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工部大学校の「機械学」教育機器
およびC.D.ウエスト関係資料群

Educational Equipments for Mechanical Engineering of Imperial
College of Engineering/Related Documents of C.D.West

わが国の近代工学教育の黎明期は、幸運に
も西欧で系統だった教育テキストが出そろっ
た時期であった。
教育の場としては、
世界で初
めて“工”を学問とした工部大学校、それを引
き継いだ東京帝国大学が中心的な役割を果た
した。そこで中心となって機械学の教鞭をと
ったのが、工部大学校
（1877～1885年）の都
検
（教頭）
H.ダイアー
（在職1873～1882年）
そ
して、それを引き継いだC.D.ウエスト
（在職
1882～1908年）
の2人である。
東京駅に隣接するＫＩＴＴＥのインターメ
ディアテクには、東京大学が所蔵する工部大
学校草創期から東京帝国大学移行期に導入さ
れた、製図器具群や機構模型群など多くの教
育機材が展示されており、
明治初年期、
教育の
面でも近代化が急速に進められたことを理解

できる。
また、
製図器具の一部は国内で製作さ
れており、精度の高い工作技術の短期間での
習得の様子を示している。
一方、東京大学工学・情報理工学図書館に
は、ウエストの講義ノートや学生の成績原簿
だけでなく、彼自身がイギリスでの学生時代
に用いたノート、
使用していた書籍があり、
イ
ギリスでの講義内容と、日本への技術移転時
の内容・方法論の対照が可能である。
また、
日
本での教育の成果として、
当時の学生の緻密、
高精細な図面が保存されている。
これらの機器・資料群は、わが国近代化離
陸期までの機械技術移転の様相を直接的に明
らかにするものであり、明治初期の系統だっ
た近代技術導入の努力のありさまを今に伝え
ている。

《写真提供：東京大学総合研究博物館／東京大学工学・情報理工学図書館》

02

①JPタワー学術文化総合ミュージアム
「インターメディアテク」

公開（事前予約不要）

②東京大学工学・情報理工学図書館

公開（要事前申請）

工2号館図書室

●開館時間：①11：00～18：00（金曜日・土曜日は20：00まで） ②平日9：30～17：30
●入場料：①無料 ②無料
その他館が定める日
●休館日：①月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始、
②土曜日・日曜日・祝日、年末年始、学部入学試験日
（その他、
臨時閉室あり）
●住所：①〒100-7003 東京都千代田区丸の内2-7-2 ＫＩＴＴＥ 2・3階
②〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学工学部2号館5F
●電話：①050-5541-8600 ②03-5841-6315
●HPアドレス：①http://www.intermediatheque.jp ②http://library.t.u-tokyo.ac.jp/
●交通機関：①JR東京駅丸の内南口から徒歩1分／丸ノ内線東京駅地下道より直結
千代田線二重橋前駅（4番出口）より徒歩約2分
②東京メトロ南北線東大前駅、東京メトロ千代田線根津駅、
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線本郷三丁目駅から徒歩約10分

Collection

日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第101号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.101

日本の一眼レフカメラを世界水準へと進展させた
アサヒフレックスⅠ・ⅡB、ミランダT、ズノー、ニコンF

ASAHIFLEX Ⅰ・ⅡB, MIRANDA T, ZUNOW, NIKON F
Single-lens reflex cameras（SLR）, advanced Japanese camera to world level

（a）アサヒフレックスⅠ

（b）アサヒフレックスⅡB

（d）ズノー

（c）
ミランダT

（e）ニコンF

日本カメラ博物館は主要な国産カメラを し、左右逆像を解消し、正立正像とした。一眼
系統的に収蔵している。その中で1950年代 レフカメラの実用化に道を拓いた。ズノー
の5機種は、
「カメラといえばドイツ」という （1958年・ズノー光学工業
（株））は、
“完全自
評価を逆転させた機械式一眼レフカメラで 動絞り”と呼ばれる、ボディ内機構と連動し
ある。その理由は、なんといっても利便性、次 てレンズ内の絞り開閉を自動で行う機構を
に堅牢性といえる。
備えた。
ニコンF（1959年・日本光学工業（株）
アサヒフレックスⅠ（1952年・旭光学工 （現（株）ニコン）
）は、はじめて一眼レフカメ
業
（株）
（現リコーイメージング（株）
））は、ウ ラシステムを構築した機種といえる。後発だ
エストレベルだが透視ファインダーも併設 が、それまでに実現したほとんどの機構を備
し、スクリューマウントによるレンズ交換式、 え、豊富な交換レンズや専用モータードライ
エバーリターン方式のミラー機構の一眼レ ブ、フラッシュなどのアクセサリーを用意す
フカメラの先駆けとなった。のちに「ⅡB」型 ることであらゆる撮影に対応させた。堅牢性
（1954年）にて、クイックリターンミラー方 も高く評価され「プロユース」という言葉も
式へと発展した。ミランダT
（1955年・オリ 生み出し、日本製一眼レフカメラが世界市場
オンカメラ（株））は、ペンタプリズムを搭載 で認められた象徴的な製品となった。
《写真提供：一般財団法人 日本カメラ財団》

