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2017 年度日本日時計の会総会 

2017年度日本日時計の会総会が、2017年

11月 11日(土)、午後 1時から５時過ぎまで、

東京都墨田区のセイコーミュージアムで開

催されました。 

開会に先立ち、本会顧問関口直甫氏のご逝去

の報告がありました。 謹んで、ご冥福をお祈り

申し上げます。            合掌 

１）出席者

会員総数 32名(個人 25名、法人 7名)

出席会員 12名(個人 10名、法人 2名)

委任状  13名

２）総会

開会の挨拶 会長 押田榮一 

セイコーミュージアム  館長 渡邉 淳 

・議事

議長選出 押田会長 

  議案１ 平成 28年度事業報告 〈承認〉 

議案２ 平成 28年度決算報告  

同監査報告(野呂氏) 〈承認〉 

議案３ 平成 29年度事業計画案〈承認〉 

  議題４ 平成 29年度予算案 〈承認〉 

３）研究発表・報告

・簡単な均時差の計算 奥田治之 

・8月のアメリカの日食 ドゥエル・ベーリ

・ニューヨークとボストンの日時計 小野行雄

・０字の日時計 in USA 安藤隆雄 

・四日市ゴルフ場日時計 栗原信敏 

４）自己紹介

５）セイコーミュージアム所蔵の日時計コ

レクション拝見

６）セイコーミュージアム展示見学

5時閉会 

押田会長の挨拶 

渡邉館長 

参加会員 

セイコーミュージアム展示見学



- 2 -
ひどけい 14号 2018年 3月 

簡単な均時差の計算 奥田治之 

8月のアメリカの日食 ドゥエル・ベーリ 

ニューヨークとボストンの日時計 小野行雄 

０字の日時計 in USA 安藤隆雄 

四日市ゴルフ場日時計 栗原信敏 

セイコーミュージアム所蔵
日時計コレクション 

日時計コレクション 

日時計コレクション 
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“Ｗｈａｔ is time?”  

押田榮一   Ｅ．Ｏｓｈｉｄａ 

“ What is time ? “ ？？？ 

“What time is（it now）? “ の間違いでは

ありません。 

「何時？」ではなく「時間は？」です。 

「時間」って不思議なものですネ。  

「時間を持て余す人」、「時間に追われる人」い

ろいろですが「時間」は身分の差、貧富の差な

どなく皆に平等、公平にあります。そして意識・

無意識の中、やはりいろいろな制約を受けてい

ます。 

 「時計」は技術、あるいはコレクションなど

として解りやすいですが、「時間」は天文学のよ

うな自然科学だけではなく、哲学、芸術、心理

学などと幅広く奥深いので大変難しいですが、

ここでは少し軽く考えてみます。 

 経営の三要素は「ヒト、モノ、カネ」いわれま

すがこれらは無ければ借りてくればいいのです

が、「トキ」は借りることができません。 

 最近、これからは国境、人種、宗教、年令、

性別、業界、キカイと人間これらの境目が無く

なるもしくは薄くなると言われています。しか

し、「時間」についての「境」は随分以前から無

くなっています。19世紀から世界中が一つの時

間、時制で過ごしています。これはスゴイこと

だと思います。そして日本が明治の初めにこの

世界標準時間を採り入れたことは言うまでもな

く、日本が近代的な世界の一国としてデビュー

したことに他なりません。このことを少し振り

返ってみましょう。 

自然と共に 

ヒトは元々他の動物たちと同じように、陽が

昇れば起きて、沈めば寝る生活をしていました。

しかし、人類は灯火を発明し夜も生活をするよ

うになります。そして集団生活をするようにな

ると「時間」という概念を持つようになりまし

た。しかし、目に見えない時間をどのようにし

て決めればいいのでしょう。 

太陽の動きを影でとらえる「日時計」 

1993年神戸商科大学 Oshida Design 

 先人はいろいろと工夫をしてきました 一日

区切りを太陽の出入り時刻とし、日の出から日

入りまでを等分してみました。すると一区切り

の長さがが季節によって違います。そこで一日

を等分してみますと今度は同じ午前７時と言っ

ても冬ではまだ太陽は出ておりませんが夏では

すでに高く上がっております。そこで太陽の南

中時刻を正午とします。そうしますと街によっ

て時刻が違うことになります。いろいろなトラ

ブルもあったでしょうが、具体的になんとかし

なければとなります。 

英国では鉄道で早く広い範囲の移動が可能に

なり、時間の差が問題となり鉄道時間、標準時

間を定めようということになりロンドン、グリ

ニッジを基準とするように決めました。しかし、

国内だけならいいですがこれが国際間の問題と

なると簡単には行きません。 

1884年、ワシントンで国際子午線会議が開か

れ日本を含む世界 27 ヶ国が参加しグリニッジ

天文台を通る子午線を０としこの時刻を標準時

として採用すると共に、世界を１時間の時差を

持つ 24時間帯にわけることを決めました。 

日本では江戸時代には京都を基準とし、明治

の初めには東京へ移しましたが、明治 19年に国

際基準と 9 時間の差をもつ東経 135 度を日本標

準子午線と勅令第 51号で定めました。 

 この子午線上にある都市は京都府の京丹後市、

福知山市、兵庫の豊岡市、丹波市、西脇市、加

東市、小野市、三木市、神戸市（西区）、明石市、
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淡路市、和歌山県和歌山市です。これらの街で

