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今年(令和 4 年)の 3 月にキログラム原器及び貫原器が重要文化財の指定を受けました。これを記

念して、平成 27 年に自費出版された「国宝・重要文化財の度量衡器」を、編著者(東京都在住で、

長年にわたり計量士として活躍)のご好意により期間限定で Web 上に公開させていただくことがで

きました。 

本 PDF 版の公開に際しては、編著者の了解のもと東京都計量検定所が編集を加え、最新の情報

の追加や修正を一部実施しています。画像類については初版時(平成27年)に掲載許可を受けていま

すが、PDF化にあたっては非掲載または写真をイラストに差し替えるなどの処理を行いました。な

お、ベースとなった画像については、引用元を参考写真として記載しています。画像等詳細を確認

される場合には国立文化財機構の「ｅ国宝」サイトや宮内庁の「正倉院宝物検索」サイトなどの所

有者の HP や本冊子に記載の参考文献等で確認することができますので、ご興味のある方はそちら

をご覧いただければ幸いです。 

令和 4 年 東京都計量検定所 



 

国 宝・重 要 文 化 財 の 度 量 衡 器 

 
はじめに 

 

平成24年9月6日、メ－トル原器及び尺原器等が国によって重要文化財の指定を受けた。そこで

筆者は、我が国に国宝・重要文化財として、度量衡に関わる器物（以下、度量衡器という）が幾

つあるかを調べようと思った。まず、文部科学省文化庁の文化財部伝統文化課に問い合わせた。

すると、そのような文化財は、「国指定文化財等データベース」や「文化遺産オンライン」を用

いてネット検索をできるが、「度量衡器」としてまとめたものは存在しないことがわかった。 

平成27年1月現在の国宝・重要文化財は、表１のとおりであり、「美術品工芸品」と「建築物」

の２つのジャンルに種別され、美術工芸品は、「絵画」、「彫刻」、「工芸品」、「書籍典籍」、

「古文書」、「歴史資料」、「考古資料」の７つのカテゴリ－に区分されている。上記のデータ

ベースを使う場合、検索語を単に「度量衡」と入力すると、該当なしとなる。この場合、正式名

称を入力しないと何も出てこないのである。しかし、重要文化財の正式名称は、ふつうわからな

いことが多い。 

 

 

表１ 国 宝・重 要 文 化 財 
平成27年１月１日現在(令和4年7月1日現在) 

 
（注） 重要文化財の件数は、国宝の件数を含む 

 

 

有名な紅牙撥鏤尺（こうげばちるしゃく）を検索すると、重要文化財・美術工芸品・工芸品と

分類されている。工芸品！これはどうしてなのか？ 解説を見てわかったのだが、紅牙撥鏤尺は、

宮内庁所管の正倉院御物にある撥鏤尺（当時の中国より渡来品）を模造したものであった。この

撥鏤尺も度量衡器である。捜したい器物の正式名称が不明の場合、「歴史資料」が妥当なカテゴ

リ－と思い、この中で根気よく捜すことにした。検索語として、“ものさし”、“枡”、“はか

り・秤・衡”、“権”、“度”“分銅”等を試行錯誤的に入力した。やっとその結果、重要文化

財は12件、度量衡器は24点が存在することがわかった。 

しかし、その中に権衡（秤・分銅・錘）関係の器物はひとつもない。ふと、千葉県佐倉市の国

立民族歴史博物館の「中世の間」に、一乗谷朝倉氏遺跡出土品の錘のレプリカが陳列してあった

ことを思い出した。さらに先年、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館を訪ねた時、錘の展示品７点

絵 画 159 (166) 1,994 (2,042)

彫 刻 128 (140) 2,685 (2,726)

工 芸 品 252 (254) 2,445 (2,471)

書籍・典籍 224 (229) 1,900 (1,920)

古 文 書 60 (62) 754 (781)

考古資料 46 (48) 612 (652)

歴史資料 3 (3) 183 (228)

計 872 (902) 10,573 (10,820)

221 (229) 2,428 (2,540)

[271棟] (292棟) [4,695棟] (5,281棟)

1,093 (1,131) 13,001 (13,360)

種別／区分 国　　宝 重要文化財

美術工芸品

建 造 物

合 計



 

の１点が重要文化財であった記憶がよみがえった。資料館に問い合わせると、平成19年に遺跡出

土品は一括して、美術工芸品・考古資料として重要文化財の指定を受けており、その中に分銅４

点を含むという。この指定リストには具体的な器物名の記載はないから、分銅の存在を知ること

は非常に難しい。 

さらに秤に関係する器物はないか捜すと、「徳川家康関係資料」として指定された重要文化財

の中に、附（つけたり）として棹秤1点がある。文化庁に問い合わせて、附も重要文化財であるこ

とを確認した。また指定物件「高野枡」についても、附として大枡1口があることが判明した。な

お、「福井家京枡座関係資料」の員数は2,139点であるが、その中に枡30口を含むこともわかった。 

高校時代に知った伊能忠敬の物差しは、もしかして重要文化財か？と思った。「伊能忠敬関係

資料｣を調べると、この資料は平成二十二年に重要文化財から国宝に昇格指定されている。この指

定リストを見ると、単に器物類と記載されており、詳細は不明。伊能忠敬記念館のＨＰの目録を

参照し、この資料の中に尺(大)と尺(小)の２枚が存在することが判明した。したがって、これらの

尺は国宝指定の度量衡器である。 

このように調査した結果、国宝あるいは重要文化財の度量衡器は、指定物件として15件、総数

は62点（附を含む）であることがわかった。なお見つからなかったが、これ以外に、旧家由来の

資料や遺跡出土資料等の重要文化財の中にも、度量衡器があるかもしれない。筆者は、この15件

62点について、解説文と写真をつけて紹介し、「国宝・重要文化財の度量衡」として冊子にまと

めることを計画した。 

筆者は度量衡器の研究者ではないので、それに関わる研究論文はない。そこで解説文は主とし

て、各種のデータベース（たとえば、文化庁の「国指定文化財等データベース」や「文化遺産オ

ンライン」など）や関係書籍から引用し、それをさらに編集することにした。 

60点については、文化庁のデータベースや関係書籍における写真をコピ－したり、あるいは所

有者のご厚意により写真を頂いた。しかし、伊能忠敬関係資料の２点について、写真は見つから

なかった。そこで伊能忠敬記念館と香取市教育委員会に撮影を申請した。幸いに許可がおりて、

尺の写真２枚を用意できた。このようにして62点の写真を揃えることができた。しかしながら、

本書の紙数の制約上、福井家京枡座関係資料については、代表的な10口の枡の写真を掲載した。 

冊子のおおまかな編集方針を立てた時点で、文化庁の文化財部伝統文化課へその旨を連絡した。

すると、まず伝統文化課長宛に「文化庁が保有する文化財写真の掲載について」の書面の提出を

要請された。国宝・重要文化財について、国（文化庁）は管理責任者の立場であり、所有者は東

京国立博物館をはじめとする各機関等になるので、写真、図面等の使用及び掲載許可を得て進め

るように指導を受けた。掲載予定の15件の重要文化財の所有者へ、その旨の依頼状を作成し各所

へお願いの準備に取りかかるが、２件は個人所蔵である。その連絡先に関して、参考文献やネッ

ト等の情報はあるが、個人情報保護法等関係もあり慎重に進めた。幸いに各所とも懇切丁寧なる

対応をして下さり、全ての許可を頂くことができた。 

また、正倉院御物の度量衡器についても調べると、尺度（ものさし）19点があり、併せて本書

にまとめることにした。この写真については、宮内庁正倉院事務所に所定の手続きに基づいて写

真使用申込書を提出し、許可を頂いた。最後に、本書の主題に関連する話題を追加した。 

 

 

  



 

表２ 国宝重要文化財の度量衡器 （製作年代順） 
平成27年１月１日現在 

 
[ ]内の数字は、指定物件が含む度量衡器の点数であり、員数とは異なる。 

なお巻末に、度量衡器の指定順一覧表と寸法表を掲載する。 

指 定 名 称 [点数] / 保管施設 指定区分 年 代

１.　紅牙撥鏤尺　[1]

東京都台東区：東京国立博物館

２.　釣枡　[1]

東京都台東区：東京国立博物館

３.　高野枡<応永三年八月日/高野山沙汰人連署刻銘>　[1] [附1 大枡]

和歌山県伊都郡かつらぎ町：桂木区

４.　園城寺尺　[2]

滋賀県大津市：園城寺（三井寺）

５.　法隆寺枡　[6]

東京都台東区：東京国立博物館

６.　法隆寺枡　[2]

奈良県生駒郡斑鳩町：法隆寺

７.　真珠庵枡　[2] 室町～

京都府京都市：真珠庵 安土桃山時代

８.　薬師寺枡　[3]

奈良県奈良市：奈良国立博博物館

９.　福井県一乗谷朝倉氏遺跡出土品　[4] 室町～

福井県福井市＊福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 安土桃山時代

10.  枡<天正十八年正月日/増田長盛・浅野長政加判>　[1] 室町～

兵庫県姫路市：個人所有 安土桃山時代

11.  文禄三年島津氏分国太閤検地尺<石田三成署判>　[1] 室町～

鹿児島県鹿児島市：尚古集成館 安土桃山時代

12.  徳川家康関係資料　[附1 棹秤]

静岡県静岡市：久能山 東照宮

13.  福井家京枡座関係資料　[30]

京都府京都市：京都市歴史資料館

14.  伊能忠敬関係資料　[2]　≪国宝≫

千葉県香取市：伊能忠敬記念館

15.  メ－トル条約並度量衡法関係原器　[4] 令和4年現在[8]

茨城県つくば市：産業技術総合研究所計量標準管理センタ－

歴史資料 江戸時代

歴史資料 明治時代

歴史資料

歴史資料

歴史資料 江戸時代

歴史資料 江戸時代

歴史資料 室町時代

歴史資料

歴史資料 室町時代

考古資料

歴史資料 室町時代

歴史資料 室町時代

工芸品 奈良時代

工芸品 奈良時代

歴史資料 室町時代



 

 
 

 

 

赤く染めた象牙に、撥鏤（撥ね彫り）の技法を用いて文様を表わした尺（ものさし）である。表面は、上

半部を５つの区画に区切って、宝相華（ほうそうげ）と鴛鴦（おしどり）を交互に配し、下半にも鴛鴦を描

く。また裏面にも、鴛鴦と草花文を表わしている。正倉院宝物の紅牙撥鏤尺（こうげばちるしゃく）によく

似ているが、彫法などにやや素朴な趣があり、舶載品※に倣ってわが国で作られたと考えられる。尺の長さ

は、当時使用されていた天平尺（29.7cm）の標準的な値を示している。（e 国宝） 
 

※ 舶載品：船に載せて運ぶこと。船に載せて外国から運んでくること。 

 

 

 

 

 

 
                         

（参考写真・図 法隆寺献納宝物特別調査概報XXⅡ「計量器」） 

 

 

 

 

 

撥 鏤（ばちる）：象牙彫刻の一技法 

唐代に行われた象牙彫刻の技法の１つ。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで文様をあらわし

たもの。染色が象牙の内部まで浸透していないので、刻んだ部分だけ白くあらわれる。正倉院にそ

の遺物がある。はね彫り。[広辞典第3 版] 

なお、尺の原色と模様、色は、文化庁ＨＰ「国指定文化財等データベース」で検索できます。  

員 数・種 別・時 代 １口　・　美術工芸品・工芸品　・　奈良時代

重文指定年月日、指定番号 昭和三十二年（1957.06.18）　、　指定番号：00787

保管施設、所 在 地 東京国立博物館 (N-83)　　東京都台東区上野公園13-9

所 有 者 独立行政法人 国立文化財機構（法隆寺献納）

材質・寸法等 象牙製　　長さ29.567cm 幅2.151cm 厚さ0.79cm 重さ88.6g

１．紅 牙 撥 鏤 尺（こうげばちるしゃく）



 

