これらの度量衡の背景にある比重や原子量の理論などは、『鈐林必携・上巻』の
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原典、ミリタイレサックブックの方が遙かに現代的であった。
　嘉永5 年、友信は下曽根金三郎に従い、改訂を行い、『鈐林必携』嘉永5、6 年版では、メートル
法への尺度の換算を折衷尺「1 m=3.3 尺」に改めたが、量・衡については『鈐林必携・上巻』から
継承し、「1 kg=266.8144 匁」逆数「1 匁=3.7479 g」と定式化した。
　この友信の定式化、すなわち折衷尺「1 m=3.3 尺」と「1 kg=266.8144 
匁」、「1 匁=1 戔（匁）=3.7479 g」の定式化は、下曽根金三郎の『度量
衡表』安政4(1857) 年刊行にまとめられ、定着化が図られた。
目次
１　はじめに
２　涅特児蘭土即ち和蘭陀量勺
３　涅特児蘭土量衡　新制
４　密度・比重について
５　ミリタイレサックブック第2 章
６　終わりに

「ジェームズ・スミソンの足跡」
その一：ブローパイプとカラミンの解析

松本栄寿
１　はじめに
　ジェームズ・スミソン（1765-1829）はスミソニアン協会の基金として50万ドルを遺贈した人物
として知られている。
　スミソンは英国の名門貴族ノーザンバーランド公爵の末裔にあたり、1787年にロイヤル・ソサイ
エティに入会が認められ、鉱物学者・化学者としての道を歩み始め、いくつかの論文を発表した。
スミソンの遺品などが､スミソニアン本部の失火で焼失してしまったので、スミソンの生前の行動や
50万ドルの遺贈の趣旨なども闇に包まれてしまった。何人かの研究者がスミソンの伝記をまとめよ
うとしたが、スミソンが多年過ごした欧州の手がかりが得られなかったため、まとめることができ
なかった。しかし、ヘザー・ユーイング（Heather Ewing）は、6 年間にわたって、欧州の古文書館、
図書館､ホテル、銀行などを調査訪問し、その地の文書を基にスミソン像をまとめ、“The Lost 　
World of James Smithson”(2007)（松本、小浜訳：『スミソニアン博物館の誕生』）を刊行した。
　松本氏はその著作をもとに、「スミソンの足跡を追って彼の業績を確認しようと考えている」と述
べ、スミソンの足跡について、調査した結果を報告している。
２　スタッファ島
  スミソンは1784年に、最初の調査旅行として、フランス人科学者フォジャの率いる学術調査団に
参加して、スタッファ島（スコットランド・ナショナル・トラストが所有する自然保護区の一部）
を訪れた。当時、地球の起源をめぐる論争が活発化する時期で、この島は研究対象となっていた。
　スミソンは総合的な「鉱物陳列室」を作ろうとしていた。その一環としてスタッファ島の調査旅
行に参加した。そこで収集したカラミンやゼオライト（沸石）を分析して、ロイヤル・ソサイエティ
で発表した。
  松本氏は2011年5 月にスタッファ島を訪問し、スタッファ島が見れば見るほど奇妙な島であると述
べている。

山田研治氏
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３　近代地質学と科学技術環境
　イギリスは近代地質学の発祥の地である。そして、スコットランドを中心とした岩石や結晶の調
査は、やがて全世界を対象にした地質調査に発展していった。
　スミソンを取り巻く、当時の科学・技術環境には、プリーストーリの脱フロギストン説（酸素の
発見）(1774)、ラボアジェの質量不変の法則(1772)、ジェームズ・ハットンの地球理論(1795)などが
あった。このような環境のなかで、スミソンの関心は鉱物学や化学にあった。そして、スミソンは
スタッファ島へ行く途上、エディンバラで科学界の国際的な重要人物であるジェームズ・ハットン、
ジョゼフ・ブラックなどと知り合った。
４　ブローパイプ
　松本氏はスミソンが鉱物学で使用した道具、ブローパイプについて、スミソニアンのキュレータ、
スティーヴン・ターナー氏に尋ねた。ターナー氏は､彼の部屋にはコレクションがあるとの返答と、
使用状況を解説したビデオを送ってくれた。（このビデオを研究発表会の場で紹介した。）
　ブローパイプ（Blowpipe）は、金属製の曲管で、吹き口から空気を吹き込み、他端の細い穴から
吹き出る空気を炎に吹き付けて､高温の炎を作る道具である。古代エジプト時代からあった道具で、
金属成分の検出や、木炭上の穴に試料として、粉末を詰め、その変色・溶融状態から成分を判定す
る吹管分析に使われた。そして、化学や鉱石学では、スペクトル法による分析が確立するまでは有
力な道具であった。18世紀頃までは､大学の化学実験室でもブローパイプと天秤は最も基本的な機器
として置かれていた。このパイプには熟練が必要で、スミソンはその技に長けていた。
　ターナー氏が送ってくれたビデオはブローパイプを使った鉱石の溶融分解の実験であった。それ
は、外見から区別しがたい2 つの鉱物、Zinc Silicate(硅酸亜鉛鉱)とZinc Carbonate（炭酸亜鉛鉱）
とをブローパイプを使って、区別する実験であった。
　木炭の窪みに、粉にした結晶を入れて、オイルランプの2,000°F の高熱に当てる実験である。
　Zinc Carbonateの場合：炭酸亜鉛鉱を粉にして、ブローパイプで加熱
する。溶解して亜鉛は蒸発し、木炭上に、沈着し、白い粉の酸化亜鉛を
作り、木炭上に蓄積する。
　Zinc Silicateの場合：熱を加えても、亜鉛を析出しない。
  この例から松本氏は“スミソンの時代に、ブローパイプがどう使われ
ていたか推測はできる。ただ、大学の実験室でなら可能だったか、旅行
先でも機器を持参したのかなど興味ある問題である”と講演を結んでい
る。
目次
１　はじめに
２　スタッファ島
３　近代地質学と科学技術環境
４　ブローパイプ

