
物理学史資料委員会では，主として日本にある物理学史関連資料の情報の収集・公開を行っています。

公開は印刷物である委員会の会報を介して行うほか,ほぼ同じ内容をウェプサイト上にも掲載しています。

Ｎｏ４についてもウェプサイト上での公開を予定しています。

会報No.4では，No.3の情報を更新し，さらに若干の追加を行いました。各項目の執筆者は，必要のあ

るものについては明記してありますが,それ以外は資料の管理に当たられている方や物理学史資料委員会

委員です。ご協力いただいた方々には深くお礼を申し上げます。

情報の更新や追加にあわせ，本号では，前号の文書資料・機器資料の別は廃し個人関連資料と分野・

機関別資料に分けて紹介することとしました。機器資料を保管している資料館が文書資料も管理している

ことがあるためです。個人名で項目の立っている資料については，関連する資料館が複数紹介されている

ものもあります。項目が立っていない個人の資料についても，分野・機関別資料の記事の中に言及がある

場合もあります。

資料館等よりいただいた文章もあるため，項目を目立たせるなどのほかは，無理に体裁を整えることは

しませんでした。ご関心をお持ちの資料については，関連する箇所をお読みいただければ，おおよその中

身をご理解いただけるものと思います。

No.３に記載のある資料については，本号でも可能な限り追跡調査を行うこととしましたが，漏れもあ

ろうかと思います。お気づきの点などは，物理学史資料委員会までお知らせいただければ幸いです。

資料委員会のウェブサイトのＵＲＬは下記の通りです。

http://wwwＳＯＣ,niiacjp/jps/jps/gakushi/mdexhtml
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個人関連資料

【有山兼孝資料】

保管場所：坂田記念史料室（坂田昌一資料参照）

内容は有山の手帳（1937-1962)，物理学教室

会議の記録（1946-1966)，他．有山所有の資料

を所蔵している。

子ども向け科学読物：「子供の実験室」「地球の生

ひ立ち」「偉い科学者」など再版されたものも含

め１７冊。

歌集：３冊

随筆：６冊

2．雑誌に掲載された記事のコピー140点，新聞

に掲載された記事のコピー260点など。他に自筆

原稿が数点。

3．書簡：約200点。主に1905年の頃～留学時代

(1912年～１９１４年）の頃のもの。

4．物品：日記や写真，他に歌の短冊など数点。

【石原純資料】

保管場所：理科ハウス（LiCaHOUSe）

館長森裕美子

〒249-0003神奈川県逗子市池子２－４－８

ＴＥＬ＆ＦＡＸＯ４６－８７１－６１９８

最寄り駅は京浜急行神武寺駅下車徒歩６分

htlp://licahousecom／

設立の経緯と館の展示

2008年５月に物理学者・石原純の孫である森

裕美子が設立した私設科学館。森裕美子は１９９４

年から「なるほどの森」というミニコミ誌を発行

するなどして，家庭でできる科学あそびを紹介し

てきた。2004年の夫との死別，2005年父の死を

転機に科学館を設立することとなった。

理科ハウスは石原純の資料館としての役割と地

域住民が科学に親しめる場としてのふたつの役割

を兼ね備えた施設となっている。館には石原純の

著書のほか科学読物2000冊，五感を使って楽し

む体験型，対話型の展示のほかにミュージアム

ショップもある。

所蔵資料

ｌ石原純の著書

物理関係：1908年発行「美しき光波」を初めと

し相対`性原理や自然科学概論など専門的な著書約

２０冊。

科学啓蒙書：一般向けに書かれた科学の啓蒙書

15冊。1924年発行「現代の自然科学」の他に「電

気物語」など。

【坂田昌一資料】

保管場所：名古屋大学大学院理学研究科物理学教

室坂田記念史料室（1973年４月１８日創設）

SakataMemorialArchivalLibrary

責任者：棚橋誠治

〒464-8602名古屋市千種区不老町

TELO52-789-2859

E-mail:sakatashiryou＠eken・physnagoya-u､acjp

2005年１０月以降，坂田記念史料室の運営は，

名古屋大学大学文書資料室の協力を得て，理学研

究科物理学教室の責任のもとに行われている。坂

}H昌一ノート，草稿，蔵書，写真，映像・録音史

料，および日本学術会議関係資料，平和活動関係

資料等多数所蔵されている。一部の史料は，名古

屋大学博物館サテライト2008年ノーベル賞展示

室で展示されている。

一部の収蔵資料のリストに関しては以下の目録

を参照のこと。

「坂田記念史料室資料目録第一集」（1992年３

月増補）

「坂田記念史料室資料目録第二集｣(1995年３月）

「坂田記念史料室蔵書目録」
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田中舘愛橘会（会長丹野幸男,事務局長佐

