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はじ めに

ウィーン万国博覧会は ドナウ河畔， プラーターを会場として，1873年 5月 1日から11月 1日

まで開催された。この博覧会には，欧米諸国を中心に23か国が参加し，出品人員 4万 2千人，

入場者総数722万 5千人に達する大規模なもので，明治政府が公式に参加した最初の万国博覧

会でもあった。この「襖国博覧会参同ノ目的ハ脅ニ我所長ヲ彼ニ示シテ名誉ヲ発揚シ貿易ヲ増
(1) 

進スルニ止マラズ，又此好機ヲ以テ大ニ彼技術ヲ採用」することにあったため，養蚕，樹芸，
( 2) 

山林， 園庭築造，製糸， 染色，製紙等々の諸分野について事務官や随行などに技術伝習を行わ

せ，また各分野の視察・調査・研究・資料収集にもあたった。

製糸に関しては，博覧会一級事務官佐々木長淳がスイスやイタリアでマすった屑糸紡績所の祝

* 2001年10月13日受理， ウィーン万国博覧会，佐々木長淳，養蚕学校，養蚕技術教育
＊＊ 東京農業大学
( 1) 田中芳男 ・平山成信編輯 『語英国博覧会参同記要」森山春薙， 1897年，上篇 3頁。
( 2) この技術伝習に関して論じた最も初期の文献としては，横井時冬『日本工業史』（弘文館， 1898
年）があるがごく概括的なものであ り， 本格的な先行研究として，その全体像については竹田哲郎
“明治初年の殖産興業政策と海外博覧会参同”（『経済史研究』第28巻第 5号，日本経済史研究所，
1942年，80-93頁）など，また個別研究として西陣織等の織物業については服部之総・信夫清三郎
『明治染織経済史」（白揚社ヴ1937年）など，紙業については寺尾宏二 “維新後の紙業”（『経済史研
究』第19巻第6号，1938年， 1736頁）などを挙げることができる。近年では工芸について樋田豊次
郎『明治の輸出工芸図案』（京都書院， 1998年）があり，また角山幸洋氏はその編著になる 『明治前
期染織資料集成』（関西大学出版部， 1996年）や著書 『ウィーン万国博の研究』（関西大学出版部，
2000年）で， とくに染織部門を中心に精綴な研究成果を発表している。



技術と文明 13巻 l号（2)

察 ・調査と，それが発端となって設立さ れた新町紡績所がよく知られているが，養蚕関係の技

術伝習 ・調査の全容や，新町紡績所創設の立て役者であった佐々木長淳その人の養蚕関係の業
( 4) 

績については必ずしも明らかになっていない。そこで本稿では，筆者がこれまで行ってきた岩

倉使節団やウィ ーン万国博覧会と日本農業に関する研究の一環として，佐々木長淳が万博後に

行った養蚕関係の調査 ・技術伝習について，とくに帰国後の「蚕事学校」（養蚕学校）構想、との

関連を軸に考察してみたい。

音II門

表一｜ 『在韓国博覧会報告書 蚕業部』の収録記事

蚕業織場初j興ノ報告岱

蚕事巡視ノ客記

収 録 内容

襖国 「ゲルツ」養蚕学校ニ於テ伝習ノ客記

上！グレーベン氏蚕事報告第一番

グレーベン氏蚕事報告第二番

伊国ベルガモ府製糸場長ツ ッピンケル氏所評 日本生糸ノ論

パビェ一氏日本生糸織物墜定ノ書束

著訳者

佐野常民

佐々木長淳

佐々木長淳

平山成一郎

平山成一郎

蚕業部｜ ｜漠国博覧会第五区第四類審査官長ハイメンダーへ氏ノ所贈 日本生糸ノ説第一

号

同 日本生糸ノ説 ｜平山成一郎

以太利国貿易執政所焔生糸調書抜￥： ｜平山成一郎

下 ｜養蚕実験局記事 ｜平山成一郎

パトワ養蚕実験規則 ｜平山成一郎

芙新聞摘訳 日本国生糸貿易論 ｜富 田淳 久

横浜刊行仏新聞レコシユ、ジアツポン号摘訳日本生糸及ソノ今日欧州貿易品｜平山成一郎

タルノ景況

資料。国会図書館所蔵の漢国博覧会事務局『襖国博覧会報告書蚕業部』 （1875年）より作成。
注：「蚕業部」に「蚕卵説」を加える場合もあるが、ここでは除外した。その理由については注（11）参照。

