
1 は じ め に

株式会社島津製作所（以下「島津」と略記する）は，教育用理化学器械製造業から研究用機

器製造を経て，精密計測機器メーカーに成長を遂げた国内外でも数少ない企業の一つである。

一般的には，質の高い教育用理化学器械の製造業者はただちに研究用機器，精密計測機器メー

カーへ発展するものではなく，むしろ両者はそれぞれ独立の存在として語られることが多い。
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しかし，島津の事業や技術形成の中では，それらが強く結びついている。この点に着目して転

換のプロセスを明らかにすることは，特定企業の経営史にとどまらず，19世紀後半に計測機器

製造の分野において欧米に追い付くためにどういう取り組みがなされてきたのかを検討するう

えでも重要である。さらに，明治期における高等教育機関と企業の関係性や，その後に続く精

密計測機器産業の形成と標準規格（JES）の制定の過程を明らかにすることにもつながろう。

筆者はすでに，教育用理化学器械の製造を開始した創業期において，創業者島津源蔵が仏具

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

創出，経営方針の4つの観点から明らかに
（1）
した。本稿では，その後島津が，明治期後半におい

て教育用理化学器械製造の基盤をいかにして固め，研究用・産業用計測機器製造への進出を図

ることができたのか，その要因を考察する。

先行研究では，Mari E. W. Williamsがイギリス，フランスにおいて研究用機器メーカーが

精密機器メーカーへ転換した主な要因を，国家の介入であると分析している。しかし，島津は

高等教育機関の結びつきにより，研究・産業用計測機器製造に進出するものの，富国強兵の直

接的な国策的介入は受けていない。また，Paolo Brenniは，製品目録を科学機器製造業の広

告の一環として捉えている。さらに，第4回科学機器シンポジウムの内容をまとめた Nine-

teenth-century scientific instruments and their makers : papers presented at the

Fourth Scientific Instrument Symposium, Amsterdam, 23-26 October 1984は，西欧の機

器製造業者が組織化され発展していく経緯を国別に検討している。19世紀の欧米諸国における

科学機器製造業の歴史については，既にこうした研究がなされているが，日本の事例について

はまとまったものが存在しない。そこで本稿では，島津の事例を通してその一部を明らかにし

て
（2）
いく。

本論の構成として，まず第2章では，島津が明治期に発行した3点の製品目録を総合的に分

析し，教育用理化学器械の製品ラインナップの拡充パターンを明らかにする。そのうえで，こ

の拡充が教育界における市場の特性とどのように関わっているかを示す。第3章では，研究用

機器に着目し，その納品先であった第三高等中学校，第三高等学校，京都帝国大学との製品開

発における関わりについて論ずる。第4章では，第3章の論述を基礎として，研究用機器製造

から産業用計測機器製造への展開について説明する。

2 教育用理化学器械の市場と製品ラインナップの拡充

明治期，理化学器械メーカーにとって製品の詳細情報を伝える基本的手だては「目録」であ

り，島津も創業以来，製品分野や対象顧客層ごとに種々の目録を発行し対応してきた。目録の

冒頭には，営業や製品の動向などを伝える謹告（禀告），新築した本店や工場の版画・写真，

博覧会における受賞歴，営業概目などが，レイアウトにも意匠を凝らして掲載されている。ま

た，目録の分析によって，技術力の水準などを読み取ることもできるため，目録は理化学器械

技術と文明 22巻1号（１８）
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製造拡充の経緯を検討するうえでも重要な資料である。

本章では，島津に現存する明治10～30年代の目録の中から，初等・中等・高等教育を対象と

した総合的な3点の目録，①1882（明治15）年6月発行『理化器械目録表』，②1895（明治28）

年4月発行『学校用 理化学器械及薬品博物標品其他各種目録』，③1904（明治37）年1月発

行『物理及化学器械並化学薬品其他諸器械目録』（以下，それぞれを目録①，目録②，目録③

と略記する）を取り上げ，比較分析を行う。

2―1 製品目録からみる教育用理化学器械の拡充とその類型化

理化学器械製造業において重要なのは，次節で展開するように，いかに品揃えを豊富にでき

るかであった。目録をみると，学校や教育の現場からの要望に応え仕様や性能等を改良し，さ

らに購入者の予算にも配慮して簡便なものから高度なものまでが取り揃えられている。こうし

た目録内容の変遷を追うことは，製品の拡充とその類型化，そしてそのバックグラウンドとし

ての開発・製造がどのように行われたかということについての手掛かりを示しているといえよ

う。

まず，製品ラインナップの拡充についてであるが，表―1に示したように，年度を追うごと

に各目録の製品数と品目数は著しく増加している，目録①と目録③を比較すると，製品数は約

6倍，品目数は約4倍に増え，分野別に見ると，熱学，光学，動電気学が急増しており，とり

わけ光学は約50倍になっている。

表―1 明治期目録における製品数・品目数の比較

分類
1882（明15）年 1895（明28）年 1904（明37）年

品目数 製品数 品目数 製品数 品目数 製品数

力学 23［21］ 70［61］ 31 84 73 167

流体力学
液体

22［24］ 72［78］
29 52 45 72

気体 42 68 59 118

音楽 8 20 40 56 67 110

熱学 7［10］ 16［23］ 59 79 98 182

光学 2 ［3］ 4 ［5］ 72 127 108 249

磁気学 3 5 12 25 21 39

静電気学 27［29］ 74［76］ 68 107 65 115

動電気学 14 38 94 151 131 308

合計 106 ― 299 ― 447 749 667 1360

注1） 製品数（種類別。製品名が仝・同で始まるものはまとめて1点と計上する）
2） 品目数（製品名，価格が異なれば1点と計上する）
3）1882（明治15）年について ［ ］なし…一覧に準拠した数，［ ］あり…図のみや

欄外掲載なども含む。
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こうした状況は，理化学器械の分類や名称にも変化をもたらした。一見，それぞれの目録に

