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日本機械学会認定﹁機械遺産﹂小冊子の発行にあたって

長島

日本機械学会

委員長

創立１１０周年記念事業委員会

日本機械学会は2007年6月に創立110周年を迎えました。そ
の記念事業の一環として、
歴史に残る機械技術関連遺産を大
切に保存し、
文化的遺産として次世代に伝えることを目的に、
日
本国内の機械技術面で歴史的意義のある
「機械遺産」
（Mechanical
Engineering Heritage）
を認定することにいたしました。この
ため、機械遺産小委員会（委員長 堤 一郎）
を設置し、
ここで
会員から推薦された多数の候補について選定・評価をおこない、
監修委員会の総合評価を経て最終的な候補を絞り込みました。
そして、本会理事会で承認された「機械遺産」25件がこの小
冊子にまとめられております。これらは、
Site（機械遺産のある歴
史的な風景）
とLandmark（機械を含む象徴的な建造物・構造
物）が各１件、
Collection（保存・収集された機械）が21件、
そし
てDocuments（記録に残る機械関連文書類）が2件となってい
ます。
2007年から10年前の1997年は本会創立100周年にあたり、
国内に残る歴史的な工作機械22件を機械記念物として認定
いたしましたが、
その後の10年間にその中から重要文化財に
指定された機械が数件ありました。このことは学術面だけでは
なく社会的にも大変重要な意味を持ち、本会による認定が日本
の学術文化面での施策を担うものであることを証明しています。
「機械遺産」の認定は、本会のおこなう重要な事業として、
2008年度以降も継続されることになっています。この小冊子を
ご覧になった皆様には、
ぜひ一度現地を訪問され、
「機械遺産」
をご自身の目でご覧頂きたく、
あわせて今後の「機械遺産」認
定に対し、
ご理解とご支援を重ねてお願い申し上げる次第です。

「機械遺産」認定に至る経過
2007年7月に日本機械学会理事会で「機械遺産」25件が認定された。この認定に至る経緯を
簡単に記録する。
2005年 ５月： 第83期（2005年度）第１回評議員会において、創立110周年記念事業委員会の設置を承認。
日本の誇る歴
7月： 第１回創立110周年記念事業委員会を開催し、創立110周年記念事業の一つで、
史的遺産の認定を行うため、機械遺産小委員会を設置。
11月： 第１回小委員会開催。認定に向けたスケジュール、理事会で検討中の「歴史的遺産」指定基準
確認、選定のカテゴリー･選定年代の区切り･選定数を議論、以下の結論に。
（1）選定するカテゴリー：昭和30年代の本会部門委員会区分、機械工学便覧等の項目参考。
（2）選定年代の区切り：第二次世界大戦後（昭和30年頃まで）
を目安。
（3）選定数：カテゴリーの網羅を前提に「30」を目途に選定。
「機械遺産」(英訳:Mechanical
12月： 第２回委員会開催。選定スケジュール確定、監修委員会設置、
Engineering Heritage)認定基準(案)提案、現行基準に、Site, Landmark, Collection, Documents の追加を庶務理事会に提案。
「機械遺産」認定基準（案）
は庶務理事会で承認、本会理事会での説明実
2006年 3月： 第３回委員会開催。
施へ、会員･支部･部門向けに機械遺産候補推薦を学会誌2006年5月号に掲載、機械遺産候補
推薦期限を2006年7月末と決定。
6月： 第４回委員会開催。本会理事会で日本機械学会「機械遺産」認定基準承認。
「機械遺産」認定は、機械の日･機械週間（2007年8月1日〜7日）
で実施、認定証交付とパネル
展示を行う。
8月： 第５回委員会開催。本会100周年時認定「機械記念物」の再認定を検討、本事業の継続性から
「機械遺産」への読替えを考慮、認定後の「機械遺産」の移設･廃棄等への対応検討。
「機械遺産」第一次候補検討。
9月： 第６回委員会開催。
「機械遺産」第一次候補、再調査候補選出作業実施、現認作業担当者決定、
10月： 第７回委員会開催。
監修委員候補者検討。
11月： 第８回委員会開催。監修委員会提出の「機械遺産」候補推薦書検討。
「機械遺産」候補提案に至る経過説明、選定･評価基準確認、候補の
2007年 2月： 第1回監修委員会開催。
内容説明。
「機械遺産」候補の審議。推薦候補全てを了承。
3月： 第２回監修委員会開催。
4月： 第９回小委員会開催。第１回監修委員会結果報告、認定式向け諸準備開始。
6月： 第10回小委員会開催。学会創立110周年記念事業委員会への報告準備。
7月： 学会創立110周年記念事業委員会開催。機械遺産小委員会からの候補25件を承認し、本会理
事会に提案。本会理事会で承認、
「機械遺産」25件確定。機械の日
（8月7日）に「機械遺産」認
定証交付準備。
8月： 機械の日に「機械遺産」認定証及び感謝状授与。

《機械遺産選定のカテゴリー》
1…工作機械
11 工作機械（切削加工）
12 工作機械（塑性加工）
19 その他の工作機械
2…動力・エネルギー機械
21 外燃機関
22 内燃機関
23 流体機械
24 発電機・電動機
29 その他の動力機械
3…交通機械
31 自動車
32 鉄道
33 船
34 航空機
35 自転車
39 その他の交通機械

4…産業機械1
41 製鉄製鋼機械
42 鋳造機械
43 鉱山機械
44 食品製造機械
45 木工機械
46 繊維機械
47 製紙機械
48 印刷機械
49 化学機械
5…産業機械2
51 農林水産機械
52 土木建設機械
53 医療機械
54 窯業機械
55 電気機械
56 荷役・運搬機械
59 その他の産業機械

6…測定器・実験機器
61 測定器・試験器
62 実験機器
63 設計機器
64 機械時計・計算器
65 光学機器
69 その他の測定器・実験機器
7…機械構造物
71 工場システム
72 橋
79 その他の機械構造物
8…機巧・機械要素
81 からくり
82 機械要素
89 その他の機巧
9…その他の資料
91 その他の資料
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1 Site

10 Collection

小菅修船場跡の曳揚げ装置
●長崎県長崎市小菅町１
●095-822-3988【マリンセンター小菅】

高周波発電機
●愛知県刈谷市高須町石山2-1
●0566-29-4330【依佐美送信所記念館】

2 Landmark

11 Collection

熊本大学の旧機械実験工場と文化財工作機械群
●熊本県熊本市黒髪2-39-1
●096-344-2111【熊本大学】

東海道新幹線０系電動客車
●大阪府大阪市港区波除3 （弁天町駅前）
●06-6581-5771【交通科学博物館】

3 Collection

12 Collection

足踏旋盤《明治8（1875）年伊藤嘉平治作》
●愛知県犬山市内山１
●0568-67-0314【博物館明治村】

230形233号タンク式蒸気機関車
●大阪府大阪市港区波除3 （弁天町駅前）
●06-6581-5771【交通科学博物館】

4 Collection

13 Collection

陸用蒸気タービン
●長崎県長崎市飽の浦町１-１
●095-828-4134【三菱重工業㈱長崎造船所 史料館】

旅客機ＹＳ１１
●東京都大田区羽田空港3-5-4

5 Collection

14 Collection

10Ａ型ロータリエンジン
●広島県安芸郡府中町新地3-1
●082-252-5050【マツダミュージアム】

カブ号F型（ホンダ自転車用補助エンジン）
●栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
●0285-64-0341【ホンダコレクションホール】