( 3) 佐々木長淳と新町紡績所については，岩崎宏之“明治期殖産興業政策に関する一考察”（『芳賀幸

四郎先生古希記念 日本社会史研一究』笠間書院，1980年， 207-222頁），新町紡績所そのものについ
ての資料集としては岡本幸雄 ・今津健治編『明治前期官営工場沿革』（東洋文化社， 1983年），岡本

幸雄編『明治期紡績関係史料』（九州大学出版会， 1996年），産業考古学的視点からは清水慶一 ・中
島久男 ・山口義弘“関東地方内陸部の産業施設についての近代建築技術史を軸とする調査研究”

(Bulletin of the National Science Museum, S巴r.E.(Physical Sciences & Engineering)Vol.12, 
国立科学博物館，1989年， 29-46頁），地域経済史的視点からは小川妥 “日本産業革命と地方産業の

再編”（『上武大学商学部紀要』第 6巻第 2号，上武大学商学部，1995年， 110頁）がある。啓蒙警
であるが，読売新聞前橋支局編著作局の再発見』 （娘乎掌， 1969年），丑木幸男“新町屑糸紡績所”
（『産業遺跡を訪ねる （上）』あきを社，1987年）なども参照されたい。

( 4) これに関係する既存の業績としては，管見の限りてt，もっぱら『襖国博覧会参同記要』に依拠
した久松文夫“明治前期における新技術の導入と農業教育の展開”（『京都産業大学国土利用開発研究
所紀要』第15号，京都産業大学国土利用開発研究所， 1994年， 57-71頁）と，明治期の産業啓蒙教育
研究の一環としての佐々木長淳に関する，三好信浩『近代日本産業啓蒙家の研究』（風間書房，1995
年，126139頁），同 『日本の女性と産業教育』（東信堂，2000年， 61-64頁）の簡単な記述があるだ
けである。

( 5) 友回清彦“『米欧回覧実記』と 日本農業” （『農業史研究』第28号，農業史研究会， 1995年， 40-
54頁），同 “岩倉使節迎事官 『理事功程』と日本農業 （1）・（2）”（『農村研究』第83・84号，東京

農業大学農業経済学会，1996・1997年， 4052・3749頁），同“ウィーン万国博覧会と日本農業
（上） ・（下）”（『向上誌』第88・89号， 1999年， 25-38・13-27頁）。
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ウィーン万国博覧会と日本における養蚕技術教育 （友旺I)

1. ウィーン万国博覧会と『襖国博覧会報告書蚕業部』

ウィーン万博が終了し，事務官なども帰国した明治 8 (1875）年 1月，博覧会事務局副総裁

佐野常民は「襖国博覧会ノ事務復命大意書並附属書類」を正院に提出した。そこでは 「其細目

ニ至リテハ彼地博覧会中実際ノ情状ヲ見聞シ，或ハ他国事務官及有識碩学ニ質問シ，或ハ実地

ニ就キテ研究伝習セシメ，又ノ、原書ヨリ訳出セシメタル者ヲ巨細編集ノ上，報告書トシテ上進

可仕候」と述べているが，ここにい う「報告書」が『襖国博覧会報告書』（以下，『報告書』とH乎

ぶ）で，表ーlは『報告書蚕業部』収録の記事タイトルと著訳者を一覧したものである。

「蚕業部」は「上」「下」からなり，「上」は明治 8年 6月付け佐野常民の「蚕業織場勧興ノ

報告書」から始まっている。これは 「蚕業部」全体の序または総論的な位置を占める報告書で，

その後内務省勧業寮（のち勧j集局）で展開される養蚕・製糸技術政策を考えるうえで，きわめて

重要な文書である。佐野は，絹は人間生活にとっての必需品で，経済上最も重要で、あるとの認

識から，まずその起源 ・伝播について触れ，「蚕織ノ業」はアジアに奥り，西欧に伝わったの

はわずか数百年前に過ぎないのに，今日では西欧の糸や布は 「皆美巧ニシテ遠ク我右ニ出ルモ

ノハ何ソ」と問いかけ，それは「人事ヲ尽スト否トニヨ jレ」とし，蚕卵の選種，蚕の飼養と桑

の栽培，繭の選別，製糸 ・染織法の各項について改良法を述べている。なかでも注目している

のは顕微鏡であ り， 蚕の微粒子病について研究した「パス トーjレ」を紹介しつつ，蚕病予防の

ための顕微鏡検査の重要性を強調している。さらに佐野は，蚕卵紙はかつては輸出品の第ーで

あったが，しだいに減少し「今日ニ在テハ殆ント廃セントスルノ期ニ至」 っているとの認識か
( 7) 