 
 

 

『御宝物図絵』に「銅斗又釣桝」（どうとまたつります）と記されている。大きな鉄鉢（てっぱつ）

形を呈し、口縁近くの４ヶ所に六弁花形の鐶座が付されている。いまその２個を失うが、もとはこれに

鎖などを通して吊したものであろう。銘文中の「重大廿六斤」はこの器自体の重さを示し、「受一石四

斗」はその容量を表している。銘文の書体や花形座の形から、製作は奈良時代に遡ると考えられ、随所

にみられる破損や補綴のあとは長年の使用を物語る。 （e 国宝） 

 

 

 

 

   
   

（参考写真・図 法隆寺献納宝物特別調査概報 XXⅡ「計量器」） 
 

 

 

形状・技法 

平底に近い底を有する大型の鉄鉢形の枡である。体部は底部からなだらかに湾曲して立ち上が

り、上方でわずかにすぼまり口縁に連なる。口縁上端面は強く内端面に強く内傾して、口縁内側

面の上端部を鎬立てる。口縁外側面はやや下がった位置の４箇所に、懸垂のためとみなされる釣

鐶が付されている。 

釣鐶は六弁花形座付き、輪鐶を内径で円形座金１枚はさみ割りピン止めにする。 

  

員 数・種 別・時 代 １口　・　美術工芸品・工芸品　・　奈良時代

重文指定年月日、指定番号 昭和三十三年（1958.02.06)　、　指定番号：00834

保管施設、所 在 地 東京国立博物館　、　東京都台東区上野公園13-9

所 有 者 独立行政法人 国立文化財機構（法隆寺献納）

銅 製 　高さ32.8 cm 口径74.0cm 胴径78.0cm

容積 120L 重さ 17.5kg（欠損分を推定）

・口縁部双鈎刻書「重大二十六斤 受一石四斗」

２．釣 枡（つります）

材質・寸法等



 

 
 

 

我が国の中世社会では、荘園、寺院内部などで多種多様の枡が用いられた。本枡は金伏枡（かなぶせます）

で、応永三年（1396）の年紀と高野山沙汰人の刻銘がある荘園枡である。この年紀からは、高野山領の官省

符荘再建のための検注をうけた年貢収納枡であることが判明する。 

（和歌山県かつらぎ町宝蔵寺伝来） 

高野枡(本枡) 
 

 

 
枡の側面写真 「国宝・重要文化財大全」 

（内法） 方14.6cm 深さ5.9cm 容積1.258L 

 

本枡と大枡は、いずれも昭和五十二年（1977）、和歌山県伊都郡かつらぎ町にある宝蔵寺の般若蔵より発

見されたものである。 

この高野枡の形状は、木製で針葉樹系の材を用い、各縁に鉄をめぐらせたいわゆる金伏枡で、側板外面の1

面に「應永三〈丙／子〉八月日」の年紀が陰刻され、他の3面にも各々「年預（花押）」「行事（花押）」、

「預（花押）大吉」の高野山沙汰人の刻銘がある。 

本枡は高野山が応永三年（1396）の検注に際し、新たに定めた官省符荘の年貢収納枡と認められる。製作

年紀を明らかにする現存最古の判枡の遺物であり、特に成立の歴史的背景を伝えていることは、中世量制史

上に注目される。 

本枡の容積は旧度量衡法に換算して約７合にあたる。また、附の大枡は約１升である。 

 

附：大枡（年紀の陰刻なし） 

 

 

 

 

 
大枡            高野枡           （内法） 方 15cm 高さ 8cm 容積 1.8L (概数値)  

 
（参考写真 和歌山県立博物館 提供）  

員 数・種 別・時 代 １口（附:大枡１口）　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町年代

重文指定年月日、指定番号 昭和五十六年（1981.06.09)　、　指定番号：00017

保管施設、所 在 地 柏木区　　和歌山県伊都郡かつらぎ町大字柏木

所 有 者 柏木区

材質・寸法等 木製　（寸法は別記）

３．高 野 枡〈応永三年八月日／高野山沙汰人連署刻銘〉
(こうやます〈おうえいさんねんはちがつひ／こうやさんさたにんれんしょこくめい〉)



 

 
 

昭和53年（1978）の調査により発見された中世に遡る尺２枚で、園城寺唐院に伝来したものである。 

園城寺（別称 三井寺）は、寺伝では大友皇子の発願に基づき、その子与多磨が天武天皇十五年（686）に

建立したと伝えるが、実際は奈良時代末頃には当地の大友村主氏の氏寺であったと考えられている。貞観元

年（859）に円珍が再興を図り、唐院を建てて唐より請来の聖教を修める道場とした。平安時代中期以降は

天台宗寺門派の本山として発展した。唐院は主要堂舎のある中院に位置し、伝法潅頂※の道場として今日に

至っている。 

唐院預竹計は長さ35.6㎝で、いわゆる呉服尺（36.4cm）の長さにほぼ近い。竹製で、表面の中央には×印

を刻し、それより半寸ごとに目盛が陰刻され、下端の一部には半寸をさらに５等分した目盛が薄く彫られて

いる。ただし、それぞれの目盛の間隔は均等でない。裏面に「應永卅一年四月十九日 預香實領納竹計也 宗

順」の記銘があり、さらに宗順の下には花押が墨で書かれている。 

中世において竹計が絹・布類の計測に使用されていたゆえに、この預竹計は潅頂において下される絹・布

類などを測るための実用尺と認められる。応永三十一年（1424）四月十九日の通覚から長秀への潅頂の際に、

唐院預房香実房の宗順が受領したものと考えられる。 

唐院預尺も同じく竹製で、長さ36.9㎝で、いわゆる鯨尺（37.9cm）の長さにほぼ近い。表面の中央には

「〓」印が彫られ、半寸ごとに目盛が陰刻されているが、目盛の間隔は均一でない。裏には「唐院預尺為後

證寫之 准后御初授 應永卅三年三月十五日」と墨書があり、満意から経意への潅頂において下される絹・布類

の計測に用いた尺の写と考えられるが、前項の尺よりは約1.3 ㎝長い。 

この2 枚の尺は、中世の年紀を持つ現存唯一の尺として中世量制史研究上に貴重である。 

 

上：唐院預竹計 下：唐院預尺 

 

  
 

写真 園城寺 提供 

 

※ 灌頂（かんじょう） 

灌頂とは、主に密教で行う儀式であり、頭頂に水を灌いで諸仏や曼荼羅と縁を結び、正しくは

種々の戒律や資格を授けて正統な継承者とするための儀式のことをいう。 

  

員 数・種 別・時 代 ２枚　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町年代

重文指定年月日、指定番号 昭和62年（1987.06.06）　、　指定番号：00038

保管施設、所 在 地 園城寺　、　滋賀県大津市園城寺町246

所 有 者 園城寺

・唐院預竹計：竹製 一枚 長35.6cm 幅1.3cm

裏面記載〈応永三十一年四月十九日／香実房領納〉

・唐院預尺 ：竹製 一枚 長36.9cm 幅1.0cm

裏面記載〈応永三十三年三月十五日写〉

４．園 城 寺 尺（おんじょうじしゃく）

材質・寸法等

(表面) 

(裏面) 



 

 
（参考写真・図面 法隆寺献納宝物特別調査概報ⅩⅩⅡ「計量器」） 

 

・ 大 枡 (N-123) 
法隆寺に伝来した桝の一具である。

杉材を用い、口縁の四方を竹張りに

したいわゆる竹伏桝（たけぶせます）

である。大枡の容積は旧度量衡法の

５升２合８勺で、他の一升桝のほぼ

５倍にあたり、五升桝として使われ

た可能性が高い。銘文等は全くない

が、室町時代の製作と考えられる。 

（e 国宝） 

 

 

 

 

 

（ 内法）方 28.9㎝ 深さ 11.4㎝ 容積 9.521L 

 

・ 一升枡 5 口 (N-124～128) 
室町時代に法隆寺で用いられた一升桝である。容積は旧度量衡法の８合２勺（1.472L）から１升４勺

（1.87L）までと多様であるが、いずれも一升桝として用いられた。中世では、各荘園や領主あるいは寺院

において、同じ一升桝でもさまざまな容量を持つ桝が使用されていたことが、これらの桝によって具体的

にわかる。各々には、康正二年（1456）、長禄三年（1459）、文明六年（1474）等の年記や観音講桝、

地子桝などの用途を示す刻銘がみられる。 （e 国宝） 

 

一升枡 (N-124)  
 

    
（内法）方 14.4cm 深さ7.1cm 容積 1.472L           側板刻銘 <坊米刻銘> 

 

員 数・種 別・時 代 ６口　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町時代

重文指定年月日、指定番号 昭和三十四年（1959.06.27)　、　指定番号：00029

保管施設、所 在 地 東京国立博物館　、　東京都台東区上野公園13-9

所 有 者 独立行政法人 国立文化財機構（法隆寺献納）

材質・寸法等 木 製 大枡１口 一升枡５口　（寸法等は別記)

５．法 隆 寺 枡 （ほうりゅうじます）



 

一升枡 (N-125)  （内法）方 14.6cm 深さ 7.6cm 容積 1.620L 

 
 

 

       
側板刻銘 <文明六年八月日／屋敷地子枡等刻銘> 

 

 

一升枡 (N-126)   （内法）方 15.1cm 深さ 8.2cm 容積 1.870L 
 

   
側板刻銘 <上宮王院刻銘> 

 

 

 

 



 

一升枡 (N-127)   （内法）方 15.1cm 深さ8.2cm 容積 1.870L 

   
 

 

       
側板刻銘 <長禄三年五月三日／地子枡、上宮王院等刻銘> 

 

一升枡 (N-128)   （内法）方 15.2cm 深さ7.6cm 容積 1.756L 

 

       
側板刻銘 <康正二年二月日／観音講枡移、上宮王院等刻銘>  



 

 
（参考写真 「国宝・重要文化財大全」) 

 

法隆寺に現存する康正二年（1456）二月の観音講枡と天正二年（1574）九月の一升枡あわせて木製の枡

２口である。 

 

・一升枡 側面刻銘 <康正二年二月日／観音講枡、上宮王院等刻銘> 

観音講枡は、杉材を用い、四方口縁を竹で張ったいわゆる竹伏枡で、主に竹釘を側面と底面に打込んで

補強している。四方の側面にはそれぞれ「上宮王院」「堂司重秀」「康正二〈丙／子〉二月日」「観音講

舛」の刻銘がある。観音講は毎月十八日に礼堂で行われた重要な法会であるが、この枡はその際に料米の

計量などに使用された寺内枡である。容積は旧度量衡法に換算して４合７勺ほどにあたる。この枡と刻銘

がほぼ同じ一升枡が法隆寺献納宝物（東京国立博物館保管）の中にあり、その刻銘の字体は異なるが、三

側面の銘文は同じで、残る一面に「観音講舛移」とある。「移」とあることから、東京国立博物館の枡

（容積は旧度量衡法の９合７勺）は、法隆寺所蔵の枡をほぼ２倍に拡大して作成した写とも考えられるが、

両枡の関係は未だに明らかでない。 

   
（内法) 方 11.8cm 深さ 6.0cm 容積 0.835L 

 

