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Site
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第32号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.32

札幌市時計台の時計装置
Mechanical Device of Sapporo Clock Tower

札幌市時計台は、1876（明治9）年に開校した
札幌農学校の演武場として1878（明治11）年に
建設された建物である。当初は鐘楼が設けられて
いたが、完成式に臨席した黒田清隆開拓使長官
の発案で、1881（明治14）年に時計台が設置さ
れた。建物は講義室、屋内体育館、講堂、標本展
示室などとして使用された後、札幌市に移管され、
1906（明治39）年に市街地整備事業に伴って現
在地へ移築された。
時計機構は米国ボストンのハワード商会製であ

る。一方、北海道大学に残された時計機械発注
書には、時鐘は日本側で用意するとあり、札幌農
学校年報、開拓使事業報告には、工部省製作所
にて鋳造されたと記載されている。この札幌市時
計台は、設置当初の機構が現在も稼動している
という点で、塔時計（機構部）
としては国内現存最
古といえる。また、時計機構は工業製品における
国産品と外国製品の融合事例草創期のもので、
適切に維持・管理されている。時計台もランド
マークとして意義のある建物である。
《写真提供：札幌市観光文化局》

札幌市時計台
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●開館時間：8：45〜17：10（入館は17：00まで）
●観覧料：大人200円（中学生以下は無料）、団体180円（20人以上）
●休館日：6月〜10月：第4月曜日、第4月曜日が祝日の場合は翌日
11月〜5月：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日
年末年始（12月29日から1月3日）、雪祭り期間中の月曜日は臨時開館します
●住所：〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目
●電話番号：011-231-0838
●HPアドレス：http：//www15.ocn.ne.jp/˜tokeidai/
●交通機関：JR札幌駅南口徒歩10分
市営地下鉄南北線、東西線、東豊線大通駅下車市役所側出口徒歩5分

公 開

Landmark
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第33号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.33

旧峯岸水車場
Minegishi Watermill

三鷹市の旧峯岸水車場は新車（しんぐるま）
とも 村工場のシステム、
さらには母屋や土蔵も隣接し、
呼ばれ、1808（文化5）年頃創設され、1965（昭 当時の水車精米製粉所の生活の様子も目の当
和40）年に野川の河川改修で中止となるまで、約 りにすることができる。歴史を検証する史料や装
160年間稼働してきた精米製粉水車場である。 置の製作資料も存在し、
それらの学術的研究も
中止以後も所有者であった峯岸清氏によって維 盛んに行われている。また、保存・継承活動として、
持管理され続け、現在は三鷹市所有となっている。 市民が見学者に解説する水車市民ボランティア
き臼〔杵 活動を実施し、生涯学習や青少年の総合学習に
ここには、
水車（直径4.8m）
・精米用搗（つ）
・製粉用挽（ひ）
き臼（2台）
・平面 も盛んに利用されている。現在、三鷹市にはこの
（きね）臼14組〕
・昇降機「せり上げ」
・各 一帯を歴史的景観として活用する新しい構想も
篩（ふるい）機「やっこ篩」
種伝動用木製歯車などの機械類がシステムとし ある。わが国の優れた在来機械技術を示す貴重
て状態良く保存されている。江戸・明治・大正期 な遺産であり、
日本の代表的水車場として世界に
の木製機械造りの巧みな伝統的職人技術と農 紹介できる存在である。
《写真提供：小坂克信・三鷹市教育委員会》

武蔵野（野川流域）の水車経営農家

公開（10名以上の団体は事前予約）

●公開時間：平日12：00〜16：00、土・日・祝日10：00〜16：00
●入館料：無料
（火曜が祝日の場合は、その翌日）、年末年始（12/28〜1/4）
●休館日：火曜日
●住所：〒181-0015 東京都三鷹市大沢6-10-15
●電話番号：0422-45-1151（内線3315）
（三鷹市教育委員会教育部生涯学習課）
●HPアドレス：http：//www.city.mitaka.tokyo.jp/
●交通機関：JR中央線三鷹駅より「朝日町」または「車返団地」行、竜源寺下車徒歩5分
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第34号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.34