ら，その原因を種々挙げたうえで，最大の原因は商人が目先の利益を会るあまり粗製濫造や詐

欺にはしり信頼を失った結果であるとし，信頼回復のためには，東京に 「養蚕笑験局」を設け

研究を行い，あわせて顕微鏡の用法や蚕病予防術に精通した人材を養成し養蚕地域に派遣すべ

きであり ，また養蚕地方には「養蚕監導局」を置くべきであるとも述べている。官営主導型の

養蚕技術政策が考えられているわけであるが，佐野はこれらは「固ヨリ人民ノ自為スベキ所」

であるとしながらも ， 「政府之ガ先トナ リ而シテ後人民ヲ勧導シテ~19i々自為ノ地ニ勧」ませる

べきだとしているのである。この 「養蚕実験局」とは，後述のイタリア・パドワの「養蚕実験

局」に倣ったもので，この実験局は養蚕学校 （蚕事学校）としての役割も果たしていた。

なお，早稲田大学大隈文庫には，明治 7 (1874）年 4月20日付け佐野常民の書簡「［填国博覧

会出品ノ蚕糸ニ関スル報告書］」が所蔵されている。仮表題に直接関連するのはその前半部で

( 6) 以下の引用は，佐野常民 「蚕業織場勧輿ノ報告書」（『主主国博覧会報告書 蚕 業部上』1875年，
1-14丁）によるが，煩雑になるので51用丁数は注記しなかった。

( 7) 蚕卵紙の輸出数量・輸出額は明治 6 (1873）年から 8年にかけて減少している。 とくに輸出額
の落ち込みは大きく，佐野の認識はこの事実に基づいていると思われる。ただし，数量は翌9年， 10
年と回復し，長期的な減少傾向に入るのは明治11(1878）年以降である。横浜市 『横浜市史資料
編2』横浜市，1980年増訂版， 72頁。

( 8) 早稲田大学社会科学研究所編『大限文書一』第 4巻，早稲田大学社会科学研究所，1961年，5962頁。
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技術と文明 13巻 1号（4)

あるが，佐野は生糸は元来わが国の名産として知られ，外国への輸出も盛んであったが，近年

その声価を失ったことは慨嘆に堪えないと述べ，今日の急務は「養蚕学校等御設ケ相成其製法

ヲ一新」する ことで，そうすれば良質生糸の製造のみならず，蚕卵紙の輸出も増大し，国益を

聞くこと論を侠たないとし，ここでも養蚕学校に着目している。

「蚕業織場勧輿ノ報告書」 以外に， 「蚕業部」の 「上」には 6つの報告書が，また「下」には

「日本生糸ノ説第一号」以下 7つの報告が収められている。そのうち佐々木長淳「蚕事巡視ノ

「 r 地 一 ー ー翠記」，同「襖国『ゲjレソ』名養蚕学校一於ア伝習ノ嬰記」，「グレーベン氏蚕事報告第一書」，
( 9) 