・一升枡 側面刻銘〈天正二年九月日／聖皇院等刻銘〉 

天正の一升枡は、檜材を用いた竹伏枡で、竹釘にて留めている。四方の側面にはそれぞれ「天正二稔

〈甲／戍〉九月日」「法隆寺」「聖皇院蔵」「寺納」の刻銘があり、底面には伝領者のものと思われる墨

書がある。容積は旧度量衡法に換算して７合４勺ほどにあたる。これらによって、この枡は寺納枡の一つ

で、聖皇院（聖霊院）蔵のものであったことが判明する。 

中世の社会においては、各荘園や領主あるいは寺院内部でも多種多様な枡が用いられていた。しかし、

その具体的な遺物は少なく、この法隆寺枡はともに年紀や用途を明らかにし、中世量制史、社会経済史研

究上に貴重である。 

   
（内法) 方 13.8cm 深さ 7.0cm 容積 1.333L 

  

員 数・種 別・時 代 ２口　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町～安土桃山時代

重文指定年月日、指定番号 昭和六十一年（1986.06.06）　、　指定番号：00033

保管施設、所 在 地 法隆寺　、　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1

所 有 者 法隆寺

材質・寸法等 木 製（寸法等は別記)

６．法 隆 寺 枡 （ほうりゅうじます）



 

 
（参考写真 「国宝・重要文化財大全」） 

 

京都の紫野真珠庵に伝来する永正十八年（1521）、大永四年（1524）の刻銘のある中世枡２口である。 

 

・一升枡 〈永正十八年二月二日／真珠下用刻銘〉 

永正十八年刻銘の枡は、杉材で口縁部を欠くが鉄釘の痕跡があり、金伏枡と考えられる。四周側面の外

側には「真」「珠」「下」「用」、底裏面には「永正辛巳二月二日」の陰刻銘がある。 

真珠庵文書によれば、真珠庵領の年貢収納に際して金伏の下用枡を使用していた記述があり、本枡は庵

領の年貢収納に際して用いられた枡と考えられる。 

 
（内法） 方 14.4cm 深さ 6.4cm 容積 1.327L 

 

・一升枡 〈大永四年十一月日／真珠宣旨刻銘〉 

大永四年刻銘の枡は、檜材を用いた竹伏枡で、四周側面の外側には「真」「珠」「宣」「旨」（埋木を

施し文字の下端部を残す）、底裏面には「大永四十一月日」の陰刻銘がある。 

 
（内法） 方 15.8cm 深さ 6.9cm 容積 1.723L 

 

宣旨枡は、元来、後三条天皇の勅命によって延久年間に制定され、主に平安時代中期から鎌倉時代にかけ

て使用された公定枡であるが、南北朝時代から室町時代にかけて枡制度の混乱により私枡化した。文書、記

録類によれば、室町期に入り主に京都近郊の太秦、御室の地域で、例えば太秦宣旨枡（永正十四年）、仁和

寺宣旨枡（永正十七年）の名称のもとに年貢収納用の枡として使われていた。 

真珠庵文書には、宣旨枡に関する記載、また年貢収納に宣旨枡を使用した記述がある。本枡もほぼ同時期

の年紀を有することから、庵領の年貢収納などに用いられたものと考えられる。 

中世においては荘園、領主、あるいは社寺において多種多様な枡が使用されていたが、その現存する遺物

は極めて少ない。この真珠庵枡は、いずれも年紀を有し、その用途を明らかにする中世枡で、文書・記録に

みえる中世寺院枡の具体的な遺物として、中世量制史、社会経済史研究上に貴重である。  

員 数・種 別・時 代 ２口　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町時代

重文指定年月日、指定番号 平成二年（1990.06.29）　、　指定番号：00056

保管施設、所 在 地 大徳寺　、　京都府京都市北区紫野大徳寺53

所 有 者 真珠庵

材質・寸法等 木 製（寸法等は別記)

７．真 珠 庵 枡（しんじゅあんます）



 

 
（参考写真 「国宝・重要文化財大全」） 

 

奈良の薬師寺に伝来した天文十五年（1546）、天正二年（1574）、天正六年（1578）の刻銘のある中世

枡３口である。江戸時代の国学者屋代弘賢の撰述書『古今要覧稿』にも収録され、古くから著名なものであ

る。 

 

・一升枡 〈天文十五年正月日／金堂、金伏等刻銘〉 

天文の銘のある枡は杉材を用い、四方口縁を鉄板で張ったいわゆる金伏枡である。かなり使用した形跡

があり、側面下部には木屎漆にて修理を施している。四方の側面にはそれぞれ「薬師寺」「金堂」「金伏」

「天文十五年〈丙／午〉正月日」の陰刻銘があり、底裏

面には墨書跡が認められるが、磨減していて判読できな

い。また容積は旧度量衡法に換算して６合５勺ほどにあ

たる。『薬師寺黒草紙』によれば、中世の薬師寺では多

様な枡が使用されたことが明らかである。また、修二月

壇供寄進田分の収納にも金伏枡が用いられ、しかも基準

枡となっていたことが判明する。よって、この金伏枡は

薬師寺金堂で使用された寺内枡であると考えられる。 

 

（内法） 方 13.5cm 深さ 6.4cm 容積 1.166L 

 

・一升枡 〈天正二年六月吉日／金堂、十合等刻銘〉 

天正二年銘のある一升枡は杉材を用いた竹伏枡で、四

方の側面にはそれぞれ「十合」「天正二〈甲／戌〉」

「 六 月 吉 日 」 「 野 田 盛 （ 花 押 ） 」 の 刻 銘 が あ り

【（マゝ）】、底面裏にも図形の陰刻がある。容積は旧

度量衡法に換算して7合ほどになる。『薬師寺黒草紙』

には十合枡の記載がしばしばみられ、本枡がそれにあた

ると考えられる。 

 

（内法） 方 14.2cm 深さ6.3cm 容積 1.270L 

 

・一升枡 〈天正六年／反銭升等刻銘〉 

天正六年銘のある金伏枡は桧材を用い、容積は旧度量

衡法に換算すると、８合４勺程度である。四周側面には

「ヤクシゝ」「光〓」「反銭舛寫」「天正六年〈戊／

刀〉」の刻銘がある。刀は虎（寅）の音符をうかがわせ

る。光弘は『上下公文所要録』所収の文書にしばしば連

署している人物である。本枡は光弘が関与した反銭収納

のための枡の写と考えられる。 

 

（内法） 方 14.1cm 深さ7.6cm 容積 1.511L 

 

中世の社会では、各荘園や各領主、あるいは寺院内部においても多種多様な枡が用いられていたが、それ

を証する遺物は数少ない。この薬師寺枡はいずれも年紀を明らかにし、文書等にみられる多様な枡の具体的

な遺物として中世量制史、社会経済史研究上に貴重である。  

員 数・種 別・時 代 ３口　・　美術工芸品・歴史資料　・　室町～安土桃山時代

重文指定年月日、指定番号 昭和六十三年（1988.06.06）　、　指定番号：00044

保管施設、所 在 地 奈良国立博物館　、　奈良県奈良市登大路町50

所 有 者 薬師寺

材質・寸法等 木 製（寸法等は別記)

８．薬 師 寺 枡（やくしじます）



 

 
 

本件は、特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡から出土した資料であり、室町時代の城館跡及び城下町跡の出土品で

ある。一乗谷朝倉氏遺跡は、越前の戦国大名であった朝倉氏の居館を中心に、家臣の武家屋敷や、民衆の町

屋、寺院などが配された遺跡である。その形成時期は15世紀前半頃と推定され、織田信長に滅ぼされた天正

元年（1573）にその終焉を迎えた。 

発掘調査は昭和四十三年より継続的に実施され、現在までに120次に亘る調査で、実に約160万点もの遺物

が出土している。本件は、遺跡中心部の朝倉氏館跡及び町屋地区の出土品のうち、主要な遺物2,343点である。 

遺物は、土器・土製品、ガラス製品、木製品、石製品、金属製品など多彩である。土器は、国内産の陶器、

中国・朝鮮やタイ製の外国産陶磁器を含み、当時の商品流通を考える上で興味深い。木製品は、傘や曲物・

折敷・下駄などの生活用具、笛・独楽・茶筅と茶杓など芸術活動に関わる遺物も含み、多彩である。同様な

傾向は、漆器にもみられ、椀や皿などの日用品とともに、机脚の残欠や朱漆塗の樽の飾り栓もある。文字資

料には、木簡・墨書木製品があるが、付札木簡は、「御屋形様」「少将」など個人を特定するもの、「蝉の

御たん寿」など具体的な調度品を示すもの、さらに板塔婆や柿経、娯楽用具としての将棋の駒・聞香札など、

当時の生活・文化を復元できる貴重な資料を含む。石製品には、バンドコと呼ばれる暖房具（行火）や、数

珠職人の家から出土した数珠玉と玉砥石、さらに盆石や銀葉などの芸術活動の一端を示す遺物もある。金属

製品は、飾り金具などの建築部品や、鉄砲の弾丸および鉛棒などがある。とくに弾丸は、鉄砲鍛冶の職人屋

敷からその原料となる鉛棒とともに出土した。骨角製品には、双六等の駒と、茶入れの蓋などがある。藍染

の布残欠や墨、炭化した紙残欠も、他所に例の少ない遺物である。 

 

以上本件は、この時代の人々の日常生活や精神生活、芸術・娯楽活動、さらに合戦への備え、種々の場面

で用いられた多彩な道具などを含み、当時の文化・生産・流通などを復元するうえで重要な資料である。 

 

度量衡器の出土は、棹秤（さおばかり）の分銅（錘）が多いが、第15、30、31、36 次に出土された分銅

のうち４点が重要文化財に指定されている。 

・第15 次 出土分銅 径1.9cm 高さ3.1cm 重さ  22.0ｇ 

・第30 次 出土分銅 径2.2cm 高さ4.8cm 重さ 114.0ｇ 

・第31 次 出土分銅 径2.4cm 高さ2.8cm 重さ  51.0ｇ 

・第36 次 出土分銅 径2.6cm 高さ4.3cm 重さ  92.0ｇ 

 

一乗谷朝倉氏遺跡出土分銅 ４点 （左から出土順） 
 

          
（参考写真 「一乗谷朝倉氏発掘調査報告書」）  

員 数・種 別・時 代 一括　・　美術工芸品・考古資料　・　室町～安土桃山時代

重文指定年月日、指定番号 平成十九年（2007.06.08）　、　指定番号：00579

保管施設、所 在 地 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　、　福井県福井市安波賀4-10

所 有 者 福井県

材質・寸法等 金属製（寸法等詳細は別記)

９．福井県一乗谷朝倉氏遺跡出土品
９．福井県一乗谷朝倉氏遺跡出土品

（ふくいけんいちじょうだにあさくらしいせきしゅつどひん）



 

 
 

天正十八年（1590）正月、豊臣秀吉（天文六年（1537）～慶長三年（1598））が播磨一国の枡を統一す

るために作製した基準の一升枡で、姫路の芥田氏に与えたものである。桧材を用い、四方口縁を鉄板張りに

したいわゆる金伏枡である。 

    
（内法） 縦15.5cm 横15.6cm 深さ7.4cm 1.789L 

（参考写真 「国宝・重要文化財大全」 芥田家蔵） 

 

底面裏側には、枡の内法寸法とこの枡の写を国中へ相渡すべきことを記した天正十八年（1590）正月日の

和久是安の墨書があり、側面外側の一面には「播州／芥田所納」の墨書と秀吉の奉行であった増田長盛の花

押、他の面にも浅野長政の花押がある。また、側面と底面の内側に、岡山池田家の家紋（丸の中に揚羽蝶）

のある焼印が押捺されて、この枡が江戸時代にも尊重されていたことを示しており、我が国度量衡史上に貴

重な歴史的遺物である（なお、容積は旧度量衡法の一升よりやや小さい）。 

附の木製手提箱は枡の収納箱として作製されたもので、芥田家において本枡が丁重に取り扱われていたこ

とを示している。この枡を伝えた芥田氏は清和源氏の世良田氏の後裔と伝え、播磨における秀吉直轄領の代

官を務めるとともに、当国の鋳物師の頭領でもあった。 

 

