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一般社団法人日本計量史学会

2013年度定時総会ならびに研究発表会開2013年度定時総会ならびに研究発表会開催催
　（一社）日本計量史学会は、3月1日画、13時
から、東京都板橋区の叙タニタ本社で、総会お
よび研究発表会を開催した。
　開会前に叙タニタの協力で、食堂で「タニタ
食堂」のレシピによる昼食が提供された。ベス
トセラー『体脂肪計タニタの社員食堂』シリー
ズのレシピ監修を手がけた栄養士の荻野菜々子
さんからレシピの説明があった。
　また、休憩時間などを利用して、「タニタ博物
館」を見学した。

【プログラム】

1. 2013年度定時総会（13:00～13:50）
　司会：小川実吉事務局長
　開会の辞：内川恵三郎会長
　議長選出：山田研治副会長
●議事
　議案1. 2012年度決算(案)（山田研治副会長報告）、監査報告（吉田清監事）
　報告1. 2012年度事業（小川実吉事務局長報告）
　報告2. 2013年度事業計画、事業予算（小川実吉事務局長報告）
●閉会の辞：議長
2.研究発表会（14:00～17:00）

内川恵三郎会長

総会のようす

栄養士の荻野さんが昼食の
レシピを解説（左）
タニタ博物館を見学（右）
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●特別講演（14:00～15:10）　司会：加島淳一郎副会長
　1. 「タニタの健康増進プロジェクトの取組」(株)タニタ　国内営業部　名倉麻衣
　2. 「測定結果の計算と不確かさ」（独）産業技術総合研究所　小池昌義
●研究発表（15:20～17:00） (各講演25分　質疑5～10分含む）　司会：沢辺雅二理事
　1. 丸山陽彦「江戸東京科学史散歩」
　2. 大網功、黒須茂、小宮勤一「江戸時代の地方枡に関する実測結果について(5)－紀州枡について
　－」
　3.山田研治「幕末のメートル法による近世度量衡の生成－高島流砲術の系譜を中心として－」
●資料展示
　本学会会員の小林健蔵氏が三重県四日市市に開設した「秤乃館」が、『ラジオ深夜便2月号』 （NHK
　センター）のグラビア写真に紹介され、当日会場受付で実費販売した。（完売）
3.懇親会　1階"食堂"（17:30～19:30）

議案　2012年度決算報告（2012〔平成24〕年1月1日～12月31日）

損　益　計　算　書
金額収益金額費用

985,500会費（一般会費）343,214印刷費（計量史研究）
200,000会費（総会）96,337印刷費（計量史通信）
288,000会費（さぐる会）28,350印刷費（総会）
10,000寄付金（特別会費）38,325印刷費（さぐる会）

0広告収入35,320荷造運賃費
62,583頒布金収入36,757消耗品費
560受取利息26,070旅費交通費

13,225支払手数料
87,560通信費
30,000諸会費
6,780会議費（総務）
176,814会議費（総会）
152,618会議費（さぐる会）
332,100事務所賃借料
51,840校閲費
4,300租税公課
65,000広告宣伝費
7,212特別費(オーラルヒストリー）
21,000未収金償却費
-6,179正味財産

1,546,643合　　　計1,546,643合計
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監査報告
2012年度事業報告及び決算について、提示された関係書類をもとに詳細に
監査の結果、適正に表示しているものと認めます。
2013年1月19日
一般社団法人日本計量史学会
監事　山崎敬則　魁
監事　吉田　清　魁

報告事項1
2012年度事業報告

1．会員数（2012年12月31日現在）
正会員136（-10）、賛助会員1、名誉会員3、客員会員4、計144名
（退会者13名、入会者3名）

2．役員（理事15、監事2、2012年12月31日現在）
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
　敢総会（1回）
一般社団法人設立総会（2012年2月4日松13:00～13:50）
　ホテルグランドヒル市ヶ谷翡翠の間で開催され、次の議案が審議・承認された。
　構成員150名、出席者　26名、委任状71名、計97名（1/3以上）

小川実吉理事

吉田　清 監事

貸　借　対　照　表
金額負債及び財産（純資産）金額費用
32,550未払金25,889普通預金（三菱東京ＵＦＪ）
10,500前受金45,640普通預金（三菱東京ＵＦＪ）

2,770,791基本財産75,510普通預金（三菱東京ＵＦＪ）
-6,179正味財産（繰り越し）1,171普通預金（みずほ）

559,776普通預金（ゆうちょ）
2,000,000定期預金（三菱東京ＵＦＪ）
43,676現金
56,000未収金

2,807,662合計2,807,662合計
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　1）旧団体報告事項
　　2011年度決算及び2011年度事業を報告し承認された。
　2）新団体報告事項
　　陰　新団体の設立は、臨時総会（2011年10月15日）の決議に則り手続きをすすめた結果、2011
　　年12月20日に、一般社団法人日本計量史学会として登記されたことを内川会長から報告し承
　　認された。
　　隠　2012年度事業計画（案）及び予算（案）を報告し承認された。
　3）第1号議案
　　役員改選により、理事15名、監事2名が承認された。
　　総会を一時休会して第1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。

　柑理事会（3回）　
第1回理事会（2012年2月4日、総会を一時休会して開催）
　1）会長、副会長の選任（互選）
　
第2回理事会　（2012年3月10日）日本計量会館（学会事務室）
　1）事務局報告（入退会者等）　2）役員の役割分担について　3）予算と経費・黒字化計画
　4）年間の行事予定　5）計量史をさぐる会2012の実施計画　6）計量史研究の発行計画
　7）計量史通信の発行計画　8）その他

第3回理事会　（2013年1月19日）日本計量会館（学会事務室）
　1）事務局報告　2）定時総会について　a) 2012年度事業報告について　b) 2012年度会計報告につ
　いて　c) 2013年度事業計画について　d) 2013年度予算について　3）研究発表会について

　桓運営委員会（4回）
第1回運営委員会（2012年5月19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2012の実施計画　3）計量史研究（Vol.34,No.1）について　
　4）計量史通信について　5）国際科学史学会について　6）その他

第2回運営委員会（2012年7月7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2012」プログラム決定　3）計量史研究について　4）計量史
　通信について　5）その他

第3回運営委員会（2012年9月8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2012」参加状況　3）「計量史をさぐる会2012」の役割分担
　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4回運営委員会（2012年12月15日）日本計量会館（学会事務室）
　1）入退会者　2）2013年度定時総会及び研究発表会の実施計画について　3）計量史通信について
　4）会計報告（2012年11月迄）　5）その他
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第5回運営委員会（2013年2月9日）日本計量会館（学会事務室）
　1）入退会者　2）2013年度定時総会及び研究発表会について（事業報告書、会計報告書、事業計
　画・予算書の確認、研究発表会の講演項目確認、プログラムの決定、当日の運営など）　3）その
　他

４．事業関係　　
◇2012年度一般社団法人設立総会に伴う研究発表会
日時　2012年2月4日松14:00～17:00
場所　ホテルグランドヒル市ヶ谷“翡翠の間”
　敢基調講演　西尾成子氏、高田誠二氏
　「キューリー家（マリー、ピエール、ジャック）の放射能研究」
　柑研究発表
　陰中村邦光「江戸時代の日本における「学者」の変遷」
　隠大網　功「江戸時代の地方桝に関する実測結果桓」
　韻山田研治「『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
　－」
　吋松本栄寿「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－」
　右斉藤和義「絵で見る＜度量衡＞あれこれ　＝旅　散歩＝」

◇計量史をさぐる会2012
日時　2012年10月27日松13：00～17：00
場所　株式会社島津製作所　創業記念資料館、本社・三条工場　会議室
　敢見学会　島津製作所創業記念資料館
　柑特別講演　　
　　島津製作所　分析計測事業部　向山達也氏「島津の天びんの足跡を追って」
　桓研究発表
　陰山下喜吉　「度量衡の携帯用検査器具の展示及び説明」
　隠中川　康　「PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA における単位につ
　いて」
　韻丸山陽彦　「『物理略答書抜控』の調査」
　吋山田研冶　「メートル法受容の起源 ―緒方洪庵『遠西醫方名物考　補遺』の凡例―」
　右大網　功　｢江戸時代の地方枡に関する実測結果について(4) ‐枡の経年変化について‐」

５．機関誌の発行
　敢『計量史研究』 Vol.34 No.1(40) 2012年7月10日
　(歴史探訪1、解説2、論文2、オーラルヒストリー2、資料1、その他) 

　柑『計量史通信』  
　No.69　2012年6月３0日発行
　No.70　2013年1月25日発行

以上
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報告事項２
事業計画及び予算

2013年度事業予算
支出の部収入の部

35,000荷造運賃920,500年度会費
550,000印刷費35,000賛助会員1社
27,000消耗品費10,000特別会費
8,000旅費交通費200,000総会・研究発表会
13,000支払手数料300,000計量史をさぐる会
88,000通信費63,000頒布金収入
30,000諸会費0広告収入
312,000会議費600受取利息
332,100事務所賃借費
55,000校閲費
65,000広告宣伝費
14,000未収金償却費

0正味財産（剰余金）
1,529,100合　　　計1,529,100合　　　計

2013年度事業計画
備考開催時期事業

年1回　2月定時総会・研究発表会
年1回　10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、2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
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研究発表会の概要（まとめは大網功理事）

特別講演
１．ヘルスケア分野における「はかる」の進化・深化
       ──　 はかるを通じて健康をつくるタニタの取り組み 

叙タニタ国内営業部　名倉　麻衣
１　はじめに
　株式会社タニタは、レシピ本「体脂肪計タニタの社員食堂」や社員食堂を忠実に再現した「丸の
内タニタ社員食堂」をオープンするなど、近年、健康企業として注目を浴びてきた。元々は家庭用
体脂肪計など、健康測定器の開発製造販売を行う計量器メーカーである。タニタは消費者の健康を
様々な角度からより詳しくモニタリングを可能とするために、1974年以降、精度、測定項目、測定
対象など、「はかる」を深化させている。
　本講演では、タニタにおける「はかる」の複合進化形として、社内で取り組んでいる健康増進プ
ロジェクトについて紹介する。
２　タニタが考える健康づくり
　タニタでは、健康についての正しい知識を身につけると共に、健康の維持にとって重要な「食事」
「運動」「休養」が適切にとれているか、また、それらの行動の結果である体重をモニタリングする
ことで、体重や食事・運動・休養などの活動を記録し、振り返り、原因の確認、生活習慣の改善と
目標修正、実行を実施し、「はかる・わかる・気づく・変わる」のサイクルを作ることから始まる健
康づくりを推進している。
３　タニタ健康プロジェクト
　タニタでは、社員の健康レベルを高めるために、社員が自分の健康状態を把握し、継続的に健康
管理ができるように支援体制を構築している。すなわち、社員に、通信機能を持つ歩数計を配布し、
社員が歩数計、体組成計、血圧計などで測定したそれぞれのデータを一元管理し、その集積データ
を活用して、社員の運動等を促進する仕組みを構築している。そして、社員それぞれが、健康応援
サイト「からだカルテ」にログインし、自分の測定結果をチェックし、「はかる、わかる、気づく、
変わる」の健康サイクルを実践している。その他、タニタでは、社員食堂での食育や健診時の尿糖
チェックも実施している。
　社員の健康管理を維持させるために、社長命令で、「健康管理も仕事の一つです」と、社員に「健
康管理」を周知させ、運動が「楽しく、簡単に続けられる」ように、サイト上で、ゲーム感覚で楽
しく運動できるように、そして世界の名所を歩いているような気分になる、世界の名所を巡るバー
チャルウォーキングイベントを開催している。このイベントは部署対抗のチーム戦とし、競争心を

