
江戸時代の 
ハイテク・イノベーター列伝 

第１章 

土木、数学、天文・暦、地理 
２０１７年１２月１６日 テクノ未来塾 

 

  岩堀 伸彦 



第１章の登場人物 

江戸の技術者 主な専門分野 出身と活躍の場所（地域） 

すみのくら りょうい・そあん 

角倉了以・素庵 土木、都市開発 京都 

よしだ みつよし 

吉田光由 数学（和算）、農業経済 京都 

せき こうわ 

関孝和 数学（和算） 群馬藤岡→江戸 

おおはた さいぞう 

大畑才蔵 数学、水利用水、土木 和歌山伊都（いと） 

しぶかわ しゅんかい 

渋川春海 暦、天文 京都→江戸 

いのう ただたか 

伊能忠敬 測量、地図、天文 千葉山武→佐原→江戸 

まつうら たけしろう 

松浦武四郎 探検家、地理、植物、考古学 三重松阪→江戸、長崎、松阪 



登場人物の年代 
1500   1600   1700   1800   1900 

戦国      ｜安土桃山｜    江戸          ｜ 明治 

 角倉了以 
 

       角倉素庵 
 

        吉田光由 
 

        関孝和 
 

     大畑才蔵 
 

          渋川春海 
 

        伊能忠敬 
 

                    松浦武四郎 

1627 ↓ 塵劫記執筆 

1702 赤穂浪士四十七
士 

享保の改革 
1720 漢訳洋書輸入解
禁 

1774 解体新書 

1800 ↓ 蝦夷地測量へ出発 

1549 ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｻﾞﾋﾞｴﾙ 
1600 英・東インド会
社 

1620 ﾒｲﾌﾗﾜｰ号 

1642-49 ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命 

1776 ｱﾒﾘｶ独立宣言 

1789 ﾌﾗﾝｽ革命 
1804 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ即位 

1840 ｱﾍﾝ戦争 

1860-63 米・南北戦
争 

世界では… 
1769 英・産業革命 



登場人物の関係・つながり 

角倉了以・素庵 

吉田光由 

和算 

塵劫記 
関孝和 

授時暦 
渋川春海 

土木・治水・測量・観測 

大畑才蔵 松浦武四郎 
伊能忠敬 

吉田・角倉家 
（天文方） 

 

麻田剛立 

間重富 

高橋至時（天文方） 

京都の豪商 

象限儀：香取市
伊能忠敬記念館
所蔵 

渾天儀（渋川春海） 



フィールドガイドの場所 

吉田光由（塵劫記）：そろばん資料館 
関孝和（墓所）：浄輪寺 

渋川春海：国立科学博物館、国立天文台、
大山墓地 
伊能忠敬：源空寺、富岡八幡宮 

角倉了以：千光院、
二尊院、高瀬川ほか 
吉田光由：常寂光寺 

関孝和：光徳寺、
藤岡市民ホール 

大畑才蔵：紀ノ川 

伊能忠敬：（佐原）伊能忠敬記念館、
旧宅、（佐倉）国立歴史民族博物館 

関孝和：一関博物館 

松浦武四郎：松浦
武四郎記念館 

松浦武四郎：北海道
命名之地 



この章から感じたこと 
 土木や天文観測・測量には数学の知識が必須であり、
皆、数学に興味を持っていた。『塵劫記』がベスト
セラー＆ロングセラーに。庶民が娯楽のように数学
を楽しんでいた類まれな文化。 

 重機も自動車も無い時代に人の手で灌漑・治水をお
こない、自分の足で歩いて測量をおこなった。 



江戸時代の 
ハイテク・イノベーター列伝 

第２章 

生物、本草・植物、医学 
２０１７年１２月１６日 テクノ未来塾 

 