藤綾男，二戸市シビックセンター内）

年２回会報を発行すると|可時に，博士の顕彰活

動の一貫として、中村清二箸「田中舘愛橘先生」

復刻版,同会編集「Tanakadate-遺墨集』（平

成４年)，「田中舘愛橘博士歌集」（平成９年）な

どを出版している。

これらの目録のＰＤＦファイルは

http://www・ekenphysnagoya-uacjp／

introduction/sakata/sakata-j・ｈｔｍｌ

から入手可能。閲覧希望者は，上記電子メール

アドレスに申し込むこと。

【田中舘愛橘資料】

保管場所：田中舘愛橘記念科学館

〒028-6103岩手県二戸市石切所字荷渡６－２

二戸市シビックセンター内

TELOl95-25-541LFAXOl95-23-3548

http://www・civic・mnohejwatejp/aikitu・ｈｔｍｌ

田中舘愛橘が携わった地球物理学関係の実験装

置，博士を中心とする日本人科学者のデジタル

アーカイブ，生涯と業績，関連のある科学技術史

を展示と映像で紹介する田中舘博士記念工房，実

験・体験を通して子供たちが科学を学ぶことがで

きるよう，オーロラ発生装置・ストロボ発生装

置・真空実験装置・シャボン膜発生装置・風洞実

験装置・落下実験装置等を備えサイエンスショー

を上演する科学実験体験工房．自分で実験・工作

が楽しめる自由工房からなる。開館時間（９：００

－１７：００）Ｊ休館日（毎週月曜日（休日の場合は

その翌日)）等の詳細は直接問い合わせること。

所蔵資料として蔵書（航空関係は貴重）・書簡・

論文(学生時代の答案も含む)･報告書･ノート（グ

ラスゴー，ベルリン留学時代の講義聴講ノートも

含む）・手帳メモ類（実験記録等も含む）・日記

(ほぼ生涯にわたる）・公的書類（辞令等）・写真

(主に航空関係）・録音・録画記録（講演・インタ

ビュー）等の他．愛用のタイプライター・フルー

ト・帽子など遺品類もあわせて，１万点近い資料

が保存されている。記念館完成時に遺族より二戸

市に寄贈された。閲覧は閉架式，資料目録で希望

する資料を選定し申し込むと，係員が検索し収蔵

庫から搬出し，閲覧室で閲覧するシステムになっ

ている。閲覧費用は無料であるが資料のコピー

を依頼する場合は実費を支払う。

【朝永振一郎資料】

保管場所：筑波大学朝永記念室（1983年９月２９

日創設）

連絡先：筑波大学総務・企画部総務課総務係大学

会館管理事務室

〒305-8577茨城県つくば市天王台ｌ－ｌ－ｌ

ＴＥＬＯ２９－８５３－２３８２

http://www・tsukubaac・jp/public/mstitution／

gallery・html＃tomonaga

http://tomonagatsukuba・ac・jp／

朝永振一郎は，湯川秀樹に続く，日本人として

２番目のノーベル賞受賞者であり，超多時間理論，

くりこみ理論．集団運動の理論などの基礎的研究

により，現代物理学の礎を築いた。また．東京大

学原子核研究所，乗鞍宇宙線研究所，素粒子研究

所（現：高エネルギー加速器研究機構）などの設

置に努力を注ぎ，日本学術会議会長などを務め，

日本の科学振興に尽力した。さらに，マグネトロ

ンと立体回路の理論の研究，多くの若手研究者の

育成，教科書や随筆の執筆など，様々な分野で活

腱した。

朝永のノーベル賞に繋がった超多時間理論とく

りこみ理論の研究は，１９４０年代に東京文理科大

学（現：筑波大学）の教授として研究グループを

率いていた時代に行われたものである。後には，

東京教育大学（現：筑波大学）学長，東京教育大

学附属光学研究所長を務めた。

朝永記念室（正式名称は，「筑波大学朝永振一

郎名誉教授記念室｣）では，朝永の逝去後に遺族

や関係者より寄贈された原稿②蔵書・写真・遺

３
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品・その他の資料を保管し，一部は筑波大学ギャ

ラリー内の朝永コーナーにて常時展示を行ってい

る。また，資料のいくつかはデジタル化され，上

記ホームページで公開されている。

所蔵品：書籍499点，写真1222点など，総数

4039点。

ダイヤモンドダスト，過冷却などの実験コーナー

があり，ムライ式人工雪装置で雪結晶を毎日作})，

入館者が観察できるようにしてある。

所蔵資料（科学研究関連）

・天然雪と人工雪など，研究のために撮影した

写真乾板約４，０００枚と，これをプリントして

貼ったアルバム２３冊。英文で６７，和文で５２

ある共著論文の大部分，「雪の研究」「Snow

Crystals」の研究書，その他研究報告書類。

・献呈・収集された論文別刷が，雪，気象・物理

関係など2,800余り。寺田寅彦門下のものも多

い。開館後，字吉郎門下の研究者の論文別刷も

集まってきている。

・定期刊行物は，日本の数学物理学会や物理・気

象･雪関係（雪氷，低温科学，他）などがあり，

アメリカ気象学会や雪氷凍土研究所，極地研究

関係のものなど多数。

・論文の原稿や原図，草稿など。

、東大での受講ノート（製本した１０巻と未製本

２６冊)。１９２２～２６年頃の東大での講義内容を

知る資料となる。

・映画「雪の結晶」等，監修した映像作品の大部

分とその他の雪関係のものが１６ミリフィルム

やビデオなどで収集されている。

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

朝永振一郎は1932年より理化学研究所の仁科

芳雄の研究室に所属しており，ドイツへの留学

(1937-1939）も理化学研究所からの派遣により

実現した。自筆履歴書を含む関連資料が記念史料

室に保管されている。

【中谷字吉郎資料】

保管場所：加賀市中谷宇吉郎雪の科学館（1994

年１１月創設）

責任者：神|H健三（中谷宇吉郎雪の科学館館長）

〒922-0411石111県加賀市潮津町イーｌＯ６

ＴＥＬＯ７６１－７５－３３２３，ＦＡＸＯ７６１－７５－８０８８

Ｅｍａｉｌ:yuki-mus＠angel・ocnnejｐ

http://www・kagashi-sscojp/yuki-mus／

設立の経緯と館の展示

北海道大学で雪と氷の研究を行い，「雪は天か

ら送られた手紙である」の言葉で知られる中谷字

吉郎（1900-62）を記念して，生誕地の加賀市が

建設し，1994年１１月に開館した。展示室は５つ

のゾーンからなり，ひととなりゾーンでは，`恩師・

寺田寅彦との交流や，随筆や絵画を含む多才な活

躍を紹介している。雪の結晶ゾーンでは，北大に

あった常時低温研究室の形を復元させた小部屋に

人工雪製作装置のレプリカが置かれている。写真

パネル，立体視，ビデオなどにより紹介する一方．

写真乾板の整理棚，スペースシャトルに搭載させ

た人工雪実験装置など,実物資料も配置している。

また，入館者に体験を通じて理解してもらうこと

を重視し，開館時からある「チンダル像」の他，

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

’１｣谷宇吉郎は，大学卒業後，理化学研究所の寺

田寅彦の研究室で助手を務めた時期がある。

【長岡半太郎資料】

保管場所：国立科学博物館理エ学研究部理化学グ

ループ

担当者：大迫正弘

〒l69-0073東京都新宿区百人町３－２３－１

TELO3-3364-2311（代表）

http://www､kahakugojp/indexphp

※なお，上記研究室を含む研究部は，平成23年

４



度中に下記の筑波地区に移転する予定である。詳

細については，ウェブサイト等で確認されたい。

〒305-0005茨城県つくば市天久保４－１－１

(代表）029-851-5159

長岡半太郎の勉学・研究のノート（東京大学予

備門にはじまり，ドイツ留学などを経て，大学教

授，理研の研究員に至るまでのところが残されて

いる)，実験データ，日記雑記，書簡，草稿，

身の回り品．などからなる。東京帝国大学，大阪

帝国大学，帝国学士院，理化学研究所’日本学術

振興会，学術研究会議などに関する資料も含まれ

ている。資料の詳細については下記の「長岡半太

郎伝』を参照されたい。

板倉聖宣・木村東作・八木江里著，藤岡由夫監

修「長岡半太郎伝」朝日新聞社、1973年

「長岡半太郎伝」刊行後に国立科学博物館に寄

贈された資料（1929年のハイゼンベルク・ディ

ラツク来日時の講演草稿，１９３７年のポーア来日

時の講演草稿を含む）については，下記を参照の

こと。

岡本拓司，大迫正弘，鈴木一義，デーナＡフ

ライバーガー｢長岡半太郎の新資料について」「国

立科学博物館研究報告』Ｅ類(理工),第29巻(2006

年)，７－１３ページ

E-mail:kia-ci＠city・yokosukakanagawajp

長岡半太郎の別荘があった場所に設けられた記

念館で，長岡が旅行に用いた革の鞄やシルクハッ

トなどの遺品や,論文抜刷などが展示されている。

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

長岡半太郎は創設時より理化学研究所との関わ

りが深く，同研究所で分光学などの研究を行った

ほか，指導下の学生を研究生に採用した。職工の

育成にも尽力し，海外留学による技術習得の機会

を設けるなどした。関連資料が記念史料室に保管

されている。

【仁科芳雄資料】

仁科芳雄の資料のうち，主として大学卒業以前

のものは岡山県里庄町の科学振興仁科財団・仁科

会館に，大学卒業後のものは理化学研究所広報室

記念史料寵と仁科記念財団仁科記念室に存在す