特別講演司会の
加島淳一郎副会長
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刺激しつつ、ウォーキングへの意識を高めている。また、このようなイベントは社員のコミュニケー
ション向上にも役立っている。
　そして、タニタでは、休憩スペース「リフレッシュラウンジ」や女性のパウダールームに機器を
設置し、ちょっとした時間に健康管理を実践している。
　計機健保全体の1 人あたりの医療費は緩やかに右肩上がりをしているが、タニタでは、社員の健
康レベルの向上が医療費削減に寄与している。殆どの社員は肥満に関するメカニズムを理解し、正
しい生活習慣を自ら選択維持できるようになりつつある。
　この取り組み成果はメタボ解消成功事例（職場編）として平成24年版厚生労働白書に掲載された。
そしてこの取り組みは、健康プログラムの導入費用を考慮しても、医療費の削減に対して高い効果
があった。
　全社員を対象としたプログラムに加えて、血圧や体脂肪率等が高く、危険度が高い社員には専門
家による個別指導も実施している。
　その他に、健診時には尿糖計を使用し、糖尿病予備軍のスクリーニングを実施。また、最近では
睡眠計により眠りの質も測定し、「休養」へのモニタリングへの活用も開始している。
４　最後に
　タニタは人々の健康づくりに貢献することおよび「健康になりたい」「綺麗
になりたい」などの様々なニーズに応えるため、さらに測定器を深化させ、
それに対応するサービスを進化させていきます。
【目次】
１　はじめに
２　タニタが考える健康づくり
３　タニタ健康プロジェクト
４　最後に       

２．測定結果の計算と不確かさ
（独）産業技術総合研究所　小池　昌義

Ⅰ．　はじめに
　大学での試験やレポート問題の解答で、必ずしも有効数字が考慮されてい
ないものが散見される。また、不確かさの解説をする際にも、不確かさ評価
に難しい方法を使っていても、最終的な測定結果の表記において、おかしな
表記がされている場合がある。
　本稿では、測定という場面において、不確かさの意味と関連させながら、
測定値の計算や表記を行う場合に、どのようなことを注意しなければならな
いかを整理してみたい。そして、計算の中で、有効数字の考え方を適切に伝
えるには、どうすれば良いか、という問題を整理したい。
Ⅱ．　測定値とその不確かさ
1） 測定不確かさと有効数字
　なぜ、有効数字が重要なのか。測定の場合、測定には不確かさが伴う。すなわち、測定のプロセ
スの中で、何らかの曖昧さがあり、観測値がばらついたり、データの処理の中で使われる定数の不
正確さなどがあったり、どこまでも正確に測定値を求めることはできない。
　測定結果を測定値という数値で表したとき、どの桁まで意味があるのか、どの桁から誤差が入り
込んでくるか、については、不確かさを知ることによって、知ることができる。すなわち、不確か

名倉麻衣氏

小池昌義氏
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さが関わってくる桁以下の桁数の数値は表記されていたとしても意味が無い。例えば、測定結果が、
m=20.334 手、不確かさU=0.012 手と書かれていれば、m の真の値は、20.322 手から20.346 手の間
にあることが推測される。すなわち、測定値の下2 桁に誤差が入っていると推測できる。不確かさ
を測定値に併記する意味は、このような推測が可能になることである。しかし、不確かさの表記な
しで、20.334 手とだけ書かれていては、その推測は不可能である。
　有効数字は、表記された数値のどの桁まで信用していいのかの指標となる。その最後の桁には誤
差が入り込む可能性がある。有効数字を明確にする表記法は、指数表示が便利である。例えば、
2.0334×101 手と書けば、有効数字が5 桁であることが分かる。
2） 測定値の有効数字の桁数
　ある測定器で得られた数値(観測値)の場合、観測値の不確かさが評価されていないときは、測定
器で読み取ることができる最小単位の桁数が、有効数字の桁数の1 つの目安になる。
　観測値が測定値の計算に使われるような場合には、最終的な測定値の不確かさを評価し、その桁
を基に数値を丸めれば良いので、有効数字の桁数は、最終的な測定値（報告する値）の最終桁かそ
の1 桁上に誤差が入り込むように、計算の途中では、少し多めに桁数を取っておく必要がある。
3）　測定の不確かさ
　測定の不確かさは、まず、どのような測定器を使うかによって決まってくるが、どのような測定
の方法を使うか、測定対象がどのようなものかによって、観測値のばらつきが変わってくる。
　測定器では、長さの測定の場合、物差しを使うか、ノギスを使うか等、使用する測定器によって、
検出限界が変わってくる。測定方法では、接触式か、非接触式か、どれだけの力をかけるか等々に
加え、測定対象によって測定方法が大きく異なる場合がある。
　また、いくつかのサンプルを測る場合、観測値が、測定のばらつきによって変化しているのか、
サンプルのばらつきによって変化しているのか、を分けて考える必要がある。
　そのような観点から、測定の不確かさを見直して、測定値をきちんと丸めることが本来であるが、
不確かさまで行かなくても、測定値の誤差の大きさの予測は必要であろう。
Ⅲ．　有限有効数字の計算
1）　測定値を求めるプロセス
　観測値から測定値を求めるプロセスには、観測値や定数などを用いた計算（データ処理）が行わ
れる。これらの計算の中で、有効数字をどう扱うかは、元々の数値が持つ誤差が計算によって、ど
のように伝わっていくか、によって決まってくる。計算過程は次のようになる。
　陰もとの数値の有効桁までの計算をする。
　隠途中の計算は1 桁か2 桁、少し多めの桁数を取っておく。
　韻最終的に意味のある桁を考慮して、結果の数字を丸める。
2）　加減乗除の計算の場合
　敢数値のかけ算、割り算の場合、有効数字の桁数が、結果の有効数字の桁数になると考えて良い。
　そのため、数値の指数表示が有効である。元の数値の有効桁が少ない方の桁数の桁に、誤差の影
　響が及ぶので、計算結果は、元の数値の最小桁で丸める。
　柑数値の足し算、引き算の場合、有効数字の桁の絶対的な位が問題になる。
　最後の桁に誤差が入り込んでいる場合、足し算、引き算とも、最後の桁に誤差が入り込む。
　一方の数字の下の桁に0 が並び、0 でないすぐ上の桁に誤差が入っている場合、その桁以下の桁
　に誤差が入り込む。例えば、1.23×105 ＋5.6×101 の場合、計算結果は、1.23×105 として良い。
3）　統計計算の場合
　統計計算の代表例として標準偏差の計算がある。この場合、n 個のデータの平均値からの偏差の
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2乗和を取り、自由度n-1で割った平均（分散）を求め、正の平方根が、標準偏差である。
　データの平均値が割りきれない場合、そのときのために次のような式も用意されている。
　　s=√[{Σxi2－(Σxi)2/n}／(n-1)]
　計算過程において、途中は慎重に多めの桁数を取り、最後に大胆に数値を丸める、という計算の
極意が有効である。
Ⅳ．　数値の丸め方
　有効数字を求めるためには、数値を丸める必要がある。その丸め方について、“JISでは、四捨五
入の方法が決められている。数値が丸めの幅の半分である場合、規則A が決められているが、普通
の四捨五入の方法、規則B も認められている。”そして、用語「丸める」とは、“JISでは、与えら
れた数値を、ある一定の丸めの幅の整数倍が作る系列の中から選んだ数値に置き換えることである。
この置き換えた数値を丸めた数値と呼ぶ。
a）与えられた数値に最も近い整数倍が1 つしかない場合、それを丸めた数値とする。
b）与えられた数値に、2 つの整数倍が同じ距離にある特別な場合、
＜規則A ＞丸めた数値として偶数倍の方を選ぶ。
＜規則B ＞丸めた数値として大きい方の整数倍を選ぶ。
　a）の場合の例、数値12.223を0.1の桁で丸めることを考える。「与えられた数値」は12.223、
「丸めの幅」は0.1、「丸めの幅の整数倍が作る系列の数値」は、12.0, 12.1, 12.2, 12.3,……。
　系列の数値の内、数値12.223に一番近い数値は、12.2であるから、「丸めた数値」は、12.2 となる。
　b）の場合の例、数値が12.25 の場合、12.2と12.3から等距離にあり、a）が当てはめられない。
そこで、規則A が決められた。これに従えば、「丸めた数値」として、12.2 が選ばれる。しかし、
一般には、奇数偶数を気にせず、四捨五入をしている場合が殆どである。そのため、規則B が参考
として採用され、これも数値の丸め方として認められるようになった。数値が12.25の場合、規則
B とすれば、「丸めた数値」は、12.3 となる。”と小池氏は数値の丸め方について、JISに沿って説明
された後、自身の意見を、“JISの規定をあまり気にせず、ごく普通に四捨五入をして、数値を丸め
れば良い”と、述べている。
Ⅴ．　おわりに
　最後に、小池氏は、“観測値の表現と測定値の計算プロセスの中での有効数字の意味について検討
を進めてきた。その進め方として、次の陰から右のように進めれば良い”と、結論づけている。
　陰測定における計算は、誤差が含まれる桁が1 桁か2 桁になるように有効数字を取って進める。
　隠最後に報告される測定値は、不確かさの程度の数値にまとめる。不確かさも1 桁か2 桁で良い。
　韻不確かさが評価されていなくとも、誤差が入っているだろうという桁さえ分かれば、測定値は
　その桁で丸めたもので良い。
　吋数値の有効桁を明示するには、指数表示の形式が便利である。30000のように、0 が並ぶ数字を
　表現する場合には、有効桁が分かるような表現をするのが望ましい。
　右測定についてよく検討し、不確かさまで行かなくても、それ相当の誤差の大きさに留意する。 
【目次】
1.　はじめに
1.1 問題の発端
1.2 学生の計算例
1.3 日本計量史学会での例
2.  測定値とその不確かさ
2.1 測定不確かさと有効数字
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3.1 測定値を求めるプロセス
3.2 乗除の計算の場合
3.3 加減の計算の場合
3.4 統計計算の場合
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一般講演

１．東京・江戸科学散歩　日本に物理学が起こるまで
　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立七里ヶ浜高等学校　　　　丸山陽彦

江戸時代の物理学
Ⅰ．　はじめに
　物理学研究が公開し、一般的に行われるようになったのは明治維新以降の
ことである。日本は歴史的に科学的合理的な思想が芽生える土壌ではなく、
外国からの伝来で、日本の文化となったものは、多くは中国などの近隣から
伝来してきたものである。日本は江戸時代、鎖国政策で、中国とオランダの
文化が長崎の出島から移入された。特に科学の移入には、蘭学者の寄与が大
きかった。蘭学者の行った研究は主に、医学、天文、暦学、造兵、火薬等で
あった。ここで、蘭学者の研究は、明治時代の科学の先駆けとして、顧みる
必要がある。
　江戸時代に、窮理学、格致、格物学等で呼ばれていた学問が、「物理学」と
いう名で呼ばれるようになったのは、明治7,8 年以後である。明治10(1877)年に東京大学が設立さ
れたときに、物理学を専門とする学科が置かれた。我が国の物理学の歴史はここに始まったと云え
るであろう。
　ここにこの小史を著す一つの意図は、この時代の背景とこの中に出てくる人物を、生家、肖像画
や書物や記念碑、墓碑等で実在していることを立体的に捉えてみたいと思う。
Ⅱ.　蘭学の移入
　8 代将軍吉宗の時代、幕府の財政は苦しく、農民は大変貧しかった。農業中心の封建時代にあっ
たため、暦改正の必要を強く感じ、これが動機となって、蘭学の研究が注目された。特に力を注い
だのは天文、暦学であった。享保5 (1720)年、禁書令が緩められ、キリスト教に直接関係の無い書
物は輸入してもよいことになった。これを契機として西洋科学書の輸入の道が開かれ、天文暦学に
次いで測量術、医学、薬学などの知識もまた求められた。
　吉宗の命により、青木文蔵(昆陽）(1698～1769)、野呂玄丈(1693～1761)がオランダ語の学習を
命ぜられた。蘭学は、ここからいよいよ本格的になっていった。