6 Collection

15 Collection

ホンダＣＶＣＣエンジン
●栃木県芳賀郡茂木町桧山120−1
●0285-64-0341【ホンダコレクションホール】

麦わら帽子製造用環縫ミシン
●愛知県名古屋市瑞穂区塩入町５−１５
●052-824-2227【ブラザー コミュニケーション スペース】

7 Collection

16 Collection

民間航空機用FJR710ジェットエンジン
●東京都調布市深大寺東町7−44−1
●0422-40-3961【（独）宇宙航空研究開発機構】

無停止杼換式豊田自動織機（Ｇ型）第１号機
●愛知県名古屋市西区則武新町4-１-３５
●052-551-6115【産業技術記念館】

8 Collection

17 Collection

ヤンマー小形横形水冷ディーゼルエンジンＨＢ形
●滋賀県長浜市三和町7-35

活版印刷機
●東京都中央区入船2-9-2
●03-3551-7595【ミズノ・プリンティング・ミュージアム】

9 Collection
ゐのくち式渦巻きポンプ
●愛知県犬山市内山１
●0568-67-0314【博物館明治村】
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日本機械学会認定「機械遺産」
所在地及び連絡先一覧

18 Collection
コマツブルドーザーG40（小松1型均土機）
●静岡県伊豆市徳永697
●0558-83-2930【コマツテクノセンタ】

19 Collection
オリンパスガストロカメラＧＴ−Ｉ
●東京都八王子市石川町2951
●042-642-2111【瑞古洞 オリンパス技術歴史館】

20 Collection
バックトン万能試験機
●兵庫県高砂市荒井町新浜2-1-1

21 Collection
万能製図機械MUTOH『ドラフターMH-Ⅰ』
●東京都品川区西五反田7-21-1 第5TOCビル
●03-5740-8211【MUTOHショールーム】

22 Collection
万年自鳴鐘
●東京都台東区上野公園 7-20
●03-5777-8600【国立科学博物館】

23 Collection
「旧筑後川橋梁」
（筑後川昇開橋）
●福岡県大川市大字向島地先
佐賀県佐賀市諸富町大字為重地先
●0944-87-9919【財団法人 筑後川昇開橋観光財団】

6 14
19

7

24 Documents
18

13 17
21 22
24 25

機械学会黎明期の学術図書
（機械学会誌創刊号,機械工学術語集及び機械工学便覧）
●東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階
●03-5360-3500【社団法人 日本機械学会】

25 Documents
東京帝国大学水力学及び水力機講義ノート
（真野文二／井口在屋教授）
●東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階
●03-5360-3500【社団法人 日本機械学会】
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Site
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第1号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.1

小菅修船場跡の曳揚げ装置
The steam engines and hauling machinery
at the Kosuge Ship Repair Dock

をソロバンのように並
幕末に築造された現存最初期の近代造船設備。 れたレール上に台車（船架）
チェーンを介して蒸気機関で曳き揚げる方式
1867(慶応3)年薩摩藩は外国から買い入れた蒸 べ、
気船の補修を目的に貿易商Ｔ．
Ｂ．
グラバーらと共 である。
同出資で着工し、翌1868（明治元）年に完成した。 曳揚げ小屋も日本最初期のレンガ造りである。
このドックは、
スリップ式と呼ばれるもので、曳揚げ 築造当初の1872（明治5）年6月に明治天皇は
小屋に設置した曳揚げ装置を用い1,000tまでの 小菅の修船場に行幸され、咸臨丸(200t)上架状
船を上架出来た。曳揚げ小屋には、英国から輸入 況をご覧になられた。1969(昭和44年）年に水面
のボイラ、堅型2気筒25馬力の蒸気機関、歯車に を含む曳揚げ小屋、船台、護岸の合計約8,400㎡
よる曳揚げ装置が設置されている。船台に敷設さ が国の史跡に指定されている。

《写真提供：三菱重工業株式会社 長崎造船所》

公開（事前予約）
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Landmark
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第2号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.2

熊本大学の旧機械実験工場と
文化財工作機械群
Memorial workshop and cultural machine tools in Kumamoto University

熊本大学工学部研究資料館内に動態保存さ
れている11台の工作機械群は、1994（平成6）年
に文化庁より国の重要文化財に指定された。現
研究資料館の建物は、旧機械実験工場として
1908（明治41）年に竣工し、1970（昭和45）年
に新工場が新築されるまで60年あまりに亘って研
究教育に使用され続けた。日本の工業技術の黎
明期に造られた、
このような明治洋風の研究教育
施設でそのままの形態で現存するものは全国でも
皆無に等しく、歴史的に貴重なばかりでなく技術
的価値も極めて高いため、工作機械を含めて国

指定重要文化財とされた。11台の国指定重要
文化財を含む工作機械群は、熊本大学工学部
百周年記念事業の一環として、1996（平成8）年
秋に文化庁の許可のもと修復作業を開始し、
1999（平成11）年春に全ての修復を終えて動態
保存の状態となった。これらの工作機械群は、専
門家や一般見学者に歴史的資産として見学に
利用されるだけではなく、実際に運転し運動機構
を学生など若者に観察させることで、工作機械の
構成や機械工作法を考えさせる機器製作教育に
も利用されている。
《写真提供：国立大学法人 熊本大学》

国立大学法人 熊本大学 工学部研究資料館

公開（事前予約）

●開館時間：学園祭、学部内行事などの機会に開館（希望により適宜開館）
●利用料：無料
●利用できない日：本学の都合上、開館できない場合があります。
●住所：〒860-8555 熊本県熊本市黒髪2-39-1
●電話番号：096-344-2111（代表）
●HPアドレス：http://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/facility/facility09.html
内容としてはこちらを→http: //www.mech.kumamoto-u.ac.jp/m-shop/syufukuhoukoku.htm
●交通機関：熊本市交通センターから
市営バス竜田口線、楠線「熊本大学前」下車
産交バス阿蘇・大津・武蔵ヶ丘方面行き「熊本大学前」下車

05

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第3号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.3

足踏旋盤
《明治8（1875）年伊藤嘉平治作》
A Forged Iron Treadle Lathe made by Mr.Kaheiji Ito in 1875

この鍛鉄製足踏旋盤は、1875（明治8）年頃に、 した佐野常民の援助により、1875（明治8）年に、
山形の人伊藤嘉平治が、
かの地で製作したとされ 東京で民間最初の機械工場田中製作所を設営し、
機械類の修理・製作を行った人である。
るものである。
この伊藤嘉平治の鍛鉄製足踏旋盤は1932(昭
伊藤嘉平治は、1872（明治5）年に上京して田
中久重の工場で機械製作を学び、
その際オラン 和７）年に東京工業大学に寄贈され、以来工作
機械研究の参考に供されてきた（八木秀次学長
ダから入ったダライ盤を見たといわれる。
田中久重は久留米の人で、幕末期に東西のか が伊藤家にあてて書いた「受贈証明書」があると
らくりに通じ、佐賀藩の佐野常民に招かれて蒸気 される）が、現在は愛知県犬山市の財団法人博
機関を研究し、1865（慶応元）年に木造蒸気船 物館明治村の機械館に展示されている。
凌風丸製造に成功した。明治になり、工部省入り
《写真提供 ：国立大学法人 東京工業大学》

