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国国思思うう講講座座

日日本本人人のの底底力力 胸胸をを張張れれ、、日日本本人人！！

＝ タイムスケジュール概要 ＝

12：30 開場、受け付け開始（受付で当日の本資料）

13：00 勉強会開始（挨拶）と資料の説明

13：10 勉強会（プレゼンテーション）

13：55 休息（10 分間）

14：05 勉強会の続き（プレゼンテーション）

14：30 勉強会（発表, 質疑応答等を含む）

15：00 勉強会終了

15：10 懇親（ご希望の方のみとの個別の簡易的な懇親、ご要望等）

15：30 懇親終了

平成 22 年 6 月 19 日開催 於 神奈川県藤沢市

主催・政治ブログ「博士の独り言」
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人類初の偉業 日本の小惑星探査機「はやぶさ」の帰還

回収されたカプセルに損傷はなく、空路を経て、18 日未明に、日本の相模原市（神奈川

県）の宇宙航空研究開発機構のキャンパスに到着しました。

過酷な宇宙空間での航行をまっとう

地球へ帰還しない無人探査機は、これまでに先進各国より数多く打ち上げられて来ました。

しかし、日本の探査機「はやぶさ」は、地球外の天体（小惑星「イトカワ」）に到達・着陸

し、その詳細な状況の観測に成功しています。その探査機が地球に帰還することだけでも人

類史上初の快挙です。そればかりか、小惑星「イトカワ」の資料（粉塵）収集に成功した可

能性があるカプセルの回収成功は、これ自体も史上初の快挙と謂えます。

探査機の地球帰還は、ＳＦ（サイエンス・フィクション）でこそごくありふれた話ですが、

しかし、実際の、太陽系内での宇宙空間であっても、無人・遠隔操作となれば、想像を絶す

る過酷な条件が幾重にもつきまといます。外からの銀河宇宙線とせめぎ合うかのように、太

陽から放射され、惑星系を覆っている太陽宇宙線はそれ 1つをとってもみても過酷です。実

際に、遭遇する宇宙線によっては、時に宇宙船の外装壁をも貫き機器に損傷をもたらすほど

過酷な状況にあり、無人探査機といえどもその化学燃料エンジンやアンテナの故障、電源故

障など、さまざまなアクシデントに遭う可能性が高いのです。

「はやぶさ」の任務まっとうを支えた日本の技術面では、それらの条件をあらかじめ予測

した上で、さまざまなリスクを克服する相互バックアップや、遠隔操作による自動復旧を可

能とできるよう設計されていました。また、独自の高精細なシールド機構によって探査機の

心臓部を保護し、搭載した精密機器類は当初の計画をはるかに上回る長期間(7 年）を経て

も作動し続けました。この事実 1つにしてみても、NASA（米航空宇宙局）でさえ達成が至難

な総合技術と指摘しても過言ではないでしょう。

日本の小惑星探査機「はやぶさ」が、6 月 13

日夜、地球と太陽の距離の 40 倍に上るおよそ

60 億キロメートルの長旅を経て、打ち上げか

ら 7 年ぶりに地球へ帰還しました。「はやぶさ」

は、午後 8 時 21 分（日本時間午後 7 時 51 分）

に試料カプセルの分離に成功。同11時21分（同

10 時 51 分）頃に地球の大気圏へ突入。本体は

大気中で燃え尽きましたが、カプセルがウーメ

ラ（南オーストラリア州）の砂漠に降下して無

事に回収されました。
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地球への帰還を成し遂げ、本体こそ当初の計画通りに大気中で燃え尽きましたが、搭載し