一般講演司会の
沢辺雅二理事

丸山陽彦氏
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　青木昆陽は享保20(1735)年に、『蕃薯考』を著した。この本が幕府に認められ、小石川にサツマイ
モの栽培が行われた。その後、昆陽は『和蘭文字略考』、『和蘭語訳』などを著した。
　前野良沢(1723～1803)は明和6(1769)年、青木昆陽について蘭学を学び、翌年、長崎に行き、さ
らに蘭学を修めた。江戸に帰った後、杉田玄白、中川淳庵、桂川甫周等と共に江戸千住の小塚原の
刑場で、罪人の死体解剖を見学した。良沢は玄白が所持するオランダの医学書『ターヘル=アナト
ミア』の記述と実物が同一であったところから、解剖図の正確なことを知り、その書を杉田、中川
等の同志と共に翻訳を企てた。翻訳は苦心の末、4 年後、安永3(1774)年に完成し、『解体新書』と
いう名で出版された。しかし、良沢は自分の名が出るのを好まなかったので、同書には、彼の名は
出ていない。
　我が国の蘭学研究は医者が中心となり、医学の研究を主体として発達し、これに付随して、薬学
研究の必要から動植物鉱物学の研究に進み、一方、天文、火薬、造兵の研究も現れ、地動説のよう
な新しい自然観も紹介されるようになった。しかし、蘭学者の伝えた科学は、医学、天文学、暦学
にとどまり、我が国へ移植されてから後、さらに発達すると云うこともなかったが、中には宇田川
榕庵(1798～1846)のような傑出した学者もいた。彼は組織的な化学や植物学を紹介し、厳密な意味
の近代科学を伝えた学者であった。著書には、『舎密開宗』、『植学啓原』などがある。
Ⅲ．　エレキテル 
　陰我が国で電気に関する記事が初めて現れたのは後藤梨春の『紅毛談（おらんだばなし）』明和
2(1765)年が初めてである。摩擦起電機（エレキテリセイリテイ）による医療効果が説かれているが、
電気現象は仏典や巷の怪談と同じように説明されている。
　「エレキテル」（摩擦発電機）を日本で、製作したのは、平賀源内(1728～1779)であった。源内は
長崎に遊学して西洋文化に触れ、江戸に出て、本草学を田村藍水に学んだ。彼は長崎遊学(1770年）
の時、一つの破損した摩擦発電機を買い求め、これを基に安永5(1776)年に「エレキテル」（摩擦発
電機）を製作した。そして、彼は火花放電の実験を行い、電気治療を進めるなどした。
　科学史上、彼を有名ならしめたのは数度にわたる物産会、エレキテルの製作、火浣布の製作であ
る。また、源内は戯作者としても著名であった。
　源内の戯作者としての一面を丸山氏は次のように評している。“源内は自分の能力を信ずるが故に、
それを受け入れない世間に対して風刺という武器で、一矢を報いていた結果であろう。封建社会は
源内の鬼才を押しつぶしたのである。”
　隠電気に関して、科学的な実験を行った者は橋本宗吉(1763～1836)と高森観好(1750～1830)で
ある。　橋本宗吉は文化8(1811)年、エグベルト・ボイスの本を訳して、『オランダ始制エレキテル究
理原』（写本）を著した。さらに、静電気の実験を行い、摩擦電気による発電方法を示し、起電機の
構造を図説した。エレキテルの理論的説明では、理氣陰陽説を採用していた。
　高森は桂川甫周について蘭学を修め、天文観測の機器やエレキテル等を製作して、実験を行った。
彼は源内製の起電機を入手し、工夫研究を行って、自己の考案によって一種の発電機を製作した。
Ⅳ．　窮理学の起こりおよび窮理学書の出版
　陰天明、寛政の頃、長崎において、阿蘭陀通詞であった本木良永(1735-1794)は和蘭天文書の翻訳
を行い、『太陽窮理了解説』などを著し、コペルニクスの地動説を紹介した。
　その弟子の志築忠雄(1760～1806)は、蘭書の翻訳、研究を行い、『求力論』や『暦象新書』（写
本）などを著した。『暦象新書』は写本であるが、当時としては、かなり進んだ天文や物理の知識を
紹介している。その中には、ニュートンの引力説も紹介されている。しかし、理論的な面では、陰
陽五行説のような封建的な古い思想から抜け出せなかった。
　丸山氏は“この『暦象新書』（写本）は日本人の手による物理書の最初のものであり、徳川時代に
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おける物理学書中で、内容の点において最も水準の高いものであった。かろうじて、帆足萬里(1778
～1852)の『窮理通』がこれと匹敵しうるに過ぎない。”と述べている。
　隠文政年間、江戸の蘭方医青地林宗(1775～1833)はボイスの『格物綜凡』の中から数10章を取
り出し、わかりやすく書き直して、『気海観瀾』（漢文）と名付け、刊行した。その中には、落体の
運動が紹介されている。娘婿川本幸民がその増補版、『気海観瀾広義』（和文）を編し、広く知られ
た。この『気海観覧』は我が国で刊行された物理学書の最初のものであった。
　丸山氏は“ここにおよんで、日本の物理学的基盤が形作られたと言えるであろう”と述べ、最後
に、“このような物理学書に至るまで漢文で書かれているため、この種の科学知識が国民一般の日常
生活の中にまで食い込んでゆくと云うことはなかった”と結論づけている。
【目次】
1.はじめに
2.蘭学の移入
3.蘭学から科学書の移入
4.窮理学の起こり
5.エレキテルと平賀源内
6.エレキテルの研究
7.窮理学書の出版

２．．　江戸時代の地方枡に関する実測結果款—紀州枡について—
大網　功、黒須　茂、小宮勤一

Ⅰ．　はじめに
　大網氏を含む研究グループは江戸時代、諸藩がどのような枡を使っていた
か調査するために、京枡および江戸枡の他に、紀州枡、弥惣枡、備前枡など、
藩独自に作らせた藩枡を調査し、ノギスで実測した。今回は紀州枡について、
調査した結果を報告する。
　「量器製作家水島芳輔君畧傳」（『大日本度量衡會雑誌』第42号、明治31(1898)
年）によれば、紀州枡は口広4 寸8 分、深さ2 寸9 分の特殊な枡であり、体
積は「粟入實試験の結果、紀州枡は京桝準器より少なく、大阪桝座より買い
入れの京桝より多い」と記されている。
　このように、紀州藩では、京枡などの公定枡と違った、藩独自の枡が作られ、流通していた。そ
して、粟入實試験により、その体積66816立方分は、ほぼ京枡（体積64827立方分）と同じであっ
た。
　このことより、紀州枡で使ったと考えられる物差しの1 尺の長さは御本枡から導出された長さと
違う長さの物差しが使われたと考えられる。
Ⅱ． 紀州枡から導出された1 尺の長さ
　紀州枡の口広と深さの実測値から導出された1 尺の長さは、1 尺(口広,平均)=302.6 勺、標準偏
差= 0.8 勺、1 尺(深さ,平均)=295 勺、 標準偏差= 3 勺 　である。
　 1 尺(口広,平均)は、明治初期の代表的な尺度、又四郎尺(302.612 勺)、折衷尺(303.105 勺)、享
保尺(303.682 勺)と比較して、それらの尺度の数値内にあるが、1 尺(深さ,平均)はそれらの数値か
ら大きく離れている。しかも、深さから求めた1 尺の標準偏差は、口広から求めたそれと比べて4 
倍も大きい。深さの実測値には、枡が長年使われたために生じた枡底表面の窪みや枡上面のすり減

大網功氏
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りなどの枡「製作後の不確かさ」が口広の実測値より多く含まれている。従って、ここでは、1 尺(
口広,平均)= 302.6 勺 を採用する。
　紀州枡の体積は、文献によれば、京枡とほぼ同じ体積と考えられるので、紀州枡の製作に使った
と考えられる物差しの1 尺の長さは、御本枡から導出されたそれより短い、紀州枡自身から導出さ
れた長さと考えられる。この長さは又四郎尺に非常に近い尺度である。
Ⅲ．　紀州枡の大きさを実測値から推定
1）「紀州枡から導出された1 尺の長さを基準に出された最大偏差」を「紀州枡製作時の不確かさ」
と想定されたとき、紀州枡製作に使ったと考えられる1 尺の長さを302.6 勺にとれば、紀州枡の称
呼値の換算値は、口広 4 寸8 分：145.3 勺、深さ 2 寸9 分： 87.8 勺、体積 66816 立方分： (185×101)
寂で表される。これらの称呼値に対して、実測値の最大偏差[Δ(max,紀州)]を、
Δ(max,紀州)=｜J(称呼値の換算値から最も離れた実測値)－C(称呼値の換算値)｜　とすると、
実測値の最大偏差は、口広：Δ(max,紀州,口広)≒0.8 勺、深さ：Δ(max,紀州,深さ)≒3.6 勺、
体積：Δ(max,紀州,体積)≒(7×101)寂である。
　紀州枡の大きさを実測値から推定するには、京枡などの公定枡の今までの研究を紀州枡に適用す
ると、紀州枡において、「枡製作時の不確かさ」u(紀州,製作時)を、
u(紀州,製作時)≒Δ(max,紀州,長さ){=Δ(max,紀州,口広)}　　
と実測値から想定されたとき、口広および深さの実測値が、それぞれの称呼値を中心として、称呼
値から「枡製作時の不確かさ」u(紀州,製作時)の範囲内にあれば、すなわち、
｜m(口広の実測値)-C(口広)｜≦Δ(max,紀州枡,長さ){=Δ(max,紀州,口広)=0.8 勺}
｜d(深さの実測値)-C(深さ)｜≦Δ(max,紀州枡,長さ){=Δ(max,紀州,口広)=0.8 勺}
のとき、紀州枡は口広4 寸8 分、深さ2 寸9 分に作られたと推定することができる。
　しかし、長さに関して想定された最大偏差(=0.8 勺) について、深さのすべての実測値d は、称呼
値の換算値から、想定された最大偏差の範囲内にはなく、それよりもさらに小さいものであった。 
  それ故、紀州枡の深さは2 寸9 分に作られておらず、それよりも浅いものであった。従って、深さ
の「製作時の不確かさ」が大きかったと考えられる。このことは意図的に深さを小さくしたとは、
文献では読み取れない。
　従って、紀州枡における「製作時の不確かさ」u を、口広の実測値の最大偏差と想定するわけに
はいかない。もっと大きな値であったと考えられる。
　ではどのくらい大きければ、紀州枡の深さが称呼値、2 寸9 分になりうるか、次に検討してみる。
2）紀州枡における製作時の不確かさを江戸枡で想定された最大偏差に取ったとき
　次に、紀州枡の製作時の不確かさを、公定枡において想定された最大偏差に取ってみたとき、枡
が称呼値通りに作られていたかどうか調べてみる。
　公定枡において、枡の大きさが称呼値通り、口広4 寸9 分、深さ2 寸7 分に作られるために、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、想定された最大偏差である。それらの
値は、既に報告したように、長さに関して、
Δ(max,江戸,L)≒2.4 勺、体積に関して、Δ(max,江戸,v)≒(6×101) 寂 である。
　紀州枡において、称呼値に対する実測値の最大偏差と江戸枡で想定された最大偏差とを比べると、
　口広では、実測値m のすべてについて、Δ(max,紀州,口広)＜Δ(max,江戸,L)、
　深さでは、Δ(max,紀州,深さ)＞Δ(max,江戸,L)、体積では、Δ(max,紀州,体積)＞Δ(max,江
戸,v)。
　しかし、称呼値の換算値を中心として、江戸枡で想定された最大偏差の範囲内にない実測値を持
つ紀州枡は2 挺だけである。
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　以上より、紀州枡の測定値の内、2 挺を除く5 挺の測定値は、それぞれの称呼値を中心として、
江戸枡で想定された最大偏差内にある。
　従って、紀州枡製作に使われたと考えられる尺度を紀州枡自身から導出された1 尺の長さ302.6 勺
にとったとき、想定された最大偏差を江戸枡で想定された最大偏差にとれば、その範囲内で、紀州
枡は称呼値が文献値通り、すなわち口広4 寸8 分、深さ2 寸9 分通りに作られたと考えられる。
　このことは、次のように考えられる、すなわち、“深さの実測値の不確かさが大きくなってしまっ
たと云うことは、紀州枡の製作において、枡の四方を構成する板の深さは口広で想定された最大偏
差の範囲内で、称呼値通りに作られたと考えられる。しかし、「製作時の不確かさ」の内、枡製作の
段階で生じた「不確かさ」と枡の上面のすり減りなど枡が長年使われたために、生じた「枡製作後
の不確かさ」が大きかったために、深さの不確かさが「江戸枡で想定された最大偏差」の範囲内ま
で大きくなってしまったのではないか”と、大網氏は述べている。
Ⅳ．　まとめ
　以上のことより、紀州枡について、次のようなことが結論される。
1） 紀州枡において製作に使われたと考えられる1 尺の長さは、紀州枡自身から導出された1 尺の
長さ302.6 勺（又四郎尺に非常に近い）と推定される。
2）紀州枡の製作時に生じた深さの不確かさが非常に大きかったため、「枡製作時の不確かさ」u(紀
州枡,製作時)を公定枡と同じように、「紀州枡における口広の実測値の最大偏差」Δ(max,紀州,口
広)(≒0.8 勺)と想定したとき、深さの実測値は称呼値の換算値に対して、想定された最大偏差の範
囲内にはなく、それより小さいものであった。
　それ故、紀州枡の製作時に生じた深さの不確かさが非常に大きく、深さは2 寸9 分に作られてい
ない。意図的に深さを小さくしたとは文献では読み取れない。
　従って、紀州枡の製作時の不確かさは、口広の実測値の最大偏差よりもっと大きな値であったの
ではないかと考えられる。
3）紀州枡において、「枡製作時の不確かさ」u(紀州,製作時)を公定枡である「江戸枡で想定された
最大偏差」Δ(max,江戸,長さ)(≒2.4 勺)に取れば、紀州枡は、文献通り、口広4 寸8 分、深さ2 
寸9 分に作られたと推定される。
　以上より、大網氏は“紀州枡の製作において、製作時の不確かさを「紀州枡における口広の実測
値の最大偏差」の範囲内ではなく、「江戸枡で想定された最大偏差」の範囲内に取れば、枡は称呼値
通り、口広4 寸8 分、深さ2 寸9 分に作られたと考えられる。しかし、紀州枡における口広の実測
値のばらつきが小さいので、口広は精度良く作られたと考えられる。その精度で深さも作られたと
考えられるが、深さの実測値の不確かさが大きくなってしまったと云うことは、「製作時の不確かさ」
の内、枡製作の段階で生じた「不確かさ」と枡の上面のすり減りなど枡が長年使われたために、生
じた「枡製作後の不確かさ」が大きかったために、深さの不確かさが「江戸枡で想定された最大偏
差」の範囲内まで大きくなってしまったのではないか”と結論づけている。
【目次】
1.　はじめに
2． 紀州枡で使われた1 尺の長さに基づく枡の大きさ
2.1 紀州枡から導出された1 尺の長さ
2.2 紀州枡の大きさを実測値から推定
2.3 紀州枡における製作時の不確かさ
3.　まとめ
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３．幕末のメートル法による近世度量衡の生成
　　　　　−高島流砲術の系譜を中心として−　　　　　　　　　　　　　　