博物館明治村
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●開館時間：（3月〜11月）9:30〜17:00、
（12月〜2月）9:30〜16:00
●利用料：大人1,600円、大人65歳以上1,200円、高校生1,000円、小･中学生600円
（但し、祝日と1月1日〜6日は開館）、12月31日
●利用できない日：12月〜2月の月曜日
●住所：〒484-0000 愛知県犬山市内山１
●電話番号：0568-67-0314
●HPアドレス：http://www.meijimura.com
●交通機関：名鉄電車犬山線犬山駅より明治村行バスで20分

公 開

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第4号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.4

陸用蒸気タービン
Land Steam Turbine(Parsons Steam Turbine)

この機械は1908（明治41）年10月、三菱合資
会社（三菱重工業の前身）長崎造船所で製造さ
れた国産第１号の陸用蒸気タービンである。
三菱合資会社は英国パーソンス社と1904（明
治37）年技術提携し、パーソンスの500ｋＷタービ
ンと625kＶＡ発電機を完成し、構内で自家発電を
開始した。
この陸用蒸気タービンは回転数2,400ｒ
ｐｍ、圧

力1.03ＭＰa、温度186℃の蒸気で運転され、現在
の地熱タービン並の低い蒸気圧であるが、翼段
数は全部で84段あり,高圧部23段は銅、中・低圧
部61段は真鍮製の翼を使用している。
1920（大正9）年役目を終えるまで工場内の発
電用タービンとして活躍し, 現在、
タービンロータ・
動翼・静翼・車室・ガバナに至るまで三菱重工業
㈱長崎造船所史料館に保存展示されている。

《写真提供：三菱重工業株式会社 長崎造船所》

三菱重工業株式会社 長崎造船所史料館
●開館時間：平日の9:00〜16:30
●利用料：無料
日、祝日など、長崎造船所の休業日は休館。
●利用できない日：土、
なお、会社の行事などで見学をお断りする場合もあります。
●住所：〒850-8610 長崎県長崎市飽の浦町１-１
●電話番号：095-828-4134
●HPアドレス：http://www.mhi.co.jp/nsmw/html/siryoum.htm
タクシー又は自家用車
●交通機関：バス、

公開（事前予約）
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第5号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.5

10Ａ型ロータリエンジン
10A Rotary Engine

1967(昭和42）年5月30日、
マツダ株式会社（当 イトに特殊な方法でアルミを含浸させて製造した
ロータハウジング内面の波状摩耗を防止
時東洋工業株式会社）
は、世界初の2ロータロー もので、
タリエンジン搭載車となるコスモスポーツを発売した。 すると共に、10万km走行でもわずかに摩耗するだ
この車に搭載された10A型ロータリエンジン
（単室 けの高い耐久性を実現した。
ハウジング類は全て軽量なアルミ合金製で、
サ
排気量491cc）
は、原理的に小型、高出力、低振
動という特徴を持つロータリエンジンを世界に先 イド吸気ポートと2ステージ4バレル気化器の組み
駆けて実用化したものであり、内燃機関の歴史に 合わせにより、低速から高速まで安定した混合気
を形成させ、
また、各ロータあたり2本の点火プラ
新しい１ページを開く画期的なものであった。
このエンジンに採用されたアペックスシールは、 グ に よ り 効 率 的 な 燃 焼 を 実 現 し て 、
新開発の高強度カーボン材であるパイログラファ 110PS/7,000rpmという高出力を発生させた。
《写真提供：マツダ株式会社》

マツダミュージアム
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公開（事前予約）

●開館時間：8:30〜15:30 但し、季節により変動あり
●利用料：無料
●利用できない日：土・日・祝日およびマツダ（株）休業日
●住所：〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1
●電話番号：082-252-5050
●HPアドレス：http://www.mazda.co.jp/philosophy/museum/
●交通機関：JRを御利用の場合…山陽本線向洋駅で下車。徒歩約5分。マツダ本社ビル１階にて受付。
貸し切りバスで
（団体予約）お越しの場合…マツダ宇品東正門より入場し、
マツダミュージアムにて受付

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第6号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.6

ホンダＣＶＣＣエンジン
Honda CVCC Engine

ホンダＣＶＣＣエンジンは、1970年代当時世界 日本の排出ガス低減技術を世界のトップに引上
で最も厳しく、達成不可能とまで言われた米国マ げた歴史的な機械である。燃焼コンセプトは、副
スキー法排出ガス規制を、世界で初めてクリアし 燃焼室と副燃焼室用バルブを持ち、燃料をとこと
たエンジンである、
その功績により、米国自動車技 ん燃やし尽くす珍しいリーンバーンコンセプトで作
術者協会(SAE)から20世紀優秀技術車(Best られ、触媒を使用しなくても排出ガスが低減できる
Engineered Car)に選出された。また、
この技術 システムであった。
が契機となり、多くの排出ガス低減技術が考案され、

《写真提供：株式会社 本田技術研究所》

ホンダコレクションホール

公 開

●開館時間：9：30〜17：30（季節とイベントにより変動いたしますのでお問い合わせください）
●利用料：無料（ツインリンクもてぎへ入場に際しては別途料金が必要です）
●利用できない日：HPをご参照ください
●住所：〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 ツインリンクもてぎ内
●電話番号：0285-64-0341
●HPアドレス：http://www.honda.co.jp/collection-hall/
●交通機関：真岡鉄道 茂木駅よりタクシーで10分
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第7号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.7

民間航空機用FJR710ジェットエンジン
FJR710 Jet Engine

FJR710エンジンは1971（昭和46）年、通商産
業省工業技術院の大型プロジェクト「航空機用
ジェットエンジンの研究開発」の下で開発された、
わが国初の高バイパス比ターボファンエンジンで
ある。
この研究開発は、航空宇宙技術研究所（現宇
宙航空研究開発機構）が要素研究、運転試験を
担当し、石川島播磨重工業株式会社（現株式会
社 IHI）、三菱重工業株式会社、川崎重工業株
式会社の3社が設計試作を担当した。

このエンジンの高空性能試験が英国のＮＧＴＥ
（当
時）で行われ、
その高度な技術が認められ、国際
共同開発エンジンV2500に繋がり、現在エアバス
A320等に搭載されている。また本機も、航空宇
宙技術研究所の短距離離着陸実験機「飛鳥」
に搭載されるなど、
わが国の民間航空エンジンの
礎となったエンジンである。FJR710/600Sエンジ
ンの 主な仕 様は、推力4 . 8 t o n、燃 料 消 費 率
0.39kg/hr/kg、バイパス比6、全体圧力比19、質
量1,080kgである。
《写真提供：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構》

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
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公開（事前予約）

