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王禎農書・水車考

はじめに

(1)ヨ ーロッパとアジア

東アジアと西ヨーロッパは世界史上封建制を内

発させ且つ此を古典的に発展させた 2大地域であ

る。だがアジアは後期封建制―マニュファクチュ

アの段階で前進の歩教をとめたのに,ヨ ーロッパ

はそこから更に産業革命を引き出し資本制生産を

「実質的に」,生産力構造の基底にまで立ち入って

確立したという重大な違いがある。 それ は何故

か。アジア人は誰でもこの間を自分に発せざるを

得ない。

そこでまず念頭に浮ぶのは中世末のコーロッパ

とアジアの市場構造の差別であろう。中世末の代

表的商品は織物であった。ヨーロッパで は毛 織

物,ア ジアでは絹織物であった。ところでヨーロ

ッパの毛織物はアジアの絹織物にくらべて商品と

しての長所,つまり伸び勢においてすぐれていた

と感じられる。毛織物には全ヨーロッパの庶民の

増大する需要が開けていた。中世末のヨーロッパ

の毛織物市場は既にレッキとした世界市場であっ

た。そしてイギリスはその市場競争に勝った。イ

ギリスにのみ与えられた風土の特色がその勝利を

助けたことは否みがたい。イギリスの気候と土壌

がイギリスに良質の牧草を与え,ひいてヨーロッ

パ第一の羊毛の品質,と くに長繊維を与えた。イ

ギリスの羊毛価格は11世紀に既にヨーロッパの羊

毛価格を左右したと言われる。そして15世紀末に

はイギリスの毛織物業は先進のフランドルの毛織

物業を完全に打ちのめしていた。その時以後 2世
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紀にわたるマニュファクチュア的富の蓄積こそ18

世紀産業革命―機械発明の沸騰の世紀の資金源と

なったのであった。アジアの絹織物にはそのよう

に底の深い,庶民に支えられた需要市場は存在し

なかった。またそのように際だった特産地形成の

条件は存在しなかった。

それは経済史 (生産関係)的側面から見たコーロ

ッパとアジアの対照の感想であるが,技術史 (生

産力)的側面から見れば, ヨーロッパと アジアの

進路の上にはどのような差別が対照されるであろ

うか。いわゆる中世の暗黒時代を通 りすぎて14世

紀文芸復興の前後から,ヨ ーロッパは技術史の上

でも活発に動きはじめた。いや,も うす こ し早

く,11～ 13世紀が既に第一次イングス トリアリゼ

ーションの時代であった。その上に商業ルネサン

スが開花したのであった。この初発の産業革命の

技術的基礎をなしたのは水車利用の新展開,グ ン

ーン・ ミル (ロ ータリ・ ミル)の域を一歩踏み出し

たフリング・ ミル (ハ ンマー●ミル)の展開であっ

た。それが銑鉄量産と毛織工程能率化の技術的基

礎を提供した。この前史があったからこそ18世紀

の本格的産業革命の諸発明,ワ イアットのローラ

ー紡績機からワットの汎用蒸気機関に至る発明の

系列が急速に実現されたのであった。中国ではど

うか。おそらく王禎農書は一つの劃期 に違 い な

い。それはヨーロッパの第一次イングス トリアリ

ゼーションとどんな異同点があったろうか。本格

的産業革命がそれに続き得なかったのはどういう

事情によるのか。これを考えたいというのがこの

小考の出発点である。

この問題が最初わたしの念頭に浮んだのは20何



(2)機械の論理

「 ダーウィンは動植物の生活のための生産用具

としての動植物の諸器官の形成に関心 を 向け た

が,社会的人間の生産的諸器官の形成史も同様の

注意に値するのではなかろうか。技術学は自然に

対する人間の能動的態度を現しており,人間の生

活の直接的生産過程をあらわに示している。」(『資

本論』,一巻13章,機械と大工業)

生物的諸器官の形成史が人間において極に達し

たように生産的諸器官の形成史は機械において極

に達した。機械の生理的構造はどうな ってい る

か。

「発達した機械は三の部分から成っている。原

動機と伝導機構と道具機 (作業機)の三である。そ

して道具機こそは産業革命が18世紀にそこから出

発するものである。1735年にワイアットがその紡

績機械を,ま たそれによって産業革命の到来を世

に告げたとき,彼はそれが人力でなく艦馬に運転

されるなどとは一言も言わなかった。指を使わな

いで紡 ぐ機械/ これが彼の目論見で あ った の

だ。・………

道具を使 うとき人間は単に原動力としての働き

をする側面と固有の作業者としての働きをする側

面とを持っている。紡車を廻すのは原動力として

の働きであり,糸を撚るのは固有の作業者として

の働きである。その後者をこそ産業革命はまず捕

えるのであって,前者はさしあたりまだ人間にま

かせておくのである。なるほど前者もまず畜力と

か水力とかの応用を呼びおこすし,一部はマニュ

ファクチュア時代にすでに機械になるまで成長も

するが (ニ ューコメンのビーム蒸気機関を言っている

のであろう。引用者)それは決して生産様式を変革

しはしない。反対に18世紀の相次いでの道具機の

創造こそ蒸気機関の革命 (ワ ットの汎用蒸気機関発

明を指しているのであろう。引用者)を必然にしたの

である。」(『前掲書』)