山田　研治
Ⅰ．　はじめに
　高島秋帆(1798-1866)は、長崎において砲術家である父の下で、砲術を学び、
文政6(1823)年から約3 年間、商館長陸軍大佐スチュルレルからさらに、西
洋砲術を学んだ。
　秋帆の収集蘭書の中に、セッセレルの『エルンストヒュールウエルケン』
として知られている原書、Sesseler,J.W.,Handboek ter vervaarding van 
Ernstvuurwerken,zoo als die bij de Nederlandsche Land-en Zeemagt in 
gebruik zijn,Delft,1823がある。秋帆は、原書の翻訳を通詞の名村元義に依頼
し、天保14(1843)年に『遠西火攻精撰（選）』という表題で筆写本の形で完
成をみた。
　ここでは、高島秋帆をはじめとする高島流の砲術に因んだ尺度の変遷と系譜について述べる。
Ⅱ．　セッセレルの『遠西火攻精撰（選）』
　セッセレルの翻訳書、名村元義訳『遠西火攻精撰（選）』は19世紀最初の砲術に関わる翻訳書で
あると共に、首巻の凡例は、ニーマンのメートル法による念仏尺の換算、「1 會尓(杓)=3.288889尺」、
その逆数「1 尺=30.40539 尺」に基づき記されている。
　商館長ニーマン(Niemann,J.E.)によるニーマン標準（メートル法による念佛尺の換算を基準にした、
尺貫法の換算）は、天保6 年に刊行された宇田川玄真著、宇田川榕庵補、緒方洪庵著『遠西醫方名
物考補遺』、その緒方洪庵による凡例および「新制度量衡」に既に見られる。
　『遠西火攻精撰（選）』は、火薬製造のための教科書として重要視され、首巻は、「凡例」および
「新制度量衡」が記され、高島流の度量衡の標準として使われた。
　この首巻の「新制度量衡」では、「新度」「新量」「新衡」「薬品秤量」「時刻」の順で配列され、緒
方洪庵著の『遠西醫方名物考補遺』の凡例を踏襲している。すなわち、
新制尺度　　　1 エル=3.288889尺、            1 尺=30.4054 尺　　　
新制液量容器  1 カン(=1000 寂)=5.48789合、  1 合=182.21940 寂
新制雑貨秤量　1 封度(=1000守)=266.8144 銭、　1 銭=3.7479守　 
　換算において、桁数が多いことについては、山田氏は、“和算の世界では、そろばんを使って計算
をするため、有効数字を考えず、そろばん上に現れた数字をそのまま並べている。そのため、桁数
が多くなる”と述べている。
Ⅲ．　高島秋帆の長男、茂武による伊能標準の採用---「洋砲権度量考」『高島流炮術権度量考』
　高島秋帆および長男茂武は「長崎一件」という事件で、鳥居耀蔵等によって天保13（1842）年に
拘束され、江戸へ送られた。長男茂武は軽罪で、弘化3(1846)年に釈放されたが、秋帆は長く拘束さ
れた。茂武は釈放後、長崎に戻り、高島流二世と名乗り、高島流砲術指南を行った。
  当時、2 つの重要なオランダ語の砲術書、『海上砲術全書』（伊能説を標準として尺度換算が行われ
た書）と『遠西火攻精撰（選）』（ニーマン標準で尺度換算が行われた書）が刊行（両書とも天保14(1843)
年刊行）されていた。
　高島流の尺度換算はこの「長崎一件」を契機として、ニーマン標準から伊能標準へ移っていった。
茂武が、二世の名で著した高島流度量衡書に、『洋砲権度量考』「高島流炮術権度量考」がある。こ
の著作の副題『高島流炮術権度量考』が、一般的に流布しており、筆写本で伝世されている。この

山田研治氏
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著作は、伊能標準を用いており、最初に権衡、次いで尺度という構成になっている。
1）『高島流炮術権度量考』「度制本源」
　『高島流炮術権度量考』の後編では、尺度についての記載は量地尺を用いて換算している。そして、
この「量地尺は一名念佛尺また享保尺という」とし、「今の通用曲尺に比すれば、一尺にて、四厘ほ
ど長し」と記されている。“これは、三宅友信『鈐林必携・上』の影響下にあることを示している。”
と、山田氏は述べている。
　伊能標準による尺度の換算：新制尺度　　1 エル=3.289248尺、　1 尺=30.4020858尺   
　当時の機器製作では、伊能標準を基にした曲尺（又四郎尺）で、換算が行われていた。
　曲尺（又四郎尺）による換算：曲尺は伊能の尺度標準「1 尺=30.4020858尺」より4 厘短い。
　「1杓=3.30240499尺」(1杓=3.289248×1.004=3.30240499尺)    
  「1尺=30.280962尺」(1尺=30.4020858/1.004 =30.280962尺)
　と換算している。
2） 前編「権制本源」
　この前編は、後編「度制本源」に基づき、体積（量）および質量（権衡）について記されている。
上述「度制本源」の度の値は、伊能標準から4厘短い又四郎尺（木匠尺）「1杓=3.30240499尺」で
あるが、「1杓=3.3024尺」で標準化されている。
1エル(1杓)=3.3024尺　(1尺=30.28尺)
1波留牟立方=1干(1,000寂)=5.55合　(1合=1,000/5.55=180.18寂)
1升=1801.8寂。従って蒸留水で充たした1升の質量=1801.8守
また、蒸留水で充たした1升を天秤で量ると480匁であった。
1升（六十四坪八合二勺七寸=64.827立方寸）=480匁 (1銭（匁）=1801.8/480=3.75守)
1封度(1000守)=266.7銭（匁）    (1銭（匁）=1000/266.7=3.75守)
Ⅳ．　膺懲館蔵版『度量表』、安政4(1857)年彫、慶応1(1865)年改正　　　　　　　　　　　　　
　嘉永6(1853)年、ペリーの来航とともに秋帆の拘束が解かれた。その高弟であった、下曽根金三郎
の家塾、膺懲館から『度量表』が、安政4(1857)年に刊行され、この近代的尺度標準が流布された。
膺懲館『度量表』例言では、
「1會尓=曲尺の3.3尺」（伊能標準から生まれた曲尺（又四郎尺）、1杓=3.30240499尺の略数）
「1封度(1手)」=「略数 267匁」（ニーマン標準「1封度(1手)=266匁8分1厘44」の略数）。
と記されている。
　以上より、山田氏は“膺懲館『度量表』では、近代的尺度標準「1 m=3.3尺」が導き出されてい
るが、質量は、茂武の質量標準「1 匁=3.75 g」ではなく、ニーマンの質量標準に回帰しており、明
治23年の「度量衡法」とは、その姿を異にしている”と述べている。
Ⅴ．　結語
　高島流の尺度の変遷と系譜を、山田氏は3期に分けている。
　第1期はニーマン標準の採用。セッセレルの翻訳である『遠西火攻精撰（選）』首巻の刊行により、
定着する。
　第2期は、秋帆および息子、茂武などの拘束が行われた以後。高島流尺度をニーマンの標準から
伊能説に基づく標準へと移行した時期（弘化4(1847) 年から嘉永4(1851)年の間）。
　茂武の『高島流炮術権度量考』の「器度便覧」で、当時の器機が、伊能標準より4厘短い曲尺（又
四郎尺）、「1杓=3.30240449尺」で製作されていたことが明らかにされ、近代質量標準「1匁=3.75
守」が導き出されている。
　第3期は、嘉永6年、秋帆が禁を解かれ、高弟である下曽根金三郎を中心に近代的度制の標準化
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「1杓=3.3尺」が進められた時期。
　とりわけ、弘化4年の『鈐林必携・上巻』では、三宅友信独自の「1會尓=3.292734尺」であった
ものが、下曽根金三郎による嘉永5(1852)年および嘉永6年の『鈐林必携』改訂版の序では、近代的
尺度標準「1杓=3.3尺」に改正され、安政4(1857) 年には、膺懲館『度量表』が刊行され、定着した。
山田氏は“これから近代標準「1杓=3.3尺」は、伊能標準から派生した曲尺（又四郎尺）の数値「1
杓=3.30240449尺」から生じたと推測される”と結論づけている。
　以上より、山田氏は“高島流砲術家の系譜から導き出せる近代尺度標準「1杓=3.3尺」が生まれ
た第3期は、嘉永6(1853) 年以降、とすることができる。一方、質量については、第2期の茂武によ
る「1手=266.67匁」逆数「1匁=3.75守」から、第1期のニーマン標準に回帰しており、天保14年
の『遠西火攻精撰（選）』の「1封度(1手)=266匁8分1厘44」から生じた「1封度(1手)=267匁」
逆数「1匁=3.7453守」であった。しかし、慶応年間までに、高島流砲術家の度量衡の系譜を通じて、
明治23年の「度量衡法」の近代標準「1杓=3.3尺」と「1匁=3.75守」の基礎的な数値が、生成さ
れてきたことの意義は大きい。”と結論づけている。
【目次】
1.  始めに
2.　セッセレルの『遠西火攻精撰(選)』
2.1 松代の『遠西火攻精撰（選）』と『エルンストヒュールウエルケン』「真火術」
2.2 『遠西火攻精撰（選）』の首巻とニーマン標準
3.　「洋砲権度量考」『高島流炮術権度量考』と伊能説標準の採用
3.1 後編「度制本源」
3.2 前編「権制本源」
4.　膺懲館蔵版『度量表』、安政4(1857)年彫、慶応1(1865)年改正
5.　結語
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「計量史をさぐる会2013」の開催案内と、
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2013」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　2013年11月29日晶13:00～19:30
２．会場
　【講演会場】大和製衡叙本社4F大ホール
　　　　　　〒673-8688　兵庫県明石市茶園場町5-22　交通案内は下記参照
　【見学場所】大和製衡叙工場ならびに資料室
　【懇親会場】グリーンヒルホテル明石
　　　　　　〒673-0891　兵庫県明石市大明石町2-1-1　Tel 078-912-2111
３．「計量史をさぐる会2013」プログラム案
　1）見学　13:00～14:00
　　大和製衡叙工場ならびに資料室
　2）特別講演　14:10～14:50
　　「革新的競争力のある商品づくりで世界市場を開拓する」
　　大和製衡叙代表取締役社長　川西勝三氏
　3）研究発表　15:00～17:00
　　5講演を予定しております。応募多数の場合は運営委員会にて決めさせていただきますが、講　
　　演に漏れた方には次回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）
　　【講演手段】プロジェクタ、OHP（ただし，透明フィルムのみ）
　　【講演申込】8月30日画まで
　　【予稿原稿締切】9月30日俄厳守
　　（発表者と講演題目と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）
　4）資料展示
　　【展示場所】会議机4本以内
　　【展示説明】5分（希望者のみ）
　　【展示申込】8月30日画まで
　　【説明原稿締切】9月30日俄厳守（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）
　5）懇親会　17:30～19:30
　　グリーンヒルホテル明石にて
　6）参加費
　　8,000円（講演会のみ参加の方は3,000円）
　7）オプショナルツアー
　　翌日11月30日松には、希望者に対して明石市立天文科学館ならびに明石海峡大橋の見学を考
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えて　　おります。
　　「計量史をさぐる会2013」のプログラムは9月初旬にご案内し，受付開始します．