親歯車ホブ盤HRS-500の
マスターウォームホイール
The Master Worm Wheel of the Hobbing Machine HRS-500

芝浦機械製作所（現在の東芝機械）
が1953（昭
和28）年に製作した親歯車ホブ盤HRS-500は、
直径5,000mmの大歯車の歯切り加工ができる
高精度の歯切盤である。ホブ盤の心臓部ともい
える最初のマスターウォームホイールは、1943（昭
和18）年に三菱重工・神戸造船所のドイツ・ライ
ネッカー社のホブ盤によって切られた。戦後、芝浦
機械製作所は1953（昭和28）年に工業化試験
補助金を得て大形ホブ盤の開発に着手し、補正
切削法、全自動ピッチコンパレータの開発などに
東芝機械株式会社
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本社工場

より、
マスターホイールの精度を徐々に高めた。最
終的に親歯車ホブ盤HRS-500で加工された7代
目のマスターウォームホイールの精度は、最大累
積ピッチ誤差1,000分の4mmという世界一の高
精度を有する。このホブ盤によって加工された高
精度のウォームホイールを装備した大型ホブ盤は、
23台製作され、舶用タービンの大形減速歯車の
歯切りに使用されている。現在もなおこの精度を
超える精密な歯車は製作されたことがない。
《写真提供：東芝機械株式会社》

公開（事前予約）

●開館時間：9：00〜16：00（入館は15：30まで）
●利用料：無料
●利用できない日：土、日、祝祭日、年末年始、お盆 など
●住所：〒410-8510 静岡県沼津市大岡2068-3
●電話番号：055-926-5141
●HPアドレス：http：//www.toshiba-machine.co.jp/
●交通機関：JR沼津駅から徒歩15分、
タクシー10分 JR三島駅からタクシー15分（新幹線があり推奨）

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第35号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.35

ロコモビル
（国内最古の自家用乗用自動車）
Locomobile, The Oldest Private Steam Automobile in JAPAN

1902（明治35）年4月、8台のロコモビル社製
蒸気自動車がアメリカから輸入された。これらは市
販用としてはわが国最初の自動車群で、
このうち1
台を当時横浜船渠社長であった川田龍吉男爵
が2,500円で購入し、通勤用に使用しはじめた。
川田男爵はわが国ではじめて自家用車を所有し
た人物ということになる。
このロコモビルは、のちに函館船渠の社長とな
った川田男爵が北海道に持ち込み、市内の自宅
と男爵イモの農場があった七飯との間の往来に
使用したという。1908（明治41）年頃故障で動か
男爵資料館

なくなり、
その後長く農場の倉庫の片隅に放置さ
れていた。1978（昭和53）年にNHK札幌局のデ
ィレクターであった伊丹政太郎氏によって発見が
報告され、のちに東京工業大学一色尚次教授の
指導により、現在の規格に合わせて新製されたボ
イラ以外は当時の部材をそのまま用いるという方
針のもと、1980（昭和55）年に稼動状態に復元
整備されている。現在、男爵資料館に展示中で、
修復資料は完全保存されているほか、復元時取
り外した機器も展示中である。
《写真提供：男爵資料館》

公開（団体は事前予約）

●開館時間：9：00〜17：00
●入館料：大人500円、小・中学生300円、70歳以上300円、団体割引有り
（5名以上）
●休館日：期間中無休（12月〜2月閉館）
●住所：〒049-0282 北海道北斗市当別4-3-1
●電話番号：0138-75-2894
●HPアドレス：http：//www15.plala.or.jp/dansyakuimo/
●交通機関：JR渡島当別駅から徒歩3分
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Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第36号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.36

アロー号
（現存最古の国産乗用自動車）
Arrow-Gou, The Oldest Japanese-made Car

この自動車は、矢野倖一（1892-1975）が 産初の冷凍車開発における技術的な礎となった。
1916（大正5）年に完成させた乗用自動車である。 その冷凍車開発がわが国の特殊自動車製造業
トラック製造とは別の自動車産業
福岡市博物館に動態保存されており、現存する という乗用車・
アロ
走行可能な国産乗用自動車としては最古のもの 分野の発展に繋がっていったことを考えると、
ー号はわが国の自動車産業史上、象徴的な存在
である。
ごく一部を除き、
エンジン・足回りから内装まで である。さらに設計製作にあたっては、九州帝国
すべてが国産品を用いて製作されている。また、 大学の教授に直接指導を仰ぐなど、当時としては
当時の日本の国情を反映させた設計思想からは、 珍しい産学連携活動も行われた。
この自動車は、殖産興業政策が進められた近
単に輸入品と技術水準だけで肩を並べようとする
のではなく、国産ならではのものづくりに挑戦しよう 代日本において、高度な機械の国産化とわが国
の産業発展にかける当時のエンジニアの情熱を
とした姿がうかがえる。
この自動車は1台のみ製作され、
しかも公道で 示す証しである。
の活躍はわずか2年であったが、後に彼が行う国
《写真提供：矢野羊祐》