計量雑談　　絵で見る≪度量衡≫あれこれ＝旅　さんぽ＝
計量士　斉藤和義

　斉藤氏は度量衡に関する3 つの話題、「度量衡の図柄が鋳出された梵鐘」、「中国古代の度量衡の標
準器であった新莽嘉量」、「計量法とテミスの女神像」について話された。
１　お寺と度量衡―「度量衡の図柄」が鋳出された梵鐘のある寺院

松本栄寿氏
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　斉藤氏は、最初に、梵鐘の用途について、“梵鐘は元々、寺院における僧達の生活を規制するため
に突かれていたが、後に、寺院における諸行事を信者に知らせたり、朝、夕の時を知らせるために、
突かれていた”と説明された後、度量衡が描かれた梵鐘について、調査した結果が報告された。
　度量衡が描かれた梵鐘で、現存しているものは、5 つの寺院で見つけられた。そのうちの一つ、
京都市左京区にある法性寺の梵鐘（1752年鋳造）には、日、月、北斗星などの他に、直尺、曲尺、
柄付き枡、弦鉄付枡、銀秤、千木、天秤などの度量衡器と算盤が描かれていた。寺伝によると、こ
の鐘の造られた趣旨は‘商工業の人々が、鐘の音を聞くことによって、度量衡器や算盤に感謝の気
持ちを持つように’という願いから、造られたとのことである。
２　計量の歴史と計量雑学―度量衡史ハイライト絵図あれこれ　「龍の宮殿の度量衡」
　中国の計量技術は黄河文明の時代に源を発し、周の時代には統一のとれた計量制度が存在するよ
うになった。秦の始皇帝（259B.C.～210B.C.）は中国を統一すると同時に度量衡単位を統一した。
さらに、西漢（前漢：202 B.C.～A.D.8）の時代、帝位を奪い取って、国号を新（A.D.8 ～23）と改
めた王莽（45B.C.～A.D.23）は「新莽嘉量」と呼ばれる度量衡の基準器を作らせた。ここでは、斉
藤氏は、とくに、この「新莽嘉量」について話された。
　「新莽嘉量」は主たる円柱が中央にあり、その両側に小さい円柱が取り付けられた青銅製の標準器
である。中央の円柱は二つに区切られ、上が「斛」を､下が「斗」を表し、また、両側に取り付けら
れた円柱の一つは「1 升」を、他は二つに区切られ、上が「合」を、下が「龠（ヤク）」を表してい
る。これらの単位の関係は2 龠=1 合、10合=1 升、10升=1 斗、10斗=1 斛である。このようにこ
の嘉量は龠から斛までの五つの量の標準器である。
３　テミスの女神像考－日本に見るテミス像－「計量の女神」の由来
       メートル法の啓蒙・啓発推進を担う
　明治に入って、政府は度量衡を新しく統一しなければならないと考え、いろいろ議論を重ねた。
その結果、地球の大円を基礎に置くメートルを下敷きに、折衷尺が正規の尺と決められ、その1 尺
が10/33 メートルと定められた。枡はこの正規の尺で作られ、弦鉄が廃止された。重さは新貨条例
により、1 匁=3.756521 グラムと定められた。長さ、体積、質量において､標準器が作られた。
明治8 年（1875）「度量衡取締条例」が公布され、検査、販売などに関する規則が決められた。
明治19年（1886）日本のメートル条約加盟が4 月16日に公布された。
明治24年 (1891）に、「度量衡法」が公布された。この法令は尺貫法を、基本としているが、メート
ル法を基礎においたものであり、メートル法自体も適法としている。
　度量衡法がメートルを公認したことにより、メートル法の普及は従来より円滑となったが、日　
清戦争（明治27～28年）後は､イギリス、アメリカの経済進出が盛んとなり、ヤードポンド法も使
われるようになり、我が国の度量衡は三系統が混用するようになった。このような状況下で、
大正10年（1921）4 月に、「度量衡法の改正」が行われ、我が国の度量衡はメートル法に統一され
た。
　メートル法普及活動の一端として、東京計量博覧会が大正10年6 月に開かれ、次いで、大阪計量
博覧会が大正11年4月に開催された。そして、この「大阪計量博覧会」で、我が国の計量単位が
メートル法専用となった記念事業として、「テミスの女神」の像が飾られた。
　第二次世界大戦後の経済的混乱から、日本の計量単位はメートル法への統一がくずれ、尺貫法や
ヤードポンド法も、再び使われるようになった。このような状況のなかで、
昭和26年(1951)に、「計量法」が公布され、度量衡法は全面的に書き換えられ、メートル法による
　計量単位のみを法定化した。尺貫法およびヤードポンド法の単位は、慣用での使用が認められた。
昭和34年(1959)1 月より、大部分でメートル法化が達成された。
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　ここで、メートル法普及活動の象徴として飾られた、「テミスの女神」の
像について述べる。
　「テミスの女神」は元来は「法と秩序の女神」として、警察、裁判所等法
務関係で古くから飾られていた。この女神が、「計量の女神」としてあがめ
られるようになったのは、「目覆いを為し、秤を右手に高く捧げ、左手にしっ
かりと剣を握って」立つ姿であることから、正義の秩序と公正は、計量の世
界の真髄であり、これこそ計量の女神なり、ということから、「テミスの女
神」はメートル法の啓蒙・啓発を担うものとして飾られるようになった。
　目次
１　お寺と度量衡―「度量衡の図柄」が鋳出された梵鐘のある寺院
２　計量の歴史と計量雑学― 度量衡史ハイライト絵図あれこれ　「龍の宮殿の度量衡」
３　テミスの女神像考－日本に見るテミス像－「計量の女神」の由来
       メートル法の啓蒙・啓発推進を担う