◇申込先◇
　　〒162-0837　東京都新宿区納戸町25-1
　　　　（一社）日本計量史学会　　Tel/Fax　　03-3269-7989
　　　　　　　　　　　　　E-mail 　　 jimu@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が迅速確実ですので、よろしく
　　お願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

大和製衡本社　広域地図

Yahoo!地図より
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「国際科学史学会」が開かれ、学会から3名が参加・発表
副会長　松本栄寿

　【期間】2013/07/22～28
　発表件数は約1000件の大学会である。産業革命の地、英国マンチェスタで開催。前回大会ブダペ
ストから4年が経った。当学会からは次の3名が参加する。
　セッションテーマは中国側と合同セッションである。
　History of Metrology: A view of Comparison between the West and the East Organizer; 日本・中
国の2名; Eiju Matsumoto, Guan Zengjian
　【参加者とテーマ】計10件の発表で日本側3件。

◇山田研治：『江戸時代末期の尺度問題』
　（一社）日本計量史学会、副会長
“Japanese units of length in the late Edo Period“
Kenji YAMADA
Director, Society of Historical Metrology, Japan

◇加島淳一郎：『オーバルギヤ流量計開発の歴史』
　（一社）日本計量史学会、副会長
“History of Oval PD meter Development”
Junichro KASHIMA
Director, Society of Historical Metrology, Japan

◇松本栄寿：『日本計量史学会の歴史』
　（一社）日本計量史学会、副会長
“History of Society of Historical Metrology, Japan”
Eiju MATSUMOTO
Director, Society of Historical Metrology, Japan

　松本栄寿副会長の参加は未確定。つごうにより不参加の場合もある。

計量史研究について

　計量史研究は編集中です。現在論文、記事を募集中です。

報　告
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東大寺の大仏 毘鹿遮那仏 に見る仏教と仏像の到来を表す参道
ぴるしゃなぶつ

吉田和彦
2012（平成24）年の春先、まだ寒さが残っている頃、何年ぶりかで毘鹿遮那仏を拝観する機会を得
たので、少し仏像のことを考えてみた。
　仏像は仏教とともに、1～2世紀の頃、インドで生まれ、わが国には、中国大陸、朝鮮半島を経て、
飛鳥時代（592年～702年）、推古天皇の頃に到来している。
　このことを意味するものが、東大寺本殿前参道の敷石にある。すなわち、中門から参道に入ると
中央に、本殿に向かって1列に延びる敷石がある。これは日本の国を意味するといわれる。
　そして日本の両側に接して、同じように1列に配列されて延びているのは、百済などの経由国の
あった朝鮮半島を意味し、さらにこの朝鮮半島の両側に接して同じように延びているのは、やはり
唐などの経由国を擁した中国大陸を表している。最後に、中国の配列に接して、参道全体を広く包
みこむように敷き詰めてあるのは、仏陀、すなわち釈迦如来の生まれた国、インド（天竺）を表し
ている。
■毘崖遮那仏の制作
　毘盧遮那仏は天平勝宝4（752）年に制作された金銅仏の座像で、
本体の高さは14.98メートルある。仏像の像高を表すにあたって
は、背に飾られてある光背、頭部の宝冠、本体が安置される蓮華
台などの高さは除かれる。盧遮那仏は3.04mの台座高は除かれて
いる。
　いらざることだが、毘盧遮那仏が立像になって立ち上がると、
身の丈は台座を加えて約33mになって、本殿の屋根から頭を出す
ことになるのでは？
　現在、信仰が具象化されている仏像は、全国の約7万5000の寺
院に約30万体あるといわれるが、その最大のものは当然ながら盧遮那仏である。
■飛鳥〜白鳳期頃の仏像
　毘盧遮那仏は前記（752年）のように、大仏としてばかりでなく、古さでも価値の高い仏像である
が、国内で何番目位の古さであるのかは、分からない。
　法隆寺の金堂にある国内最古級の仏像である国宝の釈迦三尊像の制作は推古天皇31（623）年で、
文字で示されているように、仏像3体の組み合わせで、中央に台上の86.4尺の釈迦如来坐像本体、
向かって右側に92.4尺の薬上菩薩像立像、左に90.7尺の薬王菩薩立像が配置されたものである。
　基本的に仏像の制作規格を表す場合、丈六が使われる。言うまでなく1丈6尺（4.8m）を基準と
する仏像の規格のことであり、座像は、その2分1の8尺（2.4m）となる。
　盧遮那仏も立像とすると160尺（48m）となり、比率は1丈6尺の倍数となるので、丈六規格の
仏像とみられる。
　これはJIS規格のようなものでもないので、周尺による丈六（3.6m）の立像や半丈六（2.4m）の
立像などもある他、丈六でないものもあるようだ。
■飛鳥〜白鳳期頃における諸仏の普及
　盧遮那仏が造られた天平勝宝も含まれる飛鳥～白鳳期の約200年間は、どんな仏像が信仰されてい
たかを大ざっばに見ると、次のようになる。
◇目立って多い仏像＝①釈迦如来像② 弥勒 菩薩像

みろく

寄　稿

本殿前の参道敷石（日本を表す敷石）
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◇やや多い仏像＝③薬師如来像④観音菩薩像⑤四天王像⑥仁王像
◇意外と目立たなかった仏像＝⑦阿弥陀如来像⑧十一面観音像
　その他、大日如来像・地蔵菩薩・不動明王像ほかの諸仏像は、平安時代になる頃から多くなる。

計量と考古学
理事・前韓国国立慶尚大学招聘教授　新井宏

　もう15年ほど前になるが、ある雑誌に「はかりを忘れた考古学」について、ぼやいたことがある。
その頃の考古学の報告書では、石器や土器など、極めて詳細なスケッチ図を付してはいても、質量
を載せている例など見かけなかったし、青銅器や鉄系遺物でさえも、質量の記載はまれだったから
である。そのため、弥生時代や古墳時代の金属器の出土重量を取りまとめようとしても、極めて精
度の劣る値しか得られなかった。
　そもそも、当時の公的な『発掘調査の手びき』には「発掘調査用具資材」として、約40項目も挙
げているなかに「はかり」が入っていなかったのである。はかりを忘れた考古学界であった。
　そんな状況は、最近になって多少改善されているが、それでも石器や土器の質量を載せた報告書
などにお目にかかることはない。
　その一方で、考古学でも先端的な計量技術の活用は急速に進展している。たとえば、遺物の形状
測定に関しては、レーザー計測がかなり進み、まもなく職人的な詳細スケッチ図にとって変わる勢
いである。また、レーザー測定では遺物などばかりでなく、巨大な箸墓古墳などの立体的な測量に
も威力を発揮しており、筆者も「古韓尺研究」で恩恵に浴している。
　しかし、先端的な計量技術の活用には落とし穴もある。たとえば、国立歴史民族博物館（歴博）
が10年前に炭素14年代法を利用して世間を驚かせた「弥生時代五百年遡上論」などである。
　炭素14年代法というのは、放射性元素の炭素14の半減期を利用して、樹木などが生成（光合成）
されてから、どの程度経過しているかを測る科学的な測定である。したがって、前提条件さえ満た
せば、正しい結果を得る手法であるが、「はかり」という最も基礎的な計量さえ、ないがしろにして
きた考古学界である。
　過去の学説に合わない「科学的な測定」など無視しようとするグループと、「年代遡上論」を背景
にして「科学的な測定」を盲目的に信じようとするグループとが、激しく論争してきたのはご承知
の通りである。
　そのなかで、放射線物理を専攻し、なおかつ考古学にも実績を持つ筆者は、科学的な炭素14年代
であっても、原理的に著しく古い年代を示す場合があることを、理論的に、かつ実証的に主張し続
けてきた。要点は次の通りである。
① 炭素14年代は、日本のように海洋国で低緯度の国では、かならず古くでる。海の中の炭素14年
代が500年から1000年も古いからである。
② 同様に、海風をうける弥生最古の海岸遺跡では必ず古くでる。
③ 歴博の測定した土器付着炭化物は土中の腐植酸などの汚染によって必ず古くでる。
④ 以上、総合的に見ると弥生時代の遡上は500年ではなく250年以下である。
　今年は論争開始からちょうど10年である。考古学的な面からの総括を概観すると、多様な意見が
あったが、その平均的な遡上幅は筆者の見解と同じく250年ほどであるが、理化学的な面からの総
括については、当事者の歴博を除くと私以外には適任者がいないようである。そのため筆者の数多
くの論考を要約して昨年刊行の『季刊邪馬台国115号』（梓書院、2012年10月発行）にその「総括
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論文」を載せた。
　そんなこともあってか、このところ、考古学界から筆者の「年代論」についての講演要請が相次
いでいる。考古学がもっと計量と向き合う機会になればと願っている。（元日本金属工業常務、金属
考古学）