ていたカプセルは予定の日時、予定していた場所への帰還を果たしました。まさに、前人未

到の快挙であり、日本の総合的な科学力と、万一の場合に備えた二重、三重の備えの知恵の

数々により、西欧の技術感覚ではとても説明しきれない奥深い技術力の粋を示す結果となり

ました。長距離の航行に化学燃料は用いずに、太陽電池パネルからの給電をもとにしたイオ

ンエンジンによる航行法でも、この分野でも世界の最先端を行く日本の技術力を示しました。

将来、計画されるであろう日本発のさらなる新型探査機のプロジェクト成功を予感させ、さ

らには、地上の諸技術への道を開く端緒となるに違いありません。

新たな成功を生み出す日本の基礎研究と技術開発

成果です。地上分野での太陽電池の高効率化も進み、薄型、小型、軽量化も進んだことが、

この分野での技術改良も今回の実証機の実現を裏支えしています。精細、且つ根気強い日本

の研究成果と謂えます。

他国が思いにもよらなかった新技術が、次々と宇宙開発の場で先ず実用化され、そして、

諸般を支える技術として応用されることになるでしょう。 いずれも、日本が「お家芸」と

している基礎研究の地道な積み重ねの結晶であり、まさに、今日明日の即時的な成果を求め

る、というよりは、「桃栗三年柿八年」との謂（いわれ）に等しい長中期にわたる総合的な

構想と計画性を必須とするものです。その積み重ねが堅牢な研究ほど、後に長きにわたって

世に貢献し得る技術を生み出します。

この特性において、日本は比類なき特性を伝統的に有しています。日本人には、たとえ、

西欧露とは同等、あるいは数分の一以下の規模の予算や設備にあっても、それ以上のものを

研究開発して作り上げる底力があります。諸々の条件は如何にあれども、西欧では考え得な

い英知を結集して優れた新技術を見出す。これが日本人の底力の証明でもあります。

宇宙開発における次なる成果は、これも日本独自の技

術である「宇宙ヨット」の長期航行の成功になると思わ

れます。ソーラーセイルは、当初は太陽風を、広げた帆

に受けて航行する、というアイデアでした。しかし、そ

れでは太陽から遠ざかる航行には利用できても、それ一

辺倒な片道航行で終わってしまいます。そこで、広げる

「帆」の部分に太陽電池を敷き詰めて、いわば、自ら電

気エネルギーを供給しながら、太陽系内の往復的な航行

に資するコンセプトへと進展させたのが、日本の研究の

展開後のセイル全景（宇宙航空研究

開発機構（JAXA）撮影）
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伝統に裏打ちされる日本の技術

みなさまには、先人、先達から累々と引き継いで来た日本人の底力に、大いなる誇りを持

っていただきたく思います。たとえば、比類なき日本のロボット技術は、実に数百年にもお

よぶ基礎技術の背景を有しています。

たとえば、江戸時代に考案された「文字書

き人形」は、いわゆる、精密な機械的構造を

持つ「からくり人形」の代表作です。筆を持

った人形が筆に墨をつけ、見事な文字を書き、

それを披露する作品です。これらに必要な手

の動きについて、あらかじめ「縦」「横」「前

後」の動きをそれぞれに掘り込んだ 3枚の小

さな円形板（木製カム）の組み合わせて制御

し、1つの文字を人形が書いてみせる仕組みを

とっています。 「文字書き人形」 （記録動画より）

3 枚の円形板の組み合わせて制御（記録動画より）

特に、「動作」の円形板（木製）へ

の掘り込みは、再現性を重視する今

日のプログラムの発想と共通してお

り、まさに、今日の機械工学、機構

設計、制御工学の原型をなすものと

謂えます。人形の精細な動作を現出

する人形の無駄が観られない構造性

といい、外見の作りといい、拝見す

るほどに、先人の知恵と技術的な発

想の深さを、あらためて目の当たり

にできる傑作となっています。
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この文字書き人形を考案し、作品として