は今日の物理学の諸分野である力，流体，音，熱，光，電気，磁気が取り揃えられているよう

であるが，目録①では，「物性学及固体動静論ニ関スル器械」「水学及気学ニ属スル器械」「音

学ニ属スル器械」「熱学及光学ニ属スル器械」「磁気及電気学ニ属スル器械」（本論では，引用

の漢字を適宜通行の字体に改めた）と5分野にしか分かれていない。しかし，目録③では，力

学，流体力学（液体之部），流体力学（気体之部），音学，熱学，光学，磁石学，静電気学，動

電気学と9分野に細分化されて
（3）
いる。この要因は，何よりも製品種が増大したことによるが，

後に3章2節で考察するように当時の物理学書などに準拠して整理したためでもあった。

また，目録①には，製品の価格を上等，中等，下等の3段階に示した代価目録表が掲載され

ている。目録には，等級の違いが何によるものかは記されておらず，中川保雄はこの等級につ

いて，初等用・中等用といったクラスの違いであると述べて
（4）
いる。しかし，筆者が各目録の比

較検討を進めていくと，その後の目録②や目録③では，この3段階に相当するような価格設定

が，初等・中等といった機械的な等級別ではなく，主に次のような4種類のパターンに基づい

ていることがわかった。

その類型化のパターンは，（A）材質の変化・部品の増加，（B）交換パーツ・付属品の追加によ

る用途の多様化，（C）精度の向上，（D）科学や産業分野の発達との関連によるもの，である。これ

は器械の材質・部品，オプション・デザイン，精度，社会的需要など，4つの部面を配慮した

ものであった。以下では，これらの4種類のパターンに基づいて各種製品を分類し，考察する。

まず，パターン Aの例として，表―2に示した「衝突球」をあげる。これは，運動量保存則

と力学的エネルギー保存則の実演のための器械であり，象牙製・大理石製・木製が取り揃えら

れている。こうした材質の違いによる価格の細分化は，購入者の予算に配慮するだけでなく，

表―2 「衝突球」【A】材質の変化・部品の増加

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

衝突球 上等 7 20 衝突球 象牙球付 9 衝突球
（象牙球5個付）

10

中等 5 20

下等 4

衝突球 上等 6 50 衝突球 大理石球付 2 80 軽重衝突球（尺度付） 3 80

中等 5

下等 4

衝突球 木製球付 2 20 衝突球（大理石球7個付） 3 50

衝突球（大理石球5個付） 3

衝突球（木球7個付） 3

技術と文明 22巻1号（２０）
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耐久性や意匠性を高める目的もあった。さらに目録③になると，球の個数違いや，尺度付も登

場する。このパターン Aの拡充は，力学では「螺旋」「歯車」「螺旋圧搾機」，流体力学では「噴

水器」「撒液管（サイフォン）」「マルデブルグ半球」，静電気学では「電鈴」「起電盤」などに数

多く見られた。

次に，パターン Bの例として表―3の「遠心力器」をあげる。これは，遠心力の効果を示す

実験器械であり，試験用転台に装着するパーツを交換することで様々な実験が可能となる。交

換パーツの種類は年々増えており，表―4に示した「墜体試験器（アトウード氏墜体試験器）」

においては，時計や電気装置（電気計数器）を付属させることで，より簡便で正確に実験が行

えるようになっている。パターン Bの拡充は，力学では「ジャイロスコープ」，流体力学では

「浮沈子」，静電気学では「電気の拡布を示す器」「電気密度試験器」，音学では「歯輪」「調音

表―3 「遠心力器」【B】交換パーツ・付属品，形状の多様化

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

遠心力器7種 上等 52 遠心力転台 4 遠心力試験用転台 15

中等 30

下等 17

遠心力転台 2 遠心力試験用転台 5

遠心力ガバーノル 2 50 フーコー氏振子＊ 6 50

遠心力腕及大小球付 1 80 フーコー氏振子＊ 2 30

遠心力水桶 1 80 オーガスト氏ハジキ金＊ 6

遠心力斜面球付 1 50 オーガスト氏浮き球＊ 4 80

遠心力玻璃円筒 1 40 遠心力秤＊ 5 20

遠心力弾線二重環 1 40 ガバーナー＊ 4

遠心力軽重球 1 20 回転装置付遠心力試験管 3 50

遠心力玻璃球 65 腕及大小球＊ 3 20

弾線単環回転装置付 1 20 ペルトラム氏水桶＊ 3

ペルトラム氏乾燥器＊ 3

長短玻璃管＊ 3

軽重液管＊ 1 80

半円形溝及球＊ 2 30

弾線環＊ 2 20

軽重球＊ 1 60

玻璃球＊ 1 50

＊ 遠心力試験用転台に装置するもの
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表―4 「墜体試験器」【B】交換パーツ・付属品の追加による用途の多様化

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

墜体試験器 上等 34 アトード氏 50 アトウード氏墜体試験器 150

中等 25 落体試験器 （時計及電気装置）

下等 16 電気計数器付

アトード氏
落体試験器

45 アトウード氏墜体試験器
（時計装置）

65

アトード氏
落体試験器

12 アトウード氏墜体試験器
（電気装置）

55

自記墜体試験器 45

アトウード氏墜体試験器 40

アトウード氏墜体試験器 23

ガリレオ氏斜面墜体試験器 15

表―5 「顕微鏡」【C】精度の向上

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

顕微鏡（770倍） 75 顕微鏡（1000倍） 180

顕微鏡（600倍） 55 顕微鏡（800倍） 85

顕微鏡（600倍） 40 顕微鏡（600倍） 60

顕微鏡（50～300倍） 3 50 顕微鏡（600倍） 45

クリスタル顕微鏡 25 顕微鏡 35

顕微鏡 15

顕微鏡 5 50

顕微鏡 4 50

顕微鏡 3 50

日光顕微鏡 35～ 日光顕微鏡 60

日光顕微鏡 35

ハンドマイクロスコープ 25

オブゼクトマイクロメーター 15

オブゼクトマイクロメーター 7 50

アイピースマイクロメーター 5 50

アイピースマイクロメーター 4

技術と文明 22巻1号（２２）
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表―6 「蒸気機関」【D】科学や産業分野の発達との関連によるもの

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

蒸気機械 上等 80 蒸気機関模型 35 蒸気機関裁断模型（ガバナー付）50

中等 50 裁断シリンドル及

下等 30 ドンキポンプ付

蒸気機関模型裁断
シリンドル及
ドンキポンプ付

12 蒸気機関裁断模型 45

裁面蒸気機関模型
箱入

6 50 蒸気機関裁断模型 38

蒸気機関裁断模型
（立形ガバナー付）

15

蒸気機関裁断模型 15

蒸気機関裁断模型 5 50

水平動蒸気器模型 50 蒸気機関模型 45

蒸気機関ポンプ及
水車付

30 蒸気機関模型 35

蒸気機関米搗器械付 7 蒸気機関模型 25

蒸気機関模型 18

蒸気機関模型 15

蒸気機関模型 13

蒸気機関模型 10

蒸気機関模型 8

蒸気機関車裁断模型 25 蒸気機関車裁断模型 45

蒸気機関車裁断模型 35

蒸気車模型
軌道及列車3個付

50 蒸気機関車模型 50

蒸気車模型列車付 13 蒸気機関車模型 35

蒸気機関車模型 25

蒸気機関車模型 18

蒸気機関車模型 10

蒸気機関裁断模型（船舶用） 18

蒸気船模型 20 蒸気船模型（軍艦形） 35

蒸気船模型 8 蒸気船模型（軍艦形） 22

蒸気船模型 18

蒸気船模型 10
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叉」「サイレン板」などに見られる。こうした材質の変化などによる豊富な価格ラインナップ