「計量史をさぐる会2012」
見学・研究発表会・展示品のご案内

　この秋には久々に関西で、京都の秋を楽しみながら、皆様と歓談できる運びとなりました。
　皆様のふるってのご参加をお待ち申し上げます。
日　時　　　　2012年10月27日（土）13時～20時
集合場所　　島津製作所　創業記念資料館
　　　　　　　（〒604－0921　京都市中京区木屋町二条南）
　　　　　　　資料館は１０時に開館ですので、早めに見学して結構です。
研究発表会会場　　　島津製作所本社　　会議室
　　　　　　　　　　（〒604－8511　京都市中京区西の京桑原町１）
　　　　　　　　　なお、資料館より会議室へはバスにてお連れいたします。
　　　　　　　　　発表終了後、懇親会会場へは係の者がご案内します。
　　　　　　　　宿泊は会場近くの「リノホテル京都」が島津製作所さんの推せん割引ホテルです。
研究発表ならびに展示品の募集
　　　　　　　　　　発表・展示発表の申し込み期限   8月20日（月）
　　　　　　　　　　プログラムの確定とご案内   9月初旬
　　　　　　　　　　講演論文ならびに展示品の解説原稿の締切 9月30日（日）
現在、細部について島津製作所さんとの交渉中につき、変更のありうることをご了承ください。

斎藤和義氏

乾杯の発声は
加島淳一郎副会長

懇親会のようす
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研究論文、研究ノート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　円
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ジェームズ・スミソンの足跡を探る−スタッファ島とフィンガルの洞窟 −
副会長　   松本栄寿

　ワシントンにあるアメリカの知識の殿堂「スミソニアン」博物館は、イ
ギリスの貴族ジェームズ・スミソン（Jamos Smithson,1765－1829） の
遺贈50万ドルを基に設立された。スミソンは英国名門貴族ノーサンバラ
ンド公爵の庶子である。
スミソニアンの火災とスミソニアン博物館の謎
　1865年1月24日、スミソニアン本部に火災が発生した。まだ南北戦争
の最中でワシントンは落ち着かない環境であった。当日は防火用水も凍結
し十分な消火水が得られなかったが、幸い火は南半分を焼き止まった。し
かし、二階の高価な科学機器やスミソンの遺品の大部分が焼失してしまっ
た。そのためスミソンの人生が謎につつまれただけでなく、スミソンが何
故アメリカに50万ドルを遺贈したかも不明のままのこされた。（写真1）
　この謎に挑んだのが、ヘザー・ユーイング氏の研究書『The Lost World 
of James Smithson』（Bloomsbury、2007）である。彼女は6年間にわたっ
て、ヨーロッパ中をかけめぐり、フランス、ドイツ、スイス、デンマーク
などの政府機関、学術機関、アーカイブス、裁判記録などを調査した。彼
女の研究をワシントンで知った著者が翻訳したのが『スミソニアン博物館
の誕生』（雄松堂、2010年12月）である。
　著者はこの研究書の翻訳作業を進めるうちに、当時のスミソンの環境、学術事情などを知りたく
なった。まず、訪れたのはスコットランドの北西のスタッファ島である。
スタッファ島の学術調査
　スタッファ島とは、スコットランドの西北部インナー・ヘブリディーズ諸島にある無人島で、現
在はスコットランド・ナショナル・トラストが所有する自然保護区の一部である。
　そこにある三つの洞窟は、六角柱状の柱状節理で形成された特異な風景である。柱状節理とは高
温の溶岩が冷える過程で、六角形の割れ目が生じるためにできる。これが後に波浪の浸食を受けて
洞窟となった。
　1784年スミソンはオックスフォード在学中に、フランス人科学者フォジャの学術調査団に参加し
た。調査団の目的地は小島スタッファ島であった。好奇心あふれる19歳のスミソンは、鉱物陳列室
を完成させるために珍しい鉱石類を収集しようとしていた。
　スミソン（当時はメーシー姓）が参加した学術調査団は、フランス人、フォジャ・ド・サン・フォ
ンの率いるグループで、イタリア人のアンドレアニ伯爵、アイルランド人のソーントンの4名に召
使い達が加わった。
　当時の貴族の旅行は、召使と共に馬車でまわる旅である。地方の道路はせまく時に道中で現地で
案内人を雇う必要があったり、生命の危険さえ伴う環境であった。また18世紀は、地球の起源をめ
ぐる論争が活発化する時期であり、スタッファ島はその研究対象であった。（図1）
　一行は8月末ロンドンを出発、ニューカッスルを経て9月初めエディンバラに到着する。召使い
達を含め三台の馬車の旅である。エディンバラでは、スミソンは著名な学者に会いその教えを乞う
機会となった。化学者ジョゼフ・ブラックや、地質学者ジェームズ・ハットンなどである。ロンド

