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資　　料

型銀秤量器の使用方法

吉村久美子 *

Abstract： In this paper, the results of hearing survey on how to use mechanical manual precision balance which is an 
industrial machine on display in the museum are reported. The mechanical precision balance was used to weigh gold 
and silver for many years from 1936 at the refinery plant of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. in Nishibara, Niihama 
City, and was donated to Ehime Prefectural Science Museum in 2000. TAKAHASHI Mitsuyoshi (81-year-old in 2018) 
who used to work at the Sumitomo Refinery plant in the mid-Showa period, talked about anecdotes about precious 
metal production and how to use the balance. “At that time, the fact of working in the department weighing gold and 
silver was confidential, even to my family. The manual balance is a delicate machine, so the operator was required 
skilled manipulation and strong physical fitness, ··· etc.” Valuable testimony is recorded in this report. 

キーワード：金，銀，秤量，天秤，住友，別子銅山
Key words： gold, silver, weighing, balance, Sumitomo, Besshi copper mine

はじめに

愛媛県総合科学博物館では，常設展示室に“秤量器”
（図 1）を展示している．これは住友金属鉱山株式会社
別子事業所が 1936（昭和 11）年から金・銀の質量を精
密に量るために使用していた実物資料である．2000（平
成 12）年に当館がこの秤量器（大型手動精密天秤ばかり）
の寄贈（表 11）を受けていたが，不明な点も多く使用方
法等が記載された資料等は残っていなかった．そこで住
友金属鉱山株式会社に，秤量器を昔実際に取り扱ったこ
とのある人物を探していただいた．その結果，高橋光良
氏にお会いすることができ，秤量器の使用方法等，大変
貴重なお話を伺うことができたので，その内容をここに
報告する．

概　　要

住友金属鉱山株式会社は，資源開発，非鉄金属製錬，
機能性材料の製造・販売を行う住友グループの源流企業
である．別子銅山が閉山した現在も，輸入銅精鉱による
銅の生産，そして副産物である貴金属（図 2）の生産が
連綿と続いている．お話をしていただいた高橋光良氏は
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1937（昭和 12）年生まれ．昭和中期，住友金属鉱山株
式会社 別子事業所 精銅工場勤務時に金・銀秤量に従事
していた．
秤量器に残る文字は図 3のとおり．「東京 守谷製衡所
製造，秤量 50㎏，感量 50㎎，4697，東京守谷組」2 等
の文字がみてとれる．守谷製衡所は守谷定吉が手掛け，
明治時代から精巧な天秤を数多く製造し，様々な博覧会
で多くの賞を得た東京の製衡所である 3．戦前に作られ
100 万分の 1の精度を誇ったこの秤量器は，当時大変希
少で貴重なものであった．1936（昭和 11）年 3 月，住
友金属鉱山株式会社 4 の電錬工場（図 4・5）に金・銀電
解設備が完成した．それまでは大阪の造幣局に送り最終
製品に仕上げていたが，設備完成により電錬工場で直接
電気金・電気銀を精製することができるようになった 5．
その電錬工場での金・銀生産（図 6）の最終工程で，こ
の秤量器が使用された．
2018（平成 30）年 1月 24 日，新居浜市在住の高橋氏
宅を訪問し，秤量器の使い方について聞き取り調査を
行った．博物館で撮影した秤量器の写真を見てもらいな
がら，どの部分がどのように動き作用するのか詳細な説
明を受けた．聞き取り調査の様子を後で確認できるよう
ビデオ撮影も行った．調査を終え 2020（令和 2）年 2月
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20 日から秤量器を博物館で展示し公開している．聞き
取り調査で氏に語っていただいた内容を，次の項目に記
載する．