日本カメラ博物館

●開館時間：10：00～17：00（入館は16：30まで）
●入場料：一般300円 中学生以下無料 団体200円（10名以上）
●休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期間
●住所：〒102-0082 東京都千代田区一番町25 JCII一番町ビル地下一階
●電話：03-3263-7110
●HPアドレス：https://www.jcii-cameramuseum.jp/
●交通機関：東京メトロ半蔵門線半蔵門駅4番出口より徒歩1分

公開（常設展示）
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日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第102号
MECHANICAL ENGINEERING HERITAGE NO.102

自由粉砕機 第1号機
（奈良式高速衝撃粉砕機）

NARA Jiyu Mill
（High-speed Impact Mill, First Milling Machine Manufactured in Japan）

本機は奈良商店（現（株）奈良機械製作所）
を創業した奈良自由造が1927
（昭和2）年に
「自由粉砕機」として商用化した1号機である。
開発のきっかけは、古河理化試験所からの
カゼイン
（乳蛋白質）用の粉砕機製作依頼で
あった。カゼインは弾性を有し熱に弱い性質
があり、ロールミルなどの粉砕機では粉砕で
きなかった。奈良はナーゲル／ケンプ（ドイ
ツ）の粉砕機を参考にして、粉砕機の開発に
着手、1925（大正14）年、同試験所に試験機が
納入され、粉砕試験と改良が進められた。
その後、改良機は、自由粉砕機第1号機とし
て1927
（昭和2）年に旭電化工業
（株）大井工
場に納入された。自由粉砕機の技術は1928
（昭和3）年に実用新案として登録された。
自由粉砕機は、原料を高速回転する回転盤

の衝撃柱と固定盤の衝撃柱で、強い衝撃力と
せん断力により原料を粉砕し、外周に配置し
たスクリーン（網目）による分級で、数10 ～
数100μmの粉体を製造する。この衝撃力と
せん断力という粉砕メカニズムによって熱
の発生を抑え、迅速かつ大量の粉体加工を実
現したため、鉱物、薬草、食料品、染料、飼料な
どの広範囲の材料の粉体加工に使われた。戦
後、
食糧難対策で芋の蔓の粉砕でも使われた。
自由粉砕機の技術は現在製造されている
粉砕機にも踏襲され、食品、薬品から鉱工業
用品までの幅広い分野で粉体加工機として
使われている。社会生活に不可欠な
「製粉」に
おける革新技術の粉砕機としての歴史的価
値が高い。

《写真提供：株式会社 奈良機械製作所》

株式会社奈良機械製作所
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本社 ギャラリー

公開（ホームページより事前予約要）

●開館時間：10：00～16：00（最終入館15：30）
●入場料：無料
●休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、会社休業日
●住所：〒143-0002 東京都大田区城南島2-5-7
●電話：03-6303-6211
●HPアドレス：http://www.nara-m.co.jp/index.html
●交通機関：JR大森駅からバス約40分「城南島2丁目」バス停下車
京浜急行平和島駅からバス約30分「城南島2丁目」
バス停下車
東京モノレール流通センター駅からバス約20分
「城南島2丁目」
バス停下車

Collection

日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第103号
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日本の溶射技術を工業化した
アーク溶射ガン

Electric Arc Spray Gun in the early of thermal spraying

溶射は、金属・セラミックスなどを溶かし
て吹き付け、皮膜を形成する表面改質技術で、
1909
（明治42）年にスイスのショープ博士に
よって発明された。日本へは、1919
（大正8）
年に銀座天賞堂の江沢謙二郎が特許の使用
権を得て、ガス式の溶射ガンを技術導入する
が作動せず断念。
しかし、その後、江沢は研究の末、1921
（大
正10）年に特許「電気溶融法による噴射鍍金
法」を取得し、宝飾品への利用を目的として
国産のアーク式溶射ガンを開発。この技術を
もとに立石亨三が溶射技術の工業化を日本
で初めて図り、1935
（昭和10）年に新興メタ
リコン工業所（現（株）シンコーメタリコン）
を設立した。戦前戦中に用途の開発および溶