寄　稿

（写真1）（上）現スミソニ
アン本部（下）入口奥にある
スミソンの墓
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ンの学会人にとって、エディンバラの学会人とのコミュニケーション
は重要であった。ちょうどスコットランド啓蒙運動の真っ盛りの時期
である。
　エディンバラからグラスゴー、ここでガイドを雇いオーバンに向か
う。オーバンに至る道の周辺は地質学的に特徴のある地で一同の興味
をひいた。この地帯はスコットランドからスカンジナビアを貫くいわ
ゆるカレドニア造山帯に属する。
　オーバンはこの地域の中心の漁港で、ここから漁船を雇いマル島
経由でスタッファ島を目指すことになる。しかし、天候不順で船の調達にも苦労している。スミソ
ンは、召使いや水夫と共にスタッファ島を目指した。一旦は荒海のため上陸を諦めようとするが、
島の住民がロープを投げてやっと上陸できた。スミソンはアンドレアニとソーントンとともに、15
人が粗末な石造りの小屋で夜を明かすことになった。
スタッファ島の収穫は
　この洞窟は1772年に自然主義者ジョゼフ・バンクスによって「発見」され、18世紀のスコットラ
ンド詩人のジェームズ・マクファーソンの叙事詩に歌われ「フィンガルの洞窟」として広く知られ
るようになる。
　翌日には、スミソンはスタッファ島からさまざまな標本を収集して、帰路のオーバンで標本を整
理しエディンバラに送る。当時スミソンは総合的な「鉱物陳列室」を作ろうとしていた。
　その後スミソンはスタッファ島のゼオライト（沸石）の分析結果を、1810年にロイヤル・ソサエ
ティで発表している。当時のロイヤル・ソサイエティで調査旅行や研究結果を発表することは、研
究者として認められる重要なステップであった。
　やがてフィンガルの洞窟はロマン派時代の重要な聖地となっていく。この地を訪問した人物から、
多くの詩や芸術作品が生まれた。1829年にはメンデルスゾーンが訪れた。彼が20歳の夏、ロンドン
公演を終えてスコットランド各地を周遊した時のことである。洞窟のフィンガルとは、昔この地方
に君臨したと伝えられる伝説の大王の名に由来している。洞窟の荘厳な景観に感銘を受けたメンデ
ルスゾーンは、その思いを21小節からなる楽譜にした。演奏会用序曲「フィンガルの洞窟」である。
スタッファ島の現在
　筆者は2011年5月グラスゴーからバスと連絡船を乗り継ぎ、227年前のスミソンの足跡を追った。
　現在スタッファ島に行くには、オーバンからマル島、スタッファ島、アイオーナ島を巡るツアー
に参加するのがよい。オーバンへは、あらかじめグラスゴーからの約3時間のバスで移動しておく
ことをおすすめする。天候に左右されるが、三島のツアーは朝9時半から夜8時と丸一日のコース
である。まず、オーバンからマル島へ大型フェリーで30分、バスで2時間、フィヨンフォートにつ
く、ついで小型高速船で60分、目的地のスタッファ島が目に入る。
　見れば見るほど奇妙な島である。三つの海食洞があるが、一番みごとなフィンガルの洞窟の横に
小さな船着き場があり、波が高くなければ上陸もできる。通常は30分の自由時間に上陸、洞窟や島
の頂に行くことができる。六角の柱状節理が見事だが、その間の細い道筋にはロープが張ってあっ
て、つたい歩きができる。島の頂には、スコットランド・ナショナルトラストのプラークが置かれ
ている。 
　現在は無人島であるが、スミソンが上陸した当時は一家族が住んでいた。スミソンがどんな資料
を収集できたか、詳細の記録は失われてしまった。
近代地質学へ
　イギリスは近代地質学の発祥の地である。岩石や結晶の調査は、全世界を対象にした地質調査と