【底裏墨書】“立五寸壱分 横五寸壱分々半 ふかさ弐寸四分々半 但内のり也 

此写国中エ 可相渡 御諚ニ候也（花押） 天正十八年正月日” 

 

＜参考＞ 京都十合枡と織田信長 

中世には、零細な私的土地支配の進展に伴い、統一的な枡の使用は見られず、特に室町時代

には、その傾向が極度に達した。その反面、商業の発停、商業圏の拡大から、枡統一の気運が

高まった。また京都が政治的のみならず、交換経済の最大の中心地であったので、畿内では京

都十合枡あるいは京枡と称する京都の通用枡が次第に権威を持つに至った。永禄十一年

（1568）、織田信長が上洛すると、京都十合枡を公定枡に指定した。信長の死後その政策を継

承し、太閤検地を実施した豊臣秀吉は、その基準である石盛に、京枡（京都十合枡）を採用し

たので、京枡の使用は全国化した。ただし、この頃の京枡の容積は、旧度量衡法に換算してほ

ぼ0.966升と推定される。また当時の大名の中には、領内の余剰米を大阪に廻米するにあたり、

京枡を採用するものが増加した。 

平凡社 世界大百科事典  

員 数・種 別・時 代 １口　・　美術工芸品・歴史資料　・　安土桃山時代

重文指定年月日、指定番号 昭和六十年（1985.06.06）　、　指定番号：00027

保管施設、所 在 地 個人　、　兵庫県姫路市

所 有 者 個人 芥田家

木 製（寸法等は別記)

附：木製 手提箱（寛政七年四月 斉藤清次衛門墨書）

10．枡 <天正十八年正月日／増田長盛・浅野長政加判>
ます〈てんしょうじゅうはちねんしょうがつひ／ましたながもり・あさのながまさかはん〉

材質・寸法等



 

 
 

豊臣秀吉が、文禄三年（1594）から同四年にかけて実施した島津氏分国検地に用いられた所謂太閤検地尺

である。この検地尺は柾目檜材を用い、表面は中央に一尺の長さに墨の目盛線を引き、その中を更に細線を

以て十分割している。目盛線の両端中央にはそれぞれ「×」印を附し、上下余白には検地奉行であった石田

三成の「石田治少（花押）」の自署が据えられている（掲載写真において×印から×印の間隔は30.34cm）。 

 
 

裏面には石田三成の自筆にて「此寸を以六しやく三寸を壱間ニ相さため候て／五間ニ六十間を壱たんニ可

仕候也」の墨書が二行ある。これにより、寸を基準として六尺三寸を一間とし、五間に六十間を以て一反と

定めたことが判明する。この検地の実情については島津家文書から知られるが、現存唯一の太閤検地の基準

尺として貴重である。 

 
寸法： 縦 45.5㎝ 横 6.0㎝ 厚さ0.4㎝ 

 

参考写真 「国宝・重要文化財大全」 

 

＜参考＞肥後国大垣村の「検地帳｣ 

天正十七年(1590)、加藤清正の家臣平井十兵衛が検地奉行として実施した菊池郡大垣村の検地

帳である。１反を300歩と定め、検地棹を用い測量し、一筆ごとに字名、品等、面積、生産高、

名請人（年貢負担者）が記入されている。 

  
写真 熊本県立図書館蔵         「徳川幕府懸次要略」に描かれた検地 国会図書館蔵 

 

  

員 数・種 別・時 代 １枚　・　美術工芸品・歴史資料　・　安土桃山時代

重文指定年月日、指定番号 昭和五十五年（1980.06.06)　、　指定番号：00015

保管施設、所 在 地 尚古集成館　、　鹿児島県鹿児島市吉野町9698-1

所 有 者 株式会社島津興業

材質・寸法等 木製(檜材)　（寸法等は別記)

（ぶんろくさんねんしまづしぶんこくたいこうけんちじゃく〈いしだみつなりしょはん〉）

11．文禄三年島津氏分国太閤検地尺<石田三成署判>



 

 
 

久能山東照宮に奉納品として伝来した徳川家康（天文十一年（1543）～元和二年（1616））関係の文書

及び遺品類である。東照大権現としての家康に関する(1)位記・宣旨・口宣案類、(2)神服・調度類と、家康の

身の回り品と認められる(3)書画・典籍類、(4)道具類に類別される。 

これらのうち(4)の道具類は、書院調度類、香道具類、茶道具類、薬道具類、武具・馬具類、雑具類、行

脚・駕籠等に種別され、家康の平生の趣向を反映する書院調度類、大陸・ヨーロッパ渡来の道具類が中心を

占めている。なかでも洋時計は、1581年にスペインのマドリッドでフィリップ二世の御用時計師であったハ

ンスの製作によるもので、わが国に現存する最古の洋時計であり、鉛筆はこれまた現存最古の遺品として有

名である。このほか目器は鼈甲縁にスペイン製のレンズを嵌めたもので慶長十六年メキシコの答礼使セバス

チャン・スピカイノの献上品といわれ、いずれも文化史上の珍しい遺品として注目される。これらの遺品類

は、往時の家康の姿の一端を伝える纏まった資料として、歴史上に価値が高い。 

 

棹秤には、皿の刻印に“御秤屋 天下一守随 花押（判別不明）”とある。なお秤座は承応二年(1653)に開設

され、幕府により江戸に守随家、京都に神家が認可された。 

   
棹秤 棹長32cm、皿径 8cm 錘52g         秤の皿の刻印      (参考) 江戸・秤座跡（守随家）石碑 

参考写真 左2 枚：「久能山東照宮傳世の文化財」                （東京・日本橋） 

 

     
(参考)                   (参考)                (参考) 

両替天びん （針口天びん）        後藤家繭型分銅（私蔵）        太閤黄金分銅 (375g) 

東京都計量検定所所蔵           10 両分銅（37.459g）           (日本銀行蔵)  

員 数・種 別・時 代 169点（附:棹秤１点）　・　美術工芸品・歴史資料　・　江戸時代

重文指定年月日、指定番号 昭和五十四年（1979.06.06）　、　指定番号：00011

保管施設、所 在 地 久能山 東照宮　、　静岡県静岡市駿河区根古屋390

所 有 者 久能山 東照宮

材質・寸法等 詳細は別記

12．徳 川 家 康 関 係 資 料 （とくがわいえやすかんけいしりょう）



 

 
 

 

 

江戸幕府は、幕藩体制の確立がほぼ整った寛文年間に諸制度の整備に着手し、その一環として量制統制を

確立した。すなわち東国、西国の分掌体制を図るべく、江戸、京都に枡座を設置し、その任に樽屋家、福井

家を命じ、公定枡を指定して、その製造、販売の独占を許可し、枡改めなどの検査を行わせた。 

西国三三か国を管掌した福井家は、その由緒書等によれば先祖を大和国平群郡法隆寺村字福井の出と伝え、

代々大工を家業とし、後に京都、大工頭中井家の配下として二条城普請にも参画した家柄で、枡業務に携わ

るのは寛永年間の中頃とされている。 

この福井家京枡座関係資料は、多岐に亘る文書、記録類の他、絵図類、原器としての御本枡を各種揃え、

座方印を存するなど、江戸枡座樽屋家の資料を逸した現在、枡座経営の具体的な実態を知る唯一のものとし

て、近世度量衡制度の研究上に貴重である。 

 

 

福井家京枡座関係資料は、この京枡座福井家に伝来した一括資料で、その内容は大別して(1)文書・記録類、

(2)絵図類、(3)枡、(4)焼印に区分される。 

(1)は由緒書をはじめとし、枡製造技術に関するもの、枡販売に際し京都町奉行の検査を受けた折の台帳で

ある奉行所の枡改帳、下職に関するもの、枡座の枡改めに関するもの、相続、金銭貸借に関するものの他、

書状中には日常の福井家の動向を示すものも多い。 

(2)は、福井家の居宅絵図の他、部屋絵図、米蔵絵図、土蔵絵図、あるいは大阪に出店を構えた折に作成さ

れたと思われるものもあり、京枡座福井家の規模を知ることができる。 

(3)の枡は、一斗枡３口、七升枡３口、五升枡３口、一升枡９口、五合枡４口、二合半枡２口、一合枡６口

の計30口がある。これらの多くは、京都所司代や町奉行より下げ渡された御本枡と称されるもので、枡座の

原器ともいうべきものである。各枡には京都所司代等の焼印があり、文書や記録類に収める「御代々様印鑑

写」などと照合すると、枡の製作年代を推測できる。 

(4)の焼印は鉄製。印字は「枡」に「京」の文字などの枡座の座方印がある。この焼印は、枡座のみに保有

が許されていたもので、先述した枡の現存遺例からみて、京都町奉行の管掌となった寛文八年（1668）以後

に使用されたものと考えられる。 

 

 

御 本 枡 木地枡１口 弦掛枡９口 ( 御本枡21口うち10口 )  参考写真 「福井家旧蔵京枡座関係資料調査報告書」 

 

       
2.5合 (0.4561L) 文化五年～文化八年      2.5合 (0.4558L）元禄八年～宝永二年 

員 数・種 別・時 代 2,139点　・　美術工芸品・歴史資料　・　江戸時代

重文指定年月日、指定番号 平成二年（1990.06.29）　、　指定番号：00057

保管施設、所 在 地 京都市歴史資料館　、　京都府京都市上京区荒神口下る松蔭町138-1

所 有 者 個人

材質・寸法等 詳細は別記

13．福 井 家 京 枡 座 関 係 資 料 （ふくいけきょうますざかんけいしりょう）



 

    
１升 (1.8567L) 寛文八年～寛文十一年     １升 (1.8444L) 元和五年～承応三年 

    
１升 (1.8122L) 元和五年～承応三年       １升 (1.8164L) 承応三年～寛文八年 

    
１升 (1.8261L) 寛文八年～寛文十一年      １升 (1.8021L) 文化十二年～文政二年 

          
１斗 (17.851L) 側面 安永七年～天明二年     １斗（17.868L）底面 弘化三年～嘉永元年  



 

 
 

伊能忠敬（延享二年（1745）～文政元年（1818））は、わが国で最初に全国を対象とした実測図を作成

した測量家である。忠敬は上総国山辺郡に生まれ、宝暦十二年（1762）に下総国香取郡佐原村の伊能家に入

婿した。忠敬は寛政七年（1795）51歳にて隠居し、幕府天文方高橋至時に入門して、天文暦学、測量学等を

修めた。寛政十二年から文化十三年（1816）にかけ、計10次にわたり全国測量を高い精度にて実施した。そ

の際に日本全国の各地で大地測量及び天体観測を行い、調査後には測量地域について実測図を作成した。こ

れらの測量図は、最終的に忠敬没後の文政四年（1821）に、『大日本沿海輿地全図』としてまとめられ、幕

府に上呈された。これらは、前近代における唯一の全国測量図であり、明治時代前期には国土の基本図とし

て、複数の行政機関において写本が作成されその利用に資された。 

 

本件は、伊能忠敬に関係する一連の資料群で、一部は孫の忠誨に関係する資料を含む。その内容は、地

図・絵図類、文書・記録類、書状類、典籍類及び器具類に分類される。本件の資料全体は、平成二十二年に

国宝に指定されている。 

 