射ガンの改良を重ね、戦後に軽量化と操作性
を向上させた。
本機3台は、
1955
（昭和30）年に同社で製
造された現存最古の溶射ガン1台と1963
（昭
和38）年に溶射材を送るエアタービンの駆動
機構に改良を加えた溶射ガン2台で、現在は
同社にすべて保存・展示されている。
当時、溶射技術は鉄道や水タンク、鉄骨構
造物等の錆による損失を防ぐために優れた
表面処理技術として広く用いられ、国民生活
の向上に貢献した。その後、技術の普及が進
み、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性などにより幅
広い産業分野で利用されることになった。本
機は溶射技術の原点を示すものである。

《写真提供：株式会社 シンコーメタリコン》

株式会社シンコーメタリコン

●開館時間：―
●入場料：―
●休館日：―
●住所：〒520-3222 滋賀県湖南市吉永405
●電話：0748-72-3311
●HPアドレス：https://www.shinco-metalicon.co.jp
●交通機関：JR草津線三雲駅よりタクシーにて約5分

非公開（原則）
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日本機械学会「機械遺産」 機械遺産 第104号
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機械式無段変速機/リングコーンRC型
Continuously Variable Transmission/Ring-Cone RC Type

内部

ガラスビン印刷装置
（コンベヤ速度調整）
外観

変速機機構

無段変速機は、流体式・電気式・機械式の
3種に大別される。1952（昭和27）年にシン
ポ工業
（株）
（現日本電産シンポ
（株）
）の柏原
学により発明されたリングコーン（RC）型変
速機は、機械式無段変速機のひとつで、平行
に配置された1対のコーン型伝動車（原動車、
従動車）の外側に伝動リングをはめ込み、伝
動リングを回転させながら軸方向に移動さ
せることで変速させる方式のものである。こ
のRC型変速機は、潤滑油膜を介して非接触
で動力を伝達し（トラクションドライブ）、摩
耗を生じない。部品点数がきわめて少なく、
簡単な構造であり、比較的小型で所要伝達動
力が得られ、安価である。また、負荷の増減に

ともない、伝動リングの回転方向への食い込
み量が変化し、負荷に応じた有効な圧接力が
自動的に摩擦伝動面に与えられ、すべりが起
きず、回転変動率が2～3％ときわめて低いこ
とが特長である。
本機RC-0.5型
（伝達動力0.5馬力、変速比
2.0～0.5）は1952年製で、山村硝子（株）
（当
時）のガラスビンの印刷機構用の無段変速機
として使われた。
RC型は各種の作業機械、ベルトコンベヤ、
紡績機械、工作機械に広く使われ、現在のRX
型無段変速機や車輪駆動用をはじめとした
トラクションドライブ減速機に継承されて
いる。
《写真提供：日本電産シンポ株式会社》

日本電産シンポ株式会社
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本館1階ショールーム

●開館時間：10：00～16：00
●入場料：無料
●休館日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆など
●住所：〒617-0833 京都府長岡京市神足寺田1番地
●電話：075-958-3613
●HPアドレス：http://www.nidec-shimpo.co.jp/
●交通機関：JR長岡京駅から徒歩15分

公開（事前予約要）
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分類
：歴史的景観を構成する機械遺産
S （Site）
L （Landmark）
：機械を含む象徴的な建造物・構造物
C （Collection）：保存・収集された機械
D （Documents）：歴史的意義のある機械関連文書類

104 C 機械式無段変速機/リングコーンRC型

103 C 日本の溶射技術を工業化したアーク溶射ガン

102 C 自由粉砕機 第1号機（奈良式高速衝撃粉砕機）

アサヒフレックスⅠ
・ⅡB、
ミランダT、ズノー、ニコンF

101 C 日本の一眼レフカメラを世界水準へと進展させた

C.D.ウエスト関係資料群

100 CD 工部大学校の「機械学」教育機器および

「機械遺産」
（2020）
所在地地図

104 103

その他の機械遺産（No.1 ～ No.99）につきましては、
日本機械学会機械遺産 HP（https://www.jsme.or.jp/kikaiisan/data/note.html）を
ご覧ください。

100 101
102

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、本会の行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》

●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。

2006年3月22日 理事会承認
2008年5月13日 変更

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

●認定の指針

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
「機械遺産」
とは機械技術の歴史を示す具体的な事物・資
械工学に寄与したもの。
料であって、以下のいずれかに合致するものをいう。
その独自性
（例えば、
はじめて開発されたもの、
（1）機械技術の「発展史上」重要な成果を示すもの（工学的 （1）対象物が、
最初のもの、
現在最古のもの、
以前に広く使われた機械で
視点から）。
使用されている最後のもの）
によって区別されるもの。
（2）機械技術で
「国民生活、文化、経済、社会、技術教育」
（2）
その他、機械技術史上の特徴を保有しているもの。
に対して貢献したもの。
（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。

●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
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●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。
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