図1：エディンバラ、
クラスゴーからオーバンへ
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歴史研究、地球磁場の歴史の研究へと発展する。パトリック、ブラケット、スタンレー、ランコー
ン、ハットン、ホームズ達が活躍した。また、地質学の原典のライエル著「地質学原理」や、エディ
ンバラ大学のアーサー・ホームズ著「一般地質学原理」が長らく使われた。
　やがてこの中からマントル対流論が論じられ、19世紀から20世紀へと古生代の造山活動から、大
陸移動説が提唱される。さらに20世紀後半には古地磁気学、プレートテクトニクスと新しい地質学
が展開されて行く。
　スミソン時代の科学・技術の環境は、どんなものであったか。スミソンはどの分野に関心をもっ
たのか、興味深い課題である。例えば「プリーストーリの脱フロギストン説（酸素の発見）」（1774）、
「ラヴォアジェの質量不変の法則」（1772）、「ジェームズ・ハットンの地質学」（1795）、また、「シャッ
プの腕木通信」（1793）、「ヴォルタの電池の発明」（1800）から電気の応用がスタートする。
グランドツアー（大修学旅行）へ
　18世紀当時のイギリスの裕福な貴族は、学業終了時に子弟を大規模な国外旅行・グランドツアー
（大修学旅行）に参加させた。フランスやイタリアを数年かけて従者
つきの馬車で旅行する贅沢な旅でもあった。スミソンも1786年にオッ
クスフォードを修了すると、6年間にわたってヨーロッパ中を旅行し
ている。
　『スミソニアン博物館の誕生』で明らかにされた、スミソンの環境
を順次探って行こう。（IEEE JCHC幹事／工学博士・博物館学芸員資
格／1994年・2004年スミソニアン協会客員研究員）

岩倉使節団の観た欧米の文明度
　　理事　新井宏

　「日本計量史学会」で北大名誉教授の高田誠二先生とご一緒している。先生は、『単位の進化』を
お書きになったこともある物理学、計量学や計量史の泰斗であるが、『維新の科学精神』（朝日選書）
や『久米邦武』（ミネルヴァ書房）の著書でも知られるように、久米邦武の『米欧回覧実記』につい
て、科学技術面を掘り下げた研究でも業績を挙げられ、最近も「日本計量史学会」で『実記』に記
された「ドイツ史上の面積単位モルゲン」についての論考を紹介されている。
　1872（明治5）年から73（明治6）年にかけて維新政府の中枢部を率いた岩倉具視の「遣米欧使節
団」は、世界外交史上に類例を見ない「珍事」であった。正副使である岩倉具視、大久保利通、木
戸孝允、伊藤博文、山口尚方をはじめとして、理事官として、田中光顕、山田顕義、佐々木高行ら、
書記官には福地源一郎もいて、日本に残った政府要人は、三条実美、西郷隆盛、山県有朋、大隈重
信、板垣退助くらいであり、政権基盤が固まっていない時期にあっては、まさに奇跡であった。
　この使節団の総勢107名の公式報告書『実記』五巻を独力でまとめたのが久米邦武である。
　久米邦武は、儒学者の古賀謹堂に師事し昌平黌に学び、後に歴史学、古文書学で優れた業績を残
したように、儒学を基礎においた第一級の教養人であった。したがって、彼の『実記』は、日本に
おける研究対象としてだけでなく、近年では欧米でも、東洋の教養人が観た米欧として、研究対象
とされている。
　その中には、19世紀の先進大国の華麗な物質文明に眩惑されなかった新興の意気に燃える維新知
識人の見識を紹介した論文もある（註1）。
　久米邦武は、『実記』で欧米各国の「文明度」を次のように分類しているというのである。
　優等国（デンマーク、スウェーデン、スイス、オランダ、ベルギー）、中等国上（ドイツ、フラン
ス）、中等国下（英国、米国）、劣等国上（オーストリア、イタリア、ポルトガル）、劣等国下（スペ

左）松本・小浜訳　右）原作Heather Ewing著
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イン、ロシア）。
　面白いのは、当時の大国である英国、ドイツ、フランス、米国よりもデンマーク、スウェーデン、
スイスなどを上位に置き、イタリアやポルトガル、オーストリアを日本と同等あるいは以下と見な
していることである。
　ちなみに、『ニューズウィーク』に掲載されていた最近の国別ランキングによれば「幸福度」では、
デンマーク、スイス、オーストリア、スウェーデン、オランダ、米国、ベルギー、ドイツ、英国、
スペイン、イタリア、フランス、日本、ポルトガル、ロシアの順であり、「ネットワーク度」では、
デンマーク、スウェーデン、スイス、オランダ、米国、英国、日本、ドイツ、オーストリア、フラ
ンス、ベルギー、ポルトガル、スペイン、イタリア、ロシアの順となっている。
　幸福度とネットワーク度を総合すると、140年も前に久米邦武が与えた評価順とほとんど全て一致
している。例外はオーストリアくらいである。これを偶然というべきであろうか。
（註1）毛利敏彦「岩倉使節団の文明論」『明治維新政治外交史研究』吉川弘文館、2002
 （前韓国国立慶尚大学招聘教授、元日本金属工業常務、金属考古学）　