や，実験の多様化や簡便化を図るための拡充は，現場の要望に応え，科学教育の充実を図るう

えでも重要であった。

一方で精度が向上したことによるパターン Cの例として「顕微鏡」をあげることができる。

表―5に示すように，目録①ではそもそも顕微鏡は掲載すらされていなかったが，目録②では

最大倍率を770倍とする数種類の顕微鏡が登場する。さらに，目録③では最大倍率は1000倍に

まで至り，種類も16種類に増え，安価なものから高価で高性能なものまでが取り揃えられてい

る。この Cのパターンの拡充は，力学では「天秤」「測定器械」，流体学では「排気機」，熱学

では「寒暖計（温度計）」，光学では「分光器」「ゴニオメーター」「験糖計」，動電気学では「電

流計」「電池」「感応コイル」「抵抗器」に見られる。

そして，科学や産業分野の発達との関連によるものであるパターン Dの拡充は，熱力学で

は「蒸気機関模型」「瓦斯機関模型」といった機構模型，音学では「蓄音機」，光学では「望遠

鏡」「双眼鏡」「写真器械」，動電気では「電話器」「アークランプ」「白熱電球」「電気扇」など

に見られる。

とりわけ，表―6に示した「蒸気機械」と「汽車雛形」は，産業指向の高さを窺わせるもの

だが，既に目録①の巻末には別建てで大きく取り上げられている。さらに，目録③では機構を

わかりやすく示した裁断模型や，蒸気機関車や蒸気船，軍艦の模型など26点が掲載されている。

それだけでなく，目録②の巻末には，製造品附記として分析用天秤，蒸気機械，測量機械，

製薬機械，工業用機械，土木用機械，建築用機械，農業用機械，電気機械，避雷針，養蚕検査

器械などの産業用機械も掲載されており，やはり産業指向は高かったといえる。

また，島津は理化学器械の枠組みを超えて学校教育の場に必要な教材全般や備品類も網羅し

ていた。目録②の目次には，理化学器械，化学器械・薬品の他に，数学及画学之部，楽器之部，

活力器具之部，体操器具之部，学校用暖室炉之部，金工器具之部，木工器具之部などが見ら
（5）
れる。これは，学校設備に関する規定である「小学校設備準則」，「尋常中学校設備規則」（1891）

に準じたものであった。

さらに，目録③の冒頭に設けられた営業概目には，実験場用瓦斯機械及工事，実験場用給水

器械及工事，実用電気機械及工事などが含まれており，ガス，給水，電気といった科学実験に

おいて欠かせない周辺設備にも業務を拡大していたことがわ
（6）
かる。

以上みてきたように，島津は，こうした4つのパターンによる製品の拡充によって，科学教

育の充実を図る中で，単なる理化学器械の製造に止まらず，周辺設備を含む教育現場の要請に

総合的に応えることによって，その後の発展の基盤を固めていった。

2―2 明治政府の教育政策と教育用理化学器械市場の特性

本節では，明治期の就学率や府県公立学校等が所有する器械などの資産価格の変遷と教育制
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度の関係に着目して，理化学器械の市場の拡大を明らかにし，前節で述べた製品ラインナップ

拡充のパターンとの関連性を考察する。

明治中期以降，学校教育の発展とともに理化学器械の市場は拡大していき，教育界は島津が

理化学器械製造業として成長するうえで不可欠な市場となった。とはいえ，一般的な市場に比

すれば教育界は非常に特殊な分野である。1917（大正6）年から発行されている『営業報告書』

には，「一般機械工業界ハ依然沈静ノ状況ニアレバ此方面ニ対シテハ暫ク緊縮ノ方針ヲ取ルノ

止ムヲ得ザリシト雖学術用品ニアリテハ主タル需要先ナル各種学校ノ新設並ビニ拡張サルルモ

ノ多シ從テ註文漸増ノ傾向ニアレバ」と繰り返し記されているように，理化学器械市場は産業

用機器の市場と比較すると景気に左右されにくい安定した市場であった。このことが，経営的

にも重要であることを島津は見抜いていたのである。

一方で，教育制度の整備は，近代化に向けた試行錯誤の過程で
（7）

あった。それゆえ，文部省の

法令や規定は頻繁に改定され，学校数が増減するといった理化学器械の供給先の量的な変化と，

教育課程や内容，教科書が変更されることによる質的な変化が生まれた。

さて，日本で最初の教育法令である「学制」は，1872年に制定された。遅れて近代国家の仲

間入りをした日本は，欧米の学校制度を模範として，教育による人づくりを国家戦略として重

視した。その中で文部省は早くから欧米の科学教育の動向に注目しており，近代科学の合理的

な自然観の習得を，教育内容に積極的に組み込んだので
（8）
ある。それでは，自然科学関連の教科

がどのように近代学校教育の中で編成されたのかについて見てみよう。

学制に基づいて制定された「小学教則」では，「理学輪講（窮理学輪講）」が下等小学校第3

級から第1級まで設けられ，時間数は，第3級では週1時限，第2級では2時限，第1級では

4時限と週20限のうち多くの時間が当てられている。さらに上等小学校になると，各級とも週

4時限となり，第4級では博物，第3級では化学，第1級では生理がそれぞれ加えられ，当時，

科学教育がいかに重視されていたかがわかる。

なお，科学教育がなによりも「窮理学（物理学）」を中心に構成されていたことは注目に値す

る。これは，当時の洋学者の科学啓蒙思想そのものが窮理中心であったことに
（9）
よる。目録①が，

物理学器械に特化した目録であるのは，こうした自然科学関連の教育における窮理学の流行を

反映したものであった。

ところが，「小学教則」以降，自然科学教科は，文部省の法令において縮小の一途をた
（10）
どる。

まず，改正教育令に基づいて定められた「小学校教則綱領」（1881）では，科学教育の時間数

が急激に減らされ，さらに，「小学校令」（1886）に基づいた「小学校ノ学科及其程度」におい

て，「理科」が新設されることとなる。これは，従前の自然科学教育であった博物，物理，化

学，生理を縮小して一括するために作られた学科名で
（11）

あった。これらの原因として『理科教育

史資料』には，「当時の日本には（中略）理科を教える教師がほとんどいなかったし，実験設

備も整っていなかったという事情も考えにいれる必要もある」，「小学校が発足したといっても
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表―7 明治期の就学率と府県公立校等所有品資産における器械・標本の価格

＊ 器械費については1875，1876年はデータなし。1895年以降は標本費を含む。

（中略）自然科学教育を始める学年に達したのはごく少数であった」と記されている。

それでは，こうした自然科学関連の科目が縮小された状況の中で，理化学器械の需要はどの

ように変化していったのだろうか。表―7は，1875年から1911年にかけて，府県の公立学校等

所有品資産における器械もしくは器械・標本の価格と就学率を示したものである。就学率は，

目録①が発行された1882（明治15）年では，50．7％であったが，目録③が発行された1904年に

なると，90％を超えて
（12）
いる。ここで着目したいのは，当時の就学率の増加に伴い，学校におけ

る理化学器械の資産が増加していることである。これは，表―1で示した島津の各目録の製品

数・品目数が，年度ごとに急増していることからも明らかであるように，科学教育は制度とし

ては縮小されたものの，実際の現場では依然重要視されていたことを意味している。

このように理化学器械の需要が拡大したのは，「小学教則」以降，科学教育においては常に

理化学器械による実験を行うことが一応の基準として示されていたからである。実験抜きに欧

米の科学を理解することが至難の技であることは幕末の洋学者，すなわち明治の文明開化の

リーダーたちのよく知るところで
（13）

あった。

事実，小学校の教育課程の基準を示した「小学校教則綱領」には，「物理は中等科に至て之

を課し物性・重力等より始め漸次水・気・熱・音・光・電気・磁気の初歩を授くべし凡物理を

授くるには務て単一の器械及近易の方便に依り実地試験を施し其理を了解せしめんことを要

す」と記されており，物理を教える順序を提示し，なるべく単純で手に入れ易い理化学器械を

使用して実験を行うように命じている。さらに，「小学校ノ学科及其程度」（1886）では，「喞

筒・噴水・音響返響・時計・寒暖計・晴雨計・蒸気器械・眼鏡・色・虹・槓杆・滑車・天秤・

磁石・電信機等」というように実験で使用する器械名が具体的に示されるようになる。

こうした文部省の法令変更に島津は迅速に対応し，「改正小学校令の実施に伴ひ文部省に於

いて編纂せられたる尋常小学理科書の題目に基き調整せるものにして必須欠くべからざる標本
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と器械及薬品を列挙し」と，その都度目録を改正している。