る。記念史料室には，人事書類・事業報告書・留

学関係書簡などの事務書類と，かつて理化学研

究所３号館に所蔵されていたことから「理研３号

館資料」などと呼ばれる，主として1920年から

1935年頃までの書簡・草稿類，および機器類が

保管されている□仁科記念室の資料（｢記念室資

料」と呼ばれる）は,主として1935年以降の書簡・

草稿類・事務書類などからなる。

記念史料室および仁科記念室の資料の内容につ

いては下記に詳しい。

竹内一・矢||'奇裕二「仁科芳雄博士に関する資

料の現状｣，「日本物理学会誌｣，Vol45,Ｎ0.10,

1990年，766-769ページ

保管場所：長岡半太郎記念館

〒239-0842横須賀市長沢２－６－８

ＴＥＬ０４６－８４８－５５６３

http://www・city､yokosukakanagawajp/2494／

sisem/fCOOOOO328html

観覧時間：午前９時から午後４時まで（昼休み

を除く）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日)，年末年始

入館料：無料・

下記でも問い合わせを受け付けている｡

横須賀市市民部北下浦行政センター

ＴＥＬＯ４６－８４８－０４１１

ＦＡＸＯ４６－８４８－８911

保管場所：科学振興仁科財団設立認可昭和

61年８月３０日

理事長大内‘恒章

仁科会館（科学振興仁科財団が仁科博士顕彰の活

動拠点として平成元年３月１日建設）

５



責任者生口正悟（館長）

〒719-0303岡山県浅口郡里庄町浜中８９２－１

TEL（FAX）O865-64-4888

htlp://wwwkagakunishina,town､satosho・

okayamajp／

E-mail:nishina＠satoshojp

仁科博士顕彰の概要

１顕彰事業

①生家保存管理・公開

②仁科会館における顕彰展示

③楽しい理科実験教室

④中学生の国内・海外派遣研修事業

⑤理化学研究所里庄セミナー

⑥ロボットコンテスト

⑦仁科賞授与

③仁科芳雄博士生誕日記念科学講演会

⑨仁科芳雄賞授与

⑩模型飛行機製作講習会

⑪生家観梅会

２刊行物

①まんが仁科芳雄博士_仁科芳雄博士生誕１００

年記念一（平成２年度）

②映像評伝仁科芳雄（ビデオ９５分）〃

③仁科芳雄博士（ビデオ３０分）〃

④仁科芳雄博士書簡集（少年時代）

（平成５年３月）

⑤座談会全力疾走の人生仁科芳雄（冊子）

－仁科芳雄博士生誕110年記念一(平成12年度）

⑥座談会全力疾走の人生仁科芳雄（ビデオ６０

分）〃

⑦欧州留学紀行折々の便り〃

③親方の夢！今に生きる現代物理学の父・仁

科芳雄（ＴＶ放映，ビデオ３０分）

－仁科芳雄博士生誕120年記念一

（平成22年度）

３仁科会館における顕彰展示

展示室４室．壁面展示等により一般公開（月曜

日と第３日曜日，年末年始休館）

①総合展示室博士の足跡を時系列的に紹介

②第１展示室少年時代から大学時代までの習

字，絵，学習ノート，手紙，写真等

を展示

③第２展示室理化学研究所入所から欧州留学

時代の資料を展示

④第３展示室帰国後の資料を展示

⑤サイクロトロン関係資料，広島・長崎原爆関

係資料，仁科芳雄物語等を展示

４仁科芳雄博士生家

博士が高等小学校卒業まで過ごした生家は、里

庄町が昭和５７年に修復して．毎日曜日に一般公

開されている。江戸時代中末期の庄屋建築の特徴

をよく示しており，里庄町文化財に指定されてい

る。博士の勉強部屋や冷水摩擦をした井戸などが

当時のままに残され．少年時代の習字，図画，学

習ノート等が展示されている。

里庄町からの委託により，科学振興仁科財団が

管理・公開している｡

（仁科会館館長生口正悟記）

保管場所：仁科記念室（1955年１２月６日創設）

連絡先：仁科記念財団

〒113束京都文京区駒込２－２８－４５

ＴＥＬＯ３－３９４２－ｌ７１８

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

仁科芳雄は理化学研究所を拠点として研究を行

い戦後は改組された科学研究所の所長を務めた。

記念史料室には仁科の手稿などの関連資料が保管

されている。

仁科芳雄資料（理化学研究所及び仁科記念室所蔵

分）の整理・調査活動

１玉木グループについて

1978年に理研（和光市）で「3号館仁科資料」

が“発掘,’され,この調査‘整理に当たるため玉

木グループが結成された（玉木英彦,島村福太郎，

竹内一，後に矢崎裕二が加わる)。当時の理研記



念資料室長，岩城正が和文書簡，玉木グループが

その他一切を分担して，調査，整理に当たった。

玉木グループは，３号館資料にはどんなものが

含まれているか概要をつかむことと，重要な資料

のコピーをとり内容を分析することに努めた。

それ以外の玉木グループの活動として，仁科記

念財団他の出版物の企画，編集，寄稿にも主力

となって協力したことを挙げる。例えば，Bohr，

Hevesy，DiraQKlein他と仁科の間に交わされ

た欧文書簡を仁科財団Publicationとして出版し

たほか以下の図書等を刊行した：玉木英彦，江

沢洋編「仁科芳雄」（みすず書房’1990年）；Ⅱ

本物理学会誌Vol45,No.1０（1990）仁科芳雄生誕

百年記念特集号；「無限大（特集「核物理誕生に

立ち会った人｣)」No.8５（1990）（日本アイビーエ

ムＫＫＬ

また，日本物理学会，日本科学史学会などでの

学会講演や，「科学史研究」などへの論文執筆，

更に玉木はⅡ本物理学会誌の「物理学史資料委員

会だより｣，「仁科財団案内』への執筆を通して資

料紹介活動を行った．

２理研３号館資料の整理’リスト作成

整理を完結した事例として「理研３号館資料」

の整理・調査活動について述べる。これは，前述

の通り，仁科の海外留学出発直前から帰国後数年

までの期間にわたる資料である｡仁科記念室では，

1988年にこの資料一式を理研から一時借り受け，

竹内一が主力になって整理・調査を行った。リス

ト作成のための情報は玉木グループによる調査に

よって得られた。

基本的な方針として，各資料を同定できるよう

に管理番号をつけ，その番号は内容による分類を

含まない通し番号とした。資料の中には断片的な

メモその他，いずれの範鴫に属すべきか判断に迷

うものもあり，内容による分類を行いだすと整理

作業が遅々として進まなくなる恐れがあったから

である。

各資料には管理番号を記入したラベルを貼り，

書簡は透明のファイルに，書簡以外は一点ずつプ

ラスチックケースに収めた。

次に，全資料のコピーをとる作業を行った。こ

の際の苦心談もいろいろある。サイズの大きなも

の’表裏両方に書き込みがあり，コピーを取ると

裏llllの文字も浮き出して判読しにくくなるもの，

破損しそうなものなどの扱いである。破損しそう

なものは‘竹内が和紙と糊を用いて補修した。

最後に資料内容一覧を作製した。手書きの資料

が多く，判読に困難な箇所に出会うことがしばし

ばであったが，特に和文書簡のくずし字や変体仮

名の解読に竹内は独自の工夫と修練を重ねた。ま

た竹内は自らデンマークに調査の足を運び，デ

ンマーク語の手紙の由来も解明した。こうして

1991年には資料内容一覧のワープロ原稿が完成

したが，竹内は死去する直前の1994年春までこ

れに補筆を加えた。これは1994年１１月に冊子と

して印刷され，各資料室その他希望のある方に配

布された。

1993年に原資料一式は前述の収納方法で理研

の広報室記念史料室に返却され，現在同史料室に

保管されている。コピー一式は仁科記念財団の仁

科記念室にある。

３記念室資料の整理

２００２年より，記念室資料の整理のため，中根

良平，仁科雄一郎・浩二郎兄弟，矢崎裕二（後，

2003年より江沢洋が加わる）の資料整理グルー

プが結成された。

先ず，各資料の内容の分析に深入りせず,どこ

に，どんなものがあるか，という概要を掴むこ

とを目的として作業を開始した。３つの書類棚や

２つの机の一つ一つの引き出しに，各々を同定す

るための記号一番号（Ａ－ｌ－ｌなど）をつけた。

そして．各引き出しの中のdocument（書簡も含

む）を大封筒に収め，その大封筒の表に，引き出

しの記号一番号を記入，また中の資料の１点ごと

に枝番をつけ，その資料は「何であるか」を示す

標題を同じく大封筒の表に記入して内訳が分かる

７



取った。内容は早川所蔵の書籍，プレプリント，

レプリントのほか，著書，論文，講演の原稿，計

算を記した紙，国大協などに関する議事録など，

多くの種類からなっている。早川の核融合関係の

資料は，核融合研究所核融合アーカイブ室で保管

している（核融合の項参照)。

ようにする，という作業を進めた。この作業は現

在も継続中である。

４仁科往復書簡集の出版

上記の作業を進めるうちに．書簡の中に湯川秀

樹・仁科往復書簡，1940年渡米中の矢崎為一の

仁科宛書簡など，きわめて重要なものがあること

がわかり，全体の資料整理よりも書簡集の出版を

優先すべきではないか．という話が持ち上がった

(2003年)。そして’2006年１２月の仁科財団５０

周年記念事業として，仁科往復書簡集出版の企画

が成立した。

なお，書簡集作成の過程で収録された全書簡に

ついてはリストが作成されている。更にその他

の書簡についてもリスト作成が進められている。

2006.7年に刊行された往復書簡集は下記のとお

り。

中根良平・仁科雄一郎･仁科浩二郎・矢崎祐二・

江沢洋編「仁科芳雄往復書簡集」Ｉ～IILみすず

書房，2006～2007年

また，２０１１年２月現在，同年秋の刊行をめざ