話　題

「天野清の人と仕事」東京工業大学博物館　新規収蔵資料公開
理事　小川実吉

　東京工業大学博物館・百年記念館2階展示室では「天野清の人と仕事」のテーマで新規収蔵資料
公開が2012年2月1日から５月まで開催されているので、4月24日に見学した。天野清については、
2007年9月22日に開催された日本計量史学会の「2007年計量史をさぐる会　天野清生誕100年記
念講演会」で、数々の業績についての講演を聴講したので、それらの想いをこめて展示品を興味深
く閲覧した。まず、この展示の趣旨は、天野資料の寄贈を祝して開催された。消失を免れた天野の
遺蔵資料は高田誠二先生に寄託され、整理分析が進められていた。このたび、天野家のご厚意を得
て、天野のかつての職場である東京工業大学博物館（百年記念館）に寄贈された。寄贈された遺蔵
資料は、故天野清助教授遺蔵科学技術史研究資料総合目録（全44頁）、作成高田誠二（2010年12
月）2012年2月1日発行に収録されている。遺蔵資料は分野別にＡからＱの12分類されて、約300
点に上ると思われる。この膨大な資料を分類し収録の作業を達成された、高田誠二先生に敬意を表
する次第である。
　さて、展示の内容であるが、天野清は、1944年4月東京工業大学物理学教室の助教授に赴任され
て高温測定を担当された当時に焦点を当てたものである。当時の同物理学教室は、国際的な温度計
測の研究が盛んで、同僚には低温測定の木下正雄教授、大石二郎助教授が活躍されていた。天野清
助教授が高温度域を担当することで実用温度計の全領域を補うことが期待された。まず、大きな功
績と紹介されているのは、ハイゼンベルクの天野による翻訳「現代物理学の原理的諸問題」1937年
刊がある。展示品の中から温度計測に関するものを取り上げると、国際的な温度計測標準が創設さ
れた「1927年国際温度目盛り（ITS-27）に就いて」（1936年11月刊）がある。この画期的な制定は、
その後約20年毎に改定されて、SI基本単位に採用され、現行の国際温度標準のITS-90に繋がって
いる。放射温度計測の基本原理として現在も重宝されている原点と思われる「ウイーン・プランク
論文集、熱輻射論と量子の起源」（1943年刊）が紹介されていた。
　研究論文では、「写真による温度測定法」1937年日本学術振興会製鋼第19委員会第2分科会で発
表された。この研究は、温度計を直接接触できない測定物（高温約1500℃の溶鋼）を写真に撮影し
て、その濃淡で温度値を判断するもので、現在の放射温度計測の草創研究であろう。このアイデア
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がポイントの温度計測に加えてパターン計測へと発展している。天野清の300点に上る収蔵資料は、
故天野清助教授遺蔵科学技術史研究資料総合目録から索引できるがこの目録は内部資料として管理
されている。
　この貴重な資料が公的機関で所蔵されたので今後の活用が期待できる。

メートル原器が重要文化財に
近代度量衡の根本資料として歴史上、学術上の価値　　　　　理事　高松宏之
　（独）産業技術総合研究所が所有するメートル原器と関係原器が国の重
要文化財に指定される。
　4月20日に開いた文化審議会（宮田亮平会長）が、「メートル条約並度
量衡法関係原器」を重要文化財に指定することを、文部科学大臣に答申
したもの。
　指定されるのは、1885年（明治18年）の日本のメートル条約加盟によ
り分配されたメートル原器（原器1本〔謂22〕、副原器1本〔謂20c〕）
と、1891年（明治24年）に公布された度量衡法に基づき、尺貫法に対応
するために国際度量衡委員会に製作依頼して受領した尺原器（2本）。
　日本のメートル原器と関係原器は、近代日本が欧米の学問や技術を導入していくにあたり、日本
の従来からの複雑な度量衡制度を国際的なメートル法に準拠させるための重要な役割を果たし、日
本の産業発展に貢献した。
　審議会答申は「我が国従来の複雑かつ多様な度量衡制度を国際的な基準に準拠する体系的なもの
とした原器であり、日本の近代における度量衡の原点に位置する根本資料として、歴史上及び学術
上価値が高い」と評価した。
　指定されるメートル原器は、国際メートル原器（謂6）と同時につくられた原器30本のうちの1
本で白金イリジウム合金（白金90％、イリジウム10％）製。
　本原器は、1960年にメートルの定義が変わったため長さの標準としての役割を終えたが、関東大
震災やアジア太平洋戦争の惨禍をまぬがれてきた貴重な歴史的、学術的遺産である。
　現在のメートルの定義は「1秒の299 792 458分の1の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ」。
指定リスト
【指定名称】メートル条約並度量衡法関係原器
【内訳】▽メートル原器1本▽メートル副原器1本▽尺原器2本▽附（つけたり）＝トンヌロー温
度計2本、メートル原器校正証明書1通
注：附（つけたり）の前までが本指定、附はこれを補うもの。ケース類は、名称には出てこないが、
付属品として記録されている。