「同第二番」は後に検討することとして，それら以外では，「伊国ベルyゲモ府製糸場長ツ ッピン

ケル氏所評 日本生糸ノ論」（ 4丁）は「我邦前橋信州甲州等ーニ其不良ノ点ヲ挙ゲテ之ヲ詳

論」したもの，「パビェ一氏日本生糸織物嬰定ノ書東」 （8丁）は「我邦ノ織物ニ褒賞ヲ頒与セ

シ審査官ノ鑑定ヲ詳記」したもの， 「襖国博覧会第五区第四類審査官長ハイメンダーへ氏ノ所

贈 日本生糸ノ説第一号」 （ST）と 「同 日本生糸ノ説」（ 5丁）は「日本糸ノ始メテ欧洲ニ輸

出セシ頃ハ頗ル良好ニシテ声価ヲ得タリシニ近年漸ク組悪ニ流レ シ点ヲ一々指示」したもの，

「以太利国貿易執政所贈生糸調書抜慈」（10丁）は 「伊国生糸ノ輸出入ヲ精確ニ示」 したも ので

ある。そして「養蚕実験局記事」 （18丁）および 「パ トワ養蚕実験規則」 （13丁）は 「其創始井ニ

建物ノ全形及千八百七十二年同局ニ於テ行ヒタル報告書」であるが，これが前述の佐野の言う

「養蚕笑験局」のモデルであ った。最ー後に「芙新聞摘訳 日本国生糸貿易論」（21丁）と「横浜

刊行 仏新聞レコシユ，ジアツポン号摘訳 日本生糸及ソノ今 日欧州貿易品タルノ景況」 （16
(10) 

丁）はいずれも「我邦生糸輸出ノ過多ナルト製糸衰退ト ノ事ヲ論」じたものである。なお，こ

の「蚕業部」には佐々木長淳の 「蚕卵説」という報告を含める場合もあ るが，ここでは注（11)

のような理由から 「蚕業部」とは別のものと考え除外 した。ちなみに「蚕卵説」には， 「越前

( 9) 以下の引用は，田中・平山編輯 『前掲書』附録2931頁による。
(10) 佐野の報告書には， 「別ニ円中文芥ノ編スル所ノ書ア リ製糸術ヲ記スル甚詳カナリソノ；稿成ルヲ
待テ進呈スへシ」とあるが，それがどのようなものであるかは不明である。ただし，明治16(1883) 
年に刊行された平野間応編斡 『伊国伝法製糸全書』全4巻の 「緒言」 に，「此書ハ友人吉田平三郎氏
カl臼勧農局内藤新宿試験場ニ在リシト キ同場製糸場ニ幹タリシ円中文助氏ニ就キ其筆記ヲ請フテ謄写
シ尚ホ足ラサル所ノ、其口授ヲ得テ之ヲ補正シ以テ経験参互セシモノナリ故ニ其記事概ネ円中氏カ往年
伊国在留中親シク学ヒ得タル所ト爾来経験ノ説トニ出ツ」とあるので，これによって「円中文芥ノ編
スル所ノ書」がおよそどのような内容のものであったかは鋭うことができる。なお，これは筆者所蔵
本によるもので，国会図書制所蔵本では「緒言」は欠落している。

(11) 「蚕業部」から 「蚕卵説」を除外した理由は，以下の通りである。①国会図書館所蔵本は，目録
では 「［12,13］蚕業部， 蚕卵説」と別になっており，実物を見ても両者では押印の種類が異なり，
体裁からも 「蚕業部」と 「蚕卵説」は別と考えられること，②国立公文書館所蔵本の 「蚕 業 部 上 ・
下」には 「蚕卵説」は収録されていないこと，③東京大学総合図書館には有楢川宮家寄贈本と回中
（芳男）文庫本の 2種類があるが，前者の 「蚕業部上下」には 「蚕卵説」は収録されていないこと，
④後者の田中文庫本は目録では 「［f2，白］蚕業部，蚕卵説」となっているが，実際には「蚕業部」
が収録されている 『決国博覧会報告書十一 ・十二』 には 「蚕卵説」は欠落しており， 「工業伝播報
告書」 「航海造船報告書」「古船吟l床心、得」を収録した 『報告書世五』の冒頭に「蚕卵説」が収録さ
れていること。⑤『襖国博覧会参同記要』附録 「第十一 報告警」によれば，「蚕織部」中には 「蚕
卵説」は含まれておらず，「工業伝播部」に 「伝習始末書」「『ワグネjレ』氏建議」「伝習録」「『オー
ウエン氏』粋細工記事」と並んで 「蚕卵説」が収録されていること，⑥梅田音五郎編『ワグネル先生
追懐集』（故ワク守ネル博士記念事業会， 1938年）の「壌国博覧会報告書目録」でも「蚕織部上 ・下」
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ウィーン万国博覧会と日本における養蚕技術教育（友田）