もちろん道具機の運転のためには此に見合うだ

けの動力機発明,ま たは伝導機構の改革が必要な

前提である場合も少くない。機械の3部分の関係

は一方的な因果関係というよりも相互関係と言う

べきであろう。

産業革命が作り出した機械は技術史の上でどん

な役割を果したものかを一応たしかめておこう。

人間が指で綿を引っ張 り此に撚りをかけていたあ

いだはどんなに熟練しても同時に2個の紡錘をあ

やつることはできない。同時にあやつり得る道具

の数は人間の手の数,利き手の数,一個に制限さ

れている。紡績機械 (道具機)ではローラーが手に

代って綿束に ドラフトを与え,フ ライヤーが手に

代って綿東に撚 りを与える。ローラーの数をπ個

にふやし,フ ライヤーの数を ,2個にふやせば,同

時にπ本の糸が紡ぎ出される。同時に作業し得る

数は有機体的制限から解放されて無限にふやすこ

とができる。作業工程は無機化し自動化する。

紡車を手で廻していた問,出力には生理的限界

があった。人間は一馬力を出せないし,馬は10馬力

を出すことはできなかった。人間も馬も時 疲々れ

た。24時間おなじ力を均等に出しつづけることは

できなかった。水車)ま たは蒸気機関が人力と畜

2

年も昔のことである。昭和25年 ごろ,わたしは京

大人文科学研究所の技術史部会で「斉民要術」の

農学について報告したが,そ のあとの討議の席で,

名前は聞かなかったがある一人の方が,「中国は2

千年の科学史のなかでついに歯車の歯数変換の法

則ひとつ発見しないで終った」と感想を述べられ

たことが強くわたしの印象に残ったのであった。

次にわたしに強烈な印象を与えたのは昭和45年の

夏,ジ ョセフ・ニーダム博士の来日の機会に持た

れた懇談会で,博士が「西暦 1世紀初頭,後漢の

社詩,水力輔を作る,の記事は世界最初のクラン

クの記述である」と指摘されたことである。当時

わたしは王禎農書に現われる水力機器の知見は,

マルコ・ポーロの中国滞在の後でもあるから,い

ずれ西学摂取の所産であろうと漠然と考えていた

のであった。王禎農書の農器図譜をあらためて精

読してみると,その水器篇には西学摂取の痕跡は

まったく認められない。そのことはわたしにアジ

アー中国の持つ問題の重味を今さら強く感じさせ

た。
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力にとって代ったとき,出力は数倍数十倍となり,

24時間間断なく均等な力を出しつづけることがで

きる。原動力も有機体的制限から解放されて無機

体の自動機構となる。そしてラッグ,歯車,ク ラ

ンクなど新しい伝導機構の開発はこの無機的動力

を種々の目的にかなった運動形態に変えることを

可能にする。廻転運動を往復運動に/あ るいは往

復運動を廻転運動に/等 々。産業革命はこの技術

革命を完成することによって工場制大生産の基礎

を据えたのであった。

(3)水車の論理

「 ローマはあらゆる機械の基本的形態を水車に

よって伝えた。機械の全発達史は粉挽水車の歴史

によって追跡することができる。英語では工場の

ことを今でもミル (水車)と 呼ぶ。」(『資本論』一巻12

章,分業とマニュファクチュア)

もっともローマの水車が伝えた「機械の基本的

形態」というのはもっばら原動力および伝導機構

の側面においてであったろう。つまり本来の 水

輪 の機構においてであったろう。粉挽水車の道

具機である挽き自 (磨)は手で廻し, 馬に廻させ

た時の挽き日と変ったところはない。ただ原動力

が大きくなっただけ挽き自の図体も大きくなった

だけである。水車の水輪はそうでない。それは生産

活動の中にはじめて無機動カー水力を導き入れた

ことで劃期的であった。自然の動力は気体 (空気)

および液体(水)の運動に起源する。空気の運動は

気圧の差に基き,水の運動は落下の重力に基く。

空気の運動は無規則的であり,水の運動は直線的

落下を基本形とする。車輪は車軸に支えられては

いるが,車軸に固定されてはいない。車輪の中心

たる穀の中を車軸が通っているだけである。だか

ら車輪は車軸を中心にして回転できる。もし車輪

が地面と摩擦して制御されれば車輪は運搬車にな

る。もし車輪の周に羽根をつけて此に水の落下力

をぶつければ車輪は車軸を支点として回転し,水

車になる。奔放自在であった水の運動は人間～水

車に捕えられて規則的回転運動にとじこめ られ

る。人間は,は じめて無機的動力を支配下におく。

人間の手はあらゆる形の運動を作 り出す。押す,

引く,回す,捻 じる等。腱の発達がそれを可能に

している。役畜は前進運動ができるだけである。

綱で柱に繋がれるとそれが規則的廻転 運動 に変

る。往復運動や持ち上げ運動はできない。畜力が

神の創造であったとすれば,水車は人間の創造で

あった。無機的動力の処女作品であった。水車が

起こし得る動力の形は水平か垂直の回転運動だけ

である。だが生産工程は種々の運動形態を要求す

る。そのためには運動形態を転形する種々の伝導

機構の介入が必要である。水車 2千年の歴史は主

として伝導機構の発達の歴史であったと言っても

過言でない。その大要を追ってみよう。

水車には水平水車 (臥輪)と 垂直水車 (立輪)の

二種がある。垂直水車の場合は水流は水輪の上部

で羽根にぶっつかる。上射式水車である。

水平水車の場合は水流は水輪の下方で羽根にぶ

っつかる。下射式水車である。上射式水車は水の

落勢をフルに受けとるから出力効率はヨリ高い。

粉挽きは水平に重ねられた挽き自の上自を水平面

で回転させるのであるから水平水車の回転運動を

そのまま(伝導機構の介入なしに)利用できる。垂直

水車の場合はその垂直回転運動を途中で水平回転

運動に転形してからでないと挽き日は回せない。

運動転形のメカニズムは水車横軸にとりつけた歯

車と挽き自の垂直軸にとりつけた歯車とを直角に

噛み合せればよい。逆に水平水車の縦軸歯車と拾

き上げ輔輔の横軸歯車を直角に噛み合せれば水平

水車で輔櫨の垂直回転 (拾上げ)を起こさせること

ができる。

垂直水車の横軸に突起をつければ掲き自の横置

された 槌 を持ち上げることができる。放せば槌

は自動的に落下するから,こ の槌の上下運動で穀

物を精白し,積石を粉砕することができる。槌が

日本の水車の場合のように縦置されてい るな ら

ば,此にもラッグをつけて動軸のラッグと噛み合

せればよい。

こうして歯車は回転運動の運動軸を∞度転換さ

せることができた。またラッグは回転運動から上

げの運動をとり出すことができた。残っているの
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は回転運動か ら往復 (押し引き)運動をとり出すこ

と,それによって輔箱の扉の押 し引き(熔鉱炉への

強制送風)を 自動的に水力で行 うメカニズムであ

る。それは伝導機構にクランクを装置することで

成 しとげられた。以上が水車発展の大要であ り,

それは伝導機構(歯車,ラ ッグ,ク ランク)の展開の

歴史であった。

注

後に,往復運動をするビーム機関として出発した

蒸気機関に,機関車動輪を回すための回転運動の形

態を与えたのもクランクであった。

(4)水 車と雨量

水車動力の源泉はむろん流水である。流水の源

泉は降雨である。

いま南欧 (ロ ーマ),西欧 (パ リー),華北 (北京)

華中 (南京)の四季別降雨量を示せば次のとおりで

ある。

(単位 mm)

年計

パリーは北京と共に年雨量は少いとはいえ,四

季,ま た月々の雨量はほとんど平均している。此

に反しローマの雨量は秋冬半年に 7割が降 り,夏

は10%が降るにすぎない。冬雨型である。北京と

南京では夏にそれぞれ 8割 と5割の雨が降 り,冬

にはそれぞれ15%と 17%の雨が降るにすぎない。

夏雨型である。此から見てパ リーに代表される西

ヨーロッパが年間一定の河水流量を要求する水車

の立地として特にすぐれていることは明らかであ

る。13世紀の西ヨーロッパはこの河流事情を背景

として粉挽水車から縮絨水車等の,ハネ槌を主と

する工業用水車の拡充に進み出,内陸 。河岸都市

の形成に寄与することができたのであった。

水車利用事情における東と西の差別にふれると

なると,い ま一つ,水車の初歩的な用途であった

穀物調製に関連して, コーロッパは小麦社会であ

り,東アジアは稲 (乃至粟)作社会であったという

ことが水車の在 り方に顕著な差を及ぼ しているの

が注目される。小麦は粉に挽いて食用部分と数と

を分離 しなければバンに焼 くことができない。そ

のためには小麦粒に重い圧 し蝶きの力をかけなけ

ればならない。それは挽き自 (磨)である。磨は

上自が水平面を回転するのであるから,それには

水車が水平水車であることが望ましい。はじめ歯

車が木製であった頃には歯車の媒介を必要としな

いで挽き自を回せる水平水車は簡単であ り,重宝:

であった。水平水車と挽き日はヨーロッパで特徴

的に発展 した。

アジアの稲作農業は灌漑～揚水と密接に結びつ

いてお り,稲実は製粉でなく糎招 り,精白すれば

飯にたける。その目的には挽き自よりも掲き自が

はるかに適 している。そして掲き自の杵を持ち上

げるためには,垂直水車の横軸にラッグを装置す

るのが最も簡便である。中国では水車による穀物

調製器としては水碓 =機碓が最も早 く現 れ て い

る。灌漑・揚水に水力を用いることは時代的にず

っと遅れるが,こ の場合にも垂直水車が恰適する

ことは言 うまでもない。

注

垂直水車か水平水車かという分れ目をきめる要因

として,河川が急流で落差が大きいか,地形平坦の

中を悠々と流れる大河であるかの違いが別に挙げら

れる。

ヨーロッパにおける水車の文献上の初見は,お

よそ西紀前80年のギリシアのアンチパ トルスの粉

挽水車の詩であろうという。中国における初見は

西紀30年代「後漢の社詩,水排を作る。」の記事で

あろう。その後1800年 ,18世紀に蒸気機関が原動

力として君臨するまでにヨーロッパと中国の水車

史はどんな発展,ま たは停滞の経路をたどったで

あろうか。それは老輩の手に余る仕事である。た

だわた しはその第一歩として,以下,1313年 に著

作された王禎農書の農器図譜14,水器門によって

近世初頭における中国の達成水準を確かめておき

たいと思 う。
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1 王禎の穀物水車

(1)王 禎農書・ 農器図譜

元の王禎農書 (1313年)は後魏の斉民要術 (550年

ca.)と 並ぶ中国古農書の前後の二大峰である。斉

民要術が華北・山東の黄土畑の匂いに濃く染めら

れているとすれば,王禎農書は元・統一国家の南

北の農業技術を打通し,それぞれの到達水準を全

国に均らして国運隆昌の基礎としようとする熱情

に貫かれていることが特徴的であり,18世紀フラ

ンスの「百科全書」の熱情を労髯させる。要術で

は天地自然の理法に人功が随従することを農道の

基本としているが,王禎では人功は天地自然の理

法を無限に発掘し顕現させることができるという

新生産力論の立場に貫かれている。「木綿はもと

南海の産,中国の風土は木綿に宜しからずとの説

をなす者あり。此を風土に托すといえども,実は

種芸未だその法を得ざるにあるのみ」と言い,「水

碓と醜車と,いずれも後世の機巧に出づるもの。

古の聖人の本を斬って杵とし,地を掘 って 日 と

なせしにはるかに勝れ り」と言うのが それ で あ

る。

二つの代表的農書のそれぞれの特徴として,い

ま一つ,編書の体裁に既に顕著な違いが見 られ

る。斉民要術は第 7,8,9の 3巻をあげて農産物

の加工調理法にあて,それが第10巻,外国物産志

を除く前 9巻計 169頁 (万有文庫本で)の うちの73

頁 (43%)を 占めるのに対し, 王禎農書は農桑通

訣 6巻,百穀譜 4巻 (両者計,万有文庫本で118頁)

に続けて農器図譜12巻に422頁を割いていること

である。しかも図譜12巻20門のうち加工用具に 6

門をあてており,その内容は次の如くである。

杵自門

潅漑『]

利用門

織維門

績架門

麻苧門

(図譜 9)

(′′ 12)

(′′ 14)

(′′  18)

(′′  19)

(′′ ")