●開館時間：10:00〜17:00
●利用料：無料
日、祝日
●利用できない日：土、
●住所：〒182-8522 東京都調布市深大寺東町7-44-1
●電話番号：0422-40-3961
●HPアドレス：http://www.iat.jaxa.jp/info/exhibition/index.html
「航研前」下車
●交通機関：ＪＲ中央線吉祥寺駅南口下車バス８番（調布駅北口行き）
※「機械遺産 FJR710」には専任の説明員は居ませんので見学のみ（説明無し）
となります。
ご了承ください。尚、展示室に同型エンジンのカットモデルがございます。

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第8号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.8

ヤンマー小形横形
水冷ディーゼルエンジンＨＢ形
YANMAR Small Horizontal Diesel Engine, Model HB

ヤンマー小形横形水冷ディーゼルエンジン「HB形」は、当社が世界で初めてディーゼルエンジン
の小形実用化に成功したモデルである。
1930（昭和5）年当時、小形の内燃機関は石
油発動機が全盛であったが、当社創業者である
山岡孫吉はドイツ・ライプチヒの見本市で見たデ
ィーゼルエンジンのもつ優れた省エネ性・安全性
に心を奪われ、小形ディーゼルエンジンの開発に
邁進した。小形化ゆえの技術的課題を克服し、
1933（昭和8）年12月、世界に類を見ない小形デ

ィーゼルエンジンの実用化に成功した。
「HB形」
の開発以降、当社はさらなる小形化を進め、1956
（昭和31）年「K1形」が当時世界最小のディー
ゼルエンジンとしてディーゼルエンジン発祥の地
であるドイツ博物館（ミュンヘン市）に寄贈される
までになった。
小形化されたディーゼルエンジンは、農業をはじ
め各種産業における動力源として幅広く採用され、
わが国はもとより世界各国の機械化・近代化に
貢献することとなった。
《写真提供：ヤンマー株式会社》

※本遺産は非公開ですが以下の博物館で同型機の見学ができます。

大阪企業家ミュージアム

非公開

●開館時間：火・木・金・土曜日 10:00〜16:30（入館は〜16：00）
水曜日 10:00〜20:00（入館は〜19：30）
●利用料：大人300円、中・高・大学生100円、小学生以下は無料（保護者・引率者同伴）
月曜日、祝祭日、年末年始、
お盆
●利用できない日：日曜日、
●住所：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B1
●電話番号：06-4964-7601
●HPアドレス：http://www.kigyoka.jp/
●交通機関：地下鉄堺筋本町駅から東へ徒歩3分。
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第9号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.9

ゐのくち式渦巻きポンプ

このポンプは東京帝国大学教授の井口在屋（い
のくちありや）が発明し、教え子の畠山一清が実
用化の研究を進め、畠山が所属する国友機械製
作所が製造したものである。井口のポンプは当時
世界でも注目を集める画期的な発明であった。国
友機械製作所が経営に行き詰まると畠山は自宅

を事務所とし、
「ゐのくち式機械事務所」を起こし、
引き続きポンプを実用化し製造にあたった。この「ゐ
のくち式渦巻きポンプ」は揚水用ポンプとして、千
葉県桁沼揚水機場で1965（昭和40）年代まで用
いられてきたのである。井口の理論を応用した渦
巻きポンプは現在も製作されている。
《写真提供：博物館明治村》

博物館明治村
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●開館時間：（3月〜11月）9:30〜17:00、
（12月〜2月）9:30〜16:00
●利用料：大人1,600円、大人65歳以上1,200円、高校生1,000円、小･中学生600円
（但し、祝日と１月1日〜6日は開館）、12月31日
●利用できない日：12月〜2月の月曜日
●住所： 〒484-0000 愛知県犬山市内山１
●電話番号：0568-67-0314
●HPアドレス：http://www.meijimura.com
●交通機関：名鉄電車犬山線犬山駅より明治村行バスで20分

公 開

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第10号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.10

高周波発電機
High Frequency Generator

高周波発電機は、基本周波数と大出力を発生
させる長波送信設備の心臓部で、主直流電動機
により駆動される。電機子（回転子）
は質量が16ｔ
で256の歯を有する歯車状の構造である。これと
対応する固定子には鉄心に巻かれた界磁捲線と
出力捲線が円形状に配置されている。規定回転
数1,360rpmの時、5.814kHzの周波数と500ｋＷ
の出力が発生する。1929（昭和4）年にドイツ・テ
レフンケン社の設計、AEG社の製作によるもので
ある。
設置されていた依佐美送信所は、1929（昭和4）
年に建設され、当時としては世界最大級の無線

送信施設で、長波によるヨーロッパへの送信が日
本で初めて行われた。これにより当時の外交や通
商は飛躍的に向上したのである。後に短波通信
設備も強化され、長・短波ともに日本の国際通信
施設としての重要な役割を果たしたが、第二次世
界大戦後の米軍による接収、1994（平成6）年の
日本への返還を経て、
その役割を終えた送信所は
2006（平成18）年に解体された。
2007（平成19）年4月より「花と緑」をテーマの
「フローラルガーデンよさみ」の一角に依佐美送
信所記念館を建設し、高周波発電機を主とした
関係資料を展示し、一般公開している。
《写真提供：愛知県刈谷市》

公 開

13

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第11号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.11

東海道新幹線0系電動客車
0-Series Tokaido-Shinkansen Electric Multiple Units

1964（昭和39）年10月1日、東海道新幹線が という言葉が世界的に通用するほど注目をあつめ、
開通した。日本では1872（明治５）年の開業以来、 鉄道高速化のさきがけとなった。
新幹線はその後も全国に路線を延ばし、
「安全、
軌間を1,067mmとして鉄道建設を進めてきたが、
日本の基幹交通
東海道新幹線は輸送力の増強のため別線で建 高速、大量輸送」運転につとめ、
設し、標準軌（1,435mm）
を採用することで、高速 として大きな影響と役割を果たしている。
交通科学博物館で保存展示されている０系新
での安定走行を実現した。また、新たな信号シス
1978（昭和53）
テムの開発や踏切をなくすなど、従来の鉄道技術 幹線電車4両は各形式の1号車で、
年３月の引退までに約600万キロメートルを走行し
を一新するものであった。
０系新幹線電車の最高速度は当時の粘着鉄 ている。
道の限界とされた210km/hで、
「SHINKANSEN」
《写真提供：西日本旅客鉄道株式会社》

交通科学博物館
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公 開

●開館時間：10：00〜17：00
●利用料：大人400円 小人100円
（祝日・学校の春休み・夏休みは開館）、年末年始（12月29日〜1月2日）
●利用できない日：毎週月曜日
●住所：〒552-0001 大阪府大阪市港区波除3 （弁天町駅前）
●電話番号：06-6581-5771
●HPアドレス：http://www.mtm.or.jp
●交通機関：ＪＲ大阪環状線弁天町駅・大阪市営地下鉄東西線弁天町駅下車すぐ

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第12号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.12