して，「仁科芳雄往復書簡集・補巻」の編集が進

められている。

５戦前の理研サイクロトロンの図面

2005年に仁科記念室で戦前の理研の二つのサ

イクロトロンの図面が発見された。この図面は，

東京大学駒場博物館が「真空から生まれる科学と

技術アリストテレスからカミオカンデまで」展

(2010年１０月１６日～１２月５日)のために借用し，

引き続きデジタル化を行っている。

（仁科記念室，理研記念史料室については，仁

科記念室。理研記念史料一室より提供いただいた情

報と会報No.３の記述をもとに，岡本拓司がまと

めた｡）

【堀健夫資料】

保管場所：北海道大学大学文書館

〒060-0808札幌市北区北８条西５丁目

ＴＥＬ＆ＦＡＸＯｌｌ－７０６－２３９５

http://www,hokudai､acjp/bunsyo/index,html

E-mail:archives＠general,hokudai・acjp

堀健夫（1899-1994）の遺された蔵書・資料

が，ご遺族のご厚意により北海道大学附属図書館

に寄贈され，文書類は同図書館北方資料室を経て

2008年に同大学大学文書館に移管された（堀健

夫関係資料と呼ばれる)。蔵書・資料の概要は以

下の通りである。

図書類（370冊）は，主として氏の専門であっ

た光学（分光学）関係の洋書・和書である。図書

資料は整理が済み，北海道大学附属図書館書庫内

に一般資料とともに配架されている。

手稿類は，日記類（１３点）および講義ノート

やアルバム類からなる。そのなかで特に目につく

のは，氏の留学時代（1926-28年）を中心とし

た日記と,京都産業大学時代の講義ノートである。

特に前者は．量子力学がまさに誕生しつつあった

時期のポーア研究所およびヨーロッパの物理学界

の様子を如実に伝えてくれる，きわめて貴重な資

料である。これらのほかに．わずかではあるが

戦に|]および戦後の北海道（帝国）大学の様子を記

録した資料もある。

なお，堀健夫は，京都帝国大学物理学科を

1923年に卒業し，留学から帰った後，旅順工科

大学の教授を経て，１９３５年北海道帝国大学教授

となり，戦後は低温科学研究所所長も務めた。そ

の後,関西学院大学,京都産業大学でも教団に立つ

【早川幸男資料】

保管場所：坂田記念史料室（坂田昌一資料参照）

1996年末から９７年初めにかけて，２回にわた

り早川家よりダンポール１０箱ほどの資料を受け

８



念会本多記念館（本多記念室，資料展示室）

〒980-8577宮城県仙台市青葉区片ｉｌｚ２－ｌ－ｌ

ＴＥＬ＆ＦＡＸＯ２２－２１５－２８６８

http://www､hondakinenkaiorjp／

本多記念館本多記念室（25平方メートル）お

よび資料展示室（43.4平方メートル）が本多光太

郎関連の物品を所蔵する。前者にはデスマスク，

所持Ｉｌｌｊ･書簡類，本多光太郎が生前に使用した実

験器具や実験ノート，磁性関係の資料など後者

には東北大学金属材料研究所が研究開発したＫＳ

永久磁石鋼などの新素材やその製品など，本多関

係図書，色紙，発明品などが常時展示されている。

問い合わせは東北大学金属材料･研究所総務課庶務

係（TELO22-215-2181）まで。

た。留学前に，三高で教授森総之助が外遊｢'１に力

学の講義を担当し，湯川秀樹・朝永振一郎・小堀

憲らを教えたこともある。

北海道大学大学文書館の開館時間は下記の通

り。来館，資料の閲覧に際しては上記の問い合わ

せ先に事前に連絡のこと。

開館日時平日９:００～１７:0０（祝日・年末年始

を除く）

資料整理日月曜日・火曜日・金曜日（休館日

を除く）

閲覧n時水曜日・木曜[］（休館日を除く）

９:３０～12:00.13:００～１６３０

堀健夫関係資料中の朝永振一郎の書簡について

は，下記を参照のこと。

小沼通二･杉山滋郎編「若い日の朝永振一郎｣,「み

すず」第５１巻第３号（第570号)，2009年４１１．

８－２０ページ

小沼通二・杉山滋郎「学生時代の朝永振一郎の書

簡｣，「日本物理学会誌｣’第６４巻第４号，２００９

年４月，300-301ページ

本多会館

〒980-0065宮城県仙台市青葉区土樋ｌ－６－ｌｌ

ＴＥＬＯ２２－２２２－０４７８

本多光太郎に関するもう一つの展示場は，在職

中の本多邸であった米ケ袋の邸内の「本多会館」

である。なお旧邸は外来者用の宿泊所として使用

されている。記念品には，岡崎市の遺品・資料の

写真展示が多く，その他受賞関係，新聞記事，逝

去後の記事などが示される。場所は金研から歩い

て数分のところである。午前中のみ公開されてい

る。

【本多光太郎資料】

本多光太郎の遺品・資料は，仙台市，岡崎市，

東京都に保管されており，常時展示されているも

の，資料として所蔵されているもの，遺族によっ

て保存されているものがある。

全体の分鑓は、研究関係の論文・著書，発明品

などのほか，個人的所持品から写真や書簡などを

含めると数百点にのぼる。これらのリストは，財

団法人本多光太郎記念会の助成により，金属材料

研究所（金研と略称）の在籍者であった菅井富氏

と安達健五氏によって作成され，同研究所に所蔵

されている□、

岡崎市の資料については，岡崎市職員である中

根良一氏がその収集・整理に努力され，安達健五

氏も協力して厚い－冊の資料集としてまとめられ

たｃ

保管場所：東北大学金属材料研究所（財）本多記

保管場所：東北大学総合学術博物館

〒980-8578宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－

３

ＴＥＬＯ２２－７９５－６７６７

http://www・museum・tohokuacjp／

本多光太郎の資料のうち，論文や実験ノートを

所蔵していた金属博物館は，2003年に閉館とな

り，同館の所蔵資料や図書は東北大学総合学術博

物館に寄贈された。寄贈された資料には「本多先

生鶏蹟’百錬可断鉄｣」などが含まれている。

本多光太郎関係の資料の展示は行われていない

９



が，収蔵品の内容はデータベースで見ることがで

きる。要望があれば閲覧が可能である｡

ＴＥＬＯ５６４－３１－１０１２

本多の生家は現存しており（勉強部屋は移転)，

遺族によって主な遺品が守られている。親族に関

係した書簡や写真，受賞のメダルや絵画などであ

るが，科学史的に必要と思われるものはすべてコ

ピーされて，岡崎市公園緑地課が保管している。

生家はご遺族によって守られている。

公開された展示場はなく．個人の好意によって

訪問見学が許されるので事前の連絡が必要であ

る。

保管場所：東北大学史料館（連絡先等は同史料館

の項参照）

明治40年（1907）の東北大学創設以来の歴史

的公文書や教職員・卒業生の資料など．大学の歴

史を伝える資料を保存・公開し、展示などの活動

を通じて大学の歴史を紹介している。本多光太郎

関係の資料は理学部物理学教室で保存されていた

資料が1968年に寄託されたものである。ｌＵｌ治末

から大正期にかけての原稿，ノート，実験記録な

どがある。また東北大学鉄鋼研究所（現金属材料

研究所）の拡張計画に関する書簡草稿など大挙行

政に関わるものも若干含まれている。

東京の本多家

本多の直系の孫の故人本多龍吉氏の夫人本多ト

ミ子氏も親族として遺品を守られている。ただ

し所持されていた多くの遺品は各地の記念館や

資料室に貸与または寄付されている。蔵書・著書

は本多龍吉氏のものも含めて金属博物館に寄贈さ

れ（次いでおそらく東北大学総合学術博物館に引

き継がれ)，若干の論文抜刷などは国立科学博物

館に寄託された。国立科学博物館の電子顕微鏡関

係の資料の中にも本多光太郎関係のものが含まれ

ている。国立科学博物館の本多光太郎資料は以下

に所蔵されている。

本多光太郎資料館

〒４１４－００１１愛知県岡''1奇市欠町字大山田１－１束

公園内

ＴＥＬＯ５６４－２４－００５０

これは岡崎市矢作地区の本多の生家の勉強部屋

と納戸を同公園に移転改修したもので，郷土出身

の偉大な学者としての本多を，青少年や市民に知

らせる目的で作られた資料館である。したがって，

本多の業績の年表や発明物件そして勉強部屋が配

置され，分りやすい説明がなされている。

岡崎市のもう一つの資料展示は，矢作南小学校

の敷地にある「矢作南学区市民ホーム」である。

ここには本多の個人的な遺品や，学術書・論文な

ど，数は少ないが貴重な遺品が置かれている。こ

の矢作地区の小・中学校に本多執筆の掛軸や色紙

が飾られているが，複製のものが多いときく□

岡崎市内の本多資料の詳細は岡崎市役所公|刺緑地

課(TELO564-23-6466)に問い合わせられたい。

保管場所：国立科学博物館理工学研究部科学技術

史グループ

〒169-0073束京都新宿区百人町３－２３－１

TELO3-3364-2311（代表）

http://wwwkahaku・gojp/indexphp

※なお，上記研究室を含む研究部は，平成23年

度中に下記の筑波地区に移転する予定である。詳

細については，ウェブサイト等で確認のこと。

〒３０５－０００５茨城県つくば市天久保４－１－１

(代表）029-851-5159

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

本多光太郎は東北帝国大学と並んで理化学研究

本多生家

〒444-0939岡111奇市新堀町字大庭１１－ｌ

酒井幸男方本多俊子
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責任者：舘かおる（お茶の水女子大学教授）