・人力・畜力揚精器

・潅漑水車

・掲精水車および水排

・絹紡織機器

・綿紡織 ″

・麻紡織 ″

中国で最初に工具を包括的に記載したのは『周

礼』の冬官・考工記13巻であるが,王禎の農器図

譜はその後およそ1300年の間に格段に発達した農

業用および工業用機具を網羅しており,しかも此

を直接の見聞と実地の試用と周到な考証に基いて

記載し図示している。清官撰の『四庫全書総目提

要』は評して言う,「此書は引拠は広く,文章は

典雅,絵画もまた巧緻,華実兼備すと言うべし。

……図譜中所載の水器は最も実用に牌益す。また

毎図の末に必ず添 うる銘讃と詩賦も風雅にして誦

すべし」と。其はョーロッパ16世紀のレオナル ド

・ グ・ ヴィンチのノー ト,ア グリコーラの『金属

について』と並んで近世初頭を劃する東と西の代

表的な工芸の書であると言ってよい。仁瓶貞一 ,

『北支の農具に関する調査』(192年)は「現在の

北支の農具は王禎農書の農具とまったく同じと言

ってよい」と記している。

王禎の水器を勉強するに当って次の二書からは

多くを教えられた。記して謝意を表す。

天野元之助,「農器図譜の考察」(藪内清編,『宋

元時代の科学技術史』所収の同氏論文,「王禎農書研究」

中の一節)。

J. Needham,``Science and C市ilizatiOn in

China。 ''こ とに第Ⅳ巻,(2),Mechanical engi‐

neeringの部分。

なお本小論に載せた王禎の農器図は水磨 図を

『農政全書』(中華書局,1956年刊)か ら借 りた他は,

すべてニーダム博士の上掲書のものを借用した。

出典が確実で印刷が鮮明であったからである。記

して謝意を表す。

なお明末,宋応星の「天工開物」(1637年)は王

禎「農器図譜」を理解するために是非参照しなけ

ればならない。三枝博音解説本 (昭和18年)と 藪内

清訳注本 (東洋文庫)と がある。

(2)掲 き臼・水碓

漢代中国の主穀は粟であった。此を補 うものは

裸麦 (大麦の名称で呼ばれていた)であった。唐代に

至って小麦が高田 (地下水から断絶している畑地)に

も作られてその作付面積を増し,粟に匹敵しやが



きて栗を追いこす主穀の座に上ってゆく。小麦は

主食の一となり粉食を流行させる。裸麦の粒食は

犠れ,大麦の名称で呼ばれるものは馬糧の皮大麦

(糠麦)と なる。

漢魏六朝の間の主穀,主食はこうして粒食の粟

がその地位を占める。粟は挽き自 (磨)にかけると

砕米になってしまう。粟の調製法は掲精であ り,

その器具は掲き自である。掲き自にはお月さまの

兎のように手で掲 く杵日と,挺子を利用 しつつ脚

で杵を上げ下げする踏碓とがあった。挽き日には

人力の次には畜力でまわす畜力磨があったけれど

も,掲き日の杵の上げ下げ運動は役畜の手にはか

かれない。手掲き,脚踏の次に現れたのは原始的

な水力碓すなわち槽碓である。杵の末端を拡げて

槽状にし,こ こに流水を蓄えては挺子を使って杵

の先端を上げ,槽水が放出されると杵先端が落下

する仕組みである。

後漢・霊帝時 (168～ 188A.D.)の 人, 服虔の通

俗文に「水碓を醗車碓という」とあるのは中国に

おける水碓の最初の記述であろう。槽碓に比べて

その構造が複雑であるため機確とも呼ばれた。

注

天野元之助氏は後漢・桓諄の桓子新論に「機関を

設け,瞳を用い水を役して春く。その利百倍せり」

とあるのを,此は槽碓でなく機碓であったろうとさ

れる (『中国農業史研究』,860頁 )。 畜力で杵の上下

運動をさせたという点は理解しがたい。「機関」と

は磨一硬橙ではなかったろうか。ニーダム博士もこ

の点にふれ,「機碓には畜力はマッチしないようで

ある。機碓畜転のことは20A.D.の桓諄の新論の外

に記載がない」と言っている。

水碓の構造は『天工開物』から取った別掲の水

碓図に見るごとく,垂直水車の横軸に附 した横木

が横置された掲 き 杵の尾端を押えると杵頭は上

がる。横軸が回って横木がはずれると杵頭は落下

して日中の粗穀を撃って精白するのである。 日本

の水車の場合は掲き杵は垂直に縦置された。この

場合は横動軸に横木をつけるほか,鴇 き杵にも横

木をつけないと押 し上げが利かない。

農器図譜の機碓の条に言 う,「今人,水輪を作

る。輪の横軸は長さ数尺。此に横木を 列 貫 して

第 1図  『天工開物』の水碓 (ニ ーダム書,617図 )

(鵜 き杵と?)相交わらしむ。水が激すれば水輪が

転 じ,軸上の横木は噛み合 う掲き杵を間打して一

起一落せしむ。此れ連機碓なり」と。一水車が数

個の掲き杵を同時に上下させるのであ り,その意

味では連機碓は既に一個の道具機であると言って

よい。ただ図譜が「軸長数尺」と記 しているのは

短かすぎる。

機碓は水車の起す回転運動から掲き杵の上下運

動を取 り出す機構であるが,垂直水車であれば ,

ただ横軸上に横木を装置さえすれば済む極めて簡

単な機構である。歯車もクランクも必 要 と しな

い。中国で比較的早い時期に機碓が現れ得た理由

である。水平水車が挽き日に恰適するように垂直

水車は鶴き臼に 1合適 している。

注

もし水平水車 (または畜力)で起した水平回転運

動であれば,此を歯車噛合によって垂直回転に転形

しなければ杵の上下運動を発生させることができな

い。二重の手間を要する。なお,中国では垂直水車

を立輪と呼び,水平水車を臥輪と呼ぶ。

ヨーロッパは穀物の掲き精を必要としなかった

から総 じて碓を作 り出さなかった。然 し掲き杵の

上下運動は弾ね槌 (ト リップ・ハンマー)の 上下運

動 と同じである。それならば ヨーロッパも11世紀

に持った。それはいわゆる “第一次産業革命"(エ

ルステ・イングストリジエールング)の発端をなした

とも言えよう。 リリー『人類と機械の歴史』(伊藤

新一,他訳)はいう,「 11世紀から水力が縮絨工程

１
６
９

，
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に利用されはじめ,水車の軸にとりつけたカムに

よってハネ槌を持ち上げる方法が使われた。同じ

原理を使った鍛治用の水カハンマーと水力革輔は

11世紀と12世紀に開発された。水車は製粉用から

工業用の一般原動機に発展 した」と。

ニーダム博士はこの点にふれて,「踏碓はまっ

た く中国独特であ り,他の文明ではずっと後まで

現れなかった。近世 ヨーロッパの治金用のハネ槌

は中国中世の機碓の原理を踏襲 したものである」

(『上掲書』,184ペ ージ)と言 う。然 しリリーは上記

の文の注で「水力槌と水力輔は中国では 1世紀初

にすでに現れたが,コ ーロッパでの開発が中国で

の開発とどんな関係があったかについては全 く証

拠がない」と言っている。

(3)挽 き臼・ グレーンミル

小麦は製粉を必須とするから,小麦社会では挽

き日は農業の出発と共にあった。ただ最初は下臼

の上で円筒形の石棒を押し引いて粉にした。重い

石を押し引きして擦るよりも,も っと重い円形の

石を回転させて礫する方が能率的である。且つ畜

力も使える。擦 り日が挽き臼になる。回転する挽

き臼にも二種類ある。 一は円板石 (下自)の上で

円板石 (上自)を水平回転させ, 両石の接触面に

は目を刻んで粉化と押し出しを能率的にした普通

の挽き自 (磨 ,ま たは橙)。 一は下自の周辺に溝を

つけ,円盤形の石を縦置して溝上を回転させなが

ら挽くエッジ。ランナー。中国で砧硬という。円

盤形が拡延されて円筒形になると梶猥である。礫

砕力が増す。しかしいずれにしても眼は鎧磨に比

べると礫砕力は小さい。それは小量の製粉に用い

られ,ま た籾招用に聾に代用される。眠では上石

は垂直に自転しながら水平に公転する。

挽き臼は,磨にしろ張にしろ,水平廻転で製粉

するから人力でも回せるし,畜力でも回せるし,

水平水車でも無媒介で回せる。挽き自―粉挽き水

車の発達は明らかにヨーロッパが早かった。その

最初の記述であるというギリシアのアンチパ トル

スの詩 (西紀前80年 ごろと推定される)は歌 う。

「挽くのをおやめ/ 汗にまみれて働く者よ。

女たちよ,雄鶏が夜明けを告げるまで静かに眠

れ。

何故といって,穀神デメラールがニソフたちに

お前たちの挽き自をゆだね ,

ニンフたちは水車の上に身を投じているのだか

ら。

ニンフたちは何と早 く水車の軸をまわ す こ と

か。

水車の輻は何とクルクルと重い臼をまわすこと

か。」

それは製粉革命であった。女子の粉挽き労働か

らの解放であった。ニーダム博士は「 ニンフたち

が水車の上に身を投 じている」と言 うからには ,

アンチパ トルスの水車は水平水車であったに違い

ないと言 う。それには歯車も何も必要としない。

水輪と動軸だけで充分である。

水車の作 り出す動力は上射式垂直水車の方が ヨ

リ強力である。然 し垂直水車の出す馬力は垂直回

転運動であるから,此を直接挽き日の水平廻転運

動に充用することはできない。

西紀前一世紀の後半, ローマのウィトルウィウ

スの『建築書』の記載 し図示 している水車は上射

式垂直水車である。そ して水車の横軸にとりつけ

た歯車が挽き自の縦軸にとりつけられた歯車と直

角に噛み合って上自に水平廻転運動を伝える仕組

みが描かれている。加 うるに水車横軸歯車の歯数

にくらべて挽き日縦軸歯車の歯数は数分の一 と小

さい。だから水車の一回転の間に挽き臼は数回転

することができる。歯数変換の法則は早 くもここ

で実現されているのを見る。

西紀前 1世紀,艦馬のまわす挽き自は 1時間に

4.5 kgの粉を挽いたと言われるが, 西紀310年 ,

アルルにあった輪径 2.7メ ー トルの上射式水車は

1時間に 187kgの 粉を挽いたとい う。 (デ リー・

アンド・ ウィリアムス,『技術文化史』邦訳,上 279頁)