調査結果（高橋光良氏のお話）

この秤量器（手動天秤）では金を量っていたのですか？
この手動天秤は，かなり幅が 1間くらい？ありますね．
そうするとこれの主用は，金ではなく銀ですね．金を量っ
ていた秤量器はもう少し小さいですね．半間よりやや大
きな，たぶん「6キロ天秤」と言っていたと思います．
この 50 キロ天秤は，銀を量っていた分です．銀は 30㎏
の重量あるので，30㎏のプラスマイナス 1㎏以内に収め
るように鋳造していますが，それをオーバーしたり足ら
なかったりした場合は，鋳造し直しです．
この 50 キロ天秤と 6キロ天秤の構造は同じです．銀
も金と同じ量り方なんですね．金（の製品）には 10㎏，
5㎏，2㎏，1㎏，100gがありました．金の 10㎏だけは 6
キロ天秤で量ることができないので，これ（50 キロ天秤）
で量るということです．秤量器は金用，銀用と決められ
ていたのではなく，重量に応じて使っていました．1㎏
の金を 50 キロ天秤で量れないことはないですが，やは
り 6キロ天秤で細かい数字を出す方がいいのです．こち
らで量ると精度が少し良くなります．
この 50 キロ天秤は，私が量っていた時に使っていた
ものがもう 1台あって，どこかに行ったはずです．それ
が別子銅山記念館に行っているのかもしれません．

この木枠のガラスケースは当時のままですか？
木枠のケースは当時のままです．懐かしい．レバーや
扉がある方が表側です．私が金電解（の部署）へ入った
当時の天びんは，載せるところに木の板を置いて使って
いました．6キロ天秤も 50 キロ天秤も，両方です．い
つからか木の板は，塩ビの板に替わりました．

秤量器の取り扱い手順を教えてください．
看量（かんりょう）の前に左右のつまみ（図 7－ A）

を調整し，0ポイントにバランスを合わせます．受け皿
の上には，板を左右に置いていました．これがないと
30㎏の銀塊を置く時に指が挟まれてしまいますから．量
る時は，天秤に向かって左に現物，右に分銅を置きます．
金も銀も同じです．金や銀の重量は，鋳造した時にあら
かじめ粗看（そかん）といって，大体の重さを量ってい
ます．その重量が粗看表に書かれているので，その重量
分の分銅を載せます．
扉を手前に開き，製品と分銅を受け皿に載せたら，扉
を閉めます．そしてレバーをゆっくり少しずつ動かして
いきます（図 7－ B）．すると天秤の支え（図 7－ C・図 8）

がゆっくり下がり，中央（図 7－ D・図 9・図 10）と左
右（図 7－ E，F・図 11）の支えが外れます．支えが外
れると同時に中央部分では，天秤の重量が土台に載り（図
12）ここが支点になります．左右部分では，受け皿の重
量が天秤に載ります（図 13）．さらにレバーを動かす（図
7－ G）と受け皿の下の支え（図 7－ H）がゆっくり下
りて，受け皿の重量が完全に天秤に載ります．ですから
一度に全部がドンと下りることはありません．ゆっくり
こう（レバーを動かしてメノウを）下ろしていくのです．
バランスが悪かったら，ちょっと下ろしたところでまた
戻して，軽ければ分銅を載せる，重ければ分銅を除ける，
そういう量り方をしていました．
鋳造後の「粗看重量」に対して，ここで精密に看て出
す重量のことを「精看（せいかん）重量」と言っていま
した．精看量の数字を金や銀に打ち込み，これで販売す
るわけです．量った後，重量を打ち込む工程もここで行っ
ていました．

接点 3か所にはメノウが使われていたのですね？
中央と左と右，この 3か所がくっつくのですが，そこ
には硬度の高いメノウが使われていました．メノウは，
傷などがあった場合には取り替えになります．片方は平
らなメノウで片方が三角の鋼鉄です．これをゆっくり下
ろして載せて量っていました．