会員関係図書・雑誌紹介
■黒須茂（監修）、田崎良佑・山川雄司・渡邉彰裕（著）『よくわかる数学記号（力学に出てくる量
　と単位）』パワー社、2012
■新井宏「平原鏡から三角縁神獣鏡へ」『季刊　邪馬台国113号』梓書院、2012
■「陵墓限定公開」30周年記念シンポジウム編（宮川徏など）『「陵墓」を考える　陵墓公開運動　
の30年』新泉社、2012
会員が関係している図書（近刊）、雑誌などを紹介しています。ぜひ情報をお寄せください。

（独）産業技術総合研究所提供
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第26回　江戸学懇話会報告 
理事　中村邦光 

　第26回「江戸懇」は「江戸城散策」をテーマに開催しましたが、あいにく雨天でした。　しかし、
それはそれなりに、「春雨の中の江戸城」を満喫して頂けたのでなないでしょうか。楽しい一日でし
た。 次回（第27回）の江戸懇は2012年10月13日（土）に実施予定。担当幹事は薮玲子さんで
す。 どうぞお楽しみに！    

  　「江戸城」散策のご案内　　　　　　　担当幹事　中村邦光 
  【集合】4月14日（土）13:00時、東京メトロ東西線「竹橋駅改札口」(１ab出口） 
【コース】竹橋駅 → 国立公文書館 → 北桔橋門 → 宮内庁書陵部 → 天守台 → 本丸跡(大奥・中奥・
表) → 石室 → 松の廊下跡 → 富士見櫓 →（本丸休憩所・展望台） →二の丸庭園 → 百人番所→同心
番所→大手門→東京駅構内１番街の居酒屋「庄屋」にて 
 【参加者】（敬称略） 
今山健、菊谷秀臣、黒須茂、後藤洋、小松修、篠原光彦、首藤郁夫、須藤信、高松宏之、 　　　　
中島光世、中村邦光、名小路和子、丸山陽彦、平岡佳子、薮 玲子、山崎昌矩、山崎聖子 
  【ひとこと】
　「江戸城」には長い歴史がありました。扇谷上杉氏の家臣太田道灌によって長禄元（1457）年に創
建されて以降→北条氏 →天正18（1590）～慶応４（1868）年の間に徳川氏の居城 →明治元（1868）
～平成24（2012）の間は天皇家の居城となりました。 
  今回の散策は、春雨とはいえ寒い1日でしたが、いろいろな花も咲いていて、和やかで楽しい一日
でした。そして、今回の江戸懇も「多様性の共存」が実現した有意義な一日でした。 

紹介　中国計量文化トランプ
副会長　加島淳一郎

　先般、日中韓計量定期協議会で、来日された老朋友の劉新民さんから、中国計量文化トランプ一
組を頂戴しました。
　紀元前1600年の商時代から、戦国時代、秦の始皇帝の統一を経て、前漢、新、後漢、南北朝、隋、
唐、宋、元、明、清、更に中華民国時代の計量器の絵と名称、単位を含む中国語と英語の解説文が
付いているトランプです。
　小生一人が持っていても、宝の持ち腐れになるので、所属している日本計量史学会に差し上げま
した。
　トランプ概要を度量衡ごとにまとめて紹介させて頂きます。
　先ず、度（長さ）では、各種材料で作成された尺（木製、骨製、牙製、銅製）の紹介、更に王莽
銅尺（ノギス）の元祖とも言える挟み尺。
　量では、升、特に新の王莽が作成させた、現在台湾故宮博物館の新莽嘉量を含む容器の紹介。
　衡は、秤、分銅等。
　更に、計時器（漏刻ー水時計）、指南車（磁石を利用して、常に人形が南方を指す車）、記里鼓車
（一里進むと鼓を打つ車）等があります。
　更に、秦の始皇帝が、商鞅の量器（現在上海博物館所蔵）を手にして、今後も標準器として使用
して行く絵がジョーカーとして、使用されています。
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カードの解説