〒112-8610束京都文京区大塚２－１－l

TELO3-5978-584aFAXO3-5978-5845

http://wwwj9s・ocha・acjp/indexJhtml

igsoffice＠cc､ocha､acjp

ジェンダー研究センターでは，｜]本の女,性自然

科学者のパイオニアたちの資料を整理，収蔵，研

究している。これまでに，湯浅年子．黒田チカ，

保井コノ,辻村みちよなどの資料を中心に整理し，

目録や単行本として刊行している。特に湯浅年子

資料は，本人の大部の資料と共に，湯浅と交流の

あった物理学者達の資料なども保存されている。

湯浅年子（1909-1980．お茶の水女子大学教授，

パリ大学原子核研究所主任研究員（教授相当）を

歴任）の資料については，本会報No.３で報告さ

れたがさらにその後整理が進み，学術研究資料，

文化活動関係資料,身分履歴関連資料.写真資料，

追悼･追想･評伝関係資料等に分類され，センター

に保存されている。現在も資料の再整理は続行中

である。

湯浅資料を調査，研究などに利用する際には，

センターに申し出れば，センターの規定に従って

閲覧できる。2009年に生誕百年の行事が日本と

フランスで催されたこともあり．最近では，特に

国際的に活躍した女性研究者としての湯浅への関

心が増している。この資料を利用した最近の出版

物には，下記のものがある。

HLangevin-Joliot，高野勢子訳。舘かおる解題

｢キュリー家の流れを汲む日本の女性研究者

湯浅年子」「ジエンダー研究」第１３号，2010/３，

ｐｐ６７－７６．

｢小特集:湯浅年子'|具誕100年」「11本物理学会誌」

6４（12),2009/12,pp919-936．

｢湯浅年子公開資料|｣録Ｉお茶の水女子大学ジェ

ンダー研究センター，2009．

山崎美和悪編著「物理学者湯浅年子の肖像」梧

桐書院，2009．

山崎美和恵『パリに生きた科学者湯浅年子」岩

所にも研究室をもち，磁性・金属学の研究を行っ

ていた｡記念史料室には関連資料が保管されてい

る（東北大学所蔵の資料の複写が多い几

【安河内昴資料】

安河内昂（1924-1984）は，東京大学の茅研究

室で学び，1959年１２月に１１本大学理工学部物理

学科に赴任した。物理学科が1958年４月に創設

された直後のことであった。安河内は赴任後，低

温研究に関心を持ち。当時[1本で着手されていな

かった超伝導の研究を開始した。そしてＢＣＳ理

論が出された５年後の1962年不均質第２種超伝

導体の応用研究を始め，日本で始めて超伝導コイ

ルの作製をしたり，世界で始めて交流用超伝導コ

イルの試作を行った。安河内は，通産省工業技

術院の大型プロジェクトＭＨＤ発電の超伝導マグ

ネットの開発，鉄道技術協会の磁気浮上超高速鉄

道の開発，ＩＥＡの大型コイル事業（LCT）計画

の日本代表など，超伝導に関わる応用的なプロ

ジェクト開発に関与し，１１本の超伝導研究を推進

してきた第一人者として知られている。

安河内の遺した資料は，ダンポールで約lOO箱

あり，仮目録が勝木渥先生と大山哲雄先生により

作成された。この資料は最初，東京大学物性研究

所に物性研究資料室が設置されたときに保管さ

れたが1999年柏移転に伴い資料室が閉鎖され．

再び元の物理学科へ戻ってきた。現在．再整理を

行いつつ，資料の画像化を進めている。将来的に

画像データベースを作成し公開したいと考えてい

る。

（日本大学理工学部物理学科科学史研究室

植松英穂記）

【湯浅年子資料】

保管場所：お茶の水女子大学ジエンダー研究セン

ター（1996年５月創設，前身は女性文化資料館

1975年創設）

InstitutefbrGenderStudies
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波ジュニア新書，２００２

KenjiIto,'iGenderandPhysicsinEarly20th

CenturyJapan:YuasaToshiko'sCase,''ＨＨｓｌＷｊａ

Ｓとje"地γz"",1４（2004),ｐｐ,118-134.

6．ProgressofTheoreticalPhysics刊行会関係

記録

7．原子力委員会・物理学研究連絡委員会などの

記録

8．パグウオッシユ会議・科学者京都会議関係記

録

9．その他

Ｂ湯川秀樹の蔵書・雑誌類（約500冊）

これらには，書き込み，傍線のあるものも多い．

なお，主要史料（約1,000点）は「京都大学基礎

物理学研究所湯111記念館史料室の史料目録｣(2007

年５月）に目録化されている．「目録｣は以下のウェ

ブサイトで閲覧およびダウンロードできる

http://www・yukawakvoto-u・acjp/contents／

aboutｕｓ/documentshtml

【湯川秀樹資料】

保管場所：京都大学基礎物理研究所湯川記念館

史料室（1979年８月１日創設）

YukawaHallArchivalLibrary

運営組織：湯川記念館史料室委員会

責任者：九後太一（湯川記念館史料室委員会委

員長）

〒606-8502京都市左京区北白川追分ＨＪ

ＴＥＬＯ７５－７５３－７００３，ＦＡＸＯ７５－７５３－７０１０

所蔵資料

Ａ湯川秀樹に関する史料（約39,000点)．次の

ように大別される．

研究論文の原稿，計算，メモ

講演原稿，評論・座談会の原稿

研究会ノート，論文抄録

講義ノート

大学・研究所関係記録

保管場所：独立行政法人理化学研究所広報室記念

史料室（連絡先等は同史料室の項参照）

湯川秀樹は京都帝|茎|大学教授を務めるかたわら

仁科研究室の嘱託として理化学研究所にも所属し

ていた時期があった。自筆履歴書を含む関連資料

が記念史料室に保管されている。
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分野・機関別資料

【核融合】

保管場所：自然科学研究機構核融合科学研究所核

融合アーカイブ室（2005年１月１日設置）

FusionScienceArchives

〒509-5292土岐市下石町322-6核融合科学

研究所核融合アーカイブ室

電話O572-58-2780

E-mail:archives＠nifSacjp

室長：井口春和（核融合科学研究所准教授）

所蔵資料

目的：日本の核融合科学研究に関する史料を恒常

的に調査，収集，整理及び保管しまた適切に研

究者等に公開することを通じて，核融合研究に対

する歴史的評価と社会に対する説明責任を果た

す。

主たる業務内容：（１）大学関係を中心とした我が

国の核融合研究開発に関する史料の恒常的，総合

的及び系統的な調査，収集，整理，保管，（２）史

料目録の作成とそのデータベース化（３）収集及

び整理された史料及びその|]録の適切な公開基準

に基づく公開，（４）収集及び整理された史料に基

づく年表の作成など史料の編纂，（５）アーカイブ

ズの手法に関する調査及び研究，（６）’五1内外の関

連研究機関とのアーカイブズに関する共同研究，

(7)アーカイブズに基づく科学史，社会史の研究

等

現状:資料は`伏見康治氏,早川幸男氏,関「|忠氏，

宮本健郎氏，長尾重夫氏。高山一男氏，市川芳彦

氏，阿部勝憲氏，板谷良平氏，宮原昭氏等核融合

研究に大きな貢献をした先達たちから提供された

個人資料の他旧名古屋大学プラズマ研究所事務部

および－部核融合科学研究所管理部からの資料が

中心である。さらに最近では若干ではあるがイン

ターネット経由で収集した資料等も増える傾向に

ある。それら資料の内･約２２，０００点を超える史

料についてデータベース化を終えた。また，オー

ラルヒストリーの手法に基づいたインタビュー形

式による資料の収集も行われている。オーラルヒ

ストリーについては，これまで関口忠氏，山本賢

三氏，松浦情剛氏，森野信幸氏，ＫＭ・Young氏，

吉川庄一氏，西尾成子氏，大河千弘氏，寺嶋由之

介氏，林忠四郎氏などにインタビューを行った。

これらインタビューの記録も，アーカイブ室の資

料の一つとして保管されている。

参考ホームベージ：

http://www､ifSacjp/archives/index・ｈｔｍｌ

活動実績

ここには，アーカイブ室の活動実績として，収

蔵史料を活用した研究発表などの内，ごく初期の

ものと比較的最近のもののみを掲載する。

1．口頭発表

（１）「わが国の大学における核融合研究の資料

調査」藤田順治，木村一枝，難波忠済，大林

治夫，寺嶋由之介（日本物理学会第５６回年

次大会，2001年３月２９日）

（２）「我が国の大学における核融合研究に関す

る資料調査Ⅱ」大林治夫，木村一枝，佐藤

浩之肋，佐藤徳芳，寺嶋由之介，難波忠情，

藤田順治（日本物理学会第５８回年次大会，

2003年３月３０日）

（３）「ArchivesofNuclearFusionResearchin

Japan」藤田順治（lstUCLA-SOKENDAI

WorkshoponArchivingOralHistoryand

STS（Science･TechnologyandSociety)，

2003年７月８日，ＵＣＬＡ）

（４）「ＮＩＦＳＮｕｃｌｅａｒＦｕｓｉｏｎＡｒｃｈｉｖｉｎｇ

Ｒｅsearch（１）概要と問題点」大林治夫

（ＫＥＫ－ＵＣＬＡＷｏｒｋｓｈｏｐｏｎＫＥＫＡｒｃＭｖｅｓ
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（2004).２００４年７月１９日．ＵＣＬＡ）