230形233号タンク式蒸気機関車
Class 230 No.233 2-4-2 Steam Tank Locomotive

1902（明治35）年から1909（明治42）年にか
交通科学博物館で展示されている233号機は、
けて大阪汽車製造合資会社で製造された蒸気 鉄道作業局発注で米子区や新舞鶴区、浜松区
機関車で、当時、短距離用として大量に輸入され などで使用された後、国鉄高砂工場の入換用と
ていた英国式Ａ８系にならって設計された。民間 なった。1962（昭和37）年、交通科学館（現・交
初の量産型蒸気機関車で、安定した性能と保守 通科学博物館）の開館にともない鷹取工場で復
の容易さから高い評価を受けたが、車輪や車軸な 元され、現存する最古の国産タンク式蒸気機関
どは依然として外国製品を輸入して組立てていた。 車として貴重な存在である。1986（昭和61）年に
鉄道作業局に38両、北越鉄道と北海道鉄道 は準鉄道記念物に、2004（平成16）年には鉄道
に3両の計41両が製造され、主に近畿・中国・四 記念物に指定されている。
国地方で活躍、鉄道院発足後は230形式となった。
《写真提供：西日本旅客鉄道株式会社》

交通科学博物館

公 開

●開館時間：10：00〜17：00
●利用料：大人400円 小人100円
（祝日・学校の春休み・夏休みは開館）、年末年始（12月29日〜1月2日）
●利用できない日：毎週月曜日
●住所：〒552-0001 大阪府大阪市港区波除3 （弁天町駅前）
●電話番号：06-6581-5771
●HPアドレス：http://www.mtm.or.jp
●交通機関：ＪＲ大阪環状線弁天町駅・大阪市営地下鉄東西線弁天町駅下車すぐ
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日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第13号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.13

旅客機ＹＳ１１
Japanese made Passenger Airplane Type YS11

国立科学博物館が所蔵保管しているYS−11
機は、運輸省航空局（当時）が使用したもので、
我が国航空機製造事業の期待を一身に受けた
栄えある量産１号機（製造番号2003）
として、機
体登録番号に生産された全YS−11機中一番若
いJA8610（1965（昭和40)年3月取得）
を与えら
れている。
本機は1964（昭和39）年10月12日に初飛行し、
1965（昭和40）年に運輸省航空局に引き渡され、
「ちよだ 」と命名された。以後、飛行検査用とし
て運用され、最終飛行となった1998（平成10）年

12月までに２万時間を超える飛行実績を持つ、試
作２機のYS−11に次ぐ最古の機体の一つであり、
YS−11のなかでも特に記念碑的価値の高い機
体である。
国立科学博物館では、
わが国の航空機史上重
要なYS−11機を出来うる限りオリジナルに近い
形で保存するために、移管を受けた1999（平成11）
年から現在まで、年間約４回の定期点検を継続的
に実施し、
メンテナンスとともに経年変化なども記
録することで、将来的な産業遺産分野における文
化財保存のデータ収集も行っている。

《写真提供：国立科学博物館》

※本遺産は非公開ですが以下の博物館で試作品1号機の見学ができます。

航空科学博物館
●開館時間：10:00〜17:00（入館16:30まで）
●利用できない日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合はその翌日）、
年末12月29日から31日
（1月・5月・8月は毎日開館いたします）
●住所：〒289-1608 千葉県山武群芝山町岩山111-3
●電話番号：0479-78-0557（代表）
●HPアドレス：http://www.aeromuseum.or.jp/
●交通機関：HPをご参照ください
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非公開

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第14号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.14

カブ号F型（ホンダ自転車用補助エンジン）
Cub Type F

ホンダカブ号Ｆ型は1952(昭和27）年に発売さ 質量は当時最軽量の6ｋｇを達成した。
れた、
自転車用補助エンジンである。自転車後輪
本製品は高い信頼性と、
「白いタンクと赤いエ
アクスルシャフト部に配置され、
ドライブチェーンに ンジン」というユニークなデザインから、多くの方々
より後輪を駆動する。エンジンはピストンバルブ・ から支持され、急速に普及していったものである。
横断掃気式2サイクル単気筒で、排気量49.9ｃｍ3、 本製品は、当時の流通網を大きく変革させ、大量
最高出力は3,000rpmで1PSの性能を有した。軽 生産の工業製品としての二輪車の市場を大きく
量で、高い生産性を得るため、アルミダイキャスト 拡大するきっかけとなり、以降の小型二輪車の原
部品やプレス部品を時代に先駆けて積極的に取 点となった歴史的な機械といえる。
り入れたことにより、
自転車用補助エンジンとして、
《写真提供：ホンダコレクションホール》

ホンダコレクションホール

公 開

●開館時間：9：30〜17：30（季節とイベントにより変動いたしますのでお問い合わせください）
●利用料：無料（ツインリンクもてぎへ入場に際しては別途料金が必要です）
●利用できない日：HPをご参照ください
●住所： 〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 ツインリンクもてぎ内
●電話番号：0285-64-0341
●HPアドレス：http://www.honda.co.jp/collection-hall/
●交通機関：真岡鉄道 茂木駅よりタクシーで10分
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第15号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.15

麦わら帽子製造用環縫ミシン
Chain-Stitch sewing machine for the production of straw hats

1920年代初頭、
日本のミシン市場はシンガー 焼入れは不可欠な技術であったが、当時の日本で
社一色の独占的な状態であった。そのような時代 はこの技術が一般的には普及しておらず、試行錯
に、
ブラザー工業株式会社の創業者安井兄弟は、 誤の上、浸炭焼入れ技術を確立した。この技術を
ドイツ製が主流だった麦わら帽子製造用
1928(昭和3)年麦わら帽子製造用環縫ミシン｢昭 もとに、
三式環縫ミシン｣を開発、販売した。この開発にあ 環縫ミシンの国産化に着手、外国製品に負けな
たり、安井兄弟はミシン製造に必要な技術である い耐久性を持った製品として開発されたのが「昭
機械加工技術と熱処理技術の開発に着手した。 三式環縫ミシン」である。当初の売れ行きは必ず
その耐久性によりユーザー
特に耐磨耗性と耐衝撃性を必要とするミシン しも良好でなかったが、
部品には材料に表面硬度と靭性を持たせる表面 から高い評価を得た。

《写真提供：ブラザー工業株式会社》

ブラザー コミュニケーション スペース
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公開（事前予約）

●開館時間：10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●利用料：無料
日および当社休業日
●利用できない日：土、
●住所：〒467-0851 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町５-１５
●電話番号：052-824-2227
●HPアドレス：http://www.brother.co.jp/bes/
●交通機関：・名鉄名古屋本線(岡崎・豊橋方面)｢堀田駅｣下車。徒歩2分
・ＪＲ東海道本線または中央本線｢金山駅｣にて、名鉄名古屋本線(岡崎・豊橋方面)に
乗り換え｢堀田駅｣下車。徒歩2分。
・地下鉄名城線｢堀田駅｣下車1番出口。徒歩3分。

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第16号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.16