トルコ科学史紀行柑〜棺
理事  中村邦光

　『日本計量新報』2012年9月16日号（2933号）に「トルコ科学史紀行：地中海・エーゲ海沿岸の
旅」（序文・要旨）を掲載して頂きましたが、今回は9月5～10日の旅の記録を「トルコ科学史紀
行柑～棺」として連載・紹介させて頂くことにしました。
▽9月5日晶
　成田発12時50分空路、トルコ航空にて「イスタンブール」へ。着後、乗り継ぎ（空路）「アンカ
ラ」へ。日本とトルコとの時差は夏時間で6時間。現地時間では5日の夜の9時でした。夜空には、
ちょうど「三日月と金星（トルコ国旗）」が輝き、歓迎してくれているかのようでした。
　アンカラは、現在トルコの首都であり、トルコ共和国建国の父「アタチュルク」によって1923年
にイスタンブールから遷都され、開発された近代都市です。しかし、この地は、古代ローマ時代に
は「アンキラ（谷底）」と呼ばれて繁栄しており、地下水が豊富な都市でした。したがって、古代
ローマの文化遺跡も処々にあります。なお、アンカラの語源はアンゴラ（猫、兎、山羊）angora毛
（Wool）の意でもあります。ちなみに、アンカラは標高850mです（アンカラ泊）。
▽9月6日松
　朝、ホテルの窓から4本の尖塔（ミナレット）をもつモスクが見え、その向こうには乾期のため、
茶褐色のアナトリア高原が広がっています。トルコのイスラム教徒は今、ラマダン（断食月）です
が、旅行者には特に制約はありません。
　午前、「アンカラ」市内を見学。まず、紀元前1450年頃、人類が初めて鉄器を日常の道具として
開発したことで有名な「ヒッタイト」王国の遺跡が収蔵されている「アナトリア文明博物館」を見
学しました。人類の「鉄器」は、この地域から始まりました。鉄製の武器で戦うヒッタイト軍にエ
ジプト軍は苦戦したといわれています。
　紀元前2300年頃にアナトリア高原（トルコ中央部）の王墓から発掘されたという鹿や牛などの金
属の動物像や、ヒッタイト時代（紀元前1700年頃）の槍を持った兵士の「浮き彫り」なども印象的
でした。紀元前3000～2000年頃には、すでに高度な冶金技術が存在していたことを忍ばせます。
なお、この博物館は、シルクロードの「キャラバンサライ（隊商宿）」の跡地に造られた博物館だそ
うです。また、アナトリア文明博物館には、世界の4大文明の1つである「シュメール文明」（メソ
ポタミア：紀元前3000～2000年頃）の遺跡が豊富に展示されていて感動的でした。「シュメール文
明」は「文字（楔形文字）」文化をもつ古代文明であり、イラクやイランにはどれほどの遺跡が保存
されているか疑問ですので一見に値します。
　物質文明は「遺跡」によって伝承されますが、人類の知恵（思考）は「文字」によって伝承され
ます。したがって、人類の知恵（思考）は、伝承のための手段である「文字」がなければ発展しま
せん。伝承されなければ、折角の知恵も時代とともに忘れ去られてしまうこともあります。「文字」
文化の存在は、その意味で特に科学史上、重要な意味をもつことを確認しました。
　午後、シルクロードを走り、大塩湖の「トゥズ湖」を経由して「カッパドキア」へ。トゥズ湖の
湖畔は、塩の結晶が溢れて白い湖畔！何ともいえない景観でした。トルコは乾期が長いので、特に



－25－

塩分濃度が高くなり、このような景観ができたのだそうです。訪問したこの時期も、気温は40寿近
い高温ですが、湿度は25％位で木陰は爽快です。しかし、乾燥のためにほとんどの植物は夏枯れ状
態で、一面に「茶褐色の牧草地」です（カッパドキア泊）。
※トルコの歴史（起源）：紀元前2000年頃、インド・ヨーロッパ語族の一派は、ヒッタイト王国を
建国。ヒッタイトは紀元前1650年頃には、北シリアからエーゲ
海沿岸にかけて大帝国を築き、東地中海沿岸を支配しました。
※そして、その頃の東地中海地域は、クレタ人をはじめヒッタイ
ト人、ギリシャ人、エジプト人などが広く交易していたので、さ
まざまな文化が融合しました。このとき、海洋民族であったギリ
シャ人（フェニキア人）はクレタ文化を生み、古代ギリシャ文化
の源流となりました。
▽9月7日掌
　終日、奇岩地帯である「カッパドキア見学」。住居跡や洞窟修
道院が岩山に蜂の巣のように広がる「ギョレメ」地区、13世紀に造られたというカッパドキア地方
最大の「岩窟教会（暗闇教会：トカル・キリセ）」や、幻想的で雄大な景観の地下深くに造られた
「カイマクル地下都市」を見学。狭い岩窟の通路でした。カッパドキアとは、ペルシャ語で「美し
い馬」という意味です。

　ここには、4世紀頃に東ローマ帝国のキリスト教徒が移住
し、最盛期には1万5000人が住んでいたといいます。なお、
カッパドキアの岩窟は、夏は涼しく冬は暖かく、現在でも
多くの住民が暮しています。昼食はキャラバンサライ（隊
商宿）風のレストランでした。
　この奇岩地帯は、「エルジェス火山」の噴火によって造ら
れ、その後長い年月の間の侵食によってできた自然の景観
です。なお、この地域はヒッタイト時代に「シルクロード」
の交易ルートの要所としても栄えていました。カッパドキ
アは標高1300mです（カッパドキア泊）。

▽9月8日捷
　午前、シルクロードを走り、「キャラバンサライ（隊商宿）」の中の最大規模の「スルタンハン」
を見学後、「セルジューク・トルコ」の古都「コンヤ」へ。シルクロードを走る車中、キャラバンサ
ライ（隊商宿）の跡が所々に見えます。また、夏枯れで牧草ではないのですが「緑色の地面（黄銅
鉱脈？）」や「黒色の地面（鉄鋼脈か砂鉄地か？）」が所々に見えました。
　着後、コンヤ市内見学。イスラム神秘主義の祖「メヴラー
ナの霊廟」と、彫刻博物館の「インジェミナーレ神学校」な
どを見学。
この地には8～13世紀頃、イスラム関係の学者がアラブ各
地（東方）から集まり、学校が開かれ「コンヤ文化（アラビ
ア科学を含む）」が開花しました。そして、コンヤ文化にお
ける「アラビア科学」は、古代ギリシャ・ローマの科学・技
術を継承し、それに東方の古代中国・インドの科学・技術を
も併合して形成された科学・技術です。
　ちなみに、イスラム教の教義は自然科学（原子論など）に

ルートマップ

カッパドキア

コンヤの市街
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関与しませんでしたので、いわゆる「アラビア科学」が形成されました。すなわち「アラビア科学」
は、アラブ圏の科学のことであり「イスラムの科学」ではありません。その点、中世（４～14世紀）
におけるキリスト教の教義（スコラ哲学）は、自然科学を含む人間生活の全分野に関与していまし
たので、古代ギリシャ・ローマの科学を許容できませんでした。
　そして「アラビア科学」は14～16世紀のイタリアルネサンスへと継承されました。たとえば、
古代ギリシャの原子論、および浮力の原理と密度・比重の概念も、またインドに起源をもつアラビ
ア数字も「アラビア科学」を経由してルネサンスへと継承されました（コンヤ泊）。
▽9月9日昇
　午前、「アスペンドス」へ。途中、バスの車窓から道路沿
いにパイプ？（直径30尺位）が連なっているのが見えまし
た。これはいったい何だろう？と注目していたところ、夏
枯れの茶褐色地帯の中の所々に見える緑地へ向かっている
ことが分かり納得しました。このパイプは灌漑用の水道管
だったのです。
　そして、広大な中部「アナトリア高原」を走り、海抜1825
杓のトロス山脈を越えて地中海沿岸地方へ向かう途中、景
色が変化しました。茶褐色の世界から緑の世界へ。岩山に
杉の木が植林されており、松の木も急に多くなりました。
　着後、アスペンドス見学。アスペンドスには、古代ローマ時代（2世紀頃）の野外劇場がほぼ完全
な形で残っていて感動的でした。
　午後は、「ペルゲ（ペルガ）」の遺跡を見学。ペルゲは、「アレクサンダー大王（BC356～323）」
の東方遠征の後（古代ギリシャ時代の末期）に東西文化を併合して繁栄した「へレニズム文化」の
都市国家（ポリス）の一つです。
　その後、「アンタルヤ」へ。アンタルヤの隣町の「ミレトス（ミレト）」は、古代ギリシャの科学
者「ターレス（BC7世紀頃）」の出身地です。ターレスは、世界の構成要素（元素）は「水」である
とし、自然現象を「水の濃淡」で説明しました。すなわち、ターレスは自然現象の原因に「可視的
原因」（水）を想定したという意味において、合理的であり「自然科学の元祖」であるといえます
（アンタルヤ泊）。
▽9月10日昌
　午前、「パムッカレ」へ。パムッカレは、トルコ語で「綿の城」という意味です。パムッカレを見
学。白く輝く石灰棚群は、大自然が生んだ芸術品です。
　午後、温泉と共に栄えた「ヒエラポリス遺跡」を見学。この地には、「ハドリアヌス帝」や「カラ
カラ帝」も訪れたといわれ、ペルガモン王国（BC3世紀頃）や古代ローマ時代（BC2～AD4世紀
頃）の「円形劇場」や「ローマ浴場跡」などの遺跡が数多く残されています（パムッカレ泊）。
　「ミレト（ミレトス）」は、自然科学の発祥地です。古代ギリシャの時代から古代ローマ時代の初
頭には、多くの哲学者・科学者が活躍し、最も繁栄した「オアシス都市（ポリス）」です。
　ちなみに、古代ギリシャ（BC7～BC2世紀頃）の自然哲学者（科学者）で、現在のトルコの地の
出身者を思いつくままに取り上げると次のようです。
◇ターレス（BC624～546）ミレトス＝「水」の説。元素説の元祖。
◇アナクシマンドロス（BC610～546）ミレトス＝ターレスの門下生。
◇アナクシメネス（BC585～528）ミレトス＝「空気」の説。
◇ピタゴラス（BC570～496）サモス島＝「数」論。音階の理論など。

アスペンドスの野外劇場
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◇ヘラクレイトス（BC540～475）エフェス＝「水と火」の説。元祖弁証法。
◇アナクサゴラス（BC500～428）クラゾメナイ（ミレトスの北）＝合理主義。
◇レウキッポス（BC450頃活躍）ミレトス＝デモクリトスの師。元祖因果律。
◇ユードクソス（BC408～355）クニドス＝プラトンの弟子。天文学、数学。
◇ヘラクレイデス（BC387～312）バンデル・エレグリ＝（黒海沿岸）天文学。
◇エピクロス（BC342～270）サモス島＝デモクリトスの原子論の継承者。
◇アリスタルコス（BC310～230）サモス島＝天文学者。
◇アポロニウス（BC262～190）ペルガ＝ユークリッド数学の継承者。
　などなど、たくさんの科学者、哲学者が輩出しています。（日大名誉教授）

 壱丁堡府 とジェームズ・スミソン
エディンボルグ

副会長　松本栄寿

　ジェームズ・スミソンはオックスフォード大学に学んだが、なぜ鉱石学と化学への道を歩むよう
になったのか。それは、スミソンがフランス人科学者フォジャの率いるスタッファ島の学術調査団
に参加した時に起点があると云われている。
　スミソンにとって初めての調査団の旅は1784年8月26日に始まった。調査団一行は6名、2台の
馬車と召使いの馬車とで3台の部隊である。ニューカッスル経由でエディンバラに到着するのに約
1週間を要した。エディンバラではニュータウンの近くに泊まっている。岩石つくりの高層建築に限
界を感じた市がはじめた新開地である。
　当時はスコットランド啓蒙が最高潮に達していた時期であり、エディンバラは啓蒙主義を先導す
る中心地である。学問的水準もロンドンをはるかに凌いでいた。北のアテネと呼ばれていたエディ
ンバラでスミソンが出会った人物は、近代地質学のジェームズ・ハットン（James Hutton, 1726-1797）、
化学者のジョセフ・ブラック（Joseph Black, 1728-1799）であった。スミソンは科学の先端知識にふ
れ、手ほどきも得られるようになった。
　1707年にスコットランドはイングランドに併合されたが、その後もジャコバイトと呼ばれる高地
に住むハイランド住民との抗争はつづき、1746年のインバネス近
くの荒野カローデンの戦いでようやく終焉を迎えた。イングラン
ドの力に屈服したハイランド側は経済・思想面でも弾圧され、し
ばらくは、タータンチェックを着ることもバグパイプを吹き鳴ら
すことも、ゲール語を話すことも禁じられた。バグパイプの哀愁
を帯びた音色と、特有の民族衣装はスコットランド人の気概と誇
りである（写真1）。
　当時イングランドの人口は650万に比べ、スコットランドは
120万と小国であり、今日でもその割合は変わっていない。しか
し、中心都市エディンバラには漸く平和が訪れたと言える。やが
て新たなエネルギーが満たされ、10年後に知的な花が咲いた。
スコットランド啓蒙主義である。
　それまで、スコットランドは、社会・経済あらゆる面でイング
ランドの後塵を拝する発展途上「国」であったが、スコットラン
ド啓蒙主義の「知識人」がめざしたのは、言論・出版の自由だけ 写真1：どこか「もの悲しい」バグパイプ