然 し当時の歯車はまだ木製であ り,磨滅 しやす

圧

当時水車は水輪の一回転によって自を 5回転させ

たという。



く,こ われやすく,高価であった。ニーダムはヵ

―ウェンの説を引用してヨーロッパに垂直水車の

粉挽き水車が普及したのはようやく5世紀以降ら

しいと言っている (『上掲書』,366頁 )。

(4)中国の挽き臼 。眠,磨,碧

王禎は挽き臼について眠,磋 =磨 ,薯の三つを

記載している。天野元之助氏は中国での磨の出現

は 碓 に遅れると言い,出土品や古図に見える磨

の形制には発展途中のものがなく,イ キナリ完成

形態で現れることから恐らく西方小麦世界で完成

されたものが導入されたものであろうと判断され

る。

中国文献上の眼の初出は後漢・服虔「通俗文」

の「石禍で穀を礫くを硬という」の記載であり,

磨については同じく後漢・許慎の「説文解字」の

「磨は石鎧なり」の記載であるという。王禎農書

は「後魏の社亮,水眼数十区を作るという。水眠

の制ここに始まるか」と記し,天野氏は磨の畜転

は三国志・蜀志に初出すると指摘している。また

王禎は「輻眼 (ロ ーラー形の隈)は世に海青猥と呼

ぶ」と記 して比較的元に近い時期に西来したもの

であることを察知させる。聾は隋・顧野王の『玉

篇』記載が初出であると天野氏はいう。以上を整

理すると,雛 の1剛謗
― 郵 の畜朝

―
勧 の期

―
ゆ 聾

―
元の輯眼という系譜に

なる。

王禎農書に現れる磨の運転方式は次のごとくで

ある。 '

I 嘘転磨

① 磨の上自から挽き棒を突き出し此を聴馬に

廻させる。常磨と呼んでいる。

② 磨を置いた下に坑を掘って磨の縦軸を坑底

に達せしむ。縦軸の下方に挽き棒を貫 通 させ

る。艦馬は坑内でこの挽き棒を回して製粉作業

をする。此を陸磨,または早水磨と呼ぶ。水磨

に準ずるという意味であろう。聴馬は日射を避

け且つ気が散らないから常磨より労力を節約で

きるという。

③ 早水磨の磨 (上下臼)の代りに巨大な歯車つ

きの車輪を置き,こ の巨輪の周囲に 8台の磨を

めぐらす。巨輪の回転につれて8磨を回転して

製粉する。艦転連磨と呼ばれる。しかしこれは

王禎が古伝を考証して再構成したものであり,

実用のほどは確かでない。

第2図  『農政全書』の独磨(上 )と連二水磨(下)

水 磨

① 水磨,または臥輪磨。上記の早水磨の鑢転

の代 りに水平水輪の回転を用いたものである。

陸磨に比 し効力数倍とい う。(第 2図 ,上,参照)

② 立輪連二磨。その構造は『農政全書』の連

二水磨図に示 してある。王禎の文に言 う,「河

水を引き入れ水門を設 く。水路には瓦を敷き溝

形につ くる。溝中に立輪を置き大横軸を出す。

横軸の端と途中とに歯車を附す。歯車の回転に

つれて傍置の二磨もまわる。水門を開けば奔流

が立輪を激す。水磨の巧異なるものな り」。

③ 水転連磨。前者を更に大規模に した もの

で,横軸の大さは合抱 (2人が手を回して抱える)

Ⅲ
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大である。横軸上の3個所に大歯車を着け,そ

れぞれ 1台の大磨を回転させる。更に各大磨は

傍置の2小磨を歯車噛合せによって回転 させ

る。「一水輪が転ずれば三大磨と六小磨が共に

転ず。余,江西にてこの磨を見る。茶葉を水碓

で掲きたるあと,こ の磨で粉茶とするなり」。

水碓が一時に数本の掲き杵を上下させ た よ う

に,水磨も一時に2台,ま たは 9台の磨を回転さ

せる。水車の起す大きな水力がそれを可能にした。

そして臥輪から立輪への水車の型の転換がその水

力をいよいよ大きくした。それは紛 うかたなき道

具機である。まだその道具機は艦転磨の時代の独

磨をやや大型にして寄せ集めたものにすぎない。

9台の磨が 9頭の艦馬によってではなく,一台の

水輪によって回るところが違 うにすぎない。それ

はまだ作業工程一道具の分化 。自立という新しい

契機に基礎づけられていないところが18世紀イギ

リス紡績業における道具機の出現 (ロ ーラー及びフ

ライヤー基礎)と 違っている。道具から道具機へ前

進 したとはいえ,効率の増加は此はまだ算術級数

的であり,彼の幾何級数的であるのとは段階差が

ある。産業革命への道はまだ遠い。

Ⅲ 聾はロータリ・ ミルであるとはいえ,籾招

用であり上自は軽くてすむ。軽くないと砕米が出

る。「竹を筒状に編み,中に土をつめ,底は竹木

を密歯状に排列すれば米実を損ぜず」というロー

タリ・ ミルである。「磨の上日を甚だ薄くして聾

の代用とするものあり。聾磨という」。

碧の廻 し方について王禎は二つの興味深い方法

を記している。

①「聾の上自に樗木を嵌め,悼軸は縄で梁に吊

しておく。さて衆力肱を連ねて揮軸を押し引き

すれば (襲は廻りて)日 に40石 の穀を破すべし」。

ここに樗木とあるのは曲軸 (ク ランク)に外なら

ない。悼軸とあるのは動軸 (連結棒)である。こ

こでは艦や水車の廻転運動で聾を廻す代 りに,

人力の押し引き(往復)運動がクランクの介入に

よって書の回転に転形されているのである。其

は19世紀初頭にピス トンの往復運動を機関車動

輪の廻転運動に変えた現代クランクの先駆形態

であると言ってよい。ただ中国には蒸気機関と

その作 り出すビス トンの運動がなかった。

②「木製大輪軸を鑢に挽かしむ。皮弦または大

縄をこの輪軸と聾日とにかけ続らせ,輪と聾の

接する所で大縄を交せじめる。駐が輪軸を転ず

れば大縄が転じ,此に応じて聾また転ず。計っ

て見れば輪の一回転するあいだに聾 は 15回 転

す。常聾に此べ回転早くして労を省くべし」。大

輪の周長が著自の周長の15倍あるから,輪の 1

回転が薯の15回転を生むのである。それは噛み

合せる両歯車の歯数比と両歯車の回転速度比は

逆比例するという歯車歯数変換の法則に外なら

ない。ただ歯車の歯数比を ドライビング・ベル

トの囲続する長さの比が担っているだ け で あ

る。20余年前,上記の京都大学での研究会の討

言合が思い出される。

2 王禎の水排

穀物水車の原理は掲き自の上下運動と挽き自の

回転運動との二種類であった。ハンマー ●ミルは

縮絨,革輔撃ちなど一般工業用にも用途を拡げて

いった。

ところで王禎農書は水車の第二の種類,水車の

回転運動から往復運動を取 り出すメカニズムにつ

いても記述している。木製箱鞘の扉を押し引きす

る往復運動を水車の回転運動から取 り出すメカニ

ズムである。

そもそも鉄製農具の使用は農業文明出発の条件

である。そしてそれには銑鉄の量産が前 提 を な

す。

そのためには,熔破炉の高温度を必要とし,輔

による炉内への強制送風を必要とする。皮フイゴ

であれば脚で踏み,あ るいは水カハネ 。ハンマー

で撃った。木製箱輔ならば前面の扉を押し引きし

て送風する。この仕事は畜力ではできない。掲き

杵の上げ下げ運動ができなかった よ うに。 それ

も,掲 き杵の場合だと,ラ ッグで上げの運動さえ

与えれば下げは重力の法則がやってくれたが,輔

は押しと引きの (往と復との)運動を交互に与えな
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ければならない。それはクランクの原理が導入さ