11 年 9 月 18 日（1799 年 10 月

ら明治にかけて「東洋のエジソン」、「からくり儀右衛門」と呼ばれた発明家でした。久重氏

が創設した田中製造所は後年、東芝となりました。

2）．和時計 - 文字盤が自動

時法に自動で対応する。

田中 久重氏

寛政 11 年 9 月 18 日（1799 年

10 月 16 日）- 明治 14 年（1881

年）1月 11 日

（圧縮空気により灯油を補給する灯明）などを考案し「から

くり儀右衛門」と呼ばれるようになりました。その後京都へ

移り、天文学や蘭学などの西洋の文化技術を学んだ、と伝え

られています。後の嘉永

重要文化財に指定されている「万年自鳴鐘」を完成さ

ます。

計」とも呼ばれている）

（ほとんどが久重氏に

成

によって大部分が分析・復元されました。そのレプリカは、

平成

で展示されました。

「万年自鳴鐘」には、厚さ 2mm

ぜんまいが使われています。一度

一年近く動く（実際には約 200

機械式時計としては、当時としても比類なき持続時間

を実現しています。また、六角柱様の本体の各面に

つの機能が配置され、それらが底部のぜんまい動力に

よって連動して動作する仕組みを持っています。いわ

ば、今日にみられる他機能、複合型の技術品の原型と

も謂えます。

7つの機能とは、次の機能を指します。

1）．天球儀 - 本体の上部のガラス製の円筒の中に

あり、京都から見た一年間の太陽と月の動きを模型で

表す。

人人！！」」
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この文字書き人形を考案し、作品として上げた田中 久重（たなか ひさしげ）氏（寛政

月 16 日） - 明治 14 年（1881 年）1月 11

ら明治にかけて「東洋のエジソン」、「からくり儀右衛門」と呼ばれた発明家でした。久重氏

が創設した田中製造所は後年、東芝となりました。

文字盤が自動変化し、昼夜の長さの変化に対応し、時刻区分が変わる不定

久重氏は、天保 5 年（1834 年）に、懐中燭台、無尽灯

（圧縮空気により灯油を補給する灯明）などを考案し「から

くり儀右衛門」と呼ばれるようになりました。その後京都へ

移り、天文学や蘭学などの西洋の文化技術を学んだ、と伝え

られています。後の嘉永 4 年（1851 年）には

重要文化財に指定されている「万年自鳴鐘」を完成さ

ます。

「万年自鳴鐘」（まんねんじめいしょう）

計」とも呼ばれている）この時計は、1000

（ほとんどが久重氏による手作り）から作られてい

成 16 年（2004 年）に東芝、セイコーなどの研究者、技術者

によって大部分が分析・復元されました。そのレプリカは、

平成 17 年（2005 年）に愛知県で開催された「愛・地球博」

で展示されました。

2mm、長さ 4m の真鍮製の

一度、ぜんまいを巻けば

200 日前後と推定）という

、当時としても比類なき持続時間

六角柱様の本体の各面に 7

が配置され、それらが底部のぜんまい動力に

よって連動して動作する仕組みを持っています。いわ

ば、今日にみられる他機能、複合型の技術品の原型と

つの機能とは、次の機能を指します。

のガラス製の円筒の中に

一年間の太陽と月の動きを模型で

平成 22 年 6 月 19 日

ひさしげ）氏（寛政

11 日）は、江戸時代か

ら明治にかけて「東洋のエジソン」、「からくり儀右衛門」と呼ばれた発明家でした。久重氏

夜の長さの変化に対応し、時刻区分が変わる不定

年）に、懐中燭台、無尽灯

（圧縮空気により灯油を補給する灯明）などを考案し「から

くり儀右衛門」と呼ばれるようになりました。その後京都へ

移り、天文学や蘭学などの西洋の文化技術を学んだ、と伝え

年）には、現在、国の

重要文化財に指定されている「万年自鳴鐘」を完成させてい

まんねんじめいしょう）（別名で「万年時

1000 点を超える部品

よる手作り）から作られています。平

年）に東芝、セイコーなどの研究者、技術者

によって大部分が分析・復元されました。そのレプリカは、

年）に愛知県で開催された「愛・地球博」
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3）．二十四節気の表示。