佐々木長淳報知／志摩近藤真琴編輯」の署名があり，佐々木長淳が「帯襖中襖地利以太

利等ヲ経歴シテ養蚕製糸ノ方法ヲ諮詞シ特ニ蚕ノ遺伝毒流行病等ノ 当時我邦卵紙製造元ノ心得

トナルベキ緊急、ノ件々ヲ記」 （11丁）したものである。

2. 佐々木長淳とウィーン万国博覧会

佐々木長淳の経歴については，長子忠次郎の伝記『佐々木忠次郎博士』所収の「佐々木長淳
(12) 

翁略年譜」が詳しい。天保元（1830）年 9月 3日に福井務士の長男として生まれた佐々木の生

涯は，大きく見れば，明治 4 (1871）年 7月の廃藩置県を画期として，藩士として藩政改革に

尽力した前半生と，養蚕 ・製糸において活躍した後半生のふたつに分けることができる。後半

生の本格的な出発点をなすのがウィーン万博参加である。

明治 4年10月，工部省勧工寮十等出仕に任官した佐々木長淳は，同寮八等出仕であった同 5

年10月27日博覧会事務官を申し付けられた。翌 6 (1873）年 1月17日勧工寮七等出仕となり，

22日博覧会一級事務官兼勤，オーストリアへの派遣を命ぜられ，同月29日「ハーズ号へ乗込」，

30日午前6時横浜港を出港した。なお，同年 9月8日付けの「佐野副総裁建議大使へ差出候

書面写」によれは、，佐々木の経歴・任務について「右ハ従来建築ニ達シ勧工寮製糸場築造其器

械ノ製造ヲモ主任成功イタシ候ニ付今般神社等建築ノ事務専任都テ庭苑ヲ受持且器械ニ属シ諸

工業就裡製糸工術ノ取調方兼務イタシ当時伊太田へ相越シ候」とある。

明治 6年 3月21日，「ハーズ号」はトリエステに到着，佐々木らは翌22日にウィーンに入っ

た。万国博覧会は周年 5月 1日に開場し， 11月 2日閉会したが，佐々木は館外の「我神社楽殿

及売店」建築を主任として指揮し，「建築及器械修復」の任に当たったほか，「公務ノ余暇ヲ以

テ技術伝習ニ従事シ若クハ之ヲ見聞シテ其要ヲ学習」した。同年11月 3日帰国の命を受け， 12
(14) 

月31日に帰国した。

次に『襖国博覧会参同紀要』収録の「欧洲蚕業ノ実験及爾後ノ経歴」に拠りつつ，養蚕 ・製

には「蚕卵説」は含まれていないこと，⑦国立公文書館所蔵『太政類典』第 2編第172巻［産業21・
展覧場4］には，佐野常民の報告書提出に関する文書が遣されているが，明治 8 (1875）年6月30
日付け佐野常民より届けがあった「蚕業織場勧興ノ報告書外共合十一冊」の中に，他の文書はすべて
含まれているにもかかわらず，「蚕卵説」は欠けており，逆に明治 9 (1876）年4月21日付け提出の
「襖国博覧会布告文其他ト モ八冊」の中に「航海造船報告書」「古船吟味心得」「工業伝播報告書」と
並んで、「蚕卵説」があること。

(12) 佐々木忠次郎先生伝記編纂会『佐々木忠次郎博士』同会， 1940年， 336-352頁。佐々木の経歴に
関しては，この資料が最も詳細で、あると思われるが，管見の限りでは従来の研究でこの資料に言及し
たものをみない。なお群馬県多野郡新町，国道17号線沿いの鐘紡公園内に「佐々木長淳先生之li車」が
あり，その碑文は『佐々木忠次郎博士』にも収録されているが， 実際に遺されている碑文との聞には
若干の異同がある。また同書の註では「碑は群馬県多野郡藤岡町大字藤岡北ノ原甲九五四番， Ji頃気社
養蚕室の敷地内に在り」と記されているが，昭和27(1952）年，旧新町紡績所の跡地に移り， さら
にカネボウフーズ新町工場構内を経て，現定地に移転された。

(13) 国立公文書館所蔵『太政類典』第 2編第171巻［産業20・展覧場3Jによる。
(14) 国立公文書館所蔵『太政類典』第 2編第172巻［産業21・展覧場4Jおよび田中・平山編輯「前
掲書』上篇35-37, 50頁， F付録4-5頁による。

(15) 田中・平山編輯 『前掲書』下篇30-33頁。
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技術と文明 13巻 1号（6)