（５）「NIFSNuclearFusionArchiving

Research（ＩＤ具体的活動内容」木村一枝

（KEK-UCLAWorkshoponKEKArchives

（2004),2004年７月１９日，ＵＣＬＡ）

（６）．､ActivitiesofNIFSFusionScience

Archivesm，（InvitedTalk)，KMatsuoka；

（InternationalSymposium＆Workshop

StrategiesforStudyingComtemporary

SciencesmJapanandUS,Ａｕｇ20-24,2007,

Tsukuba＆Hayama）

（７）「CHSヘリカルコイルにおける技術革新と

その背景」松岡啓介（日本物理学会第６４回

年次大会講演2009年３月．立教大学）

（８）「史料に基づく核融合実験装置の歴史」松

岡啓介，井口春和（第８回核融合エネルギー

連合講演会講演,２０１０年６月，高山市民会館）

(9)｢核融合アーカイブズ資料目録のデータベー

ス構築とそのＥＡＤ化」靴波忠清，五島敏

芳，高岩義信，松岡啓介，井口春和，花岡幸

子,安倍尚紀，木村一枝，関本美知子，木村

克美（第８回核融合エネルギー連合講演会講

演，２０１０年６月，高山市民会館）

（１０）「京都大学における黎明期の核融合研究一

林忠四郎氏へのインタビューから－」木村

一枝（第８回核融合エネルギー連合講演会講

演，２０１０年６月，高山市民会館）

（11）「我が国核融合研究草創期の実験装置とそ

の展開」黒田勉，松岡啓介，難波忠情藤

田111頁治，大林治夫，狐|埼晶雄，水内亨，平田

久子（第８回核融合エネルギー連合講演会講

演，２０１０年６月，高山市民会館）

２．論文

（１）「HistoryofNuclearFusionResearchin

Japan」UematsuEisui,TakedaTatsuokL

NisioSigeko（HistoriaScientiarum2nd

SeriesVo１１０.No.1（2000）１６）

（２）「日本の核融合研究開発の経緯1965～

ｌ９８６－関口忠氏インタビュー記録」西尾成

子，植松英穂，大林治夫，川上一郎，高岩義

信，竹田辰興，寺嶋由之介，難波忠情，藤田

順治若谷誠宏,木村一枝（NIFS-MEMO-33,

2001年１２月）

(3)「1980年代後半以降の日本の核融合研究開

発の経緯一関、忠氏インタビュー記録」西

尾成子，植松英穂，大林治夫，川上一郎,小

島智恵子，佐藤浩之肋，佐藤徳芳,高岩義

信，竹田辰興‘寺嶋由之介，難波忠清，藤田

順治,若谷誠宏,木村一枝（NIFSMEMO40，

2003年５月）

(4)「核融合研究アーカイブズ」難波忠情，

藤田順治（プラズマ・核融合学会誌Vol､８１

（2005）396）

(5)「KEK-UCLAWorkshoponKEKArchives

（2004)」報告木村一枝，大林治夫（｢共同

利用機関の歴史とアーカイブズ2004」総合

研究大学院大学（2005）pp356-364）

(6)「核融合科学におけるオーラルヒストリー

研究の概要」藤田順治（｢共同利用機関の歴

史とアーカイブズ2005」総合研究大学院大

学（2007）pp53-6L）

(7)「核融合アーカイブズにおける日米協力」

松岡啓介（｢共同利用機関の歴史とアーカ

イプズ2005」総合研究大学院大学（2007）

pp63-72）

(8)「核融合アーカイブズに基づいた多次元的

年表の編纂」木村一枝（｢共同利用機関の歴

史とアーカイブズ2005」総合研究大学院大

学（2007）ｐｐ､73-81.）

(9)「核融合アーカイブ室活動の現状」難波

忠情（｢共|可利用機関の歴史とアーカイブズ

2008」総合研究大学院大学（2009）pp75-

８８.）

(１０）「核融合科学研究所の設立に至る歴史」

松岡啓介（｢大学共同利用機関の歴史とアー

カイプズ2009」総合研究大学院大学（2010）
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ｐｐ､191-242.）

(11）“ScienceintheHistoryofJapan''，H

Iguchi；「Science､Technology`andSociety

-AnEncyclopedia-」(edi[edbySalRestivo)，

OxfOrdUniversityPress（2005),ＳｅｃｔｉｏｎＳ

ｐｐ５２０－５２４．

(12）「コンパクトヘリカルシステムのヘリカ

ルコイルにおける技術革新」松岡啓介（第

４回国際シンポジウム「日本の技術革新一理

工系における技術史研究一」論文集（2008）

ppl47-154.）

(13）「核融合科学研究所核融合アーカイブ

室」木村一枝（"記録と史料,,No.1８（2008）

ｐ56）

フ・ケーニッヒ製作の音響分析機（１９世紀末の

製作であり，ケーニッヒ製であることに疑いはな

いが共鳴器にはケーニッヒ製品特有のマークが

刻まれていない）などがある。

理化学機器のほかに，測量・製図関係の機器類

数百点，顕微鏡類数十点なども保管されている。

測量機器には，陸軍が模範とする国をフランスか

らドイツへと変更した時期に参謀本部から放出さ

れ，文部省を経て高等学校へと譲られたフランス

製のものが含まれる。製図関係の機器には，工部

大学校の刻印のあるものもある。

第一高等学校に関する教務関係・学生関係の文

書資料（駒場博物館蔵)｡第一高等学校旧蔵書（東

京大学駒場図書館蔵）にも物理学史に関連のある

ものが含まれている。第一高等学校生徒の作品

を集めた「校友会雑誌』には，本多光太郎が－高

時代に書いた複素数に関する論文も掲載されてい

る。

以上の資料については，東京大学総合文化研究

科内に設けられた－高資料ワーキンググループに

よって整理が進められており，今後の管理方法に

ついても検討されている二また，第一高等学校に

関連のある科学者・技術者の遺品など，新規資料

の収集･整理なども行っている｡東京大学駒場キャ

ンパス内の駒場博物館では，常設展，および下記

の特別展などの際に，物理学史関連の資料･の一部

が展示されている。

｢第一高等学校創立百三十周年記念駒場の歴史

展」（2004年１１月１日～１２月１７日）

｢小学生からわかる光の世界ニュートン・アイ

ンシュタイン･現代｣(2006年８月２日～９月１０日）

｢小穴純とレンズの世界」（2009年７月１８日～９

月２３日）

｢真空から生まれる科学と技術―アリストテレス

からカミオカンデまで－」（2010年１０月１６日－

１２月５日）

また，第一高等学校旧蔵の教材の一部の画像は，

ウェブーヒでも公開されている。

※核融合関係の研究者の資料として宇尾光治資料

があるが現在整理中であり，非公開である。

【旧制第一高等学校関係】

保管場所：東京大学駒場博物館

KomabaMuseum

〒153-8902東京都目黒区駒場３－８－ｌ

ＴＥＬＯ３－５４５４－６１３９，ＦＡＸＯ３－５４５４－４９２９

ｈｔｔｐ://museumc・u-tokyoacjp／

第一高等学校が旧蔵していた理化学実験機器が

東京大学教養部の駒場博物館に所蔵されており，

随時展示もされている。理化学機器類は１８７０年

代前後のものから戦後に至るまでの時期に製作さ

れており，第一高等学校が購入したものが大半で

あるが，なかには東京帝国大学から譲り受けたも

のも含まれている。

理化学機器の総数は９０点ほどであり，総量は

第三高等学校・第四高等学校等の旧蔵理化学機器

類に比べると極めて少ない。多くの機器類は処分

されてしまったが，特に珍しいもののみが重要

性に気づいた教員の手で守られてきたようであ

る。珍しい機器としては，スイス製のフーコーの

回転鏡（１９世紀末の製作と考えられる)，ルドル
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http://gazodljtcu-tokyo・acjp/ichiko/index・hｌｍｌ E-mail:museum＠a.m.kanazawa-uac.』ｐ