の演奏（エディンバラ市街で）
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でなく、新しい近代社会＝文明社会の担い手となる市民＝国民を形成することであった。この啓蒙
思想は単なる思想運動に止まらず、都市や産業の発展という実践的な知的活動を巻き込んで文化と
経済を目覚ましく発展させた。この活動はやがてイングランドの産業革命の原動力となった。また
明治維新後には、わが国はスコットランドから多くを学んだ。明治の「おやとい外国人技術者」の
主なる部分はスコットランド人だった。
　18世紀後半には、『国富論』のアダム・スミス、「哲学者」デイヴィッド・ヒューム、「オシアン」
の仕掛け人ヒュー・ブレア、「近代地質学」の主導者ジェームズ・ハットン、「化学」のジョゼフ・
ブラック、「蒸気機関」のジェームズ・ワットなどが活躍した。それに19世紀の『シャーロックホー
ムズ』を描いたコナン・ドイルや、『自助論』を書いたサミュエル・スマイルズは共に、エジンバラ
大学で医学を学んだ人物である。これらの人物は大学で講義をもつか、各人の私塾で講義する機会
をもっていた。
　1871（明治4）年から欧米を訪れた岩倉使節団も、1872（明治5）年9月には元 蘚格蘭 王国の王

スコットランド

京、 壱丁堡府 （エディンバラ）を訪れ、博物館、大学、近郊の調査などに数日を過ごしている。久
エディンボルグ

米邦武の『米欧回覧実記』には「アーサーズ・シート」に案内さ
れたと記載されている。ここは小高い山で地質学の特徴に加え、
 壱丁堡府 市街と海を一望にできる名勝の地であった。
エディンボルグ

　スコットランドは大学の先進国でもあった。エディンバラ大学
（1583年設立）、グラスゴー大学（1451年設立）、アバディーン大
学（1495年設立）は都市につくられ、街との結びつきがよかった。
大学近くに多数の集会所や居酒屋があり、溜まり場を拠点に18世
紀中葉から数多くのクラブや学術協会が生まれた。
　こうした活動は都市に知的活力をもたらした。ここでは有名人
が気取らない夕食会を定期的にもつことがよく見られた。これら
の社交クラブは知的交流の手段だった。多彩なクラブが発足した
が、その中にスミス、ブラック、ハットンがともに創立した「オ
イスター・クラブ」があった。毎
週晩餐会を開き下町のマーケット
街の酒場で会合がもたれた。クラ
ブは1760年代に設立され1790年
代まで続いた。
　いま訪れると、新装なったス

コットランド博物館から石畳を踏み、いくつかの道路の階段を踏み
越えると、現代のクラブは10分ほどの距離である（写真2）。
　実は、この付近は18世紀の都市計画で、城壁内の地区と周囲の低
地地区を結ぶ大型の陸橋が2つ、ノース・ブリッジとサウス・ブリッ
ジの2つが設けられた。同時にその橋脚部にボールト（Vault）とよ
ぶ地下室が作られた。商業地区と貯蔵庫にも使う計画だったが雨水
対策が不十分であったため埋もれ、貧民地区となり忘れさられた。
しかし、1980年代に再発見されて現在は石畳で結ばれた小道を中心
にボールトが復元され、かつてのクラブをしのぶ観光や、地下都市
探索として復活している（写真3）。

写真2：現存するオイスター・クラブ
「The Cave」入口、ここでは、ハットン
やブラックが主要メンバであった。
名称の「Cave（ケーブ）」はプラトンの
「洞窟ノ比喩」にちなんで名付けられた

写真3：サウスブリッジ付近の小道と
ボールト地区、サウスブリッジを中心
として、大小さまざまなボールトが存
在している
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春の叙勲で櫻井慧雄氏が受章
　当会会員の櫻井慧雄氏が、春の叙勲で受章されました。おめでとうございます。

【瑞宝小綬章】
▽櫻井慧雄（元通商産業省計量教習所校長、71）

トヨタテクノミュージアム「くらしを支えた『はかる』道具たち」
3月23日松〜5月6日捷まで開催

理事　高松宏之
　トヨタテクノミュージアム産業技術記念館は、企画展「くらしを支えた「はかる」道具たち～先

人達の知恵と工夫～」を、3月23日松～5月6日捷
まで、同館特別展示室で開催した。
　本企画展では、長さ・距離、量、重さ、角度、時
など「はかる」をキーワードに、主に江戸・明治時
代の様々な道具を紹介した。
　これらをとおして、「はかる」ことのさまざまな規
格が時代とともに統一され、私たちの生活に根付い
ていることを理解してもらおうというもの。
　展示資料はトヨタコレクション（トヨタ自動車叙
所有）だけでなく、三重県四日市市の「秤乃館（は
かりのやかた）」（小林健蔵館長）が多数の資料を提
供した。展示資料総数は約100点。

　展示品は、▽長さ・距離＝曲尺、たたみ尺、滑り挟み尺、測量縄、巻
尺など▽体積＝穀用枡、液用枡、繭枡など▽重さ＝桿秤、針口天秤・分
銅、銀秤、世界最大の桿秤など▽方位・角度＝小方儀、半円対較線水晶
羅鍼盤、象限儀など▽時＝台時計、尺時計、枕時計、籠時計、香時計な
ど▽その他＝オクトメーテル（比重計）、寒暖計、バロメータなど
　関連イベントとして、「からくり人形」（流鏑馬、茶運び人形など）の
実演や、家族や友だちなどグループで秤に乗り、重さをはかる「牛や馬
の重さをはかった秤で試してみよう！」を、期間中の土・日・祝日に1
日3回、30分程度実施した。
　4月13日には、小林健蔵氏を講師に、週末ワークショップ「桿ばかり
をつくろう」も開催した。
【トヨタテクノミュージアム産業技術記念館】〒451－0051、名古屋市
西区則武新町4－1－35、電話052－551－6115、FAX052－551－
6199

話　題

特別展示室のようす

「くらしを支えた「はかる」道
具たち」の展示ポスター
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「ラジオ深夜便」で「秤乃館」紹介
−みんなの心の中にも秤があるね−

理事　高松宏之
　NHKラジオの人気番組「ラジオ深夜便」で、三重県四日市市の「秤乃館」が紹介された。2012
年11月9日に放送されるとともに、冊子『ラジオ深夜便　2月号』に、巻頭カラー「深夜便の散歩
道」（5ページ）として掲載された。聞き手は、佐野剛平（元NHKアナウンサー）さん。
　見開きで、同館が所蔵する秤が9点紹介されている。「皿棹秤」（江戸時代中期）、「上皿自動秤」
（昭和17～19年頃）、「上皿天秤」（大正時代）、「幕末に医師が用いた携帯用セット」「針口天秤」
（江戸時代初期）、「両替分銅」、「精密上皿棹秤」「乳幼児秤」（昭和40年代）、「デニール秤」（明治
時代、ドイツ製）。別ページで、紀州藩が大砲の弾を計量した「千木秤」、「牛馬掛秤」（大正13年～
昭和45年頃）も紹介されている。秤乃館の計量器の収蔵品は約1万点。そのなかから1000点ほど
が展示替えをしながら展示されている。
　館長の秤屋健蔵（小林健蔵）さんが、秤を集めるようになったきっかけや、「はかる」ことへの思
いを語っている。「みんなの心の中にも秤があるね」という言葉が印象的だ。「ものごとの善し悪し
を判断する自分の秤は、磨きをかけて大切にして欲しい」と。秤屋健蔵さんは、（一社）日本計量史
学会会員。
　「ラジオ深夜便の」Webサイト（http://radio.nhk-
sc.or.jp/）で、2月号を注文することができる。
●秤乃館
【場所】〒512－1304、三重県四日市市中野町1163
【電話・FAX】059－339－0936
【開館時間】9:30～17:00、月曜休館
【入館料】高校生以上100円、小・中学生無料
【交通】近鉄名古屋駅から急行で33分、富田駅で三
岐鉄道に乗り換えて15分、保々駅下車、徒歩15分

第29回　江戸学懇話会報告
理事・江戸懇担当幹事　黒須茂

　今回の散策は日本計量史学会の面々で企画した。30名に上る沢山の方々に参加していただき、心
より感謝申し上げます。　次回、第30回の江戸懇は2013年10月5日松、担当幹事は小松修さん。
どうぞお楽しみに。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記

【集合】2013年4月13日松13:00　JR南千住駅西口改札口
【コース】（注：（　　）内は、近隣を通過した）
JR南千住駅西口　→　小塚原回向院　→　小塚原刑場跡〔首切り地蔵〕 → 
（泪橋） →　平賀源内の墓　→　橋場のお化け地蔵　→　妙亀塚公園　→ 
吉原大門〔見返り柳〕　→　（吉原神社）　→　吉原弁財天　→　鷲〔おおと
り〕神社　→　（飛不動）　→　（目黄不動〔永久寺〕）　→　浄閑寺〔投げ込
み寺〕 →　円通寺（彰義隊士の墓）　→　懇親会場「魚民」
【参加者】30名

「ラジオ深夜便」Webページから

平賀源内の墓
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【ひとこと】
　人情味あふれる江戸の下町風景を楽しむには、路地裏
や老舗の蕎麦屋にでも寄り道しなければならないが、そ
の余裕もなく、4時間近くに渡って歩きに歩いてちょっ
と疲れた。今回の散策は、それぞれの名所において、会
員の有志からのご高話ならびにアトラクションに重き
を置いた。
　小塚原回向院の壁にはめ込まれた観臓記念碑では、大
沢真澄氏による『解体新書』の翻訳者杉田玄白と前野良
沢との確執や、蘭学にまつわるエピソードなどが紹介さ
れた。
　平賀源内の墓では、大沢真澄氏による平賀源内の功績の紹介、横田賢次郎氏による源内の寒熱昇
降器を試作した際の苦労話（感温液をアルコールにした理由、色を青色にした理由）が紹介された。
さらに、中村邦光氏が源内と江戸文化との関わり、そして「沢山の好奇心」の大切さ（２兎を追わ
ざれば１兎をも得ず）を概説された。
　妙鬼塚公園は、謡曲『隅田川』で有名な妙鬼尼とその子梅若丸との悲哀の伝説の地であり、加島
淳一郎氏が謡曲「隅田川」の一説を披露し、古き平安時代に心を寄せた。
　江戸の名所「吉原」のはずれにある吉原弁財天では、遊郭「吉原」の名残を残す碑文がある。そ
の碑文は、古川柳研究家の山路閑古によるものであるが、作者山路閑古なる人物は本来化学者であっ

たが、古川柳の研究家として世に知られるようになった
エピソードが、立花太郎氏によって紹介された。
　今回の江戸懇散策の資料は、日本計量新報社編集部長
高松宏之氏の全面的なご援助によって生まれたもの。高
松氏は、下町生活が永いこともあって、吉原のことでも
何でも雑学にやけに詳しく、本当に愉快な楽しい一日に
してくださった。
　また、江戸懇の常連である計量史学会の面々に加え、
はじめて日本計量史学会会長の内川恵三郎氏も参加して
くださった。