れねば不可能である。アジアかヨーロッパのどこ

かで一人の天才がクランクの原理を発見しなけれ

ばならない。

王禎・農器図譜,水排の条にいう,「後漢の杜

詩,南陽の大守たりしとき,水排を作って農器を

鋳造す。力を用うること少くして功を見ること多

く百姓これを便とせ り。(原註)治金・鋳造の人は

排を作って炭火を吹く。いま水激を用いて排を鼓

動せしむるなり」。また,「三国志・魏志にいう,

韓暫,楽陵の大守たりしとき,冶謁者を徒監す。

旧時は冶金するに馬排を用いしも,(鉄 )一熱石を

出だすに馬百匹を要 したり。人排は更 に力 を費

す。置すなわち流水によって排を作りしにその利

益従前に三倍せり」と。

圧

杜詩は後漢・光武帝の建武年間 (25～ 55A.D.)侍

御使に任ぜらる。韓萱は魏の文帝の黄初 7年 (226

A.D。)太常に任ぜらる。

王禎はつづけて言 う。「古を去ること既に遠 く,

杜詩,韓置の制は今に伝 らず。いま博捜 し編列 し

て図譜に作れ り。冶煉の人のこの法を得んことを

願 う。有能の士,こ の法を継 ぐ者あらば余の幸な

り」と。王禎の当時,こ の器が冶金の実用に供せ

られたか否かは甚だ心許ない。また後人の再びこ

の器をとり上げて記載 し批評 したものを見ない。

注

たとえば明・宋応星の『天工開物』は鋳造の条に

も製錬の条にも水排を載せず,すべて手押しの輔を

つかい,必ず 4～ 6人を使う,と記している。

だが,と もかく王禎が編列した水排の構造は次

のごとくである。「排は昔は皮袋を用い,今は木

扇を用 う。その形制は,滞流の岸に寄って二支柱

を立て此に立軸を架す。軸の上方と下方に臥輪を

着 く。水を激して下輪を転ずれば上輪も随って転

ず。上輪と輪前の旋鼓 (滑車)お よび悼枝 (ク ラン

ク)と は同じ絃索を回してあるから,上輪と旋鼓,

悼枝とは一斉に転ず。すると悼枝を貫 い てい る

行税 (連結棒)は前後動をおこす。この前 後 動 は

臥 軸 と 攀 耳  を経て排前の直木に伝

わって此を押し引きする。送風,冶金すこぶる速

やかで,人力で排を押 し引くよりはるかに勝る」。

第 3図  『王禎農書』の水排 (ニ ーダム,602図 )

ら

第 4図  ニーダムの水排模式図 (ニ ーダム,∞3図 )

1, horizontal water-wheel (hsia uo lun) i z,shatt (li chu) ;

3,driving-wheel (shang uo lul) i 4,drivine-belt(hsien so) 1

S,subsid.iary shaft i 6,sma11er wheel or ptlley (hsiian ku) i

T,eccmtric lug or crmk (tiao chih) i 8,crank joint md pin;
9,couecting-rod (hsing kuans); 10,11, roching roller bell-
crank levers (phan erh) i 12, rocking roller (po ehu); L3,

14, bearings;ls,piston-rod (chih mu) i 16, fan bellows (zz
shan).

水排の構造のこの解はまったくニーダム博士に

負う。そこで『王禎農書』の水排原図とニーダム

博士の作った模式図とをここに掲げておく。博士

は杜詩の水排(それは記事だけで,図 と解とは王禎のも

のであるが)の 技術史的意義を次のように記してい

る,「われわれはここに回転運動から往復運動へ

の変換の技術が現前したのを見る。そこには後に

蒸気機関の特徴となった古典的技術が,順序は逆

であるが (すなわち往復を回転へ !ではなく,回転を

往復へ !であるが
一 引用者)すでに駆使 され てい

る。この発明の歴史的意義はそれが蒸気機関の形

態学的祖型をなしていることにある。鞘の往と復

の両行程はこのデザインで完全に機械化されてい

る。ヨーロッパでクランクが初めて文献に現れる

830A.D.の ユ トレヒト詩篇に先だつこと 8∞ 年

水
排

/`′JY:
)

|



王禎農書・水車考

『上掲書』,371頁 ,603図 註記)。   活を決す る肝要事 となった。

fr

である」(ニ ーダム

圧

だが,ま た, リン・ホワイトが『中世技術と社会

変革』で「中国でクランクは早く知られたとしても,

それは少くとも19世紀間眠りこんでいた。それの持

つ応用工学への大きな可能性については認識もされ

ず展開もされないままに。」と評価していることも忘

れることはできまい。

杜詩の水排が中国水車史の初発点として現れ水

碓,水磨などのグレーン・ ミルに先行 したことは

ニーダム博士もこれを理解しがたいと述べている

が,それが農器鋳造に関連 して記載されていると

ころに現実性と実用性が察知 される。同じく早出

した後漢・畢嵐の融車などが奇器の性格を脱せず ,

知能の遊戯の産物にとどまったように見えるのと

は同日に論ずべきではない。

なお王禎・農器図譜は水車の廻転運動を往復運

動に変えるいま一つの水器として水撃麺羅を記載

するが「その構造は水排と同じ。図譜によって自

ら考 うべし。独羅が前後動して柱を打 つ ものな

り」と記すにとどまる。

3 王禎の灌漑水車

(1)研 車

水車は穀物水車として出発し,後にフリング・

ミル等の工業用水車を発達させた。水車のいま一

つの用途は揚水水車である。アジア稲作社会では

主として水田の灌漑用であり,西方世界では主と

して鉱山地下水の汲上用として発達した。

しかしアジアの稲作もはじめは高所の水を低所

の田に下してかける灌漑であったから揚水機は必

要でなかった。華北乾燥地帯の疏菜畑は灌漑を必

須としたが,それは井水を釣瓶で汲み上げる,ま

たは軸櫨で水桶を捲き上げるという小規模の装置

で間にあった。近世,宋 ,元以後,江准の低湿平

原にクリーク稲作 (囲田稲作)が開発されて「天下

の税の十分の九を担う」(明・顧炎武,『 日知録』)と

言われる形勢になって俄然揚水のことが稲作の死

江・准 クリーク稲田の揚水器を代表するものは

翻車である。竜骨車,衡尾車とも呼ばれる。ニー

ダムは方板式鎖ポンプと訳 している。

第5図  『天工開物』の猷車 (ニ ーダム,579図 )