糸に関する調査 ・技術伝習についてみると，以下のごとくである。

万博終了後，佐々木はまず 「伊太利国『ウデイネ』ノ生糸会社」で絹糸の鑑定や各種の機械

類，絹糸の包装・貯蔵等について見学し，続いて同国「『パドワ』ノ蚕事学校」で教師 「ウェ

ルソン」氏から蚕の生理や解剖術，蚕種製造法，蚕種の病毒調査術等について説明を受け，関

連機械や各種の桑樹等を見学した。さらに同国 「パjレマ」， 「ウェツセンツア」，「ステヒ、ナ」お

よび「トリイノ」の製糸場で，製糸用機械のための蒸気機関や水車，その他各種の製糸機械，

繭の貯蔵庫，製糸用の浄水池等を視察し，機械の使用法，工男工女の雇用法等について学んだ。

また同国「プチェレイ」，「ランカテ」，「コラ」の養蚕家を訪問して，蚕種の貯蔵法，蚕穫の病

毒検査法，蚕種の製造法，蚕病の消毒法，蚕児の飼育法，蚕室の構造，蚕室の暖房法等々を視

察し，細部にわたって説明を訊いた。次いてい，「伊太利国『ツ リヤ ノ』瑞西国『パーズノレ』，

『ルツアーン』等」で屑糸紡績機械を運転する蒸気機関や水車，その使用法について視察，説

明を受け，「『ルツアーン』ノ近傍ナル 『ケレイン』村」では紡績機械の製造所を見学，その

「機械ノ製式ノ特ニ精巧ヲ極ムルヲ認識」したたため機械の写真を購入し，価格を調査した。

最後に，「襖地利国『コ守ルツ』ノ蚕事学校」に赴き， 「『ボルレー』氏ニ税テ蚕事及顕微鏡ニ関

スル諸要件ヲ伝習」，その結果， 1873年 9月24日付けで，「襖地利帝国蚕事試験場長・ヨハネス

ボルレー」から，「顕微鏡ヲ以テ有害無害ノ蚕卵，蚕児，蚕杯I，蚕蛾ヲ区別スルコトニ熟達ス

ルノミナラズ尚ホ習学ノ末期ニ於テ執行シタル試験ニ依テ蚕児ノ解剖及生理，蚕児ノ疾病及其

病原ヲ探究スルニ重要ノ秘事ヲ自得セラレタルコトヲ証明ス」という証明書を授けられた。

この技術伝習の結果著されたのが，『襖国博覧会報告書』の 「蚕事巡視ノ客記」 （以下「巡視零

記」と呼ぶ） と 「襖国 『ゲルソ』望養蚕学校ニ於テ伝習ノ皐記」（以下 「伝習新己」と恥、）であ

る。そして前者の巡視は博覧会随行雇外国人グレーベンとともに行われたが，そのグレーベン

の報告書が「グレーベン氏蚕事報告第一書」 （以下「第一書」と呼ぶ）と「同第二書」（以下「第二

書」と呼ぶ）である。 これらについては， 『報告書』以外に国立公文書館および早稲田大学大限

文書にもその原本に相当する公文書およびその写しと思われるものが保存されている。これを

比較対照したのが表 2である。若干の異同はあるにせよ，基本的には同一物と考えてよいので，

『報告書』によってみてゆこう 。

まず，明治 6 (1873）年 7月付けの「巡視罫記」であるが，これは同月中に30日聞かけて

佐々木がグレーベンとともに行った 「伊太利瑞士両国ニ於テ養蚕法製糸法及ヒ屑糸精紡法ノ器

械等調査」であって，内容は上述した 「欧折｜蚕業ノ実験及爾後ノ経歴」の前半部を詳しく述べ

(16) 福井市春主義公記念文庫には，このとき佐々木が持ち帰った「伊国暦紙紡績場外部景況絵図」
(1871年製， 60.0×78.8）が所蔵されている。福井市立郷土歴史博物館編『史料が語る先人の歩み』
1990年， 72・155頁。

(17) 国立公文書館所蔵 『公文録』明治六年十月各局伺，『太政類典』第 2編第157巻［産業6・農業
6 Jおよび早稲田大学社会科学研究所編 『前掲書』7899頁。