以上

国内最古とみられる「分銅」、大阪の遺跡出土品調査で判明

　大阪府八尾市と大阪市平野区にまたがる、弥生時代の環濠集落である亀井遺跡（注）で1981年に
出土した石製品11点（約2400年前、弥生前期）は、国内最古の分銅とみられることが、奈良文化
財研究所（奈文研）の森本晋国際遺跡研究室長の調査でわかったという。
　石製品11点が分銅だとすれば、これまでの原の辻遺跡（長崎県壱岐市）の中国製とみられる青銅
製分銅の「権」（弥生時代後期）より、500年以上さかのぼることになり、国内最古となる。
　石製品は、大阪府和泉市の府立弥生文化博物館で、6月18日～7月21日まで公開されている。7
月13日には同館で講演会も開催される。（次ページに案内）
　1981年、亀井遺跡で、大阪府文化財センターなどにより小さな円柱状の石製品が発掘された。当
時、調査担当者は、整った形状をもつその特徴に注目しながらも、表面の丁寧な研磨痕から、なに
かを磨り潰すための石器「磨石」として報告した。

加島淳一郎氏が謡曲『隅田川』を披露

中村邦光氏が解説
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　発掘から30年以上経った2012年、奈文研の森本室長による石製品の詳細な観察と質量の分析に
より、国内最古の「分銅」であることが判明したという。これにより、分銅の組み合わせによって
精緻な計量を可能にする「天びん」がすでに弥生時代に存在したことがわかったとしている。
　石製品11点は国内産とみられる輝緑岩や砂岩などで作られ、直径1～4.5尺、長さ3～8尺の円
柱形。製作中とみられる1点を除く10点は8.7～280守の６種類に分かれ、質量は最も軽い1点に
対し約2、48、16、32倍と規則性がある。
　山田研治本会副会長は「出土した石製品の年代が約2400年前（弥生時代前期）というのが少し気
になるが、報告の質量の等比性や数値にかぎれば、質量標準が増す秦や漢の時代の1両（16.14守）、
半両（8.07守）の影響も伺える。今回の森本氏のすばらしい報告に接し、長年、弥生時代の日本と
中国との質量標準の比較研究をされていた本学会元会長の岩田重雄先生が本年4月に亡くなられた
のがおしまれる」と述べている。
（情報提供：前田親良顧問）
注：亀井遺跡＝弥生時代の全時期を通じて中河内地域の拠点となる大規模な集落。弥生時代前期後
半に成立し、中期後半にかけて集落域を拡大し、後期に集落規模を縮小するまで集落が営まれてい
る。（八尾市立埋蔵文化財調査センターWebサイトより）

大阪府立弥生文化博物館スポット展示
国内最古の「分銅」の発見とその意義

【期間】6月18日昇～７月21日掌（予定）
【場所】大阪府立弥生文化博物館2階特別展示室前
【講演会】▽日時＝７月13日松、13:00～16:10▽場所＝同館１階ホール▽定
員＝170名（当日先着順、開館時より整理券配布。12:30から受付）▽参加費
＝無料（要入館料）▽特別講演（13:00～14:30）＝「弥生分銅の発見」（森本
晋奈良文化財研究所国際遺跡研究室長）▽報告陰（14:40～15:10）＝「“国内
最古の分銅”の対極にあるもの－亀井遺跡における弥生前期集落と石棒－」秋
山浩三（大阪府立弥生文化博物館副館長兼学芸課長）▽報告隠（15:10～15:40）
＝「分銅出土遺構の再検討からみえるもの」（中尾智行同館総括学芸員）▽討
論（15:40～16:10）＝「国内最古の分銅をめぐって」（森本晋、秋山浩三、中尾
智行）

丘光明・修来富氏ら来日
学会主催で懇談会、懇親会も開催

　中国の著名な計量史学者で『中国古代度量衡』などの著書で知られる丘光明氏や、中国でトップ
クラスの医薬品企業である修正薬業集団公司の修来富氏らが、6月19日から6月27日までの日程で
来日した。修正薬業集団公司は、中国東北部の吉林省通化市にある「修正度量衡博物館」のスポン
サー。
　丘氏らは、三重県四日市市の「秤乃館」や長野県松本市の東洋計器の「東洋計量史資料館」など
を訪れた。6月25日には東京で、日本計量史学会主催の懇談会、歓迎会を開いた。（詳細次号以下）

展示されている「分銅」
（（公財）大阪府文化財
センター 保管・提供）



－33－

岩田重雄氏
　元日本計量史学会会長で同会名誉会員の岩田重雄氏が、4月27日、病気のため死
去した。88歳。　通夜は4月30日、告別式は5月1日に、東京都板橋区の西光院会
館で執り行われた。喪主は長男の岩田俊明氏。
　岩田重雄氏は日本計量史学会の創設者の一人。文明の源流と計量の起源を探求した。
　1924年生まれ、1941年聖橋高等工学校（現埼玉工業大学）工業化学科卒業。同年
商工省東京工業試験所（産業技術総合研究所の前身の一つ）入所、1957年同主任研

究員、東工試式熱天びんを製作。
　1962年旭硝子叙研究所主任研究員、工学博士（東京大学）。1965年叙長計量器製作所研究部長。
キログラム原器比較測定用隔離天びん、1トンの直示天びんなどを製作した。1973年石原薬品叙研
究所長。
　1975年国際計量史委員会常務理事。1978年、小泉袈裟勝氏、藤原泉氏らと日本計量史学会設立、
同会委員。1988年日本計量史学会副会長、1997年国際計量史委員会副委員長、1998年日本計量史学
会会長。2001年顧問、2008年名誉会員。
　1983年計量賞受賞。日本計量史学会研究誌『計量史研究』に論文が多数掲載されたほか、2011年
にはオーラルヒストリー「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—」が掲
載された。（一社）日本計量史学会Webサイトにも「計量史への誘（いざな）い　計量の起源を探
る－文明は計ることからはじまった－」が掲載されている（http://www.shmj.jp/library/Izanai.pdf）。
　現在、東洋計器叙が、『岩田重雄論文集—計量は文明の母である—（仮題）』を刊行準備中である。
●『計量史研究』に掲載された論文・資料など
　以下の論文・資料などは、現時点で未掲載の2編(○印)を除いて、すべて国立情報学研究所の
データベースCiNii（NII論文情報ナビゲータ[サイニィ]、http://ci.nii.ac.jp/）で本文を閲覧するこ
とができる。
◇「近世における質量標準の変化」『計量史研究』1(1),5-9,1979-01-25
◇「中国における尺度の変化」『計量史研究』1(2),1-37,1979-11-01
◇「微量天びんの先駆者、飯盛挺造」『計量史研究』2(1),25-36,1980-11-10
◇「先秦時代の中国における歩と里の長さ」『計量史研究』3(1),26-34,1981-12-10
◇「古代ペルーの質量標準とはかり」『計量史研究』7(1),23-33,1985-10-30
◇今村豁子,岩田重雄,小泉袈裟勝,山岸素夫「園城寺尺について」『計量史研究』9(1),1-6,1987-12-30
◇「上毛野久比とその子孫」『計量史研究』10(1),1-22,1988-12-20
◇「中国・朝鮮・日本の長さ標準:(第1報)300B.C.-A.D.1700」『計量史研究』16(1),43-58,1994-12-30
◇「柳之御所跡出土の尺度」『計量史研究』16(1),59-61,1994-12-30
◇「中国・朝鮮・日本の長さ標準:(第2報)5000～300B.C.」『計量史研究』17(1),53-65,1995-12-30
◇「国際計量史委員会名誉会長ズラトコ・ヘルコフ教授の逝去」『計量史研究』17(1),87-89,1995-12-30
◇「度量衡の故里・中国を訪ねる旅」『計量史研究』18(1),91-108,1996-12-30
◇「神家の歴史と計量に関する歴史的資料」『計量史研究』20(1),68-95,1998-12-31
◇「実験計量史に関する研究:(第1報)カラットの質量」『計量史研究』21(1),23-27,1999-12-31
◇「日本計量史学会設立前後の追憶」『計量史研究』24(1),3-27,2002-02-22
◇岩田重雄,八幡一郎「上智大学所蔵計量器目録(1967年-1973年)」『計量史研究』24(1),55-59,2002-
　02-22

訃　報
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◇「新莽嘉量について」『計量史研究』26(2),93-99,2004-12-27
◇「文明の源流としての計量の起源」『計量史研究』31(1),3-19,2009-04-10
◇「日本における古墳の長さの計量単位」『計量史研究』32(1),11-27,2010-08-10
◇「中国から寄贈された古代計量器の複製品について」『計量史研究』32(1),57-62,2010-08-10
○「死後審判思想とはかりとの関連」『計量史研究』36(1),27-38,2013-02-10
○「ブータンの計量器について」『計量史研究』36(1),51-54,2013-02-10
●『計量史研究』に掲載された岩田重雄氏のオーラルヒストリー
◇松本栄寿,黒須茂,高松宏之「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(岩
田重雄氏インタビュー,オーラルヒストリー)」『計量史研究』33(1),53-89,2011-07-10

岩田重雄氏を偲ぶ
会長　内川恵三郎

　元会長の岩田重雄氏が2013（平成25）年4月27日に逝去されました。ここに謹んで心からご冥
福をお祈り申し上げます。
　本学会は1978（昭和53）年に、岩田重雄氏、小泉袈裟勝氏、藤原泉氏らにより設立されました。
岩田重雄氏は学会の創設者の一人であるとともに、また、その後の計量史学会の発展の礎を築かれ
た功労者でもあります。当学会の発展のため、日本の計量の歴史研究に多大なる貢献をなされた岩
田重雄氏の足跡を偲び、出会いの一端を紹介させていただきます。
　1988（昭和63）年に日本計量史学会の副会長になられ、1998（平成10）年には会長に就任され、
国際的には1997（平成9）年には国際計量史委員会副委員長なるなど、幅広く活動されてこられま
した。
　また、実質的な本学会の運営の中心として活動されてこられ、特に会長就任後は自宅に事務所を
設置されて、学会の事務・財政面でご苦労いただきました。岩田氏の願望は、将来、国際計量史会
議を日本で開催することであり、そのための資金の積立てと共に人材確保にも考慮されておられた
と聞いています。しかし、国際学会を開催できる状況に至らなかった点で心残りであったことと推
測しています。
　故人との出会いは、当時、通商産業省の工業技術院東京工業試験所から転職されて長計量器製作
所の研究部長になられたときです。小生が工業技術院計量研究所（計量研）の質量標準研究室に在
職中で、メートル条約に加盟時に購入したナイフエッジ式のリュープレヒト型隔離天秤が老朽化し
たため、それに代わる計量研の小林好夫氏が発明した「天びんの休み装置を作動させずに分銅を交
換できる機構」、上下動・回転の操作の駆動源に水圧駆動を採用した世界最高の高精度な真空原器用
隔離天秤の製作を長計量器製作所に依頼したとき、製作担当者との打合せ会議で初めてお会いした
と記憶しています。当時、世界最高水準の原器用隔離天秤の製作に誠心誠意のご協力をいただき、
世界に冠たる原器用天びんの開発に成功しました。
　また、計測自動制御学会の力学量計測部会に関わっていたとき、日本計量史学会と合同の講演会
を実施することで合意し、岩田さんが提示された共催条件は2万円の負担のみで、講演会の企画・
実施に関しては力学量計測部会にお任せするとの話でした。思い起こすと学会の組織・財政基盤の
確立とを最優先に心を砕かれ、学会の将来に向けて着々と準備されていたのではないかと推量され
ます。
　最後に、岩田さん等が創設された学会の発展に努力することを誓うと共に、心からご冥福をお祈
り申し上げます。
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