スペードA 商代（約紀元前１７世紀初～約前１１世紀）骨尺　長さ１６～１7cm、
  中位の身長の人の親指と人指し指を開いた長さ
  文献にある「手を布して尺を知る」の象形文字「尺」の形と相合する
 ２ 東周（紀元前77０～前２５６）銅尺　長さ　２３.１cm
 ３ 戦国時代（紀元前４7５～前２２１）銅曲尺各辺２３.１cm 秦漢時代と同じ長さ
 ４ 戦国時代　彩絵骨尺　長さ２２.５cm
 ５ 漢代（紀元前206～紀元220）尺90本余有るが材質、紋飾は異なる長さ 23～23.5cm
 ６ 新莽（紀元９～２３）新莽始建国元年（紀元９年）挟み尺
 ７ 南朝　梁（502～557）鳥獣紋銅尺　拓本　長さ２４.８cm
 ８ 南朝　梁、風紋銅尺　一尺　長さ２４.９cm
 ９ 隋(581～618)  木尺　長さ29.7cm
 10 唐（618～907）鎏金花卉（金で描いた草花）銅尺残長24cm－尺の長さ30.8cm
 J  唐　撥紅牙尺　長さ29.7cm　29.5cm
 Ｑ 宋（960～1279）五子花卉木尺　長さ31.7cm
 Ｋ 清（1616～1911）各種尺清代には各種の尺が製造され《律歴正義後篇》
　　　　　　　　各種の標準は営造尺32cm、裁衣尺35.5cm、律尺25.9cm
クラブ A 戦国楚　竹衡杆銅環権（分銅）最大125g、最小0.6g、総重量250g合わせて一斤
 ２　秦　銅権　始皇帝と二世の詔書が刻され、重さ7,620ｇ
 ３ 北朝　斉（550～577）の銅跎（分銅）斉武平元年（577年）の分銅　重さ74ｇ
 ４ 隋（581～618）青釉兎紐瓷鉈　重さ873ｇ
 ５ 唐（618～907）布天平（天秤）
 ６　南宋 金（1127～1279）鉄鉈　一面に「明」と刻され、別の面に「昌」と刻され、 
 　　“明昌”は金 章宗 完顔景の年号（1190～1196）である
 ７ 明（1368～1644）銅分銅　参量と刻印、　重さ108ｇ
 ８ 明の秤　底に「万歴年造」と刻され、最大20両計れる
 ９ 清（1644～1911）1分から30両までの銅分銅
 10 清康熙十八年（1679）分銅、１銭から千両まで、20枚で合計10両、重さ　366ｇ
 Ｊ 清　五十両　銅分銅　康熙二十四年（1685）
 Ｑ 清　天秤、銅分銅
 K 清　獣形分銅
ダイヤ Ａ 戦国時代　中山銅壺、壺底に重量が刻銘され、単位は「石」「刀」
 ２ 西漢　銅灯　重さ三斤八両、高さ八寸の刻銘
 ３ 西漢　太后府銅鐘　容五斗、重さ十七斤の刻銘
 ４ 西漢 漏壺（計時器）千章銅漏、重　三十二斤
　　　　　　　 河平二年四月造の刻銘　千章は県名、河平二年はＢＣ27年
 ５ 地動儀模型　張衡作成品の模型
 ６ 渾象天球儀模型
 ７ 指南車模型
 ８ 記里鼓車模型
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  9　唐　金舞馬壺　刻銘　重さ十三両半
 １０　唐　刻花金碗　刻銘　九両半
 J 郭守敬簡儀
  渾儀環圏交錯が観測に不便な欠点を突破し装置を簡便にして効用を広げたもの。
 Ｑ　四級式漏刻
  元 延祐三年（1316）作成の四級式漏刻、日壺、月壺、星壺と受水壺の組合わせ
 Ｋ　清　メッキ　転花鐘ローマ数字を用い広州で製造された
ハート Ａ 西周(約ＢＣ11世紀～ＢＣ７７１)銅製の酒盛器　土地の面積｢方五十里｣の刻銘
 ２　戦国 斉　右里銅量　容積1024ml
 ３　戦国 斉  子禾子銅釜
  器壁の刻銘文は三件の量器の作用及び規定に違反した者への処罰、容量20,460ml
 ４ 戦国　鄒　陶量　
  底部に｢稟｣の字が刻され、国庫で所用する量を示す。容量20,000ml
 ５　戦国　秦　商鞅銅方升
  商がＢＣ344年作成させた標準量器。銘文｢十六寸五分寸一（16.2立方寸）を
  升と為す｣実測の結果、方寸の深さ1寸、巾3寸、長さ5.4寸、一尺は23.1cm、
  一升は200ml
 ６　秦　始皇帝詔　銅量　容量480ｍｌ四分の一斗に当たる
 ７　秦　麗山園銅缶　刻銘　容十二斗三升　重さ二鈞三斤八両
 ８　漢　小銅量　容量6ml
 ９　漢　一組の小銅量
 10　新莽　銅嘉量及び銘文拓本
  銅嘉量及び、銘文拓本
  紀元9年製造の標準量器、龠、合、升、斗、斛の五量を包括し、＜漢書律歴志＞の
  記載に相対する。漢代の容量制度を理解できるだけでなく、器物銘文の研究と測量を
  通じ、度量衡三者の単位量値を得ることが出来る。
  一尺は23.1cm、一升は200ml、一斤は226.7gである。
 Ｊ　東漢　鎏金銅斛　刻銘　盤の径二尺二寸
 Ｑ　清　木斗　清、蘇州府の木斗
 Ｋ　中華民国　標準量器一組
  中華民国工商部全国度量衡局製造所制作の標準器一組
ＪＯＫＥＲ 秦始皇帝が商鞅の方升を手にして、再度標準器として使用することを宣言する。
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【訂正】『計量史通信68号』の「（一社）日本計量史学会設立総会・研究発表会」記事中、「【日
時】2011年2月4日（土）」は正しくは「【日時】2012年2月4日（土）」、写真説明中「前回
（2010年）のようす」は正しくは「前回（2011年）のようす」です。お詫びして訂正します。
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