(18) ri.奥国博覧会報告書』の各報告書にはそれぞれ丁数が付してある。以下の引用に際しては，煩雑
さを避けるため引用丁数の注記はすべて省略した。
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ウィーン万国博覧会と日本における養蚕技術教育（友回）

表－2 ウィーン万国博覧会蚕業関係の各種報告対照表

『君主国博覧会報告書』

蚕業織場初j輿ノ報告書（佐野常民）

蚕事巡視ノ客記（佐々木長淳）

畑「ゲルY」望養蚕学校ニ於テ伝習ノ客記（佐々

木長淳）

グレーベン氏蚕事報告第一番（グレーベン）

グレーベン氏蚕事報告第二筈（グレーベン）

伊国ベルガモ府製糸；場長ツッピンケル氏所評（平山

成一郎訳）

パビェ一氏日本生糸織物製定ノ書東（パピェ一、平

山成一郎訳）

『太政類典』注 1)

『公文録』

同人伊太利亜製糸：場巡見概客記（佐々 木長淳）

グレーベン氏建白番（グレーベン）

シャツペイ機械之儀ニイ寸佐々木長淳見込書（佐々木

長淳） 注 3)

『大限文書』注 2)

午ゴ芹~＇！~宇－－＇－~－里 y土仁田空竺刀打~＿（弁男子手苧）｜吉子守主？？？？生青空手早
襖国ゲノレツ養蚕学校伝習略記（佐々木長淳）

グレーベン氏建白書（グレーベン）

佐々木長淳建言書（佐々木長淳）

グレーへン氏報告諮（ゲ、ア、グレーベン）

グレーへン氏蚕卵紙ニイ寸報告書（ゼ、ア、グレーへ

ン）

ツッピンゲル氏日本生糸ノ評論（平山成一郎訳）

日本生糸織物ニ付審査官パビエ一氏ノ書翰（エルネ

スト ノ〈ピェー）

資料 それぞれ、国会図E書館所J哉の襖国博覧会事務局 r襖国博覧会報告書蚕業部上』（1875年）、国立公文書館所

蔵の r公文録』明治六年十月各局何、同館所蔵の r太政類典』第2編第157巻［産業6・j災業6Jおよび早稲田大
学社会科学研究所編 r大限文書』第4巻（早稲田大学社会科学研究所、 1961年）より作成した。

注 1)r太政類典』は「太政官記録需拡において太政官日記日誌及び公文録等から典例条規を浄書採録」したものであ

る。
2) r大限文沓』 には表示した以外に、 「日本生糸ノ説」 および「以園生糸調岱」が含まれているが、これらは 『襖

国博覧会報告書蚕業部下』収録の報告書に該当するものなので、この表では省略した。

3）目録ではこのような題になっているが、 本文中では「今般イタリヤ国ニ於テ客取調候趣左ニ奉建言候」となっ
ている。
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技術と文明 13巻 l号（8)