辛ク ′゙

,$,7,

vr

王禎の『農器図譜』は融車の形制を次のように

記している。

① 岸上,田頭に架木 2本を立て此に横軸を渡

す。下方,水際にもまた同じ。

② 上下両横軸の間に,三面板張 りの長い木槽

を斜置する (その傾斜24度。ニーダム)。

③ [早形に作った木板を前後噛み合せて木鎖

をつくる。竜骨または衛尾の名はここからお

こる。後鎖の日が前鎖の尾をくわえている形

だからである。

④ 竜骨の各環ごとに方板 (羽根)を装着する。

これを行道板とか剖水板と呼ぶ。行動板の幅は

木槽の幅に合せる (水密にするため)。

⑤ この長い竜骨を斜置の木槽にグルリとまわ

す (戦車のキャタピラに似る)。

⑥ 上方横軸の中央に木製歯車を装着し,竜骨

の各環はこの歯車と噛み合って動く。
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⑦ 上方横軸の両端
ふみぎ

に栂木各 4本をつける。左

右に各一人を置いて栂木を踏ませれば,横軸が

回 り,竜骨も従ってまわり,行道板も槽底との

間に水をたくわえて,上って岸頭に至ればこの

水を水路に放下する」。

王禎は翻車の起源にふれて,「魏の馬釣,京都

にありて融車を作 り,児童をして此を転ぜしむと

いう。また後漢・霊帝 (168～ 189A.D.)の とき,

畢嵐に融車を作らしめ,機械によって水を揚げ,

南北の郊路に水を洗ぐという。融車の制これに始

まるか」と。いずれも都市で製作され,後者は郊

路の激水に用いている。馬釣が当時「巧思絶世」

と称されたことを考え合せれば,こ の融車は農業

実用の具として登場したのではなく,都市上流生

活の豪奢の一端としてひね り出されたもののよう

に思われる。

王禎農書の段階では翻車は水田農業不可欠の実

用具であり,人力踏車のほかに牛転醜車,水転翻

車も現れている。すなわち牛力または水力によっ

て装置の臥輪を水平回転させ,此を歯車の直角噛

合せによって融車横軸の垂直面回転に変えれば竜

骨は昇降運動を始めるのである。王禎は「 この両

種 (牛転および水転)いずれも近制に出づ。遠近 ,

これを習得すべし」と呼びかけている。一代前の

宋・蘇東壊は「翻々連々と音立てて回る衛尾車 ,

阿香 (婢の名)を呼んで雷車を推さしむ」と歌って

いるから,「新制」とは元代の制作と思われる。

王禎の此にかける大きな期待は彼の牛転醜車詩に

躍如としている,

「むかし,醜車車頭を日に万回踏めり。

いま,灌田の水は水牛頸頭より湧いて出づ」。

また水転翻車詩にいう,

「従来,激浪によって筒車の輪を転ぜし時 ,

踏車の巧智の未だ到らざるを恨とせり。

その時だれか思わんや,人機,天巧を盗み,水

力の疲民を助くる日来たらんとは」。

われわれは,そ こに,機械と発明に対する18世

紀イギリスの底抜けの楽天主義と同じものを感得

できないであろうか。

ニーダムは言う,「醜車は中国独特の揚水器で

ある。チェーン・ポンプのこの独特の型は17世紀

に到 って中国から全世界に流れ出た」と。

なお,王禎の記す灌漑水車のいま一つの型は筒

車,一名流水筒輪である。形制は日本の水車に似

ているが,水輪の外周に竹製または木製の水筒を

一定の間隔をおいて装着し,これで水を運び上げ

る。水激で自転し,脚踏を用いない。ただし停水の

ところでは水力が使えないから牛転 (ま たは力転)

筒車が使われる。また醜車に行道板を装着する代

りに竹,木製の水筒を装置したような形制の高転

筒車というのが記載されている。人力,または畜

力が水平車輪を介して筒索を垂直回転させるので

ある。此は水を10丈 (24メ ートル)の高さに揚げる

ことができると言い,「 また近世創出の捷法なり」

と言っている。だがクリーク水田に10丈の揚水は

必要でない。それは山間の山頂近くの高みの水田

に揚水するための特殊の揚水機のようである。ニ

ーダムはこの高転筒車はアラブ世界に固有の揚水

器であるサキア (直立式ポット・チェーン)が 13世

紀ごろ中国に伝来して斜置式 (竜骨車式)に転形し

たものではないかと推定する。

(2)ポ ット・チェーン (鎖釣瓶)