は太陽が真南にくればお昼になりますが、東京

では太陽が真南に来てもお昼になりませんし、

九州ではまだお昼ではないのに昼食にありつけ

るわけです。(それぞれ 19 分ほどの差がありま

す。） 

このようにして世界が一つの時刻に合わされ

たかのようにみえますがそう簡単には参りませ

ん。一日は正確に 24時間ではなく少しずつづれ

てます。プラス、マイナス 15分ほどありますの

でその年間平均をとることになり「平均太陽時」

になります。天文学では太陽より恒星を用いた

ほうがいいという意見もあり、機械式の時計は

どんどん正確さを増し、さらに、クオーツ時計

（1969 年代）、原子時計（1958 年より）などが

出来てきました。すると、そのずれがまた問題

になってきました。 

うるう秒 

 世界各地にある原子時計の計測した時刻と地

球の自転速度の変動に差が出てきたのです。こ

の差が携帯電話の位置情報システムなどに利用

されている衛星利用測位システム（GPS)にとっ

て問題となってきました。その差がわずかです

が、60～90 年で 1 分、600 年で 1 時間になりま

す。ですから千日に一度約 3 年毎に１秒修正し

ます。「閏うるう秒」です。 

 機械式の時計が生まれた十数世紀頃には分単

位の正確さで良かったのですが、今では秒どこ

ろかミリセカント、さらにマイクロセカント（百

万分の１秒）の正確さが求められています。近

年コンピュータの進化で１秒当たりに処理能力

が高まった上ネットワークの発達で多くの機器

がつながっているいるのでシステムへの影響が

懸念されています。そ作業が大変なので「うる

う秒」を廃止してしまおうという動きが経済界、

産業界などにあります。 

 しかし、繰り返しますがやはり私達は太陽の

動きを元に生活しているのです。 

 私たちが体験している実際の時間に忠実であ

るべきではないでしょうか。それは地球の自転

に基づく時間であって原子時計ではありません。

たまたま人間が作った原子時計でうるう秒の調

整を無くせば、地球が自転しているという現実

との接点を失い、気がついたとき、夜明けが正

午になっているかもしれないのです。 

やはり日時計 

 昔は時刻を知らせるのに鐘や太鼓を用いまし

たが機械時計ができてもそれほど正確ではあり

ませんから、修正をしなければなりません。明

治 11年ころから郵便局が一番正確でした。郵便

局では毎日午前 11 時 57 分になると電信線は通

信を止め、東京の中央電信局の時報機につなが

って電鈴が鳴り 12時（正午）になれば止みます。

その時刻をもって正午としました。しかし、電

信の無い郵便局では「日時計」で正午に合わせ

ました。写真はその為の「正午日時計」（正午だ

けを示す日時計）です。 

「最初の正午日時計」逓信博物館蔵 

その後無線、ラジオで「時報」が発せられ、

やがてテレビも報じるようになり、一般庶民に

も親しいものとなりました。しかし 2004年テレ

ビのアナログ放送が終了するとテレビの時報音

は無くなりました。ディジタル信号からの変換

に時間がかかりタイムラグが生じるからです。

技術の進歩とはいえなんとなく皮肉なことです

ねぇ。 

 日時計は人類が手にした最古の科学装置であ

ると言われています。太陽の動きを知るのに直

接見ると眩しいのでその影を追うのです。少な

くとも紀元前 1500 年まで遡ることができます。

そして精巧な機械時計が出来る 17 世紀までも

っともいい時間の計測手段だったわけです。 
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日本日時計の会 

 私たち日本日時計の会は時代が変わっても太

陽・お日さまの動きは変わらないと自然への畏

敬と感謝を込めて太陽の影を追っています。 

日時計を作るのが好きな人 

各地の日時計を観て歩く人 

より正確な日時計を工夫する人 

などが集まって 2000年に会をつくり、今私は会

長を務めております。 

 日時計の知識の普及、啓蒙、会員相互の情報

交換、親睦を目標とし、学術研究、既存日時計

の記録調査、外国団体との交流などを行い、年

一度の総会のほか研究会、見学会など随時行い

会誌「ひどけい」の発行も行っています。 

2016年の総会は明石天文科学館で行いました。 

・最近の製作の報告・紹介

・米国製ディジタル・サンダイアルの紹介など

のほか、

・「南極の日時計」 

日時計といえば緯度に合わせた三角の板（グ

ノモンと呼びます）を想像されるでしょうが、

南半球のしかも緯度 90 度となればどうなるの

でしょうか？白夜もあります。その実地での報

告です。 

・「日時計の家」 

屋根を真南向きの緯度勾配とし、その真下に

大きな半円筒の幕を配し屋根の隙間 から入っ

てくる光が時刻を指す構造です。理論はともか

く実際につくられ住んでおられるのは驚きです。 

・「均時差の自動補正日時計」 

日時計は毎日の真太陽時との差を補正しなけ

れば平均太陽時（時計の時刻）になりませんが、

それを自動的に補正できる日時計を工夫された

の報告です。といったような内容です。 

＊ 

 太陽電池でゼンマイを巻く必要も電池の入れ

替えの必要もなくなり、電波時計で時刻を合わ

す必要も無くなった今日、今更日時計でもない

でしょう、と思われるかもしれませんが、機能

的な側面だけではなく、造形的にさまざまなア

イディアを取り入れた興味深いものも数多くあ

りますし、最古の科学機器として人類の歴史を

振り返るよすがにもなり、そこから科学的思考

を語りかけている意義も捨てがたい効用がある

かと思います。ご興味のおありの方のご連絡お

待ちいたします。 

ミクロネシア ポナペ（北緯７.5度）の日時計 

1993年 Oshida Design 

おわりに 

理学者、天文学者の追う「時間」 

より正確にという「原子時計」の技術者 

そして、私どもの「生活時間」 

同じ「時間」でも大きな違いがありますが、日

ごろ忘れている「時間」のことを時々思い出し

て考えてみる機会を持って頂ければ幸いです。 

 昔、「時刻」を告げるのは教会（寺院）からお

祈りの時を示すものでした。近世に入って正確

な「時計」が出来てもそれを持つことができた

のは貴族やブルジョワで会社から従業員へ指示

するためもので労働を管理し支配をしました。

学校教育での「時間厳守」もそのためでもあっ

たのかとも思えます。しかし、最近は勤務時間

でもフレックス・タイムを生み、さらに成果に

報酬をというホワイトカラー・エクゼンション

という考え方も出てきました。時計の普及で時

間の民主化が進むということでしょうか？とい

うことは時間は共同体のものから「個」のもの

となり自己管理の時代になったとも申せましょ

う。時間に支配された時代は過ぎたのです。人

生の時間をどう過ごすか、どう使うか、いかに

有効に意味のあるものとするかは人生そのもの

ですから…。“What is Time ?” 

（神戸高等学校同窓会誌２０１６より転載、一部変更） 
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時間を大切にする意味は 

Meanings of to cherish the time. 

明石市立天文科学館  井上毅  T.Inoue 

職業柄、時間の話題が気になってしまう。先日、

陸上男子 100メートルで、桐生祥秀選手（東洋大4

年）が公式記録で日本人として初めて 10 秒の壁

を破り、9 秒９８を樹立し大きなニュースになった。

日本人は時間に正確な国民というが、100 分の 2

秒にこれほど沸くことも珍しいと思う。 

 もともと日本人は時間にルーズな国民だった

ようだ。江戸時代末期の外国人の日記には、日本

人が時間を守らないことをぼやく記述も残って

いる。明治に入り西洋の時刻制度が導入された。

鉄道の時刻表が作られ、各地の郵便局に時計が

設置されたが、人々の時間への意識はのんびりし

たものだった。 

＊ 

１８８６ (明治 19)年に日本標準時が制定され、

東経 135 度子午線上の時刻が日本の標準時に定

められた。明石には日本標準時の基準となる位

置に標識がある。最初の標識は 1910(同 43)年に

建立された。人々に時の観念を意識させる狙い

があり、全国に先駆けた取り組みだった。 

そんな日本人の時意識を大きく変えたのは１９

20(大正 9)年の「時の記念日」の制定だ。時の記

念日は、天智天皇が水時計を使って初めて時を

知らせた故事に由来する。現在の暦で 6月 10日。

毎年この時期が来ると、明石など全国の時にゆ

かりのある地はお祭りムードになる。明石市立天 

文科学館は１９60(昭和 35)年 6 月 10 日の開館だ

が、それも記念日にちなんでいる。時の記念日は、

時をテーマとした特別展がきっかけで誕生した。

「時展覧会」といい、１９20年 5月 16日から 7月 4

日まで、東京教育博物館(国立科学博物館の前

身)で開催された。出品は東京天文台をはじめ団

体、個人から数十点に及んだ。貴重な時計や天文

観測機器のほか、「女性が一生に化粧にかける時

間を計算したパネル」など面白い視点の展示も

多く、非常に充実していたという。 

展覧会場は連日大盛況で、43 日間の入場者は

22 万人に上った。日本の博物館史でも画期的な

出来事となった。会期中のセレモニーで時間尊重

の宣伝を行うことが提案され、これが現在の「時

の記念日」になった。当日は 5 枚のビラが配られ

たほか、正午に大砲が鳴り、工場や事務所は汽笛、

寺社や教会では鐘が打ち鳴らされ、東京は響き

の都になったという。 

また、一連の記録は集録として販売され、全国

で熱心に読まれた。人々は初めて「秒」という単

位を明確に意識した。その後、時の記念日の行事

は全国で開催されることになり、日本人の時間意

識に大きな影響を与えた。 

2020 年、桐生選手たちの活躍が期待される東

京五輪の年は、時の記念日制定 100 周年の年だ。

当館の開館 60 周年の年でもあり、関係機関と諮

って、時間を大切にする意味を改めて考える契機

となるような全国一斉「21 世紀版 時展覧会」の

構想を巡らせている。 

（神戸新聞 ２０１７年１１月 5日掲載より） 

時博覧会記念絵葉書と袋（kodokei.com より転載 
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簡単な均時差の計算 