地図・絵図類は、測量図（伊能図、下図）及び麁絵図など伊能忠敬が作成に関与した地図、及び測量時に

参考としたとみられる各地方の地図・絵図からなる。将軍家斉の上覧を仰いだ第４次調査以前の成果をまと

めた尾張以東の大図69枚など、各次調査後に作成された伊能図は123点を数え、最もまとまった事例として

伊能図研究上に価値が高い。下図は伊能図作成前に調整された地図で、399枚が存在する。これらは、測量

結果を地図化する過程を段階的かつ具体的に示している。 

文書・記録類は、全国測量に関して編述された日記や記録類を主とする冊子物と、測量実施、測量方法、

測量結果に関する覚書類や忠敬の身分に関する文書等からなり、全国測量の行程や観測記録などに関わる基

礎史料である。 

書状類は、忠敬書状、および諸人から忠敬、留守宅あるいは忠誨に宛てた書状が中心を占める。これは、

全国測量の実情を研究する補完資料となり、忠敬の家政、村政への関与や交遊、心情、性格を伝えて、その

人間像を理解する資料ともなる。 

典籍類は、主に忠敬の自筆写本および手沢本であり、天文暦学書、和算書、測量書、地理書などの写本と

刊本があり、なかでも天文暦学書が多い。『暦象考成後編』（自筆写本）や『オランデ暦書管見』（一部自

筆写本）などは、忠敬が当時最新の天文暦学を修めたことを示す。 

器具類は、天測用器具、量地用器具、製図用具などに大別され、忠敬の測量実施および地図作成の実際を

研究するに重要な資料となる。また、江戸時代後期における由緒の明らかな測量器具の最もまとまった例と

して貴重である。 

以上のとおり本件は、伊能忠敬の学問内容および測量や地図制作の具体的な内容を伝える比類ない資料群

である。また同時に、忠敬の事績と人物像を多面的に伝える歴史的な資料として有用である。 

 

本資料の中には、伊能忠敬が使用した物差し２枚、すなわち尺(大)と尺(小)が存在する。わが国の度量衡器

のうち「国宝」指定は、これらの尺だけである。尺の面には平行線と対角斜線が刻まれて、移動可能な副尺

（遊尺という）を利用して、厘（分の1/10）単位まで、長さを読み取れる工夫がされている。 

この尺は、測量器械に付属して使われたものとの考証がある。なお、この尺に関連して、さまざまな折衷

尺の論考がある。 

 

  

員 数・種 別・時 代 2,345点　・　美術工芸品・歴史資料　・　江戸時代

昭和三十二年（1957.02.19)　、　指定番号：00003

国宝指定：平成二十二年(2010.06.29)

保管施設、所 在 地 伊能忠敬記念館　、　千葉県香取市佐原イ1722-1

所 有 者 香取市

材質・寸法等 詳細は別記

14．伊 能 忠 敬 関 係 資 料 （いのうただたかかんけいしりょう）

重文指定年月日、指定番号



 

尺 ２枚 
尺（大） 全長 36.0cm 幅4.2cm 

・銅地鍍金、游標部銅（鍍金の傷あり）、側面ネジ欠、裏面 ｢田中丹柳作」の刻銘あり 

 
尺（小） 全長 34.5cm 幅4.2cm 

・銅地鍍金、游標部銅 

 
 

１尺の長さ 

明治四十二年（1909）東京帝国大学理学部により実測された。 

大：30.325cm 小：30.336cm 

平成十四年（2002）計量関係資料委員会により再実測された。 

大：30.332cm 小：30.339cm 

 

尺の裏面 大（左）・小（右） 

 
 

対角線尺 

１分以下を10等分して厘まで読むために用いた遊尺（移動標）のある「ものさし」 

横軸に１寸の幅に９本の均等の平行線を引き、１分の目盛点から次の点の下に対角線を引き、カ－ソ

ルと平行線と交わる点を厘の値とした。 

 

 

 

＜参考＞旧度量衡法の1 尺の長さの値の決定（概要） 

江戸時代は、享保尺（幕府・正器）、念仏尺（竹尺)、又四郎尺（木匠尺）その他２０余種類

の尺が使われていた。明治時代になり、対外貿易等でメ－トル法との換算値が必要となった。

明治二十四年(1891）の旧度量衡法により、曲尺の１尺を10/33m＝30.3030cm と定めた。なお

鯨尺の１尺は、25/66cm＝37.8788㎝と定めた。 

季刊「伊能忠敬研究」第11 号 



 

 
写真：産業技術総合研究所・計量標準総合センタ－ 

1875年にメ－トル法外交官会議でメ－トル条約が成立したが、明治十八年（1885）に我が国はメートル

条約に加盟した。1889 年、国際度量衡委員会は、イギリス製の白金イリジウム合金地金を用いたメートル原

器30 本のうちの一本（No.6）を国際メートル原器とし、翌年にはそれ以外を条約加盟各国に抽選により分配

した。我が国は原器（No.22）と、同時に製作されたキログラム原器40個のうちの一個（No.6）を受領した。

これらは、それぞれ日本国メートル原器、同キログラム原器となった。 

明治二十四年（1891）3月、我が国は度量衡法を公布したが、「度量ハ尺、衡ハ貫ヲ以テ基本トス」とし、

尺はメートル原器の33分の10、貫はキログラム原器の4分の15と規定した。これによりメートル原器とキロ

グラム原器を基準とする尺貫法が制定された。このため新たに尺原器、貫原器が必要となり、その製作を国

際度量衡委員会事務局に依頼し、明治三十一年（1898）これらを受領した。 

以上の原器類に基づいて、我が国の度量衡制度は、従来の複雑かつ多様なものから国際的な基準に則った

体系的なものとなり、社会、経済、学術等の幅広い分野に多大の影響を与えた。本件指定資料は、日本の近

代における度量衡の原点に位置する資料であり、歴史的かつ学術的な価値が高い。 

なお、長さメートルの定義は昭和三十五年（1960）に原器による定義から光の波長に基づくものに変わり、

昭和五十八年（1983）に光の波長から光の速さに基づいたものに変わっている。質量キログラムの定義につ

いても、令和元年（2019）に定義が改定され、原器によるものからプランク定数によるものとなっている。 
 

   
メートル原器        

    
キログラム原器    キログラム原器(上中)、キログラム副原器(上左)、菅原器(下)  キログラム原器校正証明書  

員 数・種 別・時 代 ４本、４個　・　美術工芸品・歴史資料　・　明治時代

重文指定年月日、指定番号 平成二十四年（2012.09.06）　、　指定番号：00167

国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合センタ－　、

茨城県つくば市梅園1-1-1

所 有 者 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

白金イリジウム合金　　製造国：フランス

・メートル原器 １本 ・メートル副原器 １本　　長さ 102.0㎝ 縦・横 2.0㎝

・尺原器 ２本　　　長さ 32.4㎝ 縦・横 2.0㎝

附 ・トンヌロー温度計 ２本 ・メートル原器校正証明書 １通

※　令和四年（2022.03.22）追加指定

・キログラム原器　1個、・キログラム副原器　1個、・貫原器　2個

 附（つけたり）：キログラム原器校正証明書　1通

（め―とるじょうやくならびにどりょうこうほうかんけいげんき）

保管施設、所 在 地

材質・寸法等

15．メ－トル条約並度量衡法関係原器

下段：メートル原器、メートル副原器 

中段：尺原器 

上段：トンヌロー温度計 

右 ：メートル原器校正証明書 



 

計量制度の起源と発展 
 

 
「計量のはなし」計量法公布２０周年記念 昭和46 年（1971）6 月 通商産業省編 

 

メ－トル法採用の推進 
メートル法の制定と使用は、18世紀末からフランスを中心に進展した。国際基準を定めるために、

1870年に国際会議が開催された後に、1872年９月、パリで科学者による国際メートル会議が開かれ

て次のことが決められた。共和国文書保管所の原器に合わせて、国際メ－トル原器を白金90％，イリ

ジウム10％の合金で作り、同型のものを各国に配ること。国際メ－トル原器はフランス委員が作る。

原器の管理とメ－トル法の完成のため、パリの近くに国際度量衡局を建設し、その費用は各国が分担

する。  



 

正倉院御物について 

奈良時代や平安時代の中央・地方の官庁や大寺には，重要物品を納める正倉が設けられていました。そ

してこの正倉が幾棟も集まっている一廓が正倉院と呼ばれたのです。しかし、あちこちに置かれた正倉は，

歳月の経過とともに消滅し、わずかに東大寺正倉院内の正倉一棟だけが往時のまま今日まで残ったのです。

これがすなわち、正倉院宝庫です。 

正倉院宝庫は、千有余年の間、朝廷の監督の下に東大寺によって管理されました。明治八年（1875）、

宝物の重要性を考量し内務省の管轄となり、次いで農商務省を経て宮内省に移り、引き続き宮内庁の所管

となりました。なお、宝庫は現在、古来の正倉のほかに西宝庫と東宝庫があり、いま宝物はこの両宝庫に

分納して保存されています。 （正倉院HP） 

 

 

正倉院御物の度量衡器 
 

尺 度 
わが国の尺度は、飛鳥時代には高麗尺を用いていた。それは旧度量衡法の曲尺の１尺２寸に相当する。

大宝律令（701）では、高麗尺を大尺として測量に限り用い、唐の大尺を小尺として使用させた。後年、

和銅六年（713）の改正によって、小尺を大尺とし、その６分の５を小尺とした。従って正倉院の尺は唐

の大尺によるもので、曲尺の0.9768尺（29.6cm）にあたる。唐の大尺を「天平尺」という。 

正倉院には、全部で19枚の尺がある。そのうち８枚は、紅牙撥鏤尺６枚、緑牙撥鏤尺２枚で、10区分

（目盛）のある１尺のものさしである。また５枚は、黄瑠璃小尺２枚、碧瑠璃小尺２枚 、班犀小尺1 枚で、

２寸ないし３寸の小尺である。撥鏤尺は唐の鏤牙尺と称する儀式の尺であり、小尺は腰間につるした装身

具である。以上の１３枚の尺を除いて、残りの６枚の尺がこの時代の標準尺と考えられる。ただし未造了

尺２枚は、寸法の目盛はないが、１尺の長さが北倉の白牙尺とほぼ同じ寸法である。 

 

斗 量 
枡などの計量器はない。資料として、北倉の銀細鏁連繋鳥頭盖受三升半がただ一つ伝わる。献物帳に

「銀平脱花鳥形 銀細鏁連繋鳥頭盖 受三升半」と記されている。注口を鳥頭にかたどり把手を持つ瓶で、イ

ラン地方から出土する硝子器によく見られる形態で、胡瓶といわれるゆえんである。「受三升半」とは容

量を示し、旧度量衡法の１升５合２勺に相当する。したがって当時の一升は、旧度量衡法の４合３勺４余

に相当する。（量る要領は、黍を付け根のところまで満たした量と規定された。） 

 

権 衡 
奈良時代の目方の単位には、斤、両、分がある。各単位に大と小があり、大は小の倍である。４分を１

両、１６両を１斤としている。ただし大宝律令では、「銀銅穀を量るには皆大を用いよ、このほかは、官

私、悉く小を用いよ」と規定しているが、必ずしもこれによっているとはいえない。 

宝庫には多くの銀製品があり、それに刻された斤量から、当時の斤の目方が判明した。当時の一斤は、

多少の差異があるが、旧度量衡法の約１斤に相当し、178匁（約670g）前後であることがわかる。 

「正倉院よもやま話」 

 