金沢大学が旧金沢城内キャンパスから角間キャ

ンパスへと移転した際に，第四高等学校旧蔵とさ

れる物理実験機器約1.200点の整理が行われ，四

間由来の90点が金沢大学資料館に，残りすべて

がｲilll県立自然史資料館に分割・保管されること

になった。この機器数は我が国で最も多いもので

ある。前者に収蔵された機器は図録②に収録され

ている。これらの機器の中には「石川県専門学校

(Ⅲ]治14-21年）で教育に使用された機器157種

249点の内，８１点が図録③に収録されている。

さらに，明治１１年文部省より全国の公立師範

学校に交付された物理実験機器１１０点に関して，

{i川県立中学師範学校（啓明学校）もこの交付を

受けていた。従来，この交付機器の存在は不明で

あったが調査の結果．石川県専門学校の第四高

等中学校への移管の際に作成された公文書に記載

の実験機器目録と，文部省交付実験機器目録との

一致から，１１０点のうち５７点が現存することが

明らかとなった。この詳細は図録③に記載されて

いる。また，石川県中学師範学校，石川県専門学

校で使用された輸入物理学書，同参考書に関して

は1｣録④に収録されている。これらのlXl録・目録

には関係事項の解説，資料の分析等が記載されて

おり，明治期の金沢での高等教育の実態を知るこ

とができる。

なお．金沢大学資料館へは，平成１９年に金沢

大学旧教養部が旧蔵していた四高由来の物理実験

機器86点が移管され，現在は，計176点を保管

している。また．併せて，関係した物理機器カタ

ログ７９点も保管している。

|xl録①金沢大学資料館目録１.「金沢大学資料館収

蔵，第四高等学校物理機器図録」金沢大学資料館

(2004）

|叉1録②「四高由来の物理実験機器カタログー石川

県教育委員会所蔵一」永平幸雄，石丸治平，今江

新成（2005）

|叉|録③金沢大学資料館目録3.「石川県専門学校物

【旧制第三高等学校関係】

保管場所:京都大学総合博物館（1977年４月創設）

TheKyotoUniversityMuseum

責任者：大野照文（館長’京都大学教授）

〒606-850l京都大学左京区吉田本町

ＴＥＬ０７５－７５３－３２７２

http://www・museumkyoto-u､acjp／

京都大学総合博物館には，旧制第三高等学校111

来の物理実験機器（三高コレクション）が628点

保存されている。４点は常設展示されているが

その他は収蔵庫に保管されている。628点のうち

562点は購入年，購入金額，入手先等が当時の実

験機器台帳等から判明した。コレクションの概要

を述べると.物理学の分野別の実験機器構成では，

電磁気学が254点(45％）で最も多く占めている．

次に多いのが光学機器で100点（18％）となって

いる。雌入年でみると，明治期が342点（61％）

で最も多い。大正期の機器数は161点（16％)，

昭和期ただし昭和２０年までの機器数が１３１点

(23％）である。明治１９年（1886）年までにlMIi入

された実験機器数は７７点（14％）であり，この

時期は，「１本の学校制度形成期の歴史的にJFK要な

期間であり，これらは特に歴史的に貴重な実験機

器といえよう。

永平幸雄，川合葉子編「近代日本と物理実験機

器京都大学所蔵明治・大正期物理実験機器」京都

大学出版会，2001年，349頁

【旧制第四高等学校関係】

保管場所：金沢大学資料館（1989年４月創設）

責任者：古畑徹（金沢大学資料館長，金沢大学

人間社会研究域歴史言語文化学系教授）

〒920-1192石川県金沢市角間町（金沢大学附属

図書館）

ＴＥＬ０７６－２６４－５２１５，ＦＡＸＯ７６－２３４－４０５０

ｈｔｔｐ://ｍuse・w3kanazawa-u・acjp／
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[原子核・素粒子および物質構造科学関係資料】

保管場所：大学共同利用期間法人高エネルギー

加速器研究機構社会連携部情報資料室史料

室（2004年４月１日設置）

責任者：関本美知子（室長）

〒305-080l茨城県つくば市大穂ｌ－ｌ

ＴＥＬＯ２９－８６４－５１００

http://www・kekjp/archives／

目的：

ＫＥＫそのものとそれがかかわる研究分野にお

ける記録資料（即ち史料）を収集整理し保存・

管理するとともに，必要に応じてその史料を外部

の人々に公開し，またその調査・閲覧を求める研

究者の便宜をはかる。

同時にその史料によってＫＥＫの歴史を調査し

既存の史料では不十分な情報を補うためにかつて

活躍した人々にインタビューをしたり．シンポジ

ウムを企画して招待講演など開催しつつ，史料の

発掘につとめていく二・

主たる業務内容：

（１）ＫＥＫがかかわる素粒子・原子核および加

速器科学．物質構造科学および法人文書に関

する史料の恒常的総合的及び系統的な調査．

収集．整理，保管．

（２）史料目録の作成とそのデータベース化

（３）収集及び整理された史料及びその目録の適

切な公開基準に基づく公開，

（４）収集及び整理された史料に基づく年表の作

成など史料の編纂．

(5)アーカイブズの手法に関する調査及び研究，

（６）国内外の関連機関とのアーカイブスに関す

る共同研究，等

所蔵資料：

１．商エネ研および本機構における非現用法人

文書（評議員会議．運営協議員会議等の議事

録等）

２．その他機構関連資料（旧東京大学原子核研

究所関係，関連研究者からの寄贈文書等）

理機器図録一明治１０年代の物理教育と文部省交

付物理機器一」金沢大学資料館（2005）

目録④金沢大学資料館Ｈ録2.「石川！,L専門学校洋

書目録一明治日本の近代化に貢献した洋書一」金

沢大学資料館（2004）

図録①③④は．金沢大学資料館のＨＰからダウ

ンロード可能。また，現在金沢大学資料館では．

ヴァーチャル・ミュージアム榊想のもと．所蔵実

験機器の多面的な写真撮影とカタログの写真撮影

を進めており．まもなくＨＰ上からこれらを見る

ことができるようになる予定である。

保管場所：石川県立自然史資料館（2006年５月

開館）

〒920-1147石川県金沢市銚子lllTリ４４１番地

TELO76-229-3450（代表）

ＦＡＸＯ７６－２２９－３４６０

http://www・n-muse-ishikawaorjp／

E-mail:infb-m＠n-muse-ishikawaorjp

金沢大学の移転に伴い，旧教養部や理学部，教

育学部に所蔵されていた|Ｕ制第'19高等学校(四高）

由来とされる物理実験機器やその他の機器が石

111県教育委員会に移管され，石川県立自然史資料

館で管理されることになった。その内747点は囚

高の実験機器台帳「第四高等学校物理室物理機

械図入目録」（昭和２０年）との照会によって四

高由来であることが確認された。台帳の目録に記

載されていない363点の中に四高由来のものが含

まれているであろうと考えられている。これらの

調査の結果は．開館に先立って２００５年にカタロ

グ(1)となっている。

なお，館内では「四高の物理実験機器」とし

て．代表的な実験機器を解説付きで常設展示して

いる。資料館としても，これらの物理実験機器を

理科や歴史などの教育・研究に活用されている。

(1)永井幸雄．石丸治平．今江新成『四高由来の

物理実験機器カタログー石川県教育委員会所蔵

一」（2005）
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2010年９月日本アーカイブズ学会「大学共同利