無停止杼換式豊田自動織機（Ｇ型）
第１号機
Non-Stop Shuttle Change Toyoda Automatic Loom,Type G

この織機は、豊田佐吉翁が究極の目標に定め、 の性能を発揮させたのである。
生涯をかけて発明、完成させた完全なる自動織機
そのうえ、
こうした総合的性能に合わせ、稼動に
で、高速運転中に少しもスピードを落とすことなく 伴う諸設備・人件費等も大幅に縮小されるなど、
杼を交換してよこ糸を自動的に補給する自働杼 経済性でも世界一と評価を得た。折しも工場法
換装置をはじめ、
たて糸やよこ糸が切れた時に機 の改正（女子年少者の深夜業の禁止）
をひかえ、
械を自動的に停止させて不良品の発生を未然に また世界的課題の「産業経営合理化対策」など、
防止する自働停止装置ほか、佐吉の研究と創造 非常な期待を持って迎えられ、国家の危機を救い、
による50余件の発明、考案にもとづき、紡織一貫 逆に織布業を世界的レベルにまで躍進させるなど、
する大規模で長期に亘る完全なる営業的試験 日本の産業近代化の先駆をなした。また、当該機
運転を重ねた25の自働化、保護、安全および衛 は広く各国の繊維産業の発展に多大に貢献する
生等の機構、装置を装着し、更に、
それらを互いに とともに、世界のトップメーカーのイギリスのプラッ
連携作動させるなどして、生産性を一躍20倍以 ト社に技術供与する等々、
トヨタグループ生成・発
上に、
また織物品質も画期的に向上させ、世界一 展の基になった、
その記念的第一号機である。
《所蔵：株式会社 豊田自動織機（写真提供）》

産業技術記念館
●住所：〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町4-１-３５
（名鉄「栄生」
・JR「名古屋」下車）
●電話番号：052-551-6115
●HPアドレス：http://www.tcmit.org

公 開
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第17号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.17

活版印刷機
Japanese Made Hand Operated Type Printing Machine

本機は1877（明治10）年頃に製造された国産 レバーを放すとスプリングで上へ戻る仕組みである。
その師の本
の活版印刷機である。近代的な活版印刷は、15 この印刷機を製造した平野富二は、
世紀中頃にドイツのグーテンベルグが木製の印 木昌造とともに日本における近代活版印刷の嚆
矢ともいえる人物である。このアルビオン型手引
刷機を開発したことに始まる。
印刷手順は、
インクを盛った組活字板の上に き活版印刷機は、明治期盛んに用いられたものの、
紙を置きそこにチンパンと呼ばれる上蓋をして、本 国産で現存しているものは数台だけである。
中でも、明治初期の平野活版製造所製の印
体下部にある木製の円筒（シリンダー）に巻きつ
けた革のベルトによりプレス場所へと移動させる。 刷機は、本機が確認されるのみである。
人力でレバーを引くとプレス部分は加圧・印刷され、
《写真提供：ミズノプリテック株式会社》

ミズノ・プリンティング・ミュージアム
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公開（事前予約）

●開館時間：平日10：00〜16：00（12：00〜13：00は除く）時間内でも場合によっては見学出来ない
場合もありますので必ず電話にてご確認下さい。
●利用料：無料
●利用できない日：土・日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇
●住所：〒104-0042 東京都中央区入船2-9-2
●電話番号：03-3551-7595
●HPアドレス：http://www.mizunopritech.co.jp
●交通機関：日比谷線八丁堀駅/有楽町線新富町駅 徒歩7分（駐車場はありません）

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第18号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.18

コマツブルドーザーG40
（小松1型均土機）
KOMATSU Bulldozer G40

コマツブルドーザーG40（小松１型均土機）
は、
日本のブルドーザーの元祖である。
第二次世界大戦中、空港基地建設などの目
的で、国から重土工機械の生産要請があった。こ
れに応えるため、
すでに開発・製造していたガソリ
ン機関トラクターの前方に、押土用のブレードを装
着するという改造により誕生したのが、国産初の
ブルドーザーG40である。1943（昭和18）年当時
のブルドーザーの作業機は、米国製でもケーブル

式が主流であったが、本機は油圧方式を採用して
おり、非常に画期的であった。
コマツテクノセンタ
（静岡県）に展示されている
現存機は、戦中フィリピンで稼働し、終戦後、米国
の接収で海中に投棄されたが、
のちに引き揚げられ、
オーストラリアの農場で使用されていたものである。
1979（昭和54）年に発見され、35年ぶりに祖国
である日本に帰還し、現在に至っている。
《写真提供：コマツテクノセンタ》

コマツテクノセンタ

公開（事前予約）

●開館時間：お問い合わせ下さい。
●利用料：無料
●利用できない日：土日祝および年末年始・夏季などの会社休業日が休館日ですが、
平日でも利用できない場合があります。事前にお問い合わせ下さい。
●住所：〒410-2506 静岡県伊豆市徳永697
●電話番号：0558-83-2930
●HPアドレス：http://www.komatsu.co.jp/techno/
●交通機関：ＪＲ伊東線伊東駅または伊豆箱根鉄道修善寺駅より車で20分
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第19号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.19

オリンパス
ガストロカメラＧＴ-Ｉ
OLYMPUS GASTROCAMERA GT-I

ワイ
オリンパスの医療事業を支える内視鏡の原点は、 の操作で豆ランプをフラッシュさせて撮影し、
半世紀以上前の胃カメラ開発にさかのぼる。東 ヤで引張りフィルムを巻き上げるものだった。
試作機はまだ不満足なものだったが、東大第
大分院の医師から、
「患者の胃のなかを映すカメ
ラをつくってほしい」という難題がオリンパスにもち 一内科の医師とオリンパス技術開発陣の協力が「危
険がない、患者に負担を与えない、胃内壁すべて
こまれた。
極小レンズの製作、強い光源の検討、本体軟 を短時間に撮影できる、鮮明な映像で診断できる」
性管の材質探し、最適なフィルムの入手や水漏 という理想を追い求めて、数々の難問をクリアした。
れ対策の追及などすべてが試行錯誤の連続だった。 胃カメラは内視鏡へ発展し、現在では世界中の医
翌1950（昭和25）年、苦難のなかから生まれた試 療現場で検査や治療もサポートする医療機器とし
作機は、軟性管の先端に撮影レンズがあり、手元 て活躍している。
《写真提供：瑞古洞・オリンパス技術歴史館》

公開（事前予約）
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第20号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.20

バックトン万能試験機
Buckton Universal Testing Machine

バックトン万能試験機は、1908（明治41）年に
三菱合資会社 神戸造船所（創立明治38年）の
化学分析係（三菱重工業株式会社高砂研究所
の前身）に設置されたもので、負荷能力は30英t
である。負荷装置はねじ式で、
引張・圧縮・曲げ試
験の3種の試験が可能であった。
神戸造船所で製作された船舶・原動機・機械

の重要部材の試験に使用され、多くの製品の信
頼性確保に大きな役割を果たした。1975（昭和50）
年に三菱重工業株式会社の技術的記念物に指
定され、高砂研究所に永久保存されることになった。
現存する最も古いバックトン試験機として、
わが
国の材料強度試験の原点を示す基重な機械遺
産といえる。
《写真提供：三菱重工業株式会社 高砂研究所》

三菱重工業株式会社 高砂研究所 材料・強度研究室

非公開

●住所：〒676-8686 兵庫県高砂市荒井町新浜2-1-1
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第21号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.21