ところが当時は，地域や学校によって使用する教科書が異なっていたうえ，理化学器械の選

別についても，教育の現場に委ねられている部分もあった。1904年以降，小学校の主要教科書

は，文部省編纂のものが国定教科書として定められたが，理科の教科書は，「児童ニ使用セシ

ムヘキ図書ヲ採定スルコトヲ得ス」と国定とはされなかったのである。これは，当時，理科が

教科書で理論を学ぶのではなく，実物を実験観察すべき教科と考えられていたことに
（14）
よる。そ

の後，1910年に理科においても国定教科書が定められるが，文部省編纂のものから各校の校長

が選択するという形が取られていたので
（15）
ある。

こうした状況のもと島津は，「悉ク各府県採用ノ教科書ヲ蒐集シ丁寧反復以テ其長ヲ執リ華

ヲ抜キ更ニ之ヲ学識経験ニ富メル教育家ニ謀リ猶且及バザランコトヲ」と，目録制作にあたっ

て，各府県が採用している教科書を数多く集め，丁寧に読み返しながら優れた部分を抜粋した

うえで，学識経験者に監修を受けていた。また，「各府県教科書ノ区々タルト（中略），書名著

者名御通報次第取調ノ上夫々御注文ニ応ズベシ」と，学校で使用されている教科書名を伝えら

れれば，それに合った器械を調べて提供することを強調している。このように島津は，各府県

や学校ごとへの個別対応まで心がけており，様々な教科書に準じて製品のラインナップを積極

的に拡充しようとしていた姿勢が見られる。

さらに，各府県の教員や師範学校の生徒を招待し，実験の実演や陳列室・工場見学をセット

にした講習会を頻繁に開催したり，教育品の展覧会に出張して公開実験を行ったりするなど営

業活動にも力を入れていた。島津はこうした教育界の市場の特性に応じ，理化学器械製造業と

しての基盤を固めていくことになる。

ところで，1902年，文部省により制定された「中学校教授要目」には，次のような内容が特

記されている。

器械及其ノ標本ハ総テノ種類ノモノヲ完備スルコトヲ得バ甚ダ好都合ナルコト勿論ナレド

モ経費等ノ事情ニ依リ之ヲ許サヾルコト多シ宜ク軽重ヲ察シテ之ヲ選択スベシ次ニ挙グル

所ハ此選択ヲナスニ当リ考フベキ主要ノ点ナリ器械ニハ其ノ製作上甚ダ精巧ナルモノト然

ラザルモノトアリ（中略）感応こいるノ如キ精巧ナルベキ性質ノモノニシテ唯々外観ノミ

美ニシテ其ノ用ヲナサヾルモノアリ此種ノモノハ価ヲ吝マズ良好ノモノヲ購入スベシ（中

略）又精巧ヲ要セザル性質ノモノニシテ徒ニ華美ナル台ヲ附ケ柱ヲ立テ金具ヲ以テ飾リ強

ヒテ外観ノ美ヲ衒フモノアリ是等ノ器械ヲ購入スルハ全ク無用ノ業ナレバ極メテ粗製ノモ

ノヲ有スレバ可ナリ

これは，学校が理化学器械を購入する際の注意点である。文部省は，経費などの事情により，

全ての種類の理化学器械を完備することは難しいため，重要度を良く考えて選択をするように

と指導している。さらに，「感応コイル」を例に挙げて，精度が重要視される器械については，

価格を惜しまず精巧なものを購入し，一方で精度を必要としない性質の器械については，非常
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に単純なもので良いと命じている。

ここで注目したいのは，これと同様の内容が，島津の目録③の謹告に記されていることだ。

文部省モニ訓令ヲ発シ器械ノ選択スベキヲ命ジ且ツ精巧ヲ要セザルモノニシテ徒ニ外観ノ

美ヲ衒フ者ハ之ヲ避ケ之ニ反シテ精微ヲ要スルモノニハ価ヲ吝マズ良巧ノモノヲ購入スベ

キ事ヲ以テセリ是実ニ弊所ガ多年主眼トスル処ニシテ器械ハ装置ノ壮観ナルヲ欲セズ能ク

実験ニ適シ且ツ堅牢強固ニシテ耐久ノ者ヲ以テ目的トシ

島津は，前掲の文部省の訓令に記されていることについて，長年目標として取り組んできた

としている。そのうえで島津は，装置の「壮観」さより「精微」を追求し，「実験に適した堅

牢強固な耐久性」のある器械製造に注力してきたことを強調している。

3 教育用理化学器械から研究用機器への展開

こうした精度の高い製品の需要は，高等教育の拡大によって更に高まる。1889（明治22）年

8月，第三高等中学校が大阪から京都に誘致され，続いて1894年には第三高等学校，1897年に

は京都帝国大学が設立される。このことは島津にとって大口の販売先の獲得であると共に，最

新の技術や知識を吸収し，先端の科学研究の求めに応じ研究用機器の製造に進出する大きな転

機となった。本章では，島津がどのような取り組みによって各校との結びつきを深め，研究用

機器の製造に取り組んでいったのかについて考察する。

3―1 製品目録からみる研究用機器の製品ラインナップの拡充

まず，目録の分析を行う前に，本稿における研究用機器の定義について確認する。永平幸雄

は，「三高コレクションに保存されている機器には，研究を目的として購入し，使用された機

器も存在するが，多くは教育用科学機器である」と述べて
（16）
いる。とはいえ，島津の目録には，

教育用，研究用といった器械の分類は見られない。教育用器機と研究用機器には技術的な連続

性があったことから，分類が相対的にならざるをえなかったと考えられる。また，島津が第三

高等学校に納めた理化学器械は，研究用としても十分利用できるほどの精度や性能を備えたも

のであった。このことから本節では，島津が第三高等学校などに納品した製品の中から筆者が

研究用の側面を持っていると判断したものを対象に，ラインナップの拡充を見ていき
（17）
たい。

力学の中で最も著しい変化が見られるのは，計測機器である。目録①では，「ウエルニール

尺」のみであったのが，目録②では，「スフエロメートル」「奇零尺」「メートル尺」が加わっ

ている。「メートル尺」が増えている理由は，度量衡の国際的な統一の流れによるものと考え

られる。そして，目録③になると，「カリパー」「カリパースクエアー（ノニス）」「スクリュー

マイクロメーター（ワイヤーゲージ）」，「カセトメータ（縦尺）」「回転計（スピードインジゲー

ター）」などが加わり，約40点に増えている。

ところで，第三高等学校助教授であった森総之助編纂，京都帝国大学理工科大学教授の村岡
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範為馳校閲により出版された『実験及ビ理論物理学 重学及物性論』（1905）の第一編の総論