以上の度量衡器物をまとめると、次のようになる。 

１． 尺 度（ものさし） １９ 

撥 鏤 尺  ８（ 紅牙撥鏤尺 ６ 緑牙撥鏤尺 ２） 

白 牙 尺  ２   未造了牙尺 ２   班犀尺 １ 木尺 １ 

黄瑠璃小尺 ２   碧瑠璃小尺 ２   班犀小尺 １ 

 

２．斗 量  漆 胡 瓶 

  



 

１．尺度（ものさし） 

 
撥鏤尺 （ばちるしゃく） 参考写真：「正倉院宝物」宮内庁蔵版 

 

天平時代に用いた1 尺の物差し。象牙を染め、その表面を彫って文様をあらわしている。寸の目盛りし

かなく儀式用と考えられる。国家珍宝帳所載の品で、赤漆文欟木御厨子に納められていた。 

 

 

・紅牙撥鏤尺 甲 （北倉13） 〈写真 上・表面.下・裏面 以下同〉 

 
寸法：長30.3cm 幅3.0cm 厚1.0cm 材質：象牙 技法：紅染 撥鏤 白緑・黄の点彩 

 

 

・紅牙撥鏤尺 乙 （北倉13） 

 
寸法：長29.8cm 幅2.6cm 厚0.7cm 材質 ：象牙 技法：紅染 撥鏤 緑・青の点彩 

 

 

・緑牙撥鏤尺 甲 （北倉14） 

 
寸法：長30.5cm 幅3.0cm 厚1.0cm 材質：象牙 技法：紺染 撥鏤 赤・黄の点彩 

 

 

・緑牙撥鏤尺 乙 (北倉14） 

 
寸法：長29.8cm 幅2.5cm 厚0.9cm 材質 ：象牙 技法：紺染 撥鏤 赤・黄の点彩 

 



 

・紅牙撥鏤尺 第１号 （中倉51） 

 
寸法：長30.7cm 幅3.1cm 厚0.9cm 材質：象牙 技法：紅染 撥鏤 黄・緑の点彩 

 

 

・紅牙撥鏤尺 第２号 （中倉51） 

 
寸法：長30.2cm 幅3.0cm 厚0.9cm 材質 ：象牙 技法：紅染 撥鏤 黄・緑の点彩 

 

 

・紅牙撥鏤尺 第３号 （中倉51） 

 
寸法：長29.7cm 幅2.3cm 厚0.8cm 材質：象牙 技法：紅染 撥鏤 黄・緑の点彩 

 

 

・紅牙撥鏤尺 第４号 （中倉51） 

 
寸法：長29.6cm 幅2.3cm 厚0.8cm 材質：象牙 技法：紅染 撥鏤 黄・緑の点彩 

 

尺の原色と模様など詳細は、「正倉院－宮内庁」ＨＰ・技法「牙甲角」で検索できます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

白牙尺 （びゃくげしゃく） 

 

・白牙尺 甲 （北倉15） 

 
寸法 29.7cm 幅 3.6cm 厚さ1.1cm 材 質：象牙 目盛線：緑・青 

 

・白牙尺 乙 （北倉15） 

 
寸法 29.7cm 幅 3.6cm 厚さ1.0cm 材 質：象牙 目盛線：蘇芳色 

 

 
未造了牙尺（みぞうりょうげしゃく） 

 

・未造了牙尺 甲 （中倉54） 

 
寸法 29.6cm 幅 3.0cm 厚さ1.3cm 材 質：象牙 

 

・未造了牙尺 乙 （中倉54） 

 
寸法 29.6cm 幅 3.0cm 厚さ 1.3cm 材 質：象牙 

 

 
班犀尺 (はんさいしゃく) 

 
寸法 29.5cm 幅 2.8cm 厚さ0.8 材 質：犀角 目盛線：朱を塡メ金箔押 

 

 
木尺 (もくしゃく) 

 
寸法 44.5cm 幅 3.0cm 厚さ1.0cm 材 質：散孔材 目盛線：銀泥嵌入銀泥絵 

 
参考写真 「正倉院宝物」宮内庁蔵版 

 

尺の原色と模様など詳細は、「正倉院－宮内庁」ＨＰで検索できます。 



 

小 尺（しょうじゃく）参考写真：「正倉院宝物」宮内庁蔵版 

 

 
瑠璃小尺 

・黄瑠璃小尺（きるりのしょうじゃく） 

寸法：長さ 6.9cm 幅 1.9cm 厚さ 0.4cm 

材質：鉛ガラス(黄色) 目盛：両面銀泥描 

暈綱角内紐組 

 

・碧瑠璃小尺（へきるりのしょうじゃく 

寸法：長さ 6.4cm 幅 1.8cm 厚さ 0.5cm 

材質：鉛ガラス(緑色) 目盛：両面金泥描 

暈綱角内紐組 

 

・黄瑠璃小尺（きるりのしょうじゃく） 

寸法：長さ 7.0.cm 幅 1.9cm 厚さ 0.4cm 

材質：鉛ガラス(黄色） 目盛：両面銀泥描           黄瑠璃小尺  碧瑠璃小尺 

 

・碧瑠璃小尺（へきるりのしょうじゃく） 

寸法：長さ 6.7cm 幅 1.7cm 厚さ 0.4cm 

材質：鉛ガラス(緑色） 目盛：両面金泥描 

 

 

班犀小尺（はんさいしょうしゃく） 

寸法：長さ 5.9cm 幅 1.4cm 厚さ 0.3cm 

材質：犀 角 目盛：片面線刻 白無地角組 
 

 

 
 班犀小尺 

 

２．斗 量 
 

 
漆胡瓶 （しっこへい） 右図 

分類：〈用途〉 飲食具 〈技法〉 漆工 倉番：北倉 43 

寸法：高41.3cm 胴径18.9cm 

材質・技法：巻胎 黒漆塗 銀平脱 把手は金属 銀製兵庫鎖をつく 

 

鳥頭に象った蓋を持つペルシァ風の水差し。木材を細長い薄板に

したものを巻いて作り、表面に黒漆を塗る。草花や鳥獣に切り抜

いた銀の薄板で文様を表わす。国家珍宝帳所載の品。 

 

献物帳 記載 「銀平脱花鳥形 銀細鏁連繋鳥頭盖 受三升半」__ 

  



 

おわりに 
 

本書の内容は、主として文化庁の「国指定文化財等データベース」や「文化遺産オンライン」をネット

検索し、あるいはその他の関係書籍や資料から入手した情報を、引用・加筆もしくは編集したものである。

典拠の原文を編集した場合は多い。これは、正誤のほかに、文化財一件に関して、解説の紙幅を一頁に収

める方針のために原文を短縮し、また解説が複数の典拠に基づく場合には文章、文体、用語等を調整した

ことによる。紙数はわずか30余頁にすぎない本書ではあるが、国宝・重要文化財の度量衡器の画像と解説

を通じて、我が国の政治、税制、経済、文化の歴史の一端を探り、また計量に関する行政の歴史を理解す

る一助になれば幸いである。 

 

表１に示したように、平成27年１月１日現在、国宝・重要文化財の総数は13,001件であり、建造物を除

いた数は10,573件である。そのうち度量衡器を含むものは、歴史資料12件、工芸品２件、考古資料１件の

計１５件である。器物点数を挙げると、度は１０点、量は４７点 衡は５点、計６２点である。文化財等の

指定は、文化庁で随時開催される文化審議会・文化財分科会において決定される。度量衡関係の歴史的資

料は多々あるので、筆者としては、今後のさらなる指定を期待している。 

 

 

なお巻末に、次の諸表と引用・参考文献等のリストを掲載した。 

 

表３ 国宝・重要文化財の度量衡器一覧表 指定順 

表４ 国宝・重要文化財の度量衡器 寸法表 

表５ 中世（室町時代～安土桃山時代）の枡 

表６ 正倉院の「ものさし」一覧表 

 

表４における度量衡器の寸法は、それぞれの引用した文献等の値を採用し、単位をセンチメートル(cm)

に統一した。枡の容積は、記載の方と深さから計算し、リットル(Ｌ)で表記した。ただし報告書に実測値

があれば、その値を採用した。この表のうち室町時代から安土桃山時代に関わる枡６件、１６口をとりあ

げ、旧度量衡に換算した容積とともに、表５に中世の枡として記載した。 

 

 

本書の原稿をまとめながら、過年、度量衡器の図柄を鋳出した梵鐘のある寺院を探訪したことを思い出

した。本書の付録として、その話題を梵鐘の写真とともに最後に追加した。 
  



 

引用文献・資料 
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２. 大峡弘通（編集）｢週刊朝日百科 日本の歴史47 暦と年号・度量衡｣ 朝日新聞社 昭和62 年 
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13. 文化庁HP「国指定文化財等データベース」 
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表３ 国宝・重要文化財の度量衡器一覧表 指定順  

 
歴史資料 １２件 考古資料 １件 工芸品 2件  計 １５件 

  

指定

番号

1 歴史資料 3
伊能忠敬関係資料

　1. 尺. (尺 (大1) 、尺（小1)）
2

伊能忠敬記念館

(千葉県香取市佐原)
江戸時代

1957(昭32年).2.19

国宝指定：

2010(平22年.)6.29

千葉県香取市

2 工芸品 787 紅牙撥鏤尺（法隆寺献納） 1
東京国立博物館

(東京都台東区上野公園)
奈良時代 1957(昭32年).6.1 8 (独)国立文化財機構

3 工芸品 834 釣枡（法隆寺献納） 1
東京国立博物館

(東京都台東区上野公園)
奈良時代 1958 (昭33年).6.8 (独)国立文化財機構

4 歴史資料 29

法隆寺抍（法隆寺献納）

　1. 大抍1. 一升抍<坊米刻銘>

　1. 一升抍<文明6年8月日/屋敷地子枡等刻銘>

　1. 一升抍<上宮王院刻銘>

　1. 一升抍<長禄3年5月3日/地子抍，上宮王院等刻銘>

　1. 一升抍<康正2年2月日/観音講抍移,上宮王院等刻銘>

6
東京国立博物館

(東京都台東区上野公園)
室町時代 1959昭(和34年).6.27 (独)国立文化財機構

5 歴史資料 11
徳川家康関係資料

　附 棹秤
1

久能山東照宮

(静岡市駿河区根古屋)
江戸時代 1979 (昭54年).6.6 久能山東照宮

6 歴史資料 15 文禄三年島津氏分国太閤検地尺〈石田三成署判〉 1
尚古集成館

(鹿児島市吉野町)
安土桃山時代 1980 (昭55年).06.06 (株)島津興業

7 歴史資料 17
高野枡<応永三年八月日/高野山沙汰人連署刻銘>

　附 大枡1
1

柏木地区

(和歌山県伊都郡かつらぎ町)
室町時代 1981 (昭56年).6. 9 和歌山県柏木地区

8 歴史資料 27 枡<天正十八年正月日/増田長盛・浅野長政加判> 1 兵庫県姫路市 安土桃山時代 1985 (昭60年).6.6 芥田家

9 歴史資料 33

法隆寺枡

　1.一升抍<康正2年2月日/観音講抍,上宮王院等刻銘>

　1.一升抍<天正2年9月日/聖皇院等刻銘>

2
法隆寺

(奈良県生駒郡斑鳩町)
室町-安土時代 1986 (昭61年).6.6 法隆寺

10 歴史資料 38

園城寺 尺

　1.唐院預竹尺<応永31年4月19日/香実房領納>

　1.唐院預尺<応永33年3月15日写>

2
園城寺

(滋賀県大津市園城寺町)
室町時代 1987 (昭62年).6.6 園城寺

11 歴史資料 44

薬師寺枡

　1.一升抍<天文15年正月日/金堂、金伏等刻銘>

　1.一升抍<天正2年6月吉日/金堂、十合等刻銘>

　1.一升抍<天正6年/反銭升等刻銘>

3
奈良国立博物館

(奈良県奈良市登大路町)
室町-安土時代 1988 (昭63年).6.6 薬師寺

12 歴史資料 56

真珠庵枡

　1.一升抍<永正18年2月2日/真珠下用刻銘>

　1.一升抍<大永4年11月日/真珠宣旨刻銘>

2
(大徳寺搭頭)　真珠庵

(京都市北区紫野)
室町時代 1990 (平02年).6.29 真珠庵

13 歴史資料 57
福井家京枡座関係資料

　1. 枡
30

京都市歴史資料館

(京都市上京区寺町通丸太町)
江戸時代 1990 (平02年).6.29 個人所有

15 歴史資料 167

メートル条約並度量衡法関係原器

　1. メ－トル原器

　1. メ－トル副原器

　1. 尺原器 (2)