万能製図機械MUTOH
『ドラフターMH-Ⅰ』

All around drafting machine, MUTOH drafter Type MH-I

「ドラフターMH−1」は現行のアーム式ド
日本初の設計製図機械「ドラフター MH−1」は、 また、
武藤工業株式会社※の前身である「株式会社武 ラフター「SAU-85」の原型である。現行のアーム
藤目盛彫刻」の創業者、武藤与四郎の手により 式ドラフターとの相違点は、①ドラフタースケール
が現行の樹脂製ではなく、金属製である。②製図
1953（昭和28）年に誕生した。
（※現在 会社名はMUTOHホールディングス株 板取り付け金具が固定式の為、バランス調整機
能やスケール密着調整機能が無かった。③バラ
式会社）
機構は、当時、製図機器の主流であった「梯子 ンス調整機能と一対で調整するディスク・ブレーキ・
形平行アーム式」ではなく、武藤与四郎が独自に モール（中間調整ネジ）が無かった。④本体イン
考案した「ベルト・プーリ式」である。
「ベルト・プー デックレバー部分の機構が現行品より単純であっ
リ式」は、平行度調整を意識する事なく、平行度を た。⑤角度目盛り板が彫刻加工であった。などが
高精度に保つ事が可能となり、物作りの基本であ 上げられるが、当時の技術では最高水準の製品
る製図という作業がより迅速に、且つ正確な作業 を提供していたのである。
へと躍進して行ったのは言うまでもなかった。
《写真提供：株式会社 ムトーエンジニアリング》

MUTOH ショールーム

24

公開（事前予約）

●開館時間：9：00〜17：00
●利用料：無料
●利用できない日：土日祝祭日・年末年始
●住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-1 第5TOCビル
●電話番号：03-5740-8211
●HPアドレス：http://www.mutoheng.com/
●交通機関：ＪＲ五反田駅徒歩10分、又は西口TOC無料専用バス利用−第2TOCビル下車徒歩0分。

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第22号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.22

万年自鳴鐘
Man-nen Jimeisho

万年時計（正式名称:万年自鳴鐘）
は、1851(嘉 時計、二十四節気記入盤、七曜と時打ち数の表
永4)年に東芝の創業者「からくり儀右衛門」こと 示盤、十干十二支による日付表示盤、
月齢表示盤、
田中久重が設計･製作した機械式和時計である
（和 洋時計の６面の時の表示部がある。田中久重は、
時計とは、不定時法により時刻を表す時計）。不 幕末に西洋から伝わる新しい知識や技術を利用し、
定時法では、夜明けと日暮れを基準に昼夜を各６ 江戸時代の人々が必要とする「時」と「暦」に関
等分して「一刻」とするため、季節によって「一刻」 するあらゆる情報を、
ゼンマイ仕掛けで一年間、
自
の時間の長さが変化する。万年時計は、一年に 動的に表示しようとしたのであった。全体が連動
一度ゼンマイを巻くだけで、時刻を表示する駒を して動く機構の独創性やアイデアだけでなく、漆
季節に対応して自動的に動かす画期的な和時計 工や螺鈿、彫金などの美しい装飾を合わせ持つ
である。
万年時計は、
まさに「匠の技」の結晶といえるも
天頂部に天球儀があり、
その下に割り駒式和 のである。
《写真提供：株式会社 東芝》

国立科学博物館

公 開

●開館時間：9：00〜17：00（入館は16：30まで）金曜日のみ9：00〜20：00
※特別展等の場合は延長することがあります。
●利用料：一般・大学生600円、高校生以下無料
●利用できない日：毎週月曜日
（日・月曜日が祝日の場合は火曜日）、年末年始（12月28日〜1月1日）
●住所：〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20
●電話番号：03-5777-8600（ハローダイヤル）
●HPアドレス：http://www.kahaku.go.jp/visitor̲info/ueno/index.html
●交通機関：JR「上野」駅公園口から徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅から徒歩10分。
京成線「京成上野」駅から徒歩10分。
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第23号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.23

「旧筑後川橋梁」
（筑後川昇開橋）

The Chikugo River Railway Lift Steel Bridge

九州最大の河川筑後川の河口付近に架橋さ
れた「筑後川昇開橋」は、1935（昭和10）年に開
通した旧国鉄佐賀線（佐賀〜瀬高問・24.1km）
の鉄橋である。全長507.2mのこの鉄橋は、建設
された当時からその規模は国内においては他に類
を見ない大きさであり、現存する国内最古の昇開
式鉄橋で建設当時から東洋一の規模を誇るもの
であった。中央部分にある長さ24mの可動桁は、
48tの重量があり桁の左右にある高さ30mの吊上
塔（鉄塔）には4本のガイドレールが走り、
この上で
滑車が回り機械室内の巻上装置を介してワイヤ

で23mの高さまで引き上げることができる。
昇開橋の周辺は有数の河川港として栄えたと
ころであり、800t級の大型船舶の航行に対応可
能な水陸両用の大規模な鉄橋であった。
1987（昭和62）年に旧国鉄佐賀線が廃止された
が、1996（平成8）年には線路部分が撤去され、
新しく遊歩道として整備され今目に至っているが、
今なお、中央部の可動桁は当時のまま昇降を続
けている。2003（平成15）年には、貴重な近代産
業遺産として国の重要文化財に指定されている。
《写真提供：財団法人 筑後川昇開橋観光財団》

福岡県大川市大字向島地先 佐賀県佐賀市諸富町大字為重地先
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●開門時間：9：00〜17：00
●利用料：無料
●利用できない日：毎週月曜日。ただし月曜日が祝祭日のときは次の日が休業日
●住所：福岡県大川市大字向島地先 佐賀県佐賀市諸富町大字為重地先
●電話番号：0944-87-9919（財団法人 筑後川昇開橋観光財団）
●交通機関：西鉄柳川駅下車、筑後川昇開橋行バス
（下車1分）
ＪＲ佐賀駅下車、柳川行バス
（諸富橋下車10分）

公 開
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機械学会黎明期の学術図書
（機械学会誌創刊号、機械工学術語集及び機械工学便覧）
A Group of Publications by JSME in its Early Days

機械学会誌創刊号：1897（明治30）年12月
真野文二教授の提唱で創設され機械学会は、
「機
械学会誌」創刊号（第1巻第1号）
を発刊した。内
容は発刊の辞、論説及報文12編、特許抜粋3編
などが収録され、国内機械技術者の情報受発信
の場となった。

新な編集方針となっている。
第壱輯…蒸汽及蒸汽機関之部、1910（明治43）年
第貳輯…機械及構造の強弱之部 1924(大正13)年
第参輯…機械工作法工作機械及工具之部
水力学及水力機械之部：1914(大正3)年
第四輯…機構及機械設計之部：1917(大正6)年
第五輯…内燃機関之部及全体之補遺：1924(大正13)年

機械工学術語集：1901（明治34）年〜1924（大正13）年
1901（明治34）年から1924（大正13）年12月ま 機械工学便覧：1934（昭和9）年
での歳月をかけ刊行された。
「術語とは学術技芸
「機械工学便覧」は、8ヵ年に亘り22名の委員
上において特別なる意味を有する言葉の謂なり。 の努力と約2万円の経費を投じて完成した。メート
言語文章は思想を運搬する鉄道機関車なり、学 ルで記述され、本文660ページ、
それまでの機械工
術技芸を山間、海濱、都会、田舎の差別無く自在 学と技術との集大成として1934年(昭和9年)2月
に運搬するところの鉄道機関車とも云うべき術語 に刊行された（A6判、704ページ、定価2円50銭）
はなるべく平易なる文字にして口に唱へ易く耳に もので、本会創立以来の大事業であった。
悟り易きことを期すべし」と記され、当時としては斬
《写真提供：社団法人 日本機械学会》