ヨーロッパの揚水機は鉱山の立坑を通 して廃水

を揚水せねばならないという拘束を受けている。

また中東のアラブ世界でも揚水は地下の水路,水

脈から立坑を通して汲み上げて飲用,灌漑用に供

するという条件下にあった。

これらの場合には融車を岸側に沿って斜置する

とか,舌」水板つきの水車を脚踏するとかいう稲田

灌漑方式は用いられない。長い綱,ま たはチェー

ンを坑 (井)中に垂らし, 此に適当数の水桶をと

りつけ,此を滑車,輔輯の助けを借りつつ畜力と

水平車輪で吊り上げる方法が取らねばならない。

ポット・チェーン(サキヤ)方式である。それは発

達すればチェーンに間を置いて気密の馬毛球を装

着したチェーン。ポンプとなる。それはアグリコ

ーラの「デ・ レ。メタリカ」 (1550A.D.)に 詳細

に図示されてある。



劉仙州『中国古代農業発明史』は唐代の井車な

るものに言及している。すなわち,「太平広記第

250巻は顧顔録から『劉玄挺, 寺に入りて水車を

見る。木桶を相連ねて井中に汲む』の文を引用し

ているが,それは中国における井車の最初の記述

である。玄挺は 689A.D.に 死んでいる」と。ま

た「劉萬錫

“

72～ 842A.D.)の “何処春深好"の

詩には “あたりに模の能あり。ギイギイと音を立

てて井車は転ず"の句があるが,これは当時中国

に立井式水車が存在したことを証明する」と。そ

して劉仙州氏はこの井車とは現在でも中国で使用

されているポット・チェーン(サキヤ)に外ならな

いと考えている。

地下水を立坑から汲み上t′ガるのに,中国は以上

のポット・チェーン方式と異る独特の方式も持っ

ている。四川・自流井で塩水の汲み上げに用いら

れる方式がそれである。島恭彦教授の『中国奥地

社会の技術と労働』はその方法を『四川塩法志』

によってくわしく述べている。その大要は次のご

とくである。

自流井の塩井の深さは200メ ー トルから600メ ー

トルに及ぶ。その坑底から塩水を汲み上げるのは

推水筒による。推水筒は竹の中節を割りとったも

のを縦につないで作る。竹筒の下底では一側を割

り去って孔をあけ,そこの内側に皮銭と呼ばれる

開閉の弁をつける。塩水が筒中に流入すると皮銭

を竹筒の内壁に圧しつけるから,孔は塞がって塩

水が流出することはない。この竹筒チェーンは水

牛 6頭に臥輪を回させ,軸韓と滑車を利用して捲

き上げる。此を一回汲み上げるのに10～ 15分を要

し,360～ 720斤 の塩水を揚げることができる,と

いうことである。それはアグリコーラのポット・

チェーンに比べてもずっと原始的な揚水方式であ

るが,それを存続させているのは四川省奥地の低

労賃であると島教授は言う。

おわりに

fJ

水車の発展史において中国が一定の分野で,ヨ
ーロッパと異る分野で独自の,かつ先駆的なはた

からうす

らきをしたことは疑いない。西暦 2世紀,水碓は

ラッグによって水車の回転運動を掲き杵(ハネ・ハ

ンマー)の上下運動に転換させた。 西暦 1世紀 ,

杜詩の水排は樗木によって水車の回転運動を輔扉

の往復運動に転換させた。いずれもヨーロッパに

数百年先んじるものであった。だが一方,これら

のいち早い巧知の発現がその後 2千年眠ってしま

ったという事実が同様にわれわれを驚かせる。そ

れは早すぎた開花であったろうか。神出して鬼没

する !漢に神出して鬼没し,宋,元に再神出して

また鬼没する ! 継続性,発展性が欠けている。

それは漢民族の頭脳の天才児的な,自 閉症的な体

質から出る宿命であったろうか。

ここでわれわれはむしろ発明と社会との結びつ

き方における中国的とヨーロッパ的との違いをこ

そ注意すべきであろう。

中国では古代,中世の機巧発明者は多くの場合

王室の附庸であった。王の善政または享楽への寄

与が発明の動機であったように見える。発明は王

の秘法,藩の秘法,一子相伝的個人の秘法となり

社会からは隔離されるという結果に陥ることが多

い。発明そのものが既に卓越した頭脳の神秘な観

念的産出という性格を帯びている。

ヨーロッパでは,こ とに近代に近づくはど,発

明はいつも生産と,産業的利益の追求と結びつき,

直接的生産者一庶民大衆の関心,協力,継承の中

で動いたように見える。そのことを最も端的に示

しているのは近世 ヨーロッパ特有の技術発明の特

許制である。わたしはヨーロッパで特許制が何時

に始まるかを知らないが17世紀には既にあった。

それは絶対王制と関連してできた制度であろう。

18世紀イギリスの産業革命史を調べると,ほ とん

ど毎年のように技術発明に特許が与え られ て い

る。諸発明のうち,発明者が特許を申請しなかっ

たのは,た しか,ク ロンプ トンのミュール紡績機

だけであった。

特許制は一方ではもちろん特許使用料によって

発明者に利益を保証し,発明熱を刺激する。他方

王禎農書・水車考

(1)発明と特許制度
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では発明の内容をいち早 く社会に公表することに

よって,同 じ着想をめぐっての無駄な,時期おく

れの研究継続を節約する。社会は公表された特許

の内容をスター ト点として最も能率的に次の発明

に向って努力を集中することができる。この軌道

が敷かれていたからこそ18世紀イギリスは機械発

明の無限連続の世紀となることができたのであっ

た。中国も日本も,ア ジアは近代開国に至るまで

特許制度を知 らなかった。ここでも,ま た,ア ジ

アに負わされた歴史的な業,周の千年が作 り出し

て末長 く痕跡を残 したアジア的生産様式 !古代分

割地所有農民乃至近世市民社会の欠除 !と いう業

の深さに嘆息せざるを得ない。

(2)物を究めて知を致す

とはいえ,漢魏の技術革新のエネルギーが永い

眠 りに落ちたとしても,それが14世紀にも一度 ,

日をさましたことは王禎農書が証明する。王禎自

身が一個の発明者であったとさえ言えるだろう。

その王禎を生んだものは宋元の後期封建制であっ

た。生産力を自然の所与の域から解放 して人工に

よるそれの無限展開への歩みが始まったという事

情であった。その歩みの農業技術的側面について

は,わた しはそれを『アジア的農法と農業社会』

で,①小麦の高田作付を可能にした大準大歴,一

耕六杷再労の和土技術前進と,②施肥強化に基礎

づけられた田植連作稲作農業の支配化および囲田

(ク リーク稲作田)の造成に要約した。

新時代の到来は当時の工芸技術史の面でも看取

することができる。上記 した王禎の水転機車詩が

そ うであった。彼はその詩で水力という自然生産

力 (無機的動力)を灌漑とい う生産機構に導入する

行為を「人機が天巧を盗み取る」行為であると説

明した。この生産哲学は彼の水磨詩で一層詳 しく

説明されている,

「水を用 うるにまことに法あ り。物を借 りて機

知を発せしむ。

磨はもとより民を利すといえども,水を用 うれ

ば更にその利を加 うべ し。

瑞流激 して水輪を転ずるとき,坤軸 (地軸。ここ

では磨の動軸。)枢機を顕現せ しむ。

星墜ちて石円 (上自,雌自を指す。)と 化 し,風の

ごとく旋 りて鬼摯なるかと疑 う。

動静は陽陰の法にのっとり,以 って造化の精粋

を発出せしむ。

人はただ物にひそむ巧を盗むのみ。 しかれども

共によって既に古人の極致を越ゆるものあ り。

いま,世功を益すの道において,機と事と混同

すべからざるものの有るを見る」と。

18世紀のイギリス市民階級をとらえたあの機械

発明の無限の可能性への確信と情熱とが,こ の14

世紀の異民族王朝下の一県官をもとらえていたと

言ってよかろう。農書22巻はその成果であった。

だが彼の死後,こ の確信と情熱は再び眠 りこんだ

ように見える。宋,元が中国科学史のピークであ

ったように見える。明の「天工開物」は,「紡工

の巧者は一手に三管を握って錘上に紡 ぐを得」と

言って,王禎からはるか離れた方向をたどってい

まこ。

(72.11.12)

追記

本稿を書き終ってから京都大学人文科学研究所 ,

吉田光邦教授の『 日本技術史研究』に収める「紡績

と潅漑」を興味ぶかく拝見した。わたしは次に機会

があれば中国の紡車のことを改めて取り上げて見た

いと思っていたから,氏がその論文で,①王禎にお

ける水力紡車は専ら麻に用いられた「水転大紡車」

だけであり,しかも其は後続を見なかったこと,②

中国ではロービングと紡糸と巻き取りの三工程を連

続させて機械化する試みはついに現れな か った こ

と,③技術発達の水準を単に工不ルギーの置換 と

か,ある種の機械の単発的発明とかだけを指標とし

て定めることは実状を誤るものであることを指摘さ

れている個所には特に深い感銘を受けた。記して敬

意を表したい。 また, この「紡績と潅漑」 を読ま

していただいて,25年前,京都大学での研究会の席

上,「歯数変換の法則云々」の意見を述べられた方

はまさにこの方であったにちがいないと思ったこと

である。
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