4）．曜日・時刻の表示 - 短い針が曜日を示し、一週間で一周する。長い針は和時計と連

動して時刻を示す仕組み。

5）．十干十二支の表示 - 当時一日ごとに割り振っていた 60 通りの干支の中からその日の

干支を自動で示す仕組み。

6）．月齢の表示 - 半球の回転によってその日の月の満ち欠けの見え方（月齢）を表す。

7）．洋時計 - 現代でも用いられている一般的な時計の機能。

以上の 7つの機能を「万年自鳴鐘」に兼備しています。この他に、打鐘の機能もある。通

常、ぜんまいからは一方向の回転しか生まれない動力が、「虫歯車」と名付けられた久重氏

の独創的な歯車により、当時では画期的な「回転往復運動」も可能にしています。この機構

は、この「万年自鳴鐘」以外では、世界中のどの機械でも使用が確認されていません。この

「虫歯車」は世界的な発明であったことが判ります。

その後、肥前国佐賀藩の精煉方に着任し、国産では日本初の蒸気機関車や蒸気船の模型を

製造しています。文久 3年（1863 年）には、佐賀藩の反射炉で初の国産アームストロング

砲を完成させ佐賀藩の興隆に尽くしました。

上記の「文字書き人形」は、久重氏が生地の久留米在住時代の若き日の作品とみられます。

向学心を絶やさず、高い志を持ち続け、独創的な発明を次々に世に送り出した田中久重氏は、

以下の言葉を残しています。

「知識は失敗より学ぶ。事を成就するには、志があり、忍耐があり、勇気があり、失敗

があり、その後に、成就があるのである」

久重氏が発明した「虫歯車」は、1つの軸

棒の上に、片側にのみ歯が付いた 2つの歯車

を離れた位置にそれぞれ逆向きに付けて、軸

棒の回転によってそれぞれの歯車が虫歯車

とかみ合うように使用されています。そうす

ると、虫歯車の回転運動を時計回り・反時計

回りに交互に動かせるように転換できる動

作を可能にできるのです。
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はるかなる日本人

目下、神奈川県下の古代遺跡を順次見学し、調査を重ねていますが、古くは 7万年以上前

のものと推定される遺跡から、近くは奈良・平安時代のものと目されるものまで、わずか数

平方キロメートルの領域に、20 カ所以上の遺跡が時系列的に点在している地域も存在して

いることが判って来ました。遺跡は、さらに、近隣での噴火による火山灰の堆積や、土砂の

流入などによって未発見、未発掘のものが存在しているに違いない、仮に、それらを含める

とすれば、より数多く、より広範であるに違いない、と。その感慨を深めている次第です。

いにしへの日本人は、私たちのはるかなる祖先です。祖先たちが日々どう暮らし、何を語

り、何を大切にしていたのか。専門外でありながら、ささやかな遺跡めぐりは、事績にその

心に問いかけるごく身近な「旅」でもあります。日本人の優れた特性の 1つ 1つを語れば、

「民族的優位性の誇張」云々、と揶揄（やゆ）する外国の民が存在しますが、まったくの筋

違いであり、あえて「優位性」を指摘するとしても紛れもない事実であり、理工系の 1人と

して、ごく淡々と、日本の先人の事績、業績を確認するほどに、祖先の優れたる特性を認め

ざるを得ないのが現実です。

おそらく、瑣末な身の、未来のごくささやかな、且つ地道なライフワークの 1つになるの

かもしれませんが、遺跡と遺跡とを線でつなぎ、また別の遺跡とつなぎ、見出す古代の文化

で面へと広げ、それを時系列的なモデルへと展開すれば、古代の支那朝鮮史観とはまったく

別の、独自の日本の国家像を見出せるはずである、と。こう考察しています。

先人がなした精密な「日本地図」

このように考えていたところ、ある紙面により、伊能忠敬翁の日本地図制作の事跡に心新

たに感銘するものがありました。

産経新聞紙面（切り抜き）5 月 4日朝刊（6 面）より

観測衛星や航空機が存在しない時代に、自らが全国測量の旅に出て誤差僅少の日本地図を

作り上げた。同翁の星霜を超えた強靭（きょうじん）な信念と、測定をコツコツと積み上げ
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ていく日本人の特性。そして、「事実」への妥協なき探究。これらが結実した成果と謂えま