日本機械学会事務局 展示室
●住所：〒160-0016 東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階
●電話番号：03-5360-3500
●HPアドレス：http://www.jsme.or.jp/

公 開
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東京帝国大学水力学及び水力機講義ノート
（真野文二/井口在屋教授）
Lecture Note Hydraulics and Hydraulic Machinery by Professors
Bunji MANO and Ariya INOKUTY at Imperial University of Tokyo

講議ノート

真野文二教授の
試験問題

本資料は東京帝国大学工学部機械工学科に
おける1905（明治38）年当時の講義ノートである。
第1冊は『水力学及水力機』で、前半のHydraulics(水力学)は井口在屋教授、後半のHydraulics Machinery（水力機械）
は真野文二教
授によるものである。授業中に配布された資料、
試験問題のプリントなどから当時のレベルの高さ
が偲ばれる。
機械学会初代幹事長（会長）の真野文二教
授（1881(明治14)年工部大学校卒業）
は、1886
（明治19）年から3年間イギリスに留学後、1889(明
治22)年〜1913（大正2）年まで帝国大学工科大
学(工部大学校が東大に合併)教授として教鞭を
とる。その間、イギリスの権威ある技術者の会
（I.Mech.E）の会員に推薦され、1897(明治30)年

に機械学会を創設、初代幹事長（会長）
となる。
同氏の資料は乏しく、今回の同教授による肉筆
の試験問題などは貴重な資料である。第2冊は「数
学第二」で講義者は記入されず不明だが、内容は
解析学の講義（微分学、積分学、微分方程式）
内容である。
この講義ノートの筆記者は小田村有芳（つねか）
氏で、授業後自宅で清書したものであると思われる。
同氏は1906年（明治39年）東京帝国大学工学
部機械工学科を卒業、恩賜銀時計拝受の秀才
であった。また同氏は、畠山一清氏（荏原製作所
創設者）
と同級である。この講義ノートは子息小
田村四郎氏（前拓殖大学総長）
が所持していたが、
今回日本機械学会に寄託された。
《写真提供：社団法人 日本機械学会》

日本機械学会事務局 展示室
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●住所：〒160-0016 東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階
●電話番号：03-5360-3500
●HPアドレス：http://www.jsme.or.jp/

公 開

日本機械学会の「機械遺産」認定基準
【目 的】
歴史に残る機械技術関連遺産を大切に保存し、文化的遺産として次世代に伝える
ことを目的に、主として機械技術に関わる歴史的遺産「機械遺産」
（Mechanical Engineering Heritage）について日本機械学会が認定する。

【認定の指針】
「機械遺産」とは機械技術の歴史を示す具体的な事物・資料であって、以下のいず
れかに合致するものをいう。
（１）機械技術の「発展史上」重要な成果を示すもの（工学的視点から）。
（２）機械技術で「国民生活、文化、経済、社会、技術教育」に対して貢献したもの。
各項目の内容
（１）機械技術発展史上重要な成果を示すもの
・機械技術で独創性または新規性のあるもの
・品質または性能が優秀なもの
・機械技術の進歩発達の過程において一時代を画したもの（改良発達）
・新たな産業分野の創造に寄与したもの（波及効果のあったもの）
・設計上特筆すべき事項のあったもの
・日本のものづくりの心と技を端的に示すもの
（２）機械技術で国民生活、文化・経済、社会、技術教育に対して貢献したもの
・国民生活の発展、新たな生活様式の創出に顕著な貢献のあったもの
・国民生活・文化に貢献したもの
・地域の発展と活性化に貢献したもの
・社会、文化と機械技術の関わりにおいて重要な事象を示すもの
（最初、最古のもの）
・動態保存で現在も活用されているもの
・製造当初の姿を良くとどめているもの
・意匠上特筆に値するもの
・機械技術の継承を図る上で重要な教育的価値を有するもの

【認定基準】
次の各項目のいずれかに該当するもので、広く機械技術・機械工学に寄与したもの。
（１）対象物が、
その独自性（例えば、はじめて開発されたもの、最初のもの、現在最古
のもの、以前に広く使われた機械で使用されている最後のもの）によって区別され
るもの。
（２）その他、機械技術史上の特徴を保有しているもの。
（３）既に博物館などで記念物として認定されたものも含む。

【認定対象】
認定対象としては
（１）Site：例えば、広域的に分布する機械と機械関連システムなど
（２）Landmark：例えば、機械工場または機械工場群（その機械・設備を含む）
など
（３）Collection：例えば、機械、機器類など
（４）Documents：例えば、設計仕様書、教科書など

【対象となる時代】
原則として産業革命以降の工業化がなされた時代を対象とするが、必要に応じて範
囲を遡及的に拡大することを妨げない。また、年代の下限は設けない。

社団法人 日本機械学会

日本機械学会認定「機械遺産」 編集後記
日本機械学会創立110周年記念事業委員会のなかに、機械遺産
小委員会が発足し活動を開始したのは2005年11月のことでした。爾
来、10回にわたる小委員会を開催し、
そこでの意見交換を重ねて「機
械遺産」の候補について選定・評価をおこない、2007年7月の本会
理事会でこの刊行物に記載される25件の「機械遺産」が認定されま
した。これらはいずれも日本の「機械遺産」と呼ぶにふさわしい、
すばら
しい歴史的遺産であるとともに、本会が創立100周年記念において
認定した機械記念物に次ぐ、歴史的遺産の認定となりました。
本書の巻頭言にも記されているように、本会による「機械遺産」の
認定は2008年度以降も続けられるので、今後も会員各位のご支援と
ご協力がこの継続への大きな力になります。それゆえ、本書はその第
一歩であり、次世代に贈る歴史的資料であるとも言えます。会員の皆
様による本書の活用を心より期待するとともに、
「機械遺産」に関す
る新しい情報のご提供を、委員会一同大いに期待いたしております。
本書の編集に対しご理解とご支援を頂いた、本会第83期田口裕
也会長、第84期笠木伸英会長、
そして第85期 藤 忍会長はじめ関
係各位には、心よりのお礼を申し上げます。また、小委員会が提案した
「機械遺産」候補について、高所からの総合評価を頂いた監修委員
会の委員各位にもあわせて感謝申し上げます。
日本機械学会による「機械遺産」の認定が継続され、創立120周
年記念においても本書の続編がとりまとめられることを、心より期待い
たしております。

創立110周年記念事業委員会
機械遺産監修委員会
●委員長
三輪 修三 青山学院大学 名誉教授
●委員
河田 耕一 高知工科大学 名誉教授
鈴木 一義 独立行政法人 国立科学博物館
田口 裕也 社団法人 日本機械学会 能力開発促進機構
冨坂
賢 独立行政法人 国立文化財機構 東京国立博物館
長島
昭 横浜国立大学

機械遺産小委員会
●委員長
堤 一 郎

職業能力開発総合大学校

●委員
池森
寛
石田 正治
緒方 正則
小野寺 英輝
高橋 征生
村田 良美

西日本工業大学
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関西大学
岩手大学
社団法人 日本機械学会
明治大学

能力開発研究センター
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