秤量器の取り扱いは慎重を要しましたか？
載っているもの（銀）が 30㎏，分銅も 30㎏あります
から，レバーはゆっくり動かさなければなりません．ド
ンと動かしたら，天秤が傷み次の日から使えません．鋼
鉄の三角のところが丸くなるとまずダメですからね．正
確な値は出ません．メノウにも傷がいかずに，常にそこ
に載りますから．傷がつきやすいのですが，その傷がで
きるだけつかないように．途中まではスーッといきます
けれど，これから載るという時にゆっくりと．（レバーを）
サッと上げて（天秤を）ドンと落としたらダメなのです．
ですからこの量っている時に，近くで工事があった場合
には，振動が伝わってきて傷みやすいので，その間は量
るのを中止するくらい．そのくらい神経を使ってました．
天秤を支えている 4本の足の下には石が置かれていまし
たが，なるべく振動が伝わらないよう，その石の下には
砂が敷かれていました．

値はどのくらいまで細かく出していましたか？
銀の場合は，重量は 0.5gまでです．表記値は 0.5 か 0.0

まで出していました．四捨五入は重量が足りなかったら
ダメなので，全部切り捨てなのですが・・・．分銅の種
類と数について，50 キロ天秤には，20㎏，10㎏× 2，5㎏，
2㎏，1㎏× 2，500g，200g，100g × 2，50g，20g，10g
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× 2，5g，2g，1g× 3，500㎎，200㎎× 2，100㎎，合計
50,001g分の分銅があったように記憶しています．秤量
値より 1g多かった気がします．なぜかは分かりません．
量りやすいためかもしれません．（秤量値プラス 1gでな
くプラス 0.1gの可能性もあり．）分銅がそれだけありま
した．
金の場合は 0.1gまで出して表示していました．分銅
の種類と数について，はっきりとは思い出せませんが，
6キロ天秤には，2㎏× 2，1㎏，500g，200g，100g× 2，
50g，20g，10g × 2，5g，2g，1g × 2，500 ㎎，200 ㎎，
100㎎×2の通常の分銅と，特殊分銅100㎎がありました．
合計で 6㎏だったように記憶しています．天秤の中の上
部に目盛のついた白い板がありました．その目盛板に，
円筒形でない，先が二股になった特殊な形の分銅が載っ
ており，その分銅を左右に動かして量っていました（図
14）．中央の支点に最も近い目盛に分銅を載せた場合は
10㎎．支点から離れるにしたがい 20㎎，30㎎・・と重
くなり，最も遠い目盛の位置に載せると 100㎎になって
いたと思います．
基本的に秤量では，右（分銅）が重かったら支点真下
の目盛の針（図 7－ I）は左に大きく振って，左（金ま
たは銀）が重かったら右に大きく振ります．最終的に左
の品物が重くて右の分銅が僅かに軽い状態，針が左へ 3
振れば右へ 5か 6振るぐらいまでコンマ 1グラムを除け
たり足したりしながら調整します．つまり本当の量より
も極僅かに少ない数値が実際には打ち込まれるというこ
とです．損しても構いません．クレームが一番怖いです
から．
重量をきれいに看量できたら，載せた分銅と残ってい
る分銅とを全部ひかえ，それらを足します．載せた分銅
を乗錘（じょうすい），残った分銅を残錘（ざんすい）
と呼んでいましたが，その二つを合わせて（足して）元
あった分銅の量になることが確認できたら，看量は終わ
りです．

刻印はどのようにしていましたか？
例えば金の話，金で 5㎏だったら，（乗錘の量の合計が）

「5010.3g」という値が出た場合に，品物の一番下の所に，
鉄でできたその数字の型をハンマー（図 15）で叩いて
刻印します．数字を打つ金づちを「ハンマー」と呼んで
いました．万が一間違って打った場合には，また丸い（先
が平らな）方で叩いて消して，新たに正しい数字を打ち
ます．間違うことはまずありませんけれども・・・．刻
印は，熱を加えたりしなくても，人間がコンコンと叩く
くらいで十分です．純金と純銀は確実に．（とても軟ら
かいから）力入れなくても数字は打てました．