Approximated formula of the Equation of Time of sundial 

奥田治之 H.Okuda 

 

1. はじめに 

日時計の示す時刻は、そのままでは、正

確な時刻を示さない。 それは、地球の自

転軸が公転面に対して傾いていること

（23.5度）と、太陽の周りの地球の運動が、

完全な円運動ではなく、楕円運動している

からである。 これによって、日時計の示

す時刻は季節によって進み、遅れができる。

これを近似差と呼んでいるが、その値は、

季節によって、図 1のように変化する。 

図 1 季節による均時差の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の時刻は、日時計の示す時刻にこの

均時差の数値を引いたものになる。すなわ

ち、正確な時刻＝日時計の示す時刻－近似

差、さらに、日本の標準時に直すには、経

度による補正＝（その土地の経度－135度）

ｘ４分を、さらに、引かなければならない。 

このような補正をほどこせば、日時計は、 

絶対、狂わない、停まらない時計になる。 

 

２．均時差の計算公式 

近似差の正確な計算式は、次のように与 

られる。 

 E.T. = 9.87 sin 2B – 7.67 sin(B+78.70) 

ここで、 Nは 1 月 1日から数えた通日、 

B = (N-81) x 360/365 は春分から数え 

た地球の公転角である。 

これでは、数字の桁数も多く、また、そ

の日の通日も知るのも面倒である。 

それで、ｍ月ｄ日の通日を N = 30(m-1) + 

d と近似して、均時差の公式を整理すると、

次のように簡単になることが分かった。 

 

E.T. = 10 sin 2B – 7.5 cos B – 1.5 sin B 

ここで、B = 30(m-1) + d -81 である。 

 

こうなれば、簡単な卓上計算機でその日の

均時差を簡単に計算することができる。     

 

３．この近似計算の誤差 

この近似式を使って計算した近似差と正 

確な値との差（誤差）を計算してみると図 2 

に示すようになる。その差は、ほとんど 1 

分以下になり、実用的には全く、問題にな 

らない。 

図２ 均時差の誤差 

 

正しい値 近似値 誤差×１０倍 

４．むすび 

三角関数で計算することは、ちょっと難 

しいかもしれないが、最近では、ごく簡単 

なポケット計算機でも三角関数を計算で 

きるものが多い。近似差の表や、図を持ち 

歩くのは、ちょっと煩わしいが、上の近似 

式を手帳の片隅にでもメモしておけば、簡 

単にその日の近似差が計算できて、正確な 

時刻を知ることができる。日時計は、使い 

ようによっては、方位計としても使えるも 

のであるので、（腕時計などで、その時の 

正確な時刻を知って、日時計の影をそれに 

合わせれば、日時計のノーモンの方向が北 

になる）磁石代わりにも利用できる。この 

場合、磁石特有の補正、偏角を知らなくて 

も、正確な方位を知ることができる。それ 

には正確な均時差が必要になる。 

均
時
差(

分) 

1月 1日からの通日 緑線：地軸の傾きによる分 

赤線：楕円運動による分 

黒線：両者を加えたもの 
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2017 年・南インド日時計の旅 

 Sundials in South India 

沖 允人 (Masato OKI) 

はじめに 

インドでは、ニュー・デリー、ジャイプ

ール、ヴラナーシー、ウジャインの古代天

文観測所と巨大日時計のあるジャンタラ・

マンタラ（Jantar Mantar）が有名であるが、

それらについては『世界をめぐる日時計の

旅』(JSS、2013年、pp.183-192)、で紹介し

たので、今回はあまり知られていない、南

インドを主とした各地の日時計について紹

介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュー・デリー「クターブ・ミナール」 

1月のニュー・デリーは日中で 20-24℃で、

日本人にとっては大変快適な気候である。

夜は少し気温が下がる。雨は降らないがど

んよりした空模様の日が多い。2017 年 1 月

21 日に、ニュー・デリーの中心から約 4km

北にある有名観光地クターブ・ミナール

(Qutab Minar)に行き、中庭にある日時計を

見学した。時刻盤は 40cm四角でノーモンは

三角形のブロンズである。イギリス統治時

代に考古局  (Archaeological Survey of 

India,ASI)に勤務していたイギリス人

(Gardon Sanderson)が設置し「Sanderson’s 

Sundial」と呼ばれている。彼の息子は 28

歳の若さで第一次世界大戦のときに戦死し、

その追悼として死後 4年目の 1919年に設置

されたという。ラテン語で「The shadow 

passes, but light remain(影は過ぎていく

が、光はとどまる)」と刻んである。 

すぐそばにクターブ・ミナールの高い塔

があり、その前の広場という良い位置にあ

るので、塔を見学したインド人の観光客の

大勢が日時計をのぞきに来る。 

 

ニュー・デリー「バラプラ・ループ陸橋広場」 

重さ 12t、高さ 12m、長さ 24.5mのこの巨

大でカラフルな日時計は、彫刻家のガガ

ン・ヴィジが(Gagan VijI 設計)し、ルール

キー市の研究所(Roorkee、Indian Institute 

of Technology,ITT)が協力して、デリー開

発局(Delhi Development Authority,DDA)に

より、3 年がかりで 2010 年に完成された。

市の中心から南東約 2km あたりを走る都市

高速道のバラプラ・ループ陸橋(Barapullah 

loop bridge)の前の広場にある。全体が金

属(Brass & Steel)で頑丈に製作され、総工

費は 21.1Milion Ruppee(約 2 億 2000 万円)

かかったという。 

 

ヒマーチャル・プラデーシュ州、 

州都・シムラ「イギリス人の館の裏庭」 

  2011 年に南アジア冬季競技大会が開催さ

れたデラドゥン(Dehardun)までニュー・デ

リーから空路約 1 時間で移動し、車でパル

ワ ノ ー (Parwanoo) を 経 由 し て シ ム ラ

(Shimla) に国道 NH22 号線で移動する。距

離は約 90kmであるが、ジグザクの多い山道

が続き、交通量も多いのでスピードか出せ

ないので 4 時間はかかる。小さな村をいく

つも通過し、1月 24日の午後 1 時 40分にシ

http://asi.nic.in/
http://asi.nic.in/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A
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ムラの町の一角に着いた。シムラは山の斜