には単位の定義説明などがされている。ここで着目したいのは，その中に，最小目盛以下の数

値を読取る補助をする「副指（遊尺）」，電線の直径を測定する「ネジミクロメートル」，球面の

曲率半径を測定する「球指（スヘロメータ）」，二点間の垂直距離を測定する「カセトメートル」

といった計測機器が挙げられ，その使用目的，方法について説明されている点で
（18）
ある。

この参考書が，高等学校，医学専門学校，工業学校またはこれと同程度の学校の学生ならび

に中学校，師範学校程度の教員等向けに編纂されたものであるということからも，それぞれの

技術や機器に随伴して教育，研究，産業の現場で精密な測定が重要視されてきたことがわ
（19）
かる。

また，目録③の営業概目には，「弊所ハ薬品及度量衡鉄砲ノ販売免許ヲ受ケ居レリ」と示さ

れており，島津は1893年に，度量衡の取り扱いが免許・検定制になったのを機にその免許を取

得していた事実が確認できる。

次に，目録中の品目数・製品数でも最も大きな割合を占める動電気について示しておきたい。

永平は，「水野敏之丞が（第三高等中学校に）着任した1890（明治23）年以降の実験機器には

研究用機器が現れる」と指摘して
（20）
いる。その例示として，水野が電波実験のために輸入した機

器である，微小な電流を感知できる「トムソン反射検流計」，抵抗を正確に測定する「ホイー

トストンブリッジ」，電波の発生に必要な「誘導コイル」を挙げている。これらは，島津の目

録②に確認できるが，さらに目録③では，高性能で高価な製品を販売する目的でラインナップ

の拡充が図られたことがわかる（表―8・9・10）。

その他にラインナップを大幅に拡大している製品は，「電池」「電話器」「電信機」「クルーク

ス管」で
（21）
ある。この理由は，水野が，1898年2月に理工科大学助教授として赴任し，1905年ま

で分担又は担任していた物理学第一講座の内容が，電磁波研究，無線電信電話実用化であった

ことと関係すると思わ
（22）
れる。

光学については，目録③では，「ニコル氏プリズム」「凸面鏡」「凹面鏡」「平面鏡」など約60

品目を取り揃えている。「地上・天体望遠鏡」「双眼鏡」もラインナップが増大し，特に「分光

器」は450円といった高価なものが加わっており，分光分析により波長の精密測定が進められ

るにつれ高性能な分光器が求められてきたことがわかる。もちろん，こうした精度の高い研究

表―8 「タムソン氏反射電流計」

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

タムソン氏反射験流電器 35 タムソン氏反射電流計 120

タムソン氏反射電流計 75

タムソン氏反射電流計 45
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表―9 「ブリッヂ」

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

ホイトストン
ブリツヂン

8 ホイートストン氏ブリッヂ 20

ホイートストン氏ブリッヂ 13

ホイートストン氏ブリッヂ（教授用） 15

コーラウシユ氏
ユニバーサルブリツヂ

150

コーラウシユ氏
ユニバーサルブリツヂ

95

表―10「感応コイル」

1882（明治15）年 1895（明治28）年 1904（明治37）年

製品名 階級
価格

製品名
価格

製品名
価格

円 銭 円 銭 円 銭

ラムコルフ氏イン
ダクションコイル

50 ルンコルフ氏感応コイル 300

ラムコルフ氏イン
ダクションコイル

30 ルンコルフ氏感応コイル 250

ラムコルフ氏イン
ダクションコイル

20 ルンコルフ氏感応コイル 200

ラムコルフ氏イン
ダクションコイル

11 ルンコルフ氏感応コイル 150

ラムコルフ氏イン
ダクションコイル

6 ルンコルフ氏感応コイル 120

ルンコルフ氏感応コイル 80

ルンコルフ氏感応コイル 50

ルンコルフ氏感応コイル 35

医科コイル 8 医用コイル 15

医科コイル 6 ルンコルフ氏感応コイル
（医用コイル）

7 50

ルンコルフ氏感応コイル
（医用コイル）

5 50

デユボイスレイマンド氏
感応コイル（尺度付 横形）

35

デユボイスレイマンド氏
感応コイル（尺度付 縦形）

35
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用機器の中には輸入品，および国内取次販売品も含まれている。しかし，ここでは国産品であ

るかどうかよりも，近代科学が社会に根付き普及してきたこの時期に，島津が先端の科学研究

を充足させ得る機器を取り揃えることができていたことの方が重要である。

3―2 研究用機器とその納品先である第三高等中学校・第三高等学校・京都帝国大学との関係性

繰り返し述べてきたように，各学校と島津との関係は，1889（明治22）年8月に第三高等中

学校が京都に誘致されてきたことから始まる。以降，島津は各学校や教授らとの関係を構築す

るために様々な努力を行ってきたが，その結びつきは顧客としての関係にとどまらなかった。

それぞれの大学教授と，個別に取り結んだ指導・監修の関係を拠り所にしつつ，リバースエン

ジニアリングともいえる，欧米の研究用機器を範とする開発が取組まれていたことに注目する

必要がある。

（1） 研究用機器の納品数の増大

まず，顧客としての関係であるが，これらの学校の設置は，島津にとって大口の販売先の獲

得につながった。島津から第三高等学校への理化学器械等の納品状況を見ると，1895年では納

品数全体の約5％に過ぎなかったが，翌年には50％となり，1899年には80％を超えて
（23）
いる。

創業者の次男である島津源吉は，当時の状況を次のように述べている。「大学の先生は，東

京の大学を出て京都に赴任するのだが，京都は田舎だというわけで，実験機器は東京で買って

来られた。ところが京都に来ると島津が立派なものを造っているのを見て驚かれたらしい。し

かも島津だったらすぐ納まるから喜ば
（24）
れた」。このことからも，納品数の急増の要因は，高等

教育の拡張や，第三高等学校に近いという地理的な条件といった外的なものと，高度な器械を

製造できる島津の力が評価されていったという内的なものがあると考えられる。

ここで，各学校の設立の経緯について確認しておく。第三高等中学校の歴史を物語る『神陵

小史』には，その変遷が次のように記されている。「是は従来関西に於いて最も程度の高い学

校であった我が校が，舎密局開設以来常に理科方面の設備に見るべきものがあり，第三高等中

学校になっても，化学実験場・物理実験場等に誇るべき設備を有し，第三高等学校工学部に引

き継いでいたので，更に之を理工科大学が引きつぐ事が，考慮されたためかとも考えられる。

理工科大学開設以前には，第三高等学校工学部は即ち関西に於ける理学工学の最高の研究所で
（25）

あった」。

第三高等中学校がこのような位置になったのは，1886年に，高等中学校が直轄学校として文

部省の管理下に置かれ，小学校と帝国大学を接続する学校として位置づけられたからである。

高等中学校の役割について文部大臣森有礼は，「上流の人間を養成する所」と述べており，第

三高等中学校は，法科，文科と工科，理科を置く専門教育機能として「半ば研究半ば教育とい

う任務」が与えら
（26）
れた。『明治二十四年度第三高等中学校経常部歳出』の理化学器械の節を見
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ると，この年度の歳出は，以前三ヶ年度の実費平均額である786円より増え，931円となってい