看量・発送は毎日行われていましたか？

毎日看量（かんりょう）というのは，ないです．2日
続きはありました．銀も金も，特に金はですが．滞留時
間が長くなるとそれだけ金利がかさむため，まず金は 3
日に 1回は鋳造するような日程でした．ですからでき上
がったものは，3日に 1回すぐに量って重量を打って製
品化していました．業者の方からどうしても必要な時は
「中間でもないか」いうことで注文がありますが．月末
までためたものを毎月 1日に送ってくれ，と．だいたい
その月の初営業日に発送ですね．まず来月はここにはこ
れだけ，ここにはこれだけ，と行くところが決まってい
て，1日に全部発送していました．

体力は要りましたか？
溶解とか金の看量は，10㎏以下なので，比較的楽にで
きます．ですが，銀の看量は 30㎏のものを天秤の上に
載せるので，体を乗り出してこういう感じ（銀塊の両端
を両手で持ち左腕は脇を締めて手前に．前のめりの状態
で右で持っている方を向こうに伸ばして秤量器の受け皿
へ載せていく）．かなり力を入れるのです．ですから，
だいたい30から40．40才過ぎたら誰かに代わってもらっ
て，やっていませんでした．体力がとてもいる仕事でし
た．

秤量器はメンテナンスしていましたか？
だいたい 6ヵ月に 1回，共同計器㈱の検査がありまし
た．傷んでいる所（メノウ）はきれいにこすって平らに
してもらったり，メノウに接する三角の所（鋼鉄）を取
り替えてもらったり，そういうことでやっていました．

お客さんは見学できたのですね？
私がここに入った時に，お客さんで見学に来た人達が
いましたが，一人見学からはぐれて私の方に寄ってきて，
「正式なのでなくて，どこかに隠している金はありませ
んか？」と聞いてくる人もいました．そのくらい金が欲
しい時代でした．
元あった西原の金電解（秤量していた所）が更地にな
り東予工場に移って，もう 10 年は経ちます．当時，西
原の金電解には，展示用に 10㎏（の金塊）をずっと以
前から置いていました．お客さんが来た時には，10㎏（の
金塊）を必ず見せていました．

手動天秤の後に導入された全自動銀塊秤量記録装置 6 は
どのように使っていましたか？
これ（全自動秤量装置）（図 16）を使うまでには天秤（の
部署）から離れました．こちら（左）へ銀塊を置いたらロー
ラーが回るようになっており，粗看量まではローラーの
上に載った銀塊を人の手で押します．記憶が定かではあ
りませんが，秤量装置内へ入る手前で粗看量が量られ，
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それを自動天秤が記憶し，装置内で精看量が量られてい
たと思います．粗看量から精看量は自動です．銀塊を転
がして中へきたら寄せます．こちらからまた真ん中へ置
いて操作したらその下にモノがちょっと下がるように
なって，受け皿で銀を受けて量るようになっています．
秤量を終えたら向う（右）へ押し出します．ローラーは
L字型になっていて手前の終点にストッパーがありまし
た．打ち出された数値をここで型銀に打刻します．完全
な全自動ではありませんが，「自動ばかり」と呼んでい
ました．

菱刈鉱山は，良質の金山なのですね．
菱刈鉱山（図 17）は，鹿児島県にある住友金属鉱山
株式会社所有の金鉱山で，日本一の産金量を誇り現在も
操業中です．出鉱を開始した 1985（昭和 60）年当初は，
20 年で掘り尽くすような感じでした．それが 1988（昭
和 63）年に山田鉱床，1990（平成 2）年に山神鉱床が見
つかり極めて高い金品位に恵まれたため，産金量が伸び
現在に至っています．しばらくまだ菱刈は続くと思いま
す．