面に広がった細長い町で、ジグザグの道路

が網の目のように走っている。水平な道は

ほとんどなく、坂道ばかりである。明日は

雪が降るという予報だと運転手がいうので、

昼食は抜きにして、日時計を見てからホテ

ルにチェックインする。シムラは標高が

2200mほどあり、坂道ばかりの町なので、も

し、積雪があると車の移動は大変である。

数日前にかなり降ったらしく、ところどこ

ろに残雪があったが道路上は除雪してあっ

た。  

シムラの日時計は、昔、イギリス人の住

んでいた館の庭にあるというのだが、そこ

がなかなかわからず、あちこちで聞いて、

その建物は「Indian Institute of Advanced 

Study」という名前になっていることが分か

り、そこまでの細い道を進む。この大きな

建物は  イギリスの建築家アーウイン

(Henry Irwin)が設計し、彫刻を主体とした

装飾のあるジャコビアン様式(Jacobethan 

style)として 1880 年から建設を開始し

1888 年に完成し、ドュフェリン卿(Lord 

Dufferin)が住居とし、「Viceregal Lodge」

とも呼ばれていた。現在は上記の博物館に

なっていて、館内に入るのには入場料がい

る。この建物は、見るからに古色蒼然とし

たイギリス風の大きな 5 階建で、シムラの

歴史的建造物に指定されている。ぐるりと

裏に回ると日時計があった。高さ 1mの石の

台の上に水平面型の直径約 40cmの金属製の

時刻盤があるが、ノーモンはなくなってい

た。 

カルナータカ州、マイソール

「ジャミア・マスジット回教寺院」 

シ ム ラ か ら チ ャ ン デ ィ ー ガ ル

(Chandigar)に出てムンバイ (旧ボンベ

イ,Mumbai) への直行便で移動する。ムンバ

イの動物園入口には金網に囲まれた日時計

があるが、先年訪れたことがある。1 月 29

日にムンバイから空路バンガロール

(Bangalure)へ、

そして陸路で 

マ イ ソ ー ル

(Mysore) へ と 移

動する。マイソー

ルはカルナータ

カ州で 2番目の規模を持つ都市である。

車でマイソール市内にある日時計を見学

に行く。マイソールに住んでいる実直そう

な老年のガイドが来て案内してもらえるこ

とになった。日時計のことも良く知ってい

た。 

ジャミア・マスジット(Jamia Masjit or 

Masjid-e-Ala)というイスラム教のモスク

に日時計があるのだが、ホテルでもらった

イラスト地図にはジャミア・マスジットと

いうモスクは、ホテルの北のすぐ近くにあ

った。しかし、そこには日時計はなかった。

ジャミア・マスジットというのは回教徒の

モスクをいうらしく、あちこちにあるとい

う。日時計のあるジャミア・マスジットを

ガイドが知っているというので 15kmほど行

ったところの別のジャミア・マスジット

(Veena Sheshanna Road, Mysore)に行く。

インターネットで調べた 2 つの塔がある黄

金色の立派なモスクであった。1784 年に建

設された由緒あるモスクである。現在のモ

スクは、ハイダル・アリーと息子のティフ

ー・スルタン(Tipu Sultan)という賢人が

1797 年に再建した城塞都市の一部だという。

室内にある石の机にはコーランの文句が刻

まれている。ティフー・スルタンが 革新と

独創(innovation and ingenuity)を思索す

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Irwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobethan
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るために使用したという。日時計は彼がど

こかの寺から持ってきたものではないかと

いわれている。 

 

ジャミア・マスジットにはコーランの勉

強をしている青年が数人いた。日時計は 2

階にあるという。2階は聖域になっているの

で靴を脱いで石の登りにくい階段を登って

いくと 10m 四方のテラスになっていた。そ

のテラスの先端の高い円柱の上に日時計が

ある。しかし、高い位置なのでテラスから

では日時計は見えない。柵に登れば見えそ

うであったが、登るのは危険である。3階に

上がって上のテラスから見下ろせば日時計

の時刻盤を見ることができそうであったが、

2階に上がる階段に鍵がかかっていて、午後

1時まで鍵を持った番人が来ないという。こ

のモスクはイスラム教の学校にもなってい

て、何人も机を前にして座って勉強してい

た。コーランを勉強していて、2年ほどかか

けてマスターしたら試験があるという。 

グンバーズ(Gumbaz)という近くの村に同

じような日時計のあるモスクがあるという

ので移動する。午前 10 時 45 分に着いたグ

ンバーズには先ほどより少し小さいモスク

があった。この裏庭にティープーの墓があ

るという。入口に、奥のテラスに日時計が

あるという説明板も立ててあった。 

説明板どおり

裏のテラスの左

の柱の下に水平

面型の大理石製

に 刻 ん だ 直 径

30cm ほどの古い

日時計はあったが、ノーモンはなくなって

おり、時刻盤の線も文字も薄れていて読め

なかった。しかも、柱の陰が日時計の時刻

盤の上にあたっていた。午後しか日が当た

らない位置である。 

 

ケララ州、コーチンの北西、 

ムナール「タタ茶業博物館」 

  1 月 31 日、イン

ド西海岸のコーチ

ン(Cochin)空港で

予約しておいた車

の出迎えを受け、

コーチン空港から

東約 125km、西ガー

ツ山脈にある高原

リゾート地・ムナ

ール(Munnar)まで移動する。約 4 時間で着

くという。コーチンは漁港として知られて

いる。 

くねくねとした道が続き、やがて山道に

なる。交通量は多い。大型バスもときどき

走っている。あたりはマンゴー、スパイス、

バナナなど南国らしい樹林である。数種類

の椰子の実を売っており、いつも見かける

緑 色 の も の の 他 に 、 オ レ ン ジ 色

(Gowlligothra)、黒っぽい色(Nonge)の椰子

の実がある。時々、山が見えてくる。標高

1500mまで登る。ムナールの町から山の中の

未舗装の道を 30分走ると、思わぬ場所にホ

テルの建物があり、それが今夜泊まる趣の

あるリゾートホテルであった。午後 8 時 20

分にホテルに着いた。 

2月 1日、朝食をとった食堂からの眺めは、

向こうに山々が見え、眼下は深い谷なって

いる。ムナールはコーチンの東約 125km に

あり、西ガーツ山脈の中の高原リゾート地

である。町はオールド・ムナールとニュー・

ムナールに分かれている。町の中心はニュ

ー・ムナールで店も人も多く賑やかである。

一 帯 は 、 エ ラ ヴ ィ ク ラ ム 国 立 公 園
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(Eravlkulam National Park)で、南インド

最高のアナムディ山 (Anamudi or Anai 

Mudi,2695m)がこの公園内にある。このあた

りには 12年に 1度咲き、山が紫に染まるめ

ずらしい花があることで知られている。次

の開花は 2018年 9月だという。 

 

ホテルをチェックアウトしたら、お土産

にクッキーのパックをくれた。迎えの車が

きて、早速、目的の日時計を訪ねる。日本

でいえばかつての三菱財閥のようなタタ

(TATA)財閥の経営する茶園に、茶業博物館

(Tea Museum of Munner, Kerala)がある。

同社は 16の茶園をもつている。ムナールの

町まで帰り、山道を 30分ほど走ると開けた

ところがあり、そこに茶業博物館があった。

日時計はこの博物館の入り口の右側にある。

ゲートをくぐって建物に向かうと左手に日

時計の案内板があり、その前の小さなコン

クリートの台の上に金属製の極型日時計が

あった。時刻盤の長さ 30cmほどで荒く、時

刻線が刻んである。下部に製作者・製作年

(Art Industrial School at Nazareth, Tamil 

Nadu,1913)が小さく刻んである。 

 茶業博物館には、このあたりの茶園の歴

史を示す沢山の資料や道具が展示されてお

り、また、紅茶の製作工程を見せる仕掛け

があり、摘んだお茶の葉を約 40分かけて酸

化酵素を働かせ、紅茶になるまでの流れを

実現している。ムナールでお茶が栽培され

始めたのは 18世紀後半で、水が充分にあり、

水はけも良いのでお茶の栽培が盛んになっ

たという。お茶の畑のオーナーは 25社ほど

あり、人口は 30000 人ほどである。気候は

年間を通して 20-25℃程度である。 

ムナールからコーチンに戻り、コーチン

空港からトリバンドラム(Trivandrum 正式

に は テ ィ ル ヴ ァ ナ ン タ プ ラ ム

Thiruvananthapuram と書く)に陸路で移動

する。 

 