る。その理由を「生徒学業ノ進歩ニ従ヒ漸次高尚ノ器械ヲ要スルニ由ル」と記していることか

らも，専門的な科学教育の実施により「高尚ノ器械」つまり，精度の高い研究用機器の需要が

高まってきたことがわかる。

1894年，「高等学校令」の公布をもって高等中学校は改称され，新たに第三高等学校として

出発することとなった。その学校規則には，「法学部，医学部，工学部ノ三部ニ於テ，法律学，

医学及ビ土木工学，機械工学ノ各専門学科ヲ教授スル所トス」と示されており，専門教育を導

入することを主眼としていた。文部次官であった牧野伸顕は，「科学専門教育ノ増設ヲ要ス」

と題する一文で，「本邦ニ於ケル現今国庫ノ支弁ニ係ル科学専門教育ノ機関ヲ算フレバ総数僅

ニ一大学十一専門学校ニシテ二八年度ニ於ケル経費モ亦六拾九万九千八拾一円余ニ過ギズ之ヲ

帝国ノ歳出総額ニ対比スレバ僅々千分ノ七強トス文明競争ノ場裏ニ立タント欲スル帝国ノ経画

トシテハ実ニ寒心スベキナリ」とし，「京都ニ一大学ヲ設クル事」と「五箇ノ高等学校ニ各種

ノ科学専門教育ヲ実行スル事」を強調して
（27）
いる。つまり，当時，科学専門教育の充実には国家

の威信がかかっており，その役割を京都帝国大学にも担わせようとしていたのである。

そして，1897年6月，「京都帝国大学管制」が公布となり，最初に理工科大学が設立さ
（28）
れる。

理工科大学は，土木工学科と機械工学科の二科で発足し，翌年には数学科，物理学科，純正化

学科，製造化学科，電気工学科，採鉱冶金学科を加えて8学科となり体制を整えた。他の科よ

り理工が先行したことについては，「当時戦後の諸種事業の勃興のため工業技術者を要するこ

とが急で，且つ志望学生も増加して東京の帝国大学ではこれを収容し得ない時勢を呈し，一方

京都にはともかく第三高等学校に土木工学，機械工学の二科の設備があり，最初の計画を変更

して理工科大学が最初に設立されることになった」と解釈されて
（29）
いる。

以上述べてきたように，専門教育を中心とした高等教育機関が設立され，なおかつそれらの

学校が，大阪舎密局から理工科を重視する校風を引き継いでいたために，研究用機器の需要は

高まっていった。島津はこうした展開に大きな関心を持ち，事業を拡充していったのである。

それでは，こうした状況に対し，島津は具体的にはどのように対応していったのだろうか。

注目したいのは，目録②の冒頭に記されている次の数行である。

表中「ガ」「デ」叉ハ「ホ」「ス」何図トアルハ例バ
（ママ）

（ガ二三図）ナレバ千八百九十三年發行ガイ氏原書二拾三図ニアルヲ云ヒ

（デ七図）ナレバ千八百八十三年發行デスチヤーネル氏原書七図ニアルヲ云ヒ

（ホ三二図）ナレバ千八百九十三年發行ホップキンス氏原書三十二図ニアルヲ云ヒ

（ス三九図）ナレバ千八百九十六年發行スチワード氏教科書三十九図ニアルヲ云フ

実際に，目録中の複数の製品に「ガ」「デ」「ホ」「ス」の何図といった付記がみられる。「ガ」

のガイ氏（ガノーの誤植かと思われる）とはフランスの Adolphe Ganot，「デ」のデスチヤー

ネル氏とはフランスの A. P. Deschanel，「ス」のスチワード氏はイギリスの Balfour Stewart
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図―1 「タムソン氏反射験流電器（ガ七八四図）」
出典：Elementary treatise on physics, experimental and applied : for the

use of colleges and schools , Tr. and ed. from Ganot’s Éléments de

physique（with the author’s sanction）by E. Atkinson.1893

の物理学書を指していると考えられる。例えば，目録中に「ガ二三図」と付記されている製品

は，1893年発行のガノー物理学書の図23番と同じ器械であることを示しているのであり，原書

の教科書に対応した紹介がなされて
（30）
いる。

島津がこうした外来の教科書を目録に挙げた理由は，当時，これらの物理学書が，「明治期

の物理教育に大きな影響を与えた教科書」であり，現に第三高等中学校や第三高等学校で使用

されていた代表的な教科書であったからで
（31）
ある。これらは国際的にも有名な教科書群でもあり，

最新の物理研究の流れを重要視する第三高等中学校，第三高等学校の多様な需要に応える取り

組みの一環として理解することもできる。

もう一つ，各校の教授らが島津に期待していた業務は，輸入代理店としての役割であった。

目録②の謹禀には「今ヤ各種器械ノ製作精良舶来品に譲ラズ尤諸器械ハ弊所ニ於テ製作セザル

モノ無ク」としながらも，「本国製品ニシテ未タ利害相償ハザル物又ハ製造シ能ハザル物品ハ

外国品ヲ以テ御需メニ応シ御用辨可仕候」と示しているとおり，現状において自主開発できな

い場合は，輸入をして注文に応じるとしている。

さらに，輸入品調達の事態に変化が見られるのは目録③においてである。目録の謹告には，

「本邦ニテ得ベカラザルモノハ欧米ノ著名ニシテ信用アル製造所ト特約シ其供給ヲ仰ギ夫ノ粗

笨雑漠ニシテ只価ノ廉ノミ之レ重ジ其実用如何ヲ顧ザルガ如キ事ヲ爲サズ」とあり，品質を重

視するために欧米の有名かつ信頼性の高い製造所と特約を結んだことを伝えている。

その調達先についていえば，ドイツ25社，フランス5社，スイス1社，オーストリア1社，

イギリス8社，アメリカ2社であった。ドイツのメーカーが中心となっているのは，当時，ド

イツにおいて科学機器製造が勃興していたことと，水野・村岡などドイツに留学することが多

かった大学教授らから依頼や紹介があったことが理由であると推測される。
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また，その特徴は，Max Kohl, Hartmann & Braun, Adam Hilger, Ernest Leitz, Carl Zeiss,