す。今日の、比類なき日本の基礎研究力にも通ずる日本人の底力と謂えるのではないでしょ

うか。

成せば成る、「56 歳」の旅立ち

同翁時に 56 歳。180 日間におよんだ第 1次測量は、奥州街道から蝦夷地太平洋岸へお

よび、そこから奥州街道へと戻る半年間の行程でした。主な測量の旅は、72 歳にいたるま

での合計 10 回におよんだとの記録があります。鉄道やビジネスホテル、コンビニも無い時

代でのことです。さまざまな地域への行程には、困難は少なくなかった違いありません。

そのたび重なる行程の中で、やがて、「測量の正確さが徐々に認められるようになり、

「幕府御用」の旗印も下されました。その 16 年後の文化 13（1816）年には、江戸周辺の測

量で事業は完成する」、として、この 10 度目の測量を以って、行程が終了した様子が記録に

遺されています。同翁は 74 歳で逝去。しかし、遺弟（ゆいてい）たちの作業によって完成

した地図（写本）が下記の写真です。

伊能忠敬翁の偉業は、事象を見抜き、精密、且つ精細な理科学の分野のみならず、併せ

て、その特性の上に大局を掌握し得る日本人の知的な双方向性を物語る証左と謂えます。

海岸線に沿った測定の余りの

精密さに、後に外国の要人、識

者が驚嘆したと伝えられていま

す。ここにも、先人の確かな事

績があり、心より敬意を捧げた

く思う次第です。

なお、紙面には、「忠敬が作っ

た地図や測量に使った器具、関

係先への手紙など約 2300 点は

「伊能忠敬関係資料」（香取市・

伊能忠敬記念館蔵）として今春、

国宝に昇格した、とあります。

もし、機会あれば、展示をご覧

になり、誇れる先人の事績に触

れられてみるのも、心新たな 1

つとしていただけるのかもしれ

ません。伊能忠敬の日本地図「伊能大図」（現存写本の組み合わせ）
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国家とは国と謂う大きな家
国とは大きな家です。ゆえに「国家」と謂います。その「国家」を構成する基本単位は「家