　1. キログラム原器(※)

　1. キログラム副原器(※)

　1. 貫原器 (2) (※)

8
産業技術総合研究所

（茨城県つくば市梅園1-1-1）
明治時代

2012 (平24年).9.6

※追加指定

2022(令4年).03.22

産業技術総合研究所

指定年月日 所有者N o. 区分 指定名称 点数 所蔵場所 時　代



 

表４ 国宝・重要文化財の度量衡器 寸法表 

 
器物数  度器 １0点  量器 ４７点 衡器 ９点   計 ６６点  

分類 No . 区　分 指　定　名　称 寸　　　法 引用元

1 工芸品 紅牙撥鏤尺（法隆寺献納） 長さ：29.6 cm、幅：2.2 cm、厚さ：0.8 cm
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」 Ｎ-78

2 工芸品

園城寺尺

　1. 唐院預尺<応永33年3月15日写>

　1. 唐院預竹尺<応永31年4月19日/香実房領納>

長さ：35.6 cm、幅：1.3 cm、厚さ：0.3 cm

長さ：35.9 cm、幅：1.0 cm、厚さ：0.6 cm

文化庁

国宝・重要文化財データベース

3 歴史資料 文禄三年島津氏分国太閤検地尺〈石田三成署判〉 長さ：45.5 cm、幅：6.0 cm、厚さ：0.4 cm
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

4 歴史資料

伊能忠敬関係資料「器具類」

　1. 尺.（大）

　1. 尺.（小）

長さ：36.0 ㎝、幅：4.2 ㎝、厚さ：0.40 cm

長さ：34.5 ㎝、幅：3.8 ㎝、厚さ：0.36 cm

「伊能忠敬」

伊能忠敬研究　第11号

5 歴史資料

メートル条約並度量衡法関係原器

　1. メ.－トル原器

　1. メ.－トル副原器

　1. 尺.原器 (2)

長さ：102.0 cm、縦・横：2.0 cm

長さ：102.0 cm、縦・横：2.0 cm

長さ：  32.4 cm、縦・横：2.0 cm

文化庁

国宝・重要文化財データベース

1 工芸品 釣枡（法隆寺献納） 高さ：32.8 cm、口径：74.0 cm、胴径：78.0 cm
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」 Ｎ-122

2 歴史資料 高野枡<応永三年八月日/高野山沙汰人連署刻銘>

　附(つけたり)　 大枡

内法（方、深さ、【容積】）

14.6cm、5.9cm、【1.258Ｌ】

15.  cm、8.  cm、【1.8   Ｌ】(概数値)

文化庁監修

国宝・重要文化財大全

和歌山県教育委員会資料

3 歴史資料

法隆寺抍（法隆寺献納）

　1. 大抍

　1. 一升抍</坊米刻銘>

　1. 一升抍<文明6年8月日/屋敷地子枡等刻銘>

　1. 一升抍</上宮王院 刻銘>

　1. 一升抍<長禄3年5月3日/地子抍 ,上宮王院等刻銘>

　1. 一升抍<康正2年2月日/観音講枡移 上宮王院等刻銘>

内法（方、深さ、【容積】）

28.8 cm、11.4 cm、【9.521 L】

14.4 cm、  7.1 cm、【1.472 L】

14.6 cm、  7.6 cm、【1.602 L】

15.1 cm、  8.2 cm、【1.870 L】

15.1 cm、  8.2 cm、【1.870 L】

15.2 cm、  7.6 cm、【1.756 L】

日本文化財機構ＨＰ「e国宝}」

Ｎ-123

Ｎ-124

Ｎ-125

Ｎ-126

Ｎ-127

Ｎ-128

4 歴史資料

法隆寺枡

　1.一升抍<康正2年2月日/観音講抍，上宮王院等刻銘>

　1.一升抍<天正2年9月日/聖皇院等刻銘>

内法（方、深さ、【容積】）

11.8 ㎝、  6.0 cm、【0.835 L】

13.8 ㎝、  7.0 cm、【1.333 L】

文化庁監修

国宝・重要文化財大全

5 歴史資料

真珠庵枡

　1. 一升抍<永正18年2月2日/真珠下用刻銘>

　1. 一升抍<大永4年11月日/真珠宣旨刻銘>

内法（方、深さ、【容積】）

14.4 cm、  6.4 cm、【1.327 L】

15.8 cm、  6.9 cm、【1.723 L】

文化庁監修

国宝・重要文化財大全

6 歴史資料

薬師寺枡

　1. 一升抍<天文15年正月日/金堂、金伏等刻銘>

　1. 一升抍<天正2年6月吉日/金堂、十合等刻銘>

　1. 一升抍<天正6年/反銭升等刻銘>

内法（方、深さ、【容積】）

13.5 cm、  6.4 cm、【1.166 L】

14.2 cm、  6.3 cm、【1.270 L】

14.1 cm、  7.6 cm、【1.511 L】

文化庁監修

国宝・重要文化財大全

7 歴史資料 枡〈天正十八年正月日/増田長盛・浅野長政加判〉
内法（方、深さ、【容積】）

15.6 cm、  7.4 cm、【1.777 L】

文化庁監修

国宝・重要文化財大全

8 歴史資料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

福井家京枡座関係資料

　　  1. 枡／30－ 1 弦掛枡 　　　　　　　１合

　　  1. 枡／30－ 2 弦掛枡 　　　　　　　１合

　1. 枡／30－  3 弦掛枡 （御本枡）　　１合

　1. 枡／30－  4 弦掛枡 （御本枡）　　２合５

　1. 枡／30－  5 木地枡 （御本枡）　　２合５

　1. 枡／30－  6 弦掛枡 （御本枡）　　２合５

　1. 枡／30－  7 弦掛枡 （御本枡）　　５合

　1. 枡／30－  8 弦掛枡 （御本枡）　　５合

　1. 枡／30－  9 弦掛枡 （御本枡）　　５合

　1. 枡／30－10 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－11 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－12 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－13 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－14 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－15 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－16 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－17 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－18 弦掛枡 （御本枡）　　１升

　1. 枡／30－19 弦掛枡 　　　　　　　５升

　1. 枡／30－20 弦掛枡 （御本枡）　　５升

　1. 枡／30－21 弦掛枡 （御本枡）　　５升

　1. 枡／30－22 弦掛枡 　　　　　　　５升

　1. 枡／30－23 弦掛枡 　　　　　　　７升

　1. 枡／30－24 弦掛枡 （御本枡）　　７升

　1. 枡／30－25 弦掛枡 　　　　　　　１斗

　1. 枡／30－26 弦掛枡 （御本枡）　　１斗

　1. 枡／30－27 弦掛枡 （御本枡）　　１斗

　1. 枡／30－28 弦掛枡 　　　　　　　１斗

　1. 枡／30－29 弦掛枡 　　　　　　　１斗

　1. 枡／30－30 弦掛枡 　　　　　　　１斗

内法（縦・横・深さ、【容積】）

6.32 cm・6.32 cm・4.52 cm・【0.181 L】

6.36 cm・6.36 cm・4.46 cm・【0.181 L】

6.41 cm・6.38 cm・4.47 cm・【0.183 L】

9.61 cm・9.56 cm・4.95 cm・【0.455 L】

9.46 cm・9.49 cm・5.08 cm・【0.456 L】

9.63 cm・9.59 cm・4.96 cm・【0.458 L】

12.0 cm・12.0 cm・6.36 cm・【0.914 L】

12.0 cm・12.0 cm・6.35 cm・【0.916 L】

12.0 cm・12.0 cm・6.31 cm・【0.910 L】

14.9 cm・14.9 cm・8.21 cm・【1.814 L】

14.9 cm・14.9 cm・8.37 cm・【1.856 L】

14.8 cm・14.8 cm・8.30 cm・【1.826 L】

14.8 cm・14.9 cm・8.28 cm・【1.826 L】

14.8 cm・14.4 cm・8.30 cm・【1.827 L】

14.9 cm・14.9 cm・8.26 cm・【1.826 L】

14.8 cm・14.8 cm・8.36 cm・【1.820 L】

14.9 cm・14.8 cm・8.36 cm・【1.844 L】

14.8 cm・14.8 cm・8.28 cm・【1.823 L】

25.3 cm・25.3 cm・13.9 cm・【8.925 L】

25.2 cm・25.3 cm・14.1 cm・【9.030 L】

25.3 cm・25.2 cm・14.1 cm・【8.984 L】

25.3 cm・25.3 cm・14.2 cm・【9.042 L】

28.7 cm・28.7 cm・15.2 cm・【12.55 L】

28.8 cm・28.8 cm・15.3 cm・【12.67 L】

31.8 cm・31.8 cm・17.7 cm・【17.85 L】

31.8 cm・31.8 cm・17.8 cm・【17.97 L】

31.8 cm・31.7 cm・17.8 cm・【17.97 L】

31.9 cm・31.8 cm・17.7 cm・【17.98 L】

32.0 cm・31.9 cm・17.6 cm・【17.99 L】

31.7 cm・31.7 cm・18.0 cm・【18.09 L】

福井家旧蔵京枡座関係資料

調査報告書

1 考古資料

福井県一乗谷朝倉氏遺跡出土品

　54. 分.銅 15次

　55. 分.銅 30次

　56. 分.銅 31次

　57. 分.銅 36次

径：1.9 cm、高さ：3.1 cm、質量：  22.0 g

径：2.2 cm、高さ：4.8 cm、質量：114.0 g

径：2.4 cm、高さ：2.8 cm、質量：  51.0 g

径：2.6 cm、高さ：4.3 cm、質量：  92.0 g

福井県立朝倉氏遺跡資料館

報告書

2 歴史資料
徳川家康関係資料

　附　棹秤（御秤屋 天下一 守隋 刻印）
棹長：32.0 cm、皿径：7.9 cm、錘：52 g 久能山 東照宮

3 歴史資料

メートル条約並度量衡法関係原器

　1. キログラム原器

　1. キログラム副原器

　1. 貫.原器 (2)

径：3.9 cm、高さ3.9 cm、質量：1.0   kg

径：3.9 cm、高さ3.9 cm、質量：1.0   kg

径：6.1 cm、高さ6.1 cm、質量：3.75 kg

産業技術総合研究所HP

衡

　

器

量

　

　

器

度

　

　

器



 

表５ 中世（室町時代～安土桃山時代）の枡 

 
 

表６ 正倉院の「ものさし」 

  

No . 指　定　名　称 時 代 年 代 寸　法（内法） 容積 引 用 元

1 高野枡<応永三年八月日/高野山沙汰人連署刻銘> 室町 1396 方：14.6㎝、深さ：5.9㎝ 約7.0合　1.257Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