E. Leybold’s Nachfolger, Schott & Genossenといった光学機器メーカーが多いことである。

後に島津は，光学計測機器の製造に進出するため，この点については改めて注目する必要があ

るだろう。当時は，これらのメーカーから「プリズム」や「カメラルシーダー」「読み取り顕

微鏡」「水平顕微鏡」「移動顕微鏡」などを輸入していた。また，Weston Electrical Instrument

Co. や，Otto Wolff, Max Kohl, Hartmann & Braunからは「可動コイル型電圧計や電流計」「磁

力計」「抵抗器」といった電磁気関係の製品や，R. Fuessからは「標準寒暖計」，Keiser & Schmidt

からは「高温計」「抵抗寒暖機計」を輸入している。明治20年代の第三高等中学校への輸入品

の納入者は，高田商会や玉屋商店であったが，目録③が発行された頃からは島津を通して広く

海外から研究用機器を輸入するようになった。

（2） 指導・監修の結びつきと島津の製品開発の取り組み

納品先として大きな比率を占めるようになる中で，第三高等学校や京都帝国大学の教授への

顧問の委任や，指導・監修，特別講演やレントゲン講習会の講師，海外留学生や視察団来観時

の引率，島津の発刊誌である『サイエンス』などへの寄稿・投稿など多様な結びつきが生まれ

た。『関西之実業』には「明治三十年九月京都大学理工科の開校さるるや以来引続き各種の器

械標本を納入し，且つ諸教授の親切なる示導もあり，此時より一層製品の面目を改善するを得

たるは島津製作所に取りて最も幸福とせる處なりしが如し」と，島津が大学教授の指導に恵ま

れ，新たな製品の開発に取り組んでいったことが記されて
（32）
いる。その結びつきの中でも最も強

固であったのは，顧問としての関係である。顧問の記録が残っているのは1911（明治44）年か

らであり，「島津製作所業務系統図」によると顧問は，製造部門である工務部全体を監修する

と共に，「製品ニ関スル研究」を行う研究会に所属していた。「製品の改良及新案に就きて毎月

日を期し研究会を開く」とあることから，開かれた研究会は，顧問を中心に，理事，工務部主

事，工務部主任，指定技術員，指定事務員で構成されており，毎月1回，河原町工場の中の研

究室で新製品開発などについて顧問による指導が行われていた。小木虎次郎（電気工学），吉

川亀次郎（製造化学），比企忠（採鉱学），坪井藍輔（医学）が顧問として名を連ねている。さ

らに，1921年には，小木，比企に加え，青柳栄司（電力工学），朝永正三（機械工学），中澤良

夫（電気化学），第三高等学校校長を務めた森総之助らが顧問であった。青柳，朝永，中澤は

1937年まで顧問であったことが確認できる。その後，松村鶴造（機械工学），西原利夫（機械

工学），西村秀雄（冶金学），大幸勇吉（物理化学），鳥養利三郎（電気工学），水野敏之丞（電

気物理）らが加わっている。顧問の多くは10年以上の長きにわたって在任し，従業員慰労会や

運動会などの社内の行事にも参加し親睦を深めていた。このように現役の教授らを顧問として

迎えたことは，製品開発や製造技術の発展など島津の事業に多大な影響をもたらしたことはい

うまでもない。
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次に，第三高等学校の教授であった村岡範為馳による X線写真撮影の指導における，「感応

コイル」の国産化の道筋を検討してみたい。

1896年初夏の頃，村岡の指導の下，島津の実験室で二代目島津源蔵と弟の源吉らが助手とな

り X線の実験が行われた。島津の実験室が使用されたのは，当時，理工科大学がまだ創設直

前の段階であり，実験設備が整っていなかったためである。村岡は実験に際し，高田商会大阪

支店を通してドイツに「スパークインダクションコイル 火花長25センチ」を注文していたが，

到着までに6，7ヶ月かかるとのことであり，その到着を待たずに実験を行うこととなった。

しかし，当初使用していた「ルムコルフ氏感応コイル」は火花の間隙が数センチであっため，

実験は不成功に終わる。そこで村岡は，自身が審査を行った前年の第二回内国勧業博覧会に，

二代目源蔵が出品して有功賞を受賞した直径約1メートルの硝子板を持つ「ウィムシャースト

起電機」のことを思い出し，これを電動機によって回転させて，10月10日，撮影に成功したの

である。

これを機に，島津は感応コイルの改良に取り組み，20センチの放電ができるものを製作する。

さらに同年12月には村岡がドイツに注文していたコイルが届き，島津でも改良を続けた結果，

1897年には完成の域に達し，国産初の「実験用 X線装置」が製造さ
（33）
れた。

こうした国産化への取り組みについて，島津の三代目社長であった鈴木庸輔は次のように述

べている。

「たとえば，大学の先生が外国でいろいろの機械を見て来られ，帰国後島津がその注文を受

けて輸入するのだが，こういう場合製品が入荷してから納入するまで，実物について技術者が

熱心に研究し，ときには納入後もわざわざ研究室から借りて，あらゆる角度から研究検討した。

これで僕も驚いたのだが，僕がドイツへ行っているとき，向こうで世界で三番目として三高に

納めるというモレキュラーポンプを見て，それからわずか三月たって帰国すると，すでにこれ

が島津ででき上がって
（34）
いた。」

このように，島津は大学教授との結びつきにより，海外での科学研究の流れを取り込み，最

先端の実験を行ったり，輸入品の原理や仕組みを正確に理解する機会を与えられ，研究用機器

の国産化に向けた取り組みを積極的に行うようになる。

4 研究・産業用計測機器製造への展開

島津の理化学器械製造には産業指向が見られるということについては既に述べてきたが，明

治期後半になると京都帝国大学の教授の考案などにより実際に，研究・産業用計測機器の製造

を手掛けて
（35）
いる。このことは，島津が研究用機器をはじめとする産業用計測機器製造を重要な

事業の一環として取り入れていくことにつながるものであった。しかし，本章で論ずる材料試

験機は，社史には，「当社では，理化学器械のひとつとして散発的に製作した試験機を体系づ

け」とあり，当初は理化学器械として位置付けられていたことがわ
（36）
かる。これは，計測機器と
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いう面では，教育用，研究用，産業用において技術の連続性が見られることによる。