  折田 伸昭 



第２章の登場人物 

江戸の技術者 主な専門分野 出身と活躍の場所（地域） 

あおき こんよう 

青木昆陽 本草学、サツマイモ、蘭学 江戸 

ひらが げんない 

平賀源内 
本草学、機械、 
陶器、鉱山冶金、電気 

香川さぬき→江戸→全国 

すぎた げんぱく 

杉田玄白 医学、蘭学 福井小浜→江戸 

いとう けいすけ 

伊藤圭介 儒学、医学、本草学、植物学 名古屋→東京 

おがた こうあん 

緒方洪庵 医学、儒学、教育者 岡山芦森→大阪 



登場人物の年代 
1600        1700        1800        1900 
｜ 江戸                        ｜ 明治 

  
          青木昆陽 
 
    
                    
             平賀源内 
 
       杉田玄白 
 
               伊藤圭介 
 
                緒方洪庵 

1698-1769 
1735 サツマイモの栽培 

享保の改革 
1720 漢訳洋書輸入解禁 

1774 解体新書 

1722 「ターヘル･アナトミア」出版 

1735 リンネ「自然の体系」 
  （分類学の父） 

1796 種痘の開発（ジェンナー） 

世界では… 

1867 大政奉還 

1776 エレキテルの復元 

1828 シーボルト事件 

1838 適塾を開く 

1728-1780 

1733-1817 

1803-1901 

1810-1863 

1732 享保の大飢饉 

1783−87 天明の大飢饉 

1884 コレラ菌の発
見 
  （コッホ） 

1746 ライデン瓶の発明 



登場人物の関係・つながり 

青木昆陽 

前野良沢 杉田玄白 平賀源内 

大槻玄沢 

橋本宗吉 

中天游 

緒方洪庵 

高野玄斎 

高野長英 伊藤圭介 

福沢諭吉 

＜蘭学の系譜＞ 

（友人） 

（友人） 

シーボルト 

徳川吉宗 
大岡越前守 

小田野直武 
（秋田蘭画） 

上
方 



フィールドガイドの場所 

青木昆陽：瀧泉寺 
平賀源内：神田明神、湯島聖堂、伝馬町
牢屋敷、エレキテル実験の地ほか 

杉田玄白：矢来公園、長崎屋跡、小塚原
刑場跡、蘭学事始地碑、栄閑院 

伊藤圭介：伊藤圭介住宅跡、小石川植物
園、谷中霊園 

緒方洪庵：適塾、
除痘館記念資料室、
除痘館発祥の地 

平賀源内：出島 
伊藤圭介：シーボルト
邸跡 

青木昆陽：甘藷試作地、昆陽神社 

平賀源内：小田野家、院内銀山
と記念館、阿仁銅山と記念館 

伊藤圭介：伊藤圭介先生
誕生之碑、東山動植物園、
宮の渡し公園、鶴舞公園、
平和公園ほか 

平賀源内：平賀源内記念館、
さぬき志度の源内通り、 
栗林公園ほか 



この章から感じたこと 

私塾での儒学、本草学の教育が江戸中期以降の医学
や蘭学の発展に繋がったといえるが、そのベースには
寺子屋での読み書き算盤教育があったと思われる。 
江戸時代に普及した寺子屋教育が約100年を経て花開
いたと言えるのではないか。 

18世紀中頃の日本では本草学が唯一の科学であり、
サツマイモ栽培（青木昆陽）、鉱山冶金（平賀源内）、
植物学（伊藤圭介）は本草学から発展した。 

鎖国時代、外国（オランダ）との窓口は長崎出島に
限られていたが、青木昆陽らによる蘭学研究の開始以
降、蘭学発展のスピードには目をみはるものがあり、
江戸時代の情報伝達手段としての人々の交流は、想像
以上であった。 

 

 