ケララ州  

「ティルヴァナンタプラム天文観測所」 

トリバンドラム市内の日時計を見学する。

ティルヴァナンタプラム天文観測所(The 

Thiruvananthapuram Astronomical 

Observatory)は 1837年に建設された歴史の

ある観測所で、ケララ(Kerala)大学に所属

し、市内のカナカクヌ王宮 (Kanakakunnu 

Palace)の前の広い道路を隔てた小高い台

地(Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, 

Kerala)にある。国際空港もある。天文観測

所 は 、 ト リ バ ン ド ラ ム 中 央 駅 か ら

(Thiruvananthapuram Central)約 4 kmの子

供遊園(Children Park)の上にある。日時計

は観測所の建物の横の広場にあり、コンク

リート製の

半径約60cm

の赤道型日

時計で、ノ

ーモンは水

平な鉄棒で、

全体が鉄柵

に囲まれている。 

 

ケララ州 「ケララ科学技術博物館」 

プラネタリウムもあるケララ博物館

(Kerala Science and Technology Museum)

はトリバンドラム市の中心部(PMG Junction, 

Vikas Bhavan P.O)にあり、青少年が多く訪

れる。1984 年に公共の博物館として建設さ

れ、1994年にプラネタリウム(Priyadarsini 
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Planetarium)も併設された。コンクリート

製の半径約 90cmの赤道型日時計でティルヴ

ァナンタプラム天文観測所の日時計と同じ

形である。 

博物館入

口の植え

込みにあ

り、丁寧

な説明板

も設置さ

れている。

豊富な展

示などのある博物館とプラネタリウム見学

には入場料が必要だが、大型バスなどで、

子供たちも含め多くの人が訪れていた。 

 

インド最南端、 

カニヤクマリ「岩島ヴィヴェーカナンダ」 

2月 2日、トリヴァンドラムから車でカニ

ヤクマリ(Kanyakumari)に移動する。カニヤ

クマリは、インド最南端のインド洋・ベン

ガル湾・アラビア海の三つの海がここで一

つになるインドで有名な聖地・観光地の一

つで、その先端のさらに先の岩島に偉人の

像の立つ建物があり、その前のテラスに、

珍しい型の日時計(Monument Kaniya Kumari, 

Sun Time)がある。 

フェリー

で岩島に

渡る。本

土から約

500m離れ

た海に大

きな岩島

は二つあり、左手にある一つの岩島ヴィヴ

ェ ー カ ナ ン ダ (Vivekananda Rock, or 

Sojouredonthim Rock)に偉人ヴィヴェーカ

ナンダ(Swami Vivekananda) の立像のある

建物があり、建物の外の一段下のテラスに

日時計がある。もう一つの右手の岩島ティ

ルラルヴァール(Thiruralluvar)にはカニ 

ヤクマリの女神の巨大な立像があり、立像

は本島にあるヒンドゥー教のお寺のほうを

向かって立っている。クマリとは「処女神」

である。 

フェリーは 5 分ほどで島に到着して入場

料 125RP(約 250円)を払う。靴を脱いで岩山

の階段を 15段ほど登ると展望テラスのよう

に広くなっていて、その先は海である。テ

ラスの先に行くと真下に目指す日時計があ

った。「SUN TIME」と名付けられた赤道型・

垂直面型・極型などの組み合わさった複合

多面体の日時計である。全体は鼠色の石で

できており、時刻盤は真鍮である。台の高

さは 1.5mほどである。日時計は展望テラス

の一段下のテラスの先端にあるのだが、下

の段のテラスは立ち入り禁止になっていて、

日時計のすぐ近くまでは行けない。写真を

沢山撮るが太陽光が強すぎて画面がみにく

い。 

岩島の中央にある展示館の周りに土産物

屋と本屋が数軒ある。本屋で聞いてみたが

日時計のことを書いた本はないという。銅

像になっているこの岩島に立って説教した

という偉人ヴィヴェーカナンダの伝記が沢

山出版されていた。写真の入っている英語

の本を 1 冊購入した(90RP、約 180 円)が日

時計のことは書いてなかった。カニヤクマ

リの町の中の名所としては、放浪僧展示館

(Wondering Monk Exhibition)、ガンジー記

念堂、償いの聖母教会(The Church of Our 

Lady of Ransom)などが知られている。聖母

教会は日時計のある島からも白く聳えてい

るのが見える 
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タミル・ナードゥ州、州都チェンナイ

「アンナ国立大学」 

ベンガル湾に面するチェンナイ(旧マド

ラス)市内の日時計を訪ねる。アンナ国立工

業大学 (College of Engineering Guindy 

Anna University, Chennai)の正門に着いて

ガードマンがいたので交渉したが、キャン

パス内は教員と学生に限るという。裏門か

ら入ることにしてぐっと回ると裏門があり、

職員はいたが、問題なく通してくれた。通

りかがりの学生に聞くと運よく日時計を知

っている学生がいた。本部の建物の中庭に

あるという。本部にも職員はいたがここも

問題なく通してくれた。中庭に入ると本館

の時計台の見える噴水のある植え込みに水

平面型の日時計があった。時刻盤は青銅製

で八角形をしており、直径約 80cmの、古い

ものである。学生も職員も沢山通っていた

が、文句はいわれなかったので沢山写真を

撮影した。台の下部の名盤には Project 

Work 1975-76, by R.Venkataraghavan, 

Finau Year Civil と刻んであった。製作・

設置の年と製作チームの名前だと思われる。 

チェンナイには国立大学が少なくとも 5

つはあり、1857 年に設立されたインドで一

番 古 い マ ド ラ ス (Madras(Chennai) 

University)とならんでこの大学は 1978 年

に設立された工学・科学系の名門国立大学

である。広さは 100ヘクタールあり 、北に

川( Adyar River)があり、官庁の建物「Raj 

Bhavan」 が南にある。グンディ工業大学

(College of Engineering, Guindy (CEG), 

1794)などが合併し、この大学になった。 

チェンナイの北、シルパラマ「アンドラ・

ブラディッシュ州観光局文化博物館」 

チェンナイの市内を抜け、高速道路を 2

度乗り継いで、ティルパティ市(Tirupati)