2 大枡 (概数値) 室町 方：15. ㎝、深さ： 8.㎝ 約 1升　1.8 Ｌ 和歌山県立博物館資料

3 1. 大 抍 室町 方：28.8cm、深さ：11.4㎝ 5.28升　9.486Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-123

4 1.一升抍　<坊米刻銘> 室町 方：14.4㎝、深さ ：7.1㎝ 約9.7合　1.472Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-124

5 1.一升抍　<文明6年8月日/屋敷地子抍等刻銘> 室町 1474 方：14.6㎝、深さ： 7.6㎝ 約 1升　1.602Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-125

6 1.一升抍　<上宮王院刻銘> 室町 方：15.1㎝、深さ： 8.2㎝ 約 1升　1.870Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-126

7 1.一升抍　<長禄3年5月3日/地子抍，上宮王院等刻銘> 室町 1459 方：15.1㎝、深さ： 8.2㎝ 約9.0合　1.870Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-127

8 1.一升抍　<康正2年2月日/観音講抍移，上宮王院等刻銘> 室町 1456 方：15.2㎝、深さ： 7.6㎝ 約8.2合　1.756Ｌ
日本文化財機構ＨＰ

「e国宝}」Ｎ-128

9 1.一升抍　<康正2年2月日/観音講抍，上宮王院等刻銘> 室町 1456 方：11.8㎝、深さ：6.0㎝ 約4.7合　0.835Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

10 1.一升抍　<天正2年9月日/聖皇院等刻銘> 安土桃山 1574 方：13.8㎝、深さ：7.0㎝ 約7.4合　1.333Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

11 1.一升抍　<永正18年2月2日/真珠下用刻銘> 室町 1521 方：14.4㎝、深さ：6.4㎝ 約7.4合　1.327Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

12 1.一升抍　<大永4年11月日/真珠宣旨刻銘> 室町 1524 方：15.8㎝、深さ：6.9㎝ 約9.6合　1.723Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

13 1.一升抍　<天文15年正月日/金堂、金伏等刻銘> 室町 1546 方：13.5㎝、深さ：6.4㎝ 約6.5合　1.166Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

14 1.一升抍　<天正2年6月吉日/金堂、十合等刻銘> 安土桃山 1574 方：14.2㎝、深さ：6.3㎝ 約7.1合　1.270Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

15 1.一升抍　<天正6年/反銭升等刻銘> 安土桃山 1578 方：14.1㎝、深さ：7.6㎝ 約8.4合　1.511Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

16 枡〈天正十八年正月日/増田長盛・浅野長政加判〉 安土桃山 1590 方：15.5㎝、深さ：7.4㎝ 約9.9合　1.777Ｌ
文化庁監修

国宝・重要文化財大全

高野抍

薬師寺枡

真珠庵枡

法隆寺枡

法隆寺抍（法隆寺献納）

No . 収蔵倉 長 さ （cm） 幅 （cm） 厚さ（cm）

① 北倉 13 紅牙撥鏤尺 甲 30.3 3 1

② 北倉 13 紅牙撥鏤尺 乙 29.8 2.6 0.7

③ 北倉 14 緑牙撥鏤尺 甲 30.5 3 1

④ 北倉 14 緑牙撥鏤尺 乙 29.8 2.5 0.9

⑤ 北倉 15 白牙尺 甲 29.7 3.1 1.1

⑥ 北倉 15 白牙尺 乙 29.7 3 1

⑦ 中倉 51 紅牙撥鏤尺 第１号 30.7 3.1 0.9

⑧ 中倉 51 紅牙撥鏤尺 第２号 30.2 3 0.9

⑨ 中倉 51 紅牙撥鏤尺 第３号 29.7 2.3 0.8

⑩ 中倉 51 紅牙撥鏤尺 第４号 29.6 2.3 0.8

⑪ 中倉 52 班犀尺 29.5 2.8 0.8

⑫ 中倉 53 木尺 44.5 3 1

⑬ 中倉 54 未造了牙尺 甲 29.6 3 1.3

⑭ 中倉 54 未造了牙尺 乙 29.6 3 1.3

⑮ 中倉112 黄瑠璃小尺 6.9 1.9 0.4

⑯ 中倉111 碧瑠璃小尺 6.4 1.8 0.5

⑰ 中倉114 黄瑠璃小尺 7 1.9 0.4

⑱ 中倉113 碧瑠璃小尺 6.7 1.7 0.4

⑲ 中倉110 班犀小尺 5.9 1.4 0.3

紅牙撥鏤尺 重要文化財 29.6 2.2 0.8

天平尺 29.7

参考 尚古集成館 太閤検地尺 重要文化財 30.3

撥鏤白牙尺 30

撥鏤紅牙尺 29.7

撥鏤紅牙尺 29.5

名　　称

参考

参考

法隆寺

唐尺

中国古代計量史

図鑑(2008)



 

度量衡器図を鋳出した梵鐘のある寺院 
 

江戸時代に梵鐘は、寺院における諸行事のためだけでなく、時刻を知らせる鐘すなわち時鐘として使われ

た。時鐘が人々の生活に密接なものであったことは、往時の文学や歌舞伎、浄瑠璃などに反映されている。 

 

あれ数ふれば暁の 七つの時が六つ鳴りて 残る一つが今生の 

鐘の響きの聞き納め 寂滅為楽と響くなり  「近松門左衛門」 

 

梵鐘にちなみ、泰平の世に江戸の繁栄を象徴する句も詠まれている。 

 

花の雲 鐘は上野か 浅草か       ［松尾芭蕉］ 

鐘ひとつ 売れぬ日はなし 江戸の春   ［宝井其角］ 

 

江戸時代に鋳造された梵鐘の数は、３万口にも達したともいわれる。しかしその梵鐘のほとんどは、太平

洋戦争末期に「金属回収令」により供出されて消滅した。 

 

度量衡図を鋳出した梵鐘は、江戸時代の元禄期（1688～1703）の前後に多く造られ、各地にあったとい

う。その中で、幾多の変遷を経て現存するのは、貴重な文化財として供出を免れたものである。過年、東京

都の法明寺の境内に、度量衡器の図柄のある梵鐘が存在することを知り、同寺を訪ねて梵鐘を見学した。そ

の際に、久保仁平氏の論文「度量衡図を鋳出した梵鐘」を紹介された。さらに関連資料を調べた結果、度量

衡図を鋳出した梵鐘は、法明寺のほかに４寺院に現存することが判明した。その全５寺院を廻り、梵鐘を実

見したので紹介する。 

 

威光山 法 明 寺 (日 蓮 宗) 東京都豊島区南池袋３－１８－１８ 

造鐘 享保17 年（1732） 

鋳匠 太田駿河守 久兵衛藤原正義 

 

誓松山 法 信 寺 (浄土真宗) 愛知県一宮市北今字下渡1567 

造鐘 享保２年（1717） 

鋳匠 名護屋 水野太郎左衛門 藤原政良 

 

亀岡山 安 明 寺（浄土真宗） 滋賀県長浜市加田今町１５５ 

造鐘 宝暦２年（1752) 

鋳匠 京三条釜座 和田信濃大掾 藤原国次 

 

示現山 満 願 寺 (日 蓮 宗) 京都市左京区岡崎法勝寺町130 

造鐘 元禄16 年（1703） 

鋳匠 京三条釜座 和田信濃大掾 藤原国次 

 

猿畠山 法 性 寺 (日 蓮 宗) 京都市左京区田中下柳町２８ 

造鐘 元禄２年（1689） 

鋳匠 京三条釜座 和田信濃大掾 藤原国次 

同   西村和泉少掾 藤原守昌 

 

なお、拾遺都名所図会（天明七 ,1787）には、法性寺の梵鐘の記述がある。江戸名所図会(天保

七,1836）では、法明寺と法性寺の梵鐘に言及しているが、法明寺の造鐘の年に齟齬がある。 

 

 



 

梵鐘に鋳出されている度量衡器等の図柄 
 

 
 

◎ 須弥山（しゅみせん） 

古代インドの宇宙論あるいは仏教の世界説で、世界の中心にそびえたつ高山。日月がその周囲を

回転しているという。 

◎ 千木秤（ちぎはかり）または 杠秤（ちぎはかり） 

重い物を計る木製の棒はかりで、単に「千木」「鉤木」ともいう。釣かぎ付きの木製大型棹秤。

江戸時代には、銀秤７種類、皿秤７種類、千木秤７種類のほか、御用はかり、両替天びんがあっ

た。 

◎ 斗 概（とかき、とがい） 

枡に盛った穀類を枡の縁なみに平らにならす短い棒。ますかき、かいならし。 

 

 

それぞれの寺院の梵鐘に度量衡器の図柄を鋳出した由来はわかりかねる。一説には、往時檀家に商工業を

営む者が多く、度量衡器（秤、枡、尺）や算盤のおかげで生活を営み、あるいは富を得ているため、鐘の音

を聞いてその恩恵を思い出すように鋳造されたという。つまり、商売繁盛を祈願し感謝する梵鐘である。し

かし元来、梵鐘の銘文中に国家安寧や衆生済度と並び、殷昌や繁栄などの現世利益を祈願する字句を記すこ

とはしばしばあった。そのような発想の延長として、商売繁盛の道具、つまり度量衡器（秤、枡、尺）や算

盤の図柄を、梵鐘に鋳出したとも考えられる。 なお各梵鐘には、これらの図柄とともに、鐘銘として造鐘の

由来、経文や仏の徳を称える韻文が刻されている。 

余談として、枡は｢増す｣の意から、喜ばしい表象として多様な家紋に使われた。その家紋の紋付を着て、

枡を鋳出した梵鐘を撞く武士や商人の姿を夢想しつつ、ここに筆をおく。 
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法 明 寺 「曲尺」「弦掛枡」「斗概」「銀秤」「算盤」

法 信 寺
「須弥山」
「弦掛枡」「斗概」「両替天びん」「曲尺」「算盤」

安 明 寺
「須弥山」「日・月・七星・雲」
「弦掛枡」「柄付枡」「斗概」「曲尺」「直尺」
「千木秤」「両替天びん」「繭型分銅」「算盤」

満 願 寺
「須弥山」「日・月・雲」
「弦掛枡」｢柄付枡」「斗概」「両替天びん」「繭型分銅」
「千木秤」「直尺」「曲尺」「算盤」

法 性 寺
「須弥山」「日・月・七星・雲」
「弦掛枡」「柄付枡」「斗概」「千木秤」「銀秤」
「両替天びん」「曲尺」「算盤」



 

威光山 法 明 寺（日蓮宗）  東京都豊島区南池袋3-18-18 

東京都 重要文化財 指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓松山 法 信 寺（浄土真宗 大谷派）  愛知県一宮市北今字下渡１５６７ 

一宮市指定文化財 （工芸） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
須弥山図 

 

 

 

 

 

  



 

亀岡山 安明寺（浄土真宗 本願寺派）  滋賀県長浜市加田今町１５５ 

 

 

 

 

 

 
須弥山図 

 

 
 

 

日・月・七星・雲図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示現山 満 願 寺 （日蓮宗）  京都府京都市左京区岡崎法勝寺町１３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

猿畠山 法 性 寺 （日蓮宗）  京都府京都市左京区田中下柳町２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

表紙の図柄の説明 

 

高 野 枡 

重要文化財の枡のうち、製作年が明らかな最古の枡である。 

室町時代 (14 世紀頃) の荘園枡であり年貢収納枡である。 

「参考写真」和歌山県立博物館 提供 

 

 

尺（大） 国宝 伊能忠敬関係資料 

国宝・重要文化財の度量衡器のうち、国宝２点の一つである。 

「参考写真」伊能忠敬記念館にて許可を得て撮影（編著者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国宝・重要文化財の度量衡器（非売品） 
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