江戸時代の 
ハイテク・イノベーター列伝 

第３章 
物理、機械、からくり、電気 

２０１７年１２月１６日 テクノ未来塾 

船渡 俊行 

  堀池 正人 



第３章の登場人物 

江戸の技術者 主な専門分野 出身と活躍の場所（地域） 

うきた こうきち 

浮田幸吉 人力飛行機 岡山玉野→駿府→磐田 

はしもと そうきち 

橋本宗吉 医学・電気実験・蘭学 徳島阿南→大阪 

くにとも いっかんさい 

国友一貫斎 鉄砲鍛冶・望遠鏡 長浜→江戸 

たなか ひさしげ 

田中久重 からくり・時計・蒸気・電信 
久留米→大阪・京都→江戸→
佐賀→東京 

さの つねたみ 

佐野常民 
総合科学技術・蒸気機関 
・造船 

佐賀三重津→江戸 

おぐり こうずけのすけただまさ 

小栗上野介忠順 造船・大砲 江戸駿河台→渡米→群馬権田 

にのみや ちゅうはち 

二宮忠八 動力飛行機 愛媛八幡浜→大阪→八幡市 



登場人物の年代 
1500   1600   1700   1800   1900 
戦国  ｜安土桃山｜     江戸          ｜ 明治 

第３章 
物理、機械、からくり、電気 

1849 
グライダー 
有人飛行 

1765 

ワット蒸気機関 

1853 
ぺリー来航 

1868 
明治維新 

1903 
ライト兄弟 
有人飛行 

1828 
シーボルト事件 

徳川吉宗 

1785 

初飛行 

1797 

絲漢堂 
1811 

阿蘭陀始制エレキテル究理原 
           出版 

1832 

反射望遠鏡作成着手 

1851 

万年時計 
1875 

東芝の前身創業 

1853 

精錬方 
1887 

日本赤十字社設置 

1865 

横須賀製鉄所建設 

1891 

有人飛行 

浮田幸吉 

橋本宗吉 

国友一貫斎 

田中久重 

 佐野常民 

小栗上野介忠順 

二宮忠八 



登場人物の関係・つながり 
浮田幸吉 

1757-1847 
表具職人 

橋本宗吉 
1763-1836 
傘職人 

国友一貫斎 
1778-1840 
鉄砲鍛冶 

田中久重 
1799-1881 
からくり職人 

佐野常民 
1822-1902 

精錬方日本赤十字社 

小栗上野介忠順 
1827-1868 

二宮忠八 
1866-1936 
歩兵部隊 

間重富 

蒸気船 

鍋島直正 

飛行機 
（独力） 

広瀬元恭 

好奇心 
観察力 
実行力 

明
治
維
新 



フィールドガイドの場所 

田中：久留米市 五穀神社他 
田中・佐野：佐賀市 佐野常民記念館・佐賀
城本丸歴史館他 

田中：国立科学博物館・東芝未来科学館 
  ・セイコーミュージアム他 
小栗：ヴェルニー記念館・横須賀市自然・ 
   人物博物館 

浮田：岡山県八浜市八浜中学校他・  
  八浜八幡宮 岡山市 表具師幸吉 
  の碑と京橋 
二宮：八幡浜市図書館郷土資料室他 
  香川県仲多度郡 二宮忠八飛行館  
橋本：徳島県阿南市 宗吉生誕の地 
   広島県竹原市 宗吉隠遁の地 

橋本：大阪市立科学館・橋本宗吉絲漢堂跡 
  ・電気実験の地・念仏寺 
国友：長浜市歴史博物館・国友鉄砲の里資料館他 
二宮：八幡市 飛行神社資料館 

浮田：静岡県磐田市 大見寺 

小栗：群馬県高崎市 東善寺 



この章から感じたこと 
１）ZEROからONEを創造することは江戸時代のほうがはるかに
困難なことだったにもかかわらず、夢をあきらめずに生涯をかけ
て努力したことや想いが時代を越えて実感できた。 

 
２）一人の能力がいくら優秀であっても、それは一点に過ぎない
が、塾などの交流を通じて広がっていくことにより、それは 

線となり時代を重ねた面として発展していく。 

 
３）新しい技術でこの国を良くしたい、世の中を便利にしたい、 
そういった偉人たちの心や行動の証が史跡・博物館に宿されてい
る。迷いの多い現代に生きる我々技術者を激励するために 