福岡市博物館
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公 開

●開館時間：9：30〜17：30（入館は17：00まで）
●観覧料：一般200円、高・大生150円、※中学生以下無料
（月曜日が休日の場合はその翌日）、年末年始（12月28日から1月4日まで）
●休館日：毎週月曜日
●住所：〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-1-1
●電話番号：092-845-5011
●HPアドレス：http：//museum.city.fukuoka.jp/
●交通機関：市営地下鉄西新駅から徒歩15分、博多駅から西鉄バス約35分、天神駅から西鉄バス約20分

Collection
日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第37号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.37

英国製50フィート転車台
British-made 50ft Turn Table

1897（明治30）年イギリス・Ransomes & Rapier社製転車台で、国内の同国製転車台で製造
所が判明している現存最古のもの。全長50ft.
（15,240mm）、
自重17t、最大積載荷重は95tで
ある。桁側面は魚腹形、転車台形式は「バランス
ト型」上路式で、転車中は機関車・転車台桁の
荷重は中央支承部だけで支持し、桁両端部の車
輪は円周状に敷設のレールとは接触しない。日本
鉄道（現在のJR東北本線、高崎線、常磐線など）
に納入された同一設計の転車台15基のうちの1
基である。日本鉄道・青森までの路線延伸、
日清

戦争勃発に伴うイギリス製テンダ式蒸気機関車
の大量輸入はこの転車台と同時期で、機関車の
大型化に対応するものであった。輸入当時の設
置場所は不明である。1941（昭和16）年頃、新
潟県の赤谷鉱山開発に伴う赤谷線建設時に東
赤谷駅に設置された。1980（昭和55）年7月、東
赤谷駅構内から大井川鐵道に移設され、同年11
月から使用を開始、現在も稼働中である。このほ
か別時期のイギリス製と思われる転車台が国内
に2基現存するが、
いずれも来歴不詳である。
《写真提供：大井川鐵道株式会社》

大井川鐵道株式会社 千頭駅構内
●開館時間：9：00〜17：00
（千頭駅入場券を購入）
●利用料：150円（大・小同額）
●利用できない日：無
●住所：〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭1216-5 大井川鐵道 千頭駅構内
●電話番号：0547-59-2065
●HPアドレス：http：//oigawa-railway.co.jp/
●交通機関：大井川鐵道千頭駅下車徒歩0分

公 開
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機械遺産
Mechanical Engineering Heritage

日本機械学会「機械遺産」の認定
日本機械学会では、2007年6月に創立110周年を迎え、
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）の認定を開始いたしました。
「機械遺産」の認定は、本会のおこなう重要な事業として、今後も継続致しますので、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。

――――――――《日本機械学会「機械遺産」認定基準》――――――――
2006年3月22日 理事会承認
2008年5月13日 変更

●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

機械遺産監修委員会（2009年）
●委員長
三輪 修三 青山学院大学 名誉教授
●幹事
堤
一郎 職業能力開発総合大学校
能力開発研究センター
●委員
斉藤
忍 株式会社 IHI
鈴木 一義 独立行政法人 国立科学博物館
田口 裕也 元 株式会社 日立製作所
長島
昭 慶應義塾大学 名誉教授

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
認定対象としては原則として
（１）Site：歴史的景観を構成する機械遺産
（２）Landmark：機械を含む象徴的な建造物・構造物
（3）Collection：保存・収集された機械
（4）Documents：歴史的意義のある機械関連文書類

●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。

技術と社会部門「機械遺産委員会」
（2009年）
●委員長
緒方 正則
●副委員長
小野寺英輝
●幹事
村田 良美
●委員
池森
寛
石田 正治
大久保英敏
高橋 征生
吉田 敬介

関西大学
岩手大学
明治大学
西日本工業大学
愛知県立豊橋工業高等学校
玉川大学
日本機械学会
九州大学
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