おわりに

今回，国内でも希少なこの秤量器について，貴重な証
言を記録に残すことができてよかった．この秤量器は，
市内では別子銅山記念館に，県外では茨城県にある日鉱
記念館鉱山資料室 7 や東京都にある日本銀行旧館史料展
示室 8 に展示されている．国内にどれだけの数が残って
いるのか，把握できればまた報告したい．
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1　当時，銀でなく金の秤量器として住友金属鉱山㈱から寄贈を受けていたが，今回の調査で主用は「銀」であることが分かった．
2　“秤量”とは，その秤で量ることができる最大の重さのこと．“感量”とは，その秤の針が反応する最小の重さのこと．
3　山口晋一“諸官省用達商人名鑑”．山口晋一．1911，p.69．
4　当時の社名は“住友別子鉱山株式会社”．
5　住友金属鉱山株式会社“住友別子鉱山史下巻”．住友金属鉱山株式会社．1991，p.213．
6　1975（昭和 50）年から住友金属鉱山㈱別子事業所で使用されていた．型銀秤量器と同時に寄贈を受け，現在当館に収蔵している．
7　https://www.nmm.jx-group.co.jp/museum/zone/material/index.html（2020.05.14 参照）
8　https://www.boj.or.jp/z/tour/b/kyukan/syokai1.htm（2020.05.14 参照）
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図 1　型銀秤量器 

表１　秤量器の概要　住友金属鉱山㈱精銅課からの提供資料（2000 年 1 月 15 日付）

型金秤量器概要
2000 ／ 1 ／ 15

精銅工場　精金課
１．機器名称：手動天秤
２．製造年月：１９３６／１
３．据え付け年月：１９３６／１
４．機器構成
　　①　秤量　　　　　０～５０ｋｇ
　　②　最小読取限度　０．０５ｇ
　　③　精度　　　　　１／１，０００，０００
　　④　分銅（１級）　  ２０ｋｇ、１０ｋｇ、５ｋｇ、２ｋｇ、１ｋｇ等各種
　　⑤　本体寸法　　　奥行７００×幅１６００×高１５００（架台高６６０）
　　⑥　本体重量　　　約１００ｋｇ程度
５．使用目的
　本装置は、金塊を精密に測定することを目的として設置された手動式の等比天秤で、
秤量物と等しい質量の分銅を加え秤量物の質量を１００万分の１の精度で測定出来る
点が特徴です。ちなみに、現在、商品取引用として販売されている最高精度の天秤が
５万分の１程度と聞いております。
※現在の保管場所：共同計器株式会社　新居浜市磯浦町１８－１２
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型銀秤量器の使用方法
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図 2　金・銀・白金・パラジウム　資料提供 住友金属鉱山株式会社

図 3　秤量器に残る文字
図３　秤量器に残る文字
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吉村久美子
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図５　電錬工場内の銅電解槽図４　電錬工場外観

図６　電錬工場の金銀回収・生産工程（昭和初期）

銅電解槽の沈殿物

金銀含有鉛

粗金銀

分銀炉で溶解

溶鉱炉で鉛等を加え溶解

電気分解

電気銀 沈殿物

電気分解

電気金 沈殿物

酸化鉛

型銀

型金

鋳造

鋳造

金製品

秤量 ・刻印

銀製品

秤量 ・刻印

白金 ・パラジウム

電気分解

（1936 年～）

（1936 年～）

（1937 年 ・ 1938 年～）
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型銀秤量器の使用方法
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図８　天秤支え 図９　中央の天秤支えと支点部分

天秤支え

支点

天秤支え

ＡＡ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｆ

Ｇ

ＨＨ

Ｉ

図７　秤量器図解
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吉村久美子
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図 10　中央の天秤支えが外れたところ 図 11　右の受け皿の支えが外れたところ

図 12　天秤の重量が載る中央の支点部分

表側 裏側

まだ天秤支えに載っているため支点が浮いている状態

支点支点
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型銀秤量器の使用方法

－ 116 －

受皿

図 13　受皿の重量が天秤に載る接点部分

図 14　微小秤量用分銅
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吉村久美子
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図 15　ハンマー 図 16　全自動銀塊秤量記録装置

図 17　菱刈鉱山　資料提供　住友金属鉱山株式会社

ストッパー

打刻

粗看量　　　　精看量
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