のシルパラマ(Shilparama)という町に行く

のだが、高速といっても普通の道と変わら

なくて、路面が悪く、車も多くてスピード

が出せない。チェンナイから 157km ある。

午前 12時にはシルパラマに着いた。市内の

公園(The Arts & Village)にアンドラ・ブ

ラ デ ィ ッ シ ュ 州 観 光 局 文 化 博 物 館

(Shilparama - Cultural Museum - of AP 

Tourism Department. Korranenuguta, 

Trupatic, Andra Pradesh :Jubilee Enclave, 

HITEC City, Hyderabad)がある。大きな公

園広場であり、仏像や動物のモニュメント

が並んでいる。博物館は展示品の整理中で

見学できなかった。 

日時計は公園の入り口を入ったところに

あり、高さ約 3mの大きな立派な高台の上に

設置してある。ネズミ色の厚さ約 8cm の黒

大理石の板の両側に時刻盤が詳しく刻んで

ある。日時計の大きさは時刻盤の直径が約

2m のコマ型日時計である。日時計の乗って

いる台に均時差の表も付いている。説明板

も別に畳 1 畳敷ほどのものが高台の側面に

英語とタミール語で記してある。設計はハ

リ プ ラ サ ド (Pidaparty Purna Satya

Hariprasad)で 設置は 2012年 12月である。

シルパラマはマドハプール(Madhapur)にあ

るハイ・テクの町である。 
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アンドラ・プラデーシュ州、カキナダ  

「アシュラム公立学校」 

 2月 6日、チェンナイからヴィサカパタナ

ム(Visakhapatnam)まで空路で行く。空港か

ら車でインド東海岸にあるアンドラ・プラ

デーシュ(Andhra Pradesh)州のカキナダ

(Kakinada)に移動する。 

しばらくの間、片側 2 車線の高速道路を

走り、1時間ほどで左の道に入る。高速道路

は拡張中である。140kmほどの長距離で飛行

機から降りてそのままだったので、疲れた

が午前 11 時に予定通りカキナダに着いて、

日時計を見学する。アシュラム公立学校

(Ashram Public School) の日時計は運動場

の横の柵で囲った高い台の上に設置されて

いて階段を登っていく。2007年 6 月 12日に

州知事(Supervision of Mr.Pidaparty Purna 

Saya Hariprasad) がこの学校の創立者

(Dr.D.V.Raju Founder Chairman of Ashram 

Public School)の寄贈により設置したと刻

んである。 

この学校はカキナダ市内中心にあり、近

くに連携市 (Twin Towns)のピタプラム

(Pithapuram)がある。生徒数 2500人の公立

小中高一貫校らしい。連絡してあったので、

ア ゥ グ (T.Augu) 学 長 と ラ ジ ュ 理 事 長

(Chairman,Krishnam Raju)と職員が 2 人付

き添ってきて、広報用に使用するらしい記

念写真を撮影した。 

 

アンドラ・プラデーシュ州、 

カキナダの北「サトヤナラヤナ寺」 

午後 3 時からヒンドゥー教のサトヤナラ

ヤナ寺(Satyanarayana Temple)にある日時

計を見学する。 

この寺は州の南部にあり、ドラビタ様式

(Dravidian style)いう典型的な南インドの

ヒンドゥー教寺院である。車で約 1 時間 30

分かかってお寺に着いた。大きなお寺で、

日時計は北の裏端にあるが、聖地なので靴

を脱いで歩かなければならない。5分ほど歩

くと高いコンクリートの台があり、その上

に、赤茶色の大理石に時刻線を刻んだ水平

面型日時計があった。1943 年 7 月に設置さ

れた古いものである。長い名前(Brahma sri 

Pidaparthi Krishna Murthy 

Sastry,Rajahmundry)の人が設計したとい

う。台の一角にタミール語で書かれた名盤

があり「Palabha Yantram(タミール語で日

時計のこと)・1943年 Julyに Sri Inuganti 

venkaka raja Gopala Surya Prakashrao 

Bahadur Jamindra というこれも長い名前の

人が設置した」とガイドが訳してくれた。

日時計の台上から眺めると裏に大きな川が

流れている。タンダヴァ川(Tandava River)

という。 

境内には婚礼なども行われる広場、信者

が宿泊できる宿坊がいくつもある。多いと

きは 1日に 5000人がインド各地からやって

くるという。食事もできるところがいくつ

もある。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh
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テランガーナ州とアーンドラ・プラデーシ

ュ州、州都・ハイデラバードの北、 

テランガンの軍事基地

   2 月 8 日午前 9 時半に車でハイデラバー

ドのホテルを出発する。ハイデラバードの

北にあるテランガン(Terangan)の軍事基地

の 日 時 計 を 見 学 す る 。 日 時 計 は 、

EME(Electrical Mechanical Engineers 

Centre)の軍の技術者(soldier craftsmen)

によって製作・設置された。広大な敷地に

広 が る 基 地 の 中 心 が EME 本 部 (Head 

Quarter(HQ),Ward No.7 Secunderbad, LLal 

Bazar, Trimugherry Secunderbad, 

Telangan)である。 

  日時計はインド軍の敷地内にあるので

見学許可は旅行社を通して申請してあるが、

軍隊の駐屯地の真中なので、ダメかもしれ

ない。ホテルから北に 45分かかって日時計

のある軍の基地の一つであるトリムゲリイ

(Trimugherry)に着いた。予想どおり、全然

うけつけてくれない。入所者は、記帳し、

携帯電話を預けて、通行証をもらってから

でないと中に入れない。ガイドが粘って交

渉してくれ、本部(Head Quator)に行って通

行許可をとってくれば良いということにな

る。5 分ほど移動して本部(HQ Talangna & 

Andra Sub Area)に着いて、申請するが、責任

者が会議中なので 1時間待ってくれという。 

 何とか許可はとれて日時計のあるトリム

ゲリイの部署に移動し、中に入る。立派な

ゲートには「1 EME CENTER」と書いたプレ

ートが貼ってあり、右側は戦車の並ぶ軍事

展示場になっている。左側にも戦争記念碑

がある。日時計は少し先の広場にあり、金

属製の柵で囲まれている。白く塗装した金

属製の赤道型日時計で時刻の刻んである半

円の直径は約 10m と大きい。ノーモンは少

し離れている台から金属の棒がのびていて、

影を落とすようになっている。軍隊の専門

職人が手造りしたものである。日時計のノ

ーモンを支えている台座に「The Night has 

a thousand eyes, The Day but one; Yet the 

light of the bright world dies of With the 

dyung Sun(夜は数千の目をもっているが、

昼は一つの目しかない。しかも、光輝く世

界は太陽が沈むとともに無くなってしま

う)」と書いてある。もう 1か所には日時計

の説明が英語で書いてある。2009年 11月に

軍の高級将校などによって盛大な開所式が

行われ、多くの軍人が参加した。この日時

計のミニチュアが司令官に贈呈された。設

計・製作にはオストラリアのオスマニア大

学(Osmania University)の協力を得たとい

う。この日時計は鷲の羽根を広げた形をし

ているので「EAGLE SUNDIAL(鷲の日時計)」

と名づけられている。開所式の記念写真は

インターネットで見ることができる。

オリッサ州、

ブバネシュワール「コナラクの太陽寺院」 

ブバネシュワール・プーリー・コナラク

は東インドのゴールデン・トライアングル
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の一つといわれている。2 月 10 日、午前 9