用機関におけるアーカイブズの現状

について－高エネルギー加速器研究

機構を中心に－」関本美知子

論文：

2009年３月総合研究大学院大学共同利用機関

の歴史とアーカイブズ２００９基盤

機関の成立史

「原子核研究所設立から高エネル

ギー物理学研究所へ」関本美知子

「設立後のＫＥＫでの共同利用形態

の変遷」菊谷英司

2009年３月全国歴史資料保存利用機関連絡協議

会記録と史料「KEＫ史料室一自

然科学系におけるアーカイブズとは

－」関本美知子

2011年３月日本アーカイブズ学会アーカイブ

ズ学研究「大学共同利用機関におけ

るアーカイブズの現状と課題」関本

美知子

３．高エネ研・本機構関連研究施設・設備など

の写真やスライド・ビデオ等

４．ＫＥＫと直接，間接に関わった研究者のオー

ラル・ヒストリーの記録

５．｜日プロジェクトの機器遺産（特に大型機器

は順次野外展示で公開していく予定）

以上の保管文書に関しては，史料室のＨＰに登

録済の資料群一覧が以下で得られ，

http://www,kekjp/archives/resources／

collection2011010Lpdf

また保存資料の検索は機構内でのみインター

ネットから可能。

資料の閲覧：

閲覧は，史料室へ事前連絡の上，室内でのみ可

能。詳細は以下を参照。

http://www､kekjp/archives/Services/index・ｈｔｍｌ

共同研究：

総合研究大学院大学における基盤機関内で，現

在自然科学系アーカイブズのネットワークを構

築，研究機関のアーカイブズとしてのあり方の検

討を活動の目標の一つに掲げている。

口頭発表：

2002年３月日本物理学会「原子核研究所の設立

を通して見る日本の学術体制」高岩

義信，竹田辰興，植松英穂，西尾成

子

2003年３月日本物理学会「｢核研」および「原

子核将来計画」と「研究体制｣」高

岩義信，植松英穂，西尾成子，竹田

辰興

2005年３月日本物理学会「KEＫ史料室の資料

から見る．初期の日本の高エネル

ギー加速器の研究」高岩義信，菊谷

英司，平田光司

2010年９月日本物理学会「日本における高エネ

ルギー加速器に関する歴史Ｉ」関本

美知子，平田光司，菊谷英司，高岩

義信

【国立天文台すばる資料室】

発足年：1998年６月

責任者：すばる室長野口邦男（2011年現在）

所在地：東京都三鷹市大沢２－２１－１国立天文台

すばる棟３階

問い合わせ先：

ＴＥＬＯ４２２－３４－３５１９

ＦＡＸＯ４２２－３４－３５２７

所蔵資料の概要：

l）すばる資料室設置の経緯：ハワイに設置され

たすばる望遠鏡は，2000年から世界の天文学

者の国際共同利用観測施設として活躍している

が，この共同利用を支援するために必､要な資料

を保存，管理することを主たる目的として設置

された。

2）資料の概要：主な資料は以下の物がある。

ａ）すばる関連の設計，検査などの技術資料
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ｂ）すばる建設に関係した技術検討会資料及び

開発成果報告資料

ｃ）光赤外天文学分野の研究会等の収録（1970

年以後）

ｄ）すばる建設時の記録写真，動画映像，及び

それらを処理するための機器

ｅ）すばる関連の'し'１版物，印刷物，新聞記事の

切り抜き等

。）ｅ）はアマチュアやマスコミ。生涯学習施

設等からの広報普及に関わる要望に応えるた

めの資料や，資料を利用した際の成果物等

関連文献：

（１）「国立天文台すばる資料室」野口邦男（総

合研究大学院大学「共同利用機関の歴史と

アーカイブズ2007｣研究会,2008年２月８日

総合研究大学院大学葉山高等研

究センター）

（２）「国立天文台すばる資料室2008年度の活

動」野口邦男（総合li)|:究大学院大学「共同利
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験を支えた機器類がとくに重要である。島津製作

所はそれらの機器類の主な供給元となってきただ

けに，資料館の機器類を見ることは日本の明治以

来の教育用実験機器を概観することにもなる。

島津創業記念資料館に保管・展示されている物

理学関連の実験機器類は分野と時代を幅広く網羅

している｡分野的には｡力学,音響学,熱学,光学，

電気・磁気・電磁気学にわたり，測定器具も含ま

れる。時代的には，｜ﾘ]治期の機器類を中心とする

が．大正期・昭和期も含まれている。電気関連で

言うと，明治時代に製造・使用された，ダニエル

電池，トムソン反射検流計,コールラウシュブリッ

ジ，クルックス管などがあり，光学関連では，同

じく明治時代のドラモンド石灰灯，友田式スペク

トル投影装置，反射・屈折試験器叶偏光器，円柱

鏡,顕微鏡などがある。文献には,明治１５年(1882

年）に島津から刊行された「理化器械目録表」（ア

メリカのRitchie社のカタログを見本としたとさ

れる）などがある。

【東北大学史料館】（資料の詳細は本多光太郎資料

参照）

〒980-8577宮城県仙台市青葉区片平２－ｌ－ｌ

ＴＥＬＯ２２－２１７－５０４０

http://www2.archives・tohoku,acjp／【島津創業記念資料館】（1975年開設．2011年４

月１日リニューアルオープン）

責任者：左近茂樹（島津創業記念資料館館長）

〒604-0921京都市中京区木屋町二条南

TELO75-255-098qFAXO75-255-0985

http://www・shimadzu､cojp/visionary/memorial‐

hall/indexｈｔｍｌ

所蔵資料

島津創業記念資料館は，島津製作所の創業100

年（1975年）を記念して開設され’島津製作所

が製造した歴史的な教育用理化学機器，医療用装

置，産業用製品，それらに関する文献など600点

あまりを保管･展示している｡物理学史資料にとっ

ては，明治以来の中等・高等教育機関での物理実

【日本物理学会所蔵資料】

(社）日本物理学会（１９４６年４月２８日設立）

PhysicalSocietyofJapan

運営組織:日本物理学会物理学史資料委員会(1984

年９月設立）

委員長：岡本拓可

〒105-0004束京都港区新橋５－３４－３栄進開

発ビル５F

TELO3-3434-267LFAXO3-3432-0997

所蔵資料

Ｌ東京数学会社創立（1877年９月）以来，日本

数学物理学会解散（1945年１２月）までの学会
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関係資料

2．日本物理学会設立（1946年４月）以後の学会

関係資料

３－物理学会へ寄贈された資料

ａ個人資料(講義ノート,受講ノート，日記など。

水野善右衛門宮原将平，土井不曇のものな

ど）

ｂ、小谷正雄，量子力学学習ノート

ｃ、戦前の学術雑誌：東北大学理科報告，理化

学研究所藁報．科学（岩波書店）など

日本物理学会の事務局が2003年に移転し，そ

れまで事務局と同じ建物内に保管されていた物理

学史資料は成圧|の倉庫に移された。「Ⅱ本数学物

理学会記事」など若干の資料は現事務局に保管さ

れているが，その他の資料は，所定の手続き（以

前と変化はない）を経て許可を得たのち，成田か

らの取り寄せをまって閲覧することとなった。、

成田移転にあたっては，物理学会が所蔵して

いた多くの資料（外国の物理学会等から送られ

た定期刊行物，寄贈された書籍等を含む）の整

理・選別等にも，資料委員会が関わった。その過

程で，東京数学物理学会発足から戦争直後の数学

会・物理学会の発足に至るまでの事務書類（内容

の多くは「記事」に掲載されている）が発見され

た。2004年度に,岡本がこれらのリストを作成し,

マイクロフィルム撮影を行った。

また，2004年に東京大学教養学部駒場博物館

で開催された「第一高等学校創立130周年記念駒

場の歴史展」において．第一高等学校の教員を務

めた土井不曇のノート（日本物理学会所蔵）の一

部を展示した。土井のノートには傷みが見られた

ため．これも２００４年度に岡本がマイクロフイル

ム撮影を行った。

マイクロフイルム撮影後の確認作業のため，新

発見の事務書類と土井不曇ノートは，東京大学大

学院総合文化研究科科学史科哲学研究室の岡本研

究室に置かれている。マイクロフイルムからのデ

ジタル化も検討中である。

高千穂大学の勝木渥研究室に置かれた日本物理

学会所蔵の資料の一部も，勝木の定年後，東京大

学の科学史科哲学研究室の書庫に移されている。

２０１０年には．藤田良雄会員より未製本の「日

本物理学会誌」の寄贈を受けたが，これも東京大

学科学史科学哲学研究室の書庫に保管されてい

る。

保管場所:東京大学大学院総合文化研究科科学史・

科学哲学研究室岡本研究室

〒l53-8902東京都目黒区駒場３－８－１

ＴＥＬＯ３－５４５４－６６９４ＦＡＸＯ３－５４５４－６９７８

【物性関係資料】

東京大学物性研究所物性研究資料室（1984年４

月１日創設-1999年８月閉鎖）

物性研究所の物`性研究室は，物性研究所の柏移

転が決まったため．1999年８月に閉鎖された。

収納されていた資料は，①機械振興会館地下の

日本物理学会倉庫．②高千穂商大勝木研究室．③

日大理工学部倉庫（安河内昂資料）に分割保存さ

れていたが．①は物理学会事務所の移転に伴い物

理学会の成田の倉庫に，②は勝木の定年退職に伴

い東大駒場の科学史・科学哲学研究室の書庫に．

③は核融合研究所にそれぞれ移された。

【理化学研究所広報室記念史料室】

独立行政法人理化学研究所広報室記念史料室

連絡先：広報室

〒351-0198埼玉県和光市広沢２－l

TELO48-467-9273（記念史料室直通）

理化学研究所の設立の経緯を伝える資料や．運

営に関わる記録のほか，長岡半太郎,本多光太郎，

鈴木梅太郎，寺田寅彦，仁科芳雄，西川正治など

個々の研究者に関する資料が所蔵されている。ま

た．実験機器類も保管されており，広島・長崎で

の原子爆弾の調査で使用された放射線測定器など

も含まれている。
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