さて，島津が産業用計測機器製造に進出した一例は，田邊朔郎の考案による「田邊式自働撓

度振動記録器」である。田邊は，道家達将が指摘しているように，「市民のための技術（シビ

ル・エンジニアリング）の実践者」で
（37）

あった。工部大学校土木科で，琵琶湖疏水について研究

していたことから京都府知事北垣国道に見込まれ，卒業後には京都府に雇われてその計画や監

督の任に当たり，大工事を完成させた。琵琶湖から京都に引き入れた水は，舟運，生活用水や

農・工業用水だけでなく，蹴上発電所で水力発電にも使われ，日本最初の市電の動力にもなっ

た。

その後，田邊は，東京帝国大学教授を経て，1900（明治33）年，京都帝国大学理工科大学教

授に就任する。土木工学第二講座を担任していたが，当時は教官不足のため，鉄道工学の鉄道

力学，市街鉄道および特殊鉄道の建設，それ以外にも上水道，材料強弱学，材料試験法など工

学上重要な科目を担当していた。さらに，「田邊が京都帝国大学教授として明治年間に於ける

研究としては，水力関係のものを他にして，その重要なるものの一は，軌道，橋梁の撓度及び

震動の研究である」と評されているように，田邊は教授就任後，米国イリノイ大学で鉄道に関

する専門的知識を学び，帰国した後，日本で初めての実地試験として京都鉄道線や関西鉄道線

における軌道撓圧振動試験や，東海道線及び関西鉄道線の諸橋梁の試験を行って
（38）
いる。

ところで，1910年4月から島津が発刊を始めた月刊誌『サイエンス』第1巻4号には，「田

邊式自働撓度振動記録器 本器は一々工学博士田邊朔郎先生の厳密なる検査を経て始めて発売

するものなり」という広告が一頁全体を使って掲載されている。この「田邊式自働撓度振動記

録器」を製造した理由について田邊は，『土木学会誌』の論説で次のように説明している。「橋

桁及其他ノ構造物，軌道，車輪等カ其受クル荷重若ハ其運動ニヨツテ生スル撓度及振動ノ有様

ヲ記録スル機械ハ数種類アレトモ在来ノモノハ余ノ研究セントスル目的ニ適セサルカ故ニ爰ニ

一ノ記録機ヲ製作セリ」。つまり当初，田邊は，「らぶう式撓度計」など数種類の記録計を使用

していたが，研究目的に適さなかったため，自身で製造しようとしたのである。

ここで注目したいのは，1914年7月13日，田邊が理工科大学の卒業式において，この記録器

を台覧に供し，次のように説明したことである。「本器ハ工学博士田邊朔郎ノ考案ニヨリ島津

製作所ニ於いて作成シメシモノニテ鉄道車両橋梁及諸構造物ノ荷重ニヨツテ生スル撓度及振動

ヲ記録シテ，其状態安否ヲ研究スルノ用ニ供スルモノ
（39）
ナリ」。つまり，この記録器は島津が田

邊の考案を受けて開発，製作したものであったのだ。

記録器は，橋桁などの構造物，軌道，車輪などが受ける荷重や，動力を受けたときの撓度・

振動を測定し記録するものであるが，その測定方法は，橋桁などの計測する材料に記録器を直

接取り付け，測定に際しての軸（基準）を定めるために，固定したワイヤーと記録器を接続す

ると，材料の振動に伴い器械が振動し，ワイヤーに固定されたペンがその振動を円筒の記録用

紙に描くといったものである。従来のものは，記録筒の回転速度が変更できないため，予め適
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切な直径の筒を選び交換する必要があったが，これに調整器を付けることで，回転速度を任意

に設定でき測定時間の変動に合わせられるようになった。これにより，記録器について専門知

識を持たない現場の工事部や鉄道院の担当者でも調査を行えるようになった。また，田邊は，

「其の使用簡単製作価格低廉」とし，天候や環境の諸条件に対応できること，簡易に清掃がで

きること，製作費を廉価に抑えることなどに配慮して製造するよう島津に指導したことが窺え

る。この結果，測定作業の簡便化が図られ，測定時間の短縮，精度向上につながった。この記

録器は，二重橋をはじめとする橋梁，鉄道院や諸鉄道線，さらには台湾や南満州鉄道会社の実

地試験でも使用されている。

田邊と島津のやり取りを見ると，1906年2月14日に，「新案撓度振動記録器島津にて製作の

もの出来す，好成績」とあり，さらに1912年7月18日には「改良田邊式撓度振動記録機島津店

より持来る。とある。このことから，記録器は島津が田邊の指摘に応え，長年をかけて改良を

重ね完成したものであることがわ
（40）
かる。記録器は昭和30年代に入ってもなお広く使用されて

（41）
いた。

以上みてきたように，島津は田邊との関係より，試験機製作の機会を得た。こうした材料試

験機への取り組みについてさらに新しい展開は，島津が1911年に発刊した『化学器械及薬品目

録』の内容に見ることができる。そこには，「土壌及び穀粒試験機」「セメント試験装置」「生

糸及織物試験器」などが掲載されており，当時，紡績，製糸，セメントなどの製造工場が発達

するにつれて，原材料並びに製品の強弱試験，検査，格付けなどを行うための各種試験機の需

要が高まってきたことがわ
（42）
かる。

大正期に入ると，理工科大学の材料強弱学講座の担任教授であった松村鶴蔵や，1903年に京

都帝国大学理工科大学機械工学科を卒業し，九州帝国大学工科大学の教授であった小野鑑正ら

の考案を受けて，「松村式繰返し衝撃試験機」や「小野式回転曲げ疲れ試験機」の製造を一手

に引き受けた島津は，本格的に材料試験機の国産化に進出することになる。

5 お わ り に

本論文では，島津が研究・産業用計測機器製造へ展開できた要因について，第一に市場の特

性に対応した製品ラインナップの拡充，第二に教育用理化学器械と研究用機器における製品の

連続性，第三に第三高等中学校や第三高等学校，京都帝国大学との関係性という観点から詳細

に明らかにしてきた。特に第三については，顧客としての関係は，新知識の導入や本格的な輸

入販売の開始に，教授らによる指導関係は，最先端研究の協力による新事業への進出や計測機

器の製造，研究・産業用計測機器の国産化への取り組みにつながっており，それぞれの関係性

が，島津の展開において重要であったことを明らかにした。

また，それに至るまでの教育用理化学器械製造の基盤をいかにして固めたかについては，製

品目録の比較分析により（A）材質の変化・部品の増加，（B）交換パーツ・付属品の追加による用
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途の多様化，（C）精度の向上，（D）科学や産業分野の発達との関連によるもの，という4種類の

拡充パターンの考案によって解明できた。（A）（B）のパターンは，教育制度や教育の現場の要求

に合わせて科学教育の充実を図るという意味のある拡充であり，こうした取り組みによって島

津は教育界の信用を獲得し市場を確保していくことになる。さらに，（C）（D）の拡充のパターン

は，研究・産業用計測機器製造に直接つながるものであった。つまり，教育用と研究・産業用

計測機器の製造には技術の連続性があり，島津がその方向に重点を置くようになった誘因は，

第三高等中学校，第三高等学校，京都帝国大学の要求と，創業期から形成されてきた科学研究

への志向であった。

これまで見てきたように，島津の研究・産業用計測機器への展開の要因を分析することは，

19世紀後半に計測機器製造の分野において欧米に追い付くためにどういう取り組みがなされて

きたのかを検討するうえでも重要である。さらに，明治期の日本における高等教育機関と企業

の連携や，その後に続く精密計測機器産業の形成と標準規格（JES）の形成過程を明らかにす

ることにもつながるであろう。なお，精密機器メーカーへの転換については本稿では十分に触

れることができなかったため別稿で論じたい。
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The expansion of the manufacturing of educational scientific instruments and
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In this paper, I clarified in detail three factors which enabled Shimadzu to develop the manu-

facturing of measuring instruments for research and industrial use : first, the expansion of a

range of products in line with the characteristics of the market ; second, the continuity be-

tween educational scientific instruments and laboratory equipment ; third, the relation with the

third higher junior school, the third higher school, and Kyoto Imperial University. Especially, in

terms of various relationship such as a seller and customer, a learner and professor, coworker

in the joint development, the third factor led to many results including the introduction of new

knowledge, the full-scale import and sales business, the development of a new business sup-

ported by a forefront research, the manufacturing of measuring instruments, and the effort to

achieve the domestic production of these instruments for research and industrial use. I also

made clear that all of these relationships were important for Shimadzu’s development. In addi-

tion, by means of comparative analysis in the Shimadzu’s product inventories, it was revealed

that Shimadzu expanded their production to meet the needs of the educational sites and sys-

tems and enrich scientific education. This is why Shimadzu could make the basis for the manu-

facturing of educational scientific instruments. Through such efforts, Shimadzu earned the trust

of the educational circles and acquired the markets. Moreover, measuring instruments for re-

search and industry have technical continuity with ones for education. Shimadzu came to place

a lot of value on research and industrial instruments on the ground of the demands from the

third higher school and Kyoto Imperial University and the science-oriented mind that had been

formed since its foundation.
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