時 20分にブバネシュワールのホテルを車で

出発する。片道約 2 時間かかるという。約

65km の距離なのだが、道が良くないし車が

多い。途中少し高速道路区間があったがほ

とんどは地道なので時間がかかり、午前 11

時に入り口に着いたが、ここから奥は地元

のリキシャでないと入れないというので、

乗り換える。500m ほど進んでリキシャを降

りる。ここからは徒歩で両側の土産物屋が

並んだ浅草の仲見世のような広い通り 300m

を歩く。 

コナラクの太陽寺院は 1984 年に UNESCO

の世界遺産に登録された。建設されたのは、

東ガンガ朝の 13世紀である。 

基 壇 に は

直径 3m も

の 石 の 彫

刻 の 車 輪

が 12 対も

彫刻され、

ま わ り に

も 綿 密 に

装飾彫刻がほどこされている。寺院の先頭

には、寺院を「引いて」今にも飛び上がら

んばかりの馬が７頭彫刻されていた。 

 壁面にはおびただしい数の人像群が刻ま

れており、そこにはカジュラーホの寺院に

あるような、男女が抱擁しあう「ミトゥナ

像」も多く見られる。ナラシンハデーヴァ 1

世が王子の頃に建設が始められ完成には 20

年近くかかったという。境内の広さは約

180m×260m ある。その境内中央部には、寺

院が建立されると同時に、周囲には多くの

祠堂や彫刻が建設された。7頭の馬に曳かれ

る馬車に乗っていたという太陽神スーリヤ

の話がインドの古代文学である『ヴェーダ』

にあるが、スーリヤ寺院にはそれをモチー

フにした馬車が彫刻として残っている。高

さ 3m の車輪が基壇に彫られ、その数は 24

に及ぶ。 

西ベンガル州、州都・コルカタ北 

「イマンバラ回教寺院 」 

コルカタ(旧カルカッタ)はインドの世

界屈指のメガシティでありインドの西ベン

ガル州の州都である。2 月 12 日にブバネシ

ュワールから空路デリー経由でコルカタに

着き、翌日、日時計を訪ねる。 

日時計のあるフ

ーグリー・イマン

バ ラ (Hooghly 

Imambara) ま で コ

ルカタから約 50km

である。イマンバ

ラは天使の住む家

(imam—angel, bara

—the building to

live in)という意味だという。案内してく

れたコルカタ在住の友人の話だと、道が狭

く車も多いので片道 3 時間かかるという。

コルカタからしばらくで高速道路に入るが

車が多く渋滞気味であり、先に進めない。

幹線道路から枝道に入り、くねくねと町の

中を走る。友人は先日偵察にきてくれたら

しく、迷うことなくイスラムの大きな寺院

に着いた。1841 年から 1861年まで 20年か

けて建設された。寺の内部は大理石が張っ

てある。この地方(West Bengal)中心のイス

ラム寺院である。門の壁に時計が設置して

ある。寺院の前は、日曜日は参拝者が多い

ので有料駐車場になっている。 お寺の中

庭を通過して、広い礼拝堂の裏に出る。そ

の先はコルカタに続く広いガンジス川であ

った。船も浮かんでいる。川に近いところ

が小さい公園になっていて、その端に高さ

約１m のコンクリート製の円柱の上に乗っ

た水平面型日時計がある。時刻盤の直径は

約 70cmでノーモンは金属製である。正確に

製作・設置されていて、腕時計の時刻と良

く合っていた。残念ながら制作者・設置年

などは不明である。お寺の前の茶店で旨く

て安い(約 50円)ミルクティを飲んだ。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1984%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%AC%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/13%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A11%E4%B8%96&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A11%E4%B8%96&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%80
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おわりに 

ムンバイとコルカタで登山団体の「ヒマラ

ヤン・クラブ」創立 90周年記念の会議があ

り、出席することになり、旅行としての時

期も良いので旅程を延長して南インドの日

時計を訪ねた。50 年ほど前に訪れた町もあ

るが、南インドの人たちは昔と変わらず気

さくで、親切で、楽しい旅をすることがで

き感謝している。 

ホンコンの日時計の旅

Sundials in Hongkong 

沖 允人（M. Oki） 

ホンコン市内、南道園地

2 月 15 日、コルカタからホンコンへ飛ん

だ。空港から東約 30km にある市の中心部の

丘の一つ「ダイヤモン・ヒル(Diamond Hill)」

にある日時計は「南道園地 (Nam Lian 

Garden)」という高層ビルの林立する町の中

にあり、周りは高速道路に囲まれている中

国的なデザインの公園である。公園に入っ

ていくと中央に池があり、その前に「光り

輝くランプ」という名前の高さ 2mほどのハ

スの花のようなデザインの大理石造りのラ

ンプの形をした塔がある。その塔の基部に

いろいろな日時計が 8個並んでついている。

この公園は、2003年から 2006年まで 3年か

かって完成したという。  

西貢郊野公園の天文公園 

天 文 公 園 (The Astropark, Chong Hing 

Water Sports Centre)は空港から東約 50km

あり、車で 1 時間ほどかかる。ホテルのリ

ムジンで入口に着いたら公園内はタクシー

しか走れないという。リムジンの運転手が、

タクシーを捕まえてくれた。ハイキングを

している人を沢山見かけた。公園入口から

曲がりくねってしかも坂の多い道を 30分程

走った海岸端に天文公園はあった。テニス

コートの３倍ほどの広さで 8 種類の日時計

と天球儀があった。 

西貢、ホンコン科技大学 

天文公園の南西約 20km にあるホンコン科

技大学は広大なキャンパスで学生も多い。新

入生歓迎祭の最中らしく、多くのクラブ紹介

らしいブースが店を開いていた。正式名称は

香港科技大学（The Hong Kong University of 

Science and Technology, HKUST）といい、

1991 年に設立された大学である。人文社会

科学系の教育研究も行う総合大学である。

世界大学ランキングの上位(アジアで 2013

年・1 位)にランクされている。教授の大半

は欧米の著名大学出身者である。 

日時計は HKUST 玄関前の広場の円形の台の

上にある。鳥が羽ばたくようなイメージで

高さが約 5mあり、真っ赤に塗装された金属

製で大変目立っている。中国語では「香港

科技大学的学術大楼前的日晷」という。 

2005年に設置されたようである。 

インドの帰途に立ち寄ったホンコンであ

ったが思わぬ日時計と出会うことができた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%B2%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/1991%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
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ニュ－ヨーク・ボストンの日時計

Sundials at Newyork and Boston 

小野行雄 Y. Ono 

 2017 年 6 月、知人の彫刻家の遺作展がニ

ューヨークで開催されることになり、オー

プニングに伺った。私にとってアメリカは

初めての所で、殊にニューヨークには多く

の素晴らしい美術館があり、渡米は非常に

楽しみであった。そして、日時計も見てや

ろうとネットで調べてみたが、どうせなら

北米日時計協会(NASS)の方にもお会いした

いと思い、NASS 会員のドゥエル先生に相談

してみた。すると、会長の F.Sawyer氏の紹

介をいただき、早速連絡した。ニューヨー

クには F.Sawyer氏の推薦はなく、ボストン

在住の会員を紹介していただいた。 

＊ 

セントラルパークの日時計２題

セントラルパークの日時計 A１ 写真 1

セントラルパークの日時計 A２ 写真 2

ニューヨークのマンハッタン中央に位置するセ

ントラルパークの日時計 A１は、長径 8ｍほどの半

楕円のベンチになっていて、春秋分の正午には背

の上端の影が床面のマークに重なる。また中央に

は半球型の日時計がある。 

セントラル

パークのシェ

ークスピアガ

ーデンの日時

計は 1945 年

に設置された。

シンプルな円

形の水平型で、

ガーデンの築

山の上にある。

写真３ 

マンハッタンの北西１２０番通りに位置するコロ

ンビア大学の日時計は、キャンパス３階のテラスに

あった。重厚な赤道型で、均時差表がある。写真４ 

コロンビア大学の日時計 写真４

 東９０番通り

体 育 館 前 の

Robert Adzema

氏デザインの

赤道型日時計。

高さは６Ｍで、

氏は非常にユ

ニークで様々

な日時計をデ

ザインしてい

る。  写真５ 

同拡大 

写真６ 

セントラルパークの日時計Ｂ 写真３

写真５ 
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 西７７番通り、Collegiate教会の日時計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直型(壁)日時計  写真７-8 