いつまでも待ち続けてくれているような印象を受けました。 

 
読み返して、再度訪れたい気持ちになった。 



江戸時代の 
ハイテク・イノベーター列伝 

第４章 

化学、鉱山・冶金、製鉄 
２０１７年１２月１６日 テクノ未来塾 

 

  吉川 智 



第４章の登場人物 

江戸の技術者 主な専門分野 出身と活躍の場所（地域） 

うだがわ ようあん 

宇田川榕菴 化学（薬学、植物、電気化学） 岡山津山→江戸 

えがわ ひでたつ 

江川英達 蘭学、製鉄（反射炉）、造船 伊豆韮山⇔江戸 

かわもと こうみん 

川本幸民 蘭学、医学、化学、物理 
兵庫三田→江戸→浦賀→ 
東京→兵庫 

なべしま なおまさ 

鍋島直正 総合研究機関創設、洋式工場 江戸日比谷→佐賀 

おおしま たかとう 

大島高任 兵法、鉱山（製鉄） 岩手盛岡→水戸→江戸 



登場人物の年代 
1500   1600   1700   1800   1900 
戦国  ｜安土桃山｜      江戸         ｜ 明治 

          宇田川榕菴 
 
           江川英達 
 
           川本幸民 
 
           鍋島直正 
 
           大島高任 

江戸末期 

反射炉 

高炉跡 宇田川家3代 



川本幸民 

江川英達 
鍋島直正 

大島高任 

宇田川榕菴 

登場人物の関係・つながり 

反射炉 

鉱山・高炉 

舎蜜（せいみ）＝ 
オランダ語の“化学” Chemie の音
訳 

化学←舎蜜開宗 島津斉彬 

シーボルト 

竜骨構造 

プチャーチン 

田中久重 

銑鉄 

集成館 

理化学研究所 

日本化学の祖 

植物学 

近代洋式工場群 

菩多尼訶経 ボタニカ 

ビール 

コーヒー 

佐野常民 

蒸気車雛形 

精煉方 

葡萄酒 

ガラス 反射炉 

パンの祖 



フィールドガイドの場所 

大島高任：橋野鉄鉱山・高炉跡、鉄の
歴史館、旧釜石鉱山事務所（釜石市） 
那珂湊反射炉跡（ひたちなか市） 

鍋島直正：徴古館、 
佐賀城本丸歴史館（佐賀市） 

江川英龍：韮山反射炉、江川邸（伊豆の国市） 
戸田造船郷土博物館（沼津市） 
江川太郎左衛門屋敷跡（東京） 

宇田川榕菴： 
津山洋学資料館、城西浪漫館（津山市） 
杏雨書屋（大阪） 

川本幸民：英蘭塾跡、 
川本幸民顕彰碑（三田市） 



この章から感じたこと 

江戸も末期となり蘭学・洋学の翻訳も盛んにおこなわれ、 
“技術”の本質を自分たちの言葉で理解し、その取り扱い方の 
コツを習得していった印象 → 臆せず試し、やがて我が物に！ 

つまり、日本に既存の“技術”の延長線上に新しい“技術”を完成
させる“開発プロセス”にわくわくしていたのではないか   
→ 我々には不可能だ、なんていうブレーキの発想は微塵もなく、 
むしろ余裕と遊び心を感じてしまう ＝ 文化として取り込む！ 

“技術”を理解できるが故に、西欧諸国とのギャップにも敏感
だったとも思える。黒船、アヘン戦争など周辺の予断を許さな
い緊迫感、緊張感。一方で、国内の意識ギャップへの歯がゆさ
もひしひしと伝わってくるが、明確な青写真と強烈な思いを
持って目的実現に向け奔走 （猛ダッシュ）→ 日本の近代化の
礎となった！ 