族」です。国家は無数の「家族」で構成されています。また「家族」を構成するのは「人」

です。ゆえに、これらの筋道に見合った確たる方向性をもとに「人」を育てる。国の 10 年

後、20 年後、50 年後、さらには 100 年後を見据えた上で人を育てる。そのことが、現下の

日本では最重要の課題です。

家には表札、玄関があるように、国という家にも国旗、国家、国籍が存在しています。

また、家に戸締りや防犯が不可欠であるように、国家には内なるセキュリティと法整備、外

の脅威に対する防衛構築が不可欠です。

これらについて、あらゆる主権国家ではごく当然に論じられていますが、なぜか、最近の

日本では、これらを論ずることすらタブーであるかのように、教育、メディアによるトラウ

マの植え付けが盛んになされて来ました。その目的を問えば、日本という国家を内側から

徐々に弱体化させ、隷従させるに相応しい国へと造り替える。ごく当たり前の一国の防衛す

ら直ちに戦争と結びつけ、論じることをタブーであるかにしている。特定の国々によるそう

した政治的意図が背後に作用している様子が分かります。たとえば、造られた韓流ブームが

その典型的な 1つと指摘できます。

国思う「人」をひざ詰めで育てる。現実の面で、身の利害や名誉を捨てなければなし得

ない側面があります。時には途方もない忍耐が要ることであり、身が試される場でもありま

す。しかし、「国家」の将来を考えれば、あって然るべき大切な基本に違いありません。身

はやがて土に還る時が来ても、日本と謂う国だけははるか未来へと続いていかねばならない。

国を思うゆえに、尊い身と命を捧げた幾多の先人方々も、おそらく、こうした心境に在られ

たのではないか、と拝察する次第です。ここに、本来在るべき国家観の要諦があります。

政治家、教育者を含むあらゆる日本国民が相互の啓蒙によってこのごく当然の原点に立ち

還り、且つ共有を広げて行くべき時節にあります。日本と謂う国を支えるのも、次世代の国

を作るのは日本国民であり、日本を毀損する一部の国の民の流入によって賄うべき筋道には

ありません。日本国民の大多数が名も無き一人一人であり、拙き身もその例外ではない、と

痛感している点にそもそもの「国思う」出発点があります。

特別なことではなく、ごく身近に、可能なことを、との願いをもとに瑣末な身もみなさま

問いかけてまいりました。以上のごく当然の基本から、先祖代々の日本のために、および日

本の次世代を担う「人」の育成ために、共有すべき事実と確たる国の針路が再確認され、恢

復されることを願って止みません。



日日本本人人のの底底力力 「「胸胸をを張張れれ、、日日本本人人！！」」 平成 22 年 6 月 19 日

11

誇りと感謝をもとに

思えば、少なくとも 2700 年以上の長きにわたり、日本がずっと日本で続いて来た。この

ような国は、他に類を見ません。幾多の先人の恩恵によって、日本が日本である。この事実

が寸分も違わずに、今の日本へと続いてまいりました。みなさまがこの日本に生まれ育つこ

とができた。このことは、実は大変に素晴らしく尊いことなのです。若い世代のみなさまほ

ど、日本人であることに良い意味での自信を深め、日本に誇りを持っていただきたく思う次

第です。

父母、先祖に感謝する。そのごく自然な心は、ここから生まれ、さらに、尊い命と引き換

えに、この日本を守り育てて来た幾多の先人に対して眼（まなこ）を開き、感謝の念を育て

る。その心を次の世代へと引き継いで行く。これが、日本人に欠かせざる徳分の一つと謂え

ます。これらごく自然にあるべき心をもとに、私たちが今守るべきもの、そして、後代へ伝

えるべき事柄を問う。ここに国思う視点もまた育ちます。

その意味で、日本の先人は、数多の業績、事跡を通じて、その明確なる答えをも後代の私

たちに教えてくれています。多少の紆余曲折、艱難辛苦はあろうとも、以って、この日本が、

本来在るべき基点に立ち還る時は必ず到来する。みなさまの存在が、子々孫々の世代から感

謝される。その時代の到来を必然と信じて止まず、国思うみなさまの存在に、その実感を一

層強くしいたしております。

（以上、国思う講座第三講の一部資料として）

博士の独り言 島津義広
日

本

人

の

国

思

う

講

座
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添付： 長遠な歴史を持つ日本

本年は西暦に約せば 2010 年です。国の元号では平成 22 年ですが、神武天皇の即位以来を

数えれば皇紀 2670 年に当たり、今上の天皇陛下で第 125 代に当たります。

同一国家が、このように長きに渡って続いて来た事例は、世界史対照年表（概略）を参照

しても日本以外に存在しておりません。

世界史概略年表より
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世界史概略年表より

有史以前に、日本で 1万年以上も続いていた縄文時代の竪穴式住居には、すで

に土台と柱、梁、壁、屋根からなる構造建築物としての原型が観られ、先進の文化

をすでに日本が有していたことを証明する 1つとなっています。他の大きな文明発

祥以前のこの時代には、すでに言語と文字がこの日本に存在し、精巧な土器や多様

な工具（磨製石器などの）制作技術、船舶の建造、農耕法、および祭祀などについ

て、すでに世代から対の世代へと伝承していた形跡が明らかです。

さらに縄文時代以前の石器時代から磨製石器による農器具の技術を持ち、後の

縄文時代へと伝承した形跡も観られます。有史以降に、初めて文字が支那大陸から

伝わった、半島を経て文化が伝わったとして、大陸を母、半島を兄とするかの史観

が一般に流布されていますが、系列的にそれらの時代を観れば、縄文、石器時代に

比べれば「ごく最近」の出来事に他ならないことが判ります。いわば、大陸・半島

史観は、そのはるか以前から存在していた日本独自の文化を否定し、日本を大陸・

半島の属国であるかに教え、擦り込むための、上古からの長期的なプロパガンダで

あった可能性が窺えるため、客観的な再検証を要します。
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添付： 日本の古代文字 ヲシテ文字の特徴

ヲシテは、日本で縄文時代から使用されていた文字と推定されています。同文字で記され

た文献は五七調で、これまでに「ホツマツタヱ」「ミカサフミ」「フトマニ」と題する文献な

ど１万２千行余りがすでに発見されています。

他の文字が、概ね象形を基本としている象形文字であるのに比較して、ヲシテ文字は、そ

のレベルにはなく、形ある事物の、その奥に存在する法則性を示唆して形成された文字と認

識することが出来ます。
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Memo