 下の写真は、イーストリバー越しにマンハッタン

のグランドゼロを臨むロケーションに位置した日

時計。画面外の左手には自由の女神も見える。 

ブルックリン ハイツ プロムナードの地球儀型日時計 写真９ 

＊ 

 ボストンの日時計 

 北米日時計協会の John Goodman 氏の案内で

歩きながら 1 日ボストン市街中心部の日時計を見

学した。 まず、市の北西のケンブリッジにあるハ

ーバード大学を訪ねる。 

 ハーバード大学サイエンスセンター科学史部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーバード大学 日時計コレクション  写真 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーバード大学 スミスホールの外壁日時計 写真 13 

 ボストンには多くの病院があるそうです。そん

な中で、とてもユニークな日時計を見ました。看

護学校の前にありました。 

ベンチ型の水平型日時計 写真１4 

看護師の神聖なる様々 

な仕事を称えた日時計。 

右の写真は、案内していた 

だいた John Goodman氏 

(左)と小生(右)。 

        写真１５ 
1870年卒業記念    1880年卒業記念 
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太陽の動きの観測･実習 

Observation and Training of Sun’s movement 

細谷 一 M.Hosoya 

 

1 はじめに 

 新潟県上越市に上越教育大学と上越清里

星のふるさと館（65cm反射望遠鏡・52席プ

ラネ施設）がある。 

当館では例年学生の実習を１泊２日で受

け入れている。この講座は「理科野外観察

指導実習」で天体のみならず、植物、森、

川、地層、岩石など 10の実習や講義が行わ

れ市民にも公開されている講座である。定

員 10 人、秋 10 月体育の日を中心に行われ

ている。例年実習は、小型望遠鏡の操作や

夜間の星座星雲星団の観察を中心に行なっ

ている。本年度は天候にも恵まれたので「太

陽の動きの観測」を行ってみたので報告を

する。 

 

Ⅱ 太陽の動きの観測・実習 

１ ノーモンや透明半球による観測 

中学校理科の教科書に載っている観測であ

るが実際には天候や時間割の関係でいつで

も実施できるわけではない。 

図１は小型透明半

球と 9.2cmの紙製ノ

ーモンによる観測

である。 

図２は、92cmの木の

棒を地面に垂直に

立てての観測行っ

た・ 

図３は大型透明半

球（直径 64cm）を使 

っての観測である。      

 ノーモンや透明半球の観測では、大型と

小型の観測装置を使っての観測であるがそ

れぞれに利点や欠点があり観察をしてみて

初めて分かることが多い。 

例えば太陽が等速で動いていることを確

認するには大型

透明半球が便利

である。 

小型透明半球の

観測では、観測し

た点が接近して

いて例えば 1時間

に太陽が動いた

弧の長さを測る

には誤差が大き

くなる。 

ノーモンの高さ

も 9.2cmにすると

データの保存の

点では便利であ

るが偏角の測定

では誤差が大き

くなる傾向があ

る。 

図 

２ 日時計の観察     図３ 大型透明半球 

 駐車場には

人間日時計(影

法師日時計図

４)、隣の公園

には箱形日時

計(図５)が設

置されている。 

簡単な説明で終     図４ 人間日時計  

わることが多いが学生によっては勤務校で

人間日時計を作ってみたいという要望もあ

る。 

 

Ⅲおわりに  

今回は天候に恵

まれたので実習

が出来たが天文

分野の指導は天

候との      

関係が大きい。 

図５ 箱型日時計 

図１小型のノーモンと透明半球 

 

図２ 92cm のノーモン 
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関口直甫先生を偲んで 

Memory of Mr. Naosuke Sekiguchi 

小野行雄 Y.Ono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪･箕面市、瀧安寺にて 

 2017 年の 9 月下旬、関口先生のご長女の

池田あどり様から、先生の訃報のお手紙が

拙宅に届きました。9 月 20 日にご逝去され

たそうです。1925 年生まれ、92 歳でした。

ご葬儀は、10 月 6 日朝、東京の府中の森市

民聖苑でしめやかに挙行されました。 

日本日時計の会からは生花をお供えし、

会長が弔電を送り、長い間の顧問を感謝し、

ご冥福をお祈り申し上げました。 

先生との関係は、1991 年頃、関口先生の

ご著作の「日時計百科」の件で連絡をしま

したところ、ご丁寧に返事のお手紙をいた

だいた事が始まりです。実は、この数年前

に、知人が立体の日時計作品を制作し、私

はこの手伝いをしました。この時に日時計

の原理や作り方について参考にしたのが図

書館で見つけたこの本でした。既に絶版で

したが、是非手元に置きたいとの思いで著

者にお伺いした訳です。 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 31年刊   昭和 55年刊   2001年刊 

この時は、先生の手元にはストックが無

く、コピーで代用しましたが、幸せにも、 

やがて「日時計百科」はリニューアルされ

2001 年に「日時計 その原理と作り方」と

して出版されました。また、2000 年に日本

日時計の会が発足しますので、まさに素晴

らしいタイミングでした。 

 天文学の素養が無い私にとって、この本

はバイブルです。いや、日時計制作に関心

を持つ多くの日本人にとってただ一冊の本

格的な指南書でした。 

＊ 

 私自身が日時計を制作し始めたのは 1991

年頃です。新制作協会という美術団体に所属

している関係で、毎年展覧会に作品を出品し

ておりまして、この年に“影法師日時計”をつ

くりました。それ以降「日時計百科」を参考に

様々な形式の日時計に挑戦しました。そし

て先生に展覧会のＤＭをお送りしますと、

必ずお越しいただきまして、後日お手紙で

ご意見をお寄せいただき、本当にありがた

く思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関口先生 ２００９年・拙作”ガイア日時計“の横で 

 少し時間が戻りますが、２００２年３月に大

阪・箕面市の瀧安寺にお供しました。ここの山

本住職は天文にご興味があり、先生との関係

はとても古いそうでして、以前から境内に日

時計の設置を先生に依頼されていたようで

す。そしてその時は日時計の設計図を持参し、

進行状況の説明と設置場所の確認などを行

いました。 



●日本の日時計所在地の校正のお願い

当会ホームページ（http://hidokei.webcrow.jp/）に、沖允人会員が編集中の日本の日時計所在地が掲載

されておりますが、最新情報につきまして会員各位の情報をお寄せください。

（沖允人：okimasato1935@yahoo.co.jp）

●編集後記

・セイコーミュジアムでの総会開催では大変お世話になりました。本会として、これからもよろし

くお願いします。本当に有難うございました。 

・永年、本会の顧問としてご尽力された関口直甫先生が昨年 9月 20日にご逝去されました。

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

発 行 ： ひどけい 14号 日本日時計の会 押田榮一 2018年３月（平成 30年） 

  編集担当  小野行雄

印 刷 ： 造形美術印刷 

http://hidokei.webcrow.jp/
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