たものである。ここでは，養蚕は 「民間ノ大事件」で，これを誤れば財産や労力を浪費するの

みならず，一家を傾けることになるとの認識から，西欧の養蚕技術の導入・普及のためには

「少年有オノ者ヲ撰ビ之ヲ『パドワ』ノ校」に留学させ，さらに西欧の学理に基づいて「一種

ノ養蚕書」を編纂すべきであるとしている点が注目される。なお，パドワの養蚕学校は，前節

でも見たように佐野常民の言う「養蚕笑験局」のモデルであ り，また後述のごとく佐々木やグ

レーベンの報告の随所にその名が登場し，日本で開設すべき養蚕学校のモデルと考えられてい

たものと推定される。

次に同年10月16日付けの「伝習墨記」であり，これも「欧洲蚕業ノ実験及爾後ノ経歴」に記

されているが，「ゲ、ルツ」の養蚕学校で，周年9月10日から12日間にわたって受けた伝習の内容

を略述したものである。ここでも， 6年前にフランス人が蚕の病原体を発見し， 1870年にこれ

に関する著書が刊行されてから，諸国に 「蚕事学校」が設立されたという一節が注目され，文

末は「帰朝ノ日更ニ解剖ノ精図及ヒ養蚕術ノ方法製糸所諸器械ノ図且弁解書等ヲ編成シテ本邦

蚕事学校ノ周ニ備へンコトヲ希フ ノミ」と結は、れている。

グレーベンの 2つの報告書のうち，「第二書」を先に見ると，蚕病予防法の中でも学識を必

要とせず誰でも理解できる条項について述べたもので， 具体的には①蚕病とその外見上の徴候，

②「養蚕人」および政府として蚕病の蔓延を予防する方法，③これを行うにあたっての政府の

為すべき処置を論じている。

「第一書」は佐野常民に宛てられた文書であり，冒頭の 「閣下ノ望ニ従テ日本養蚕ノ漸々粗

悪ニ至ルヲ日本政府ニ於テ如何ナル所置アラハ改正セラルヘキヤヲ柳カ挙論セン」という 言葉

がその内容を端的に伝えている。グレーベンはこの弊害を防ぐ方法として，学理に基づいた養

蚕は大きな利益があることを日本の 「養蚕人」に理解させる ことと， 「日本貧民」が良質な蚕

卵を製造・販売する道を聞くことを挙げているが，目的達成のためには便宜の地を選んで，

「学校一所」と「養蚕役所」を設けることを提日目している。前者の 「学校」では，事前に教育

を受けた生徒若干名を選んで入学きせ，養蚕法や顕微鏡による蚕卵の検査 ・蚕病予防法を教え

る。この生徒の中から「役員」を選ぴ，養蚕地方に派出し，「養蚕人」に伝習し，また養蚕役

所から出された規則の布告やその実行を行わせる。なお注目すべきは，「此学校ノ＼総テ『パド

ワ』ノ学校ニ倣ヒ器械其他必用ノ物料ヲ集ムへシ」としている点であり，本文書には「附録二

章」として「パドワ」の学校の器械類等リストが掲げられている。次に「養蚕役所」について，

これは学校に併設するもので，その任務は，まず第一に 「諸分局」を総轄し，養蚕関係の法律

を定め，これを布告することである。第二の任務は，養蚕家で希望するものには蚕卵の検査を

(19) 久米邦武編・田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧笑記（四）』（岩波書店， 1980年， 341-344頁）
にパドワ養蚕学校の記述があるが，その典拠となったのは佐々木とグレーベンの報告書等であると恩
われる。

(20) 「第一書」については，三好信浩氏が 『日本農業教育成立史の研究』 （風間書房， 1982年， 211
212頁）で，『公文録』所収の文書に拠りつつ，ごく簡単に触れている。
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ウィーン万国博覧会と日本における養蚕技術教育（友田）

実施し，充分に健康なものについては，その証拠として，贋造を防ぐため精密に作られた「詮

印」を押すことである。いずれは，規則を定めて，この検査と「鐙印」に対して「税」を納め

させるようにすれば，本局の費用を補うことができる。そして，「貧民」はこの方法に従えば

その利益は少なくないから蚕卵紙製造にも注意するようになり，逆にこの良法に従わなければ

声価が落ちるために，粗悪品は跡を絶つことになろう。第三の任務は，「以太利『パドワ』ノ

本局其外養蚕取調所」と恒常的に通信して，蚕病発生の徴候について連絡しあい，また養蚕に

関する新しい発明等について相Eに教えあうことである。第四の任務は，養蚕関係の器械等の

購入を希望して本局に申し出てくるものに対して周旋することである。なお，本文書に付され

た「附録一章」は「『パドワ』ニ在ル養蚕査局ノ規則ノ大皐」である。見られるように，「学

校」と「養蚕役所」という具体的な施策については，前述した佐野常民の「蚕業織場勧輿ノ報

告書」における「養蚕実験局」，また「［填国博覧会出品ノ蚕糸ニ関スル報告書］」における

「養蚕学校」に繋がるものであると言えよう。

ところで，国立公文書館所蔵の『公文録』と『太政類典』にのみ収録されており，『襖国博

覧会報告書』や『大隈文書』には見られないのが，「シャツペイ機械之儀ニ付佐々木長淳見込

書」と「佐々木長淳建言書」である。両者は基本的に同ーのもので， 5つの項目から成ってい

る。第ーは蚕病予防に関する項目で，イタ リアでは「ミコロスコープ」を用いての検査や，蚕

室の温度調節法等について「『パドワ』城ニ於テ学校」を設け男女に伝習していると述べ， 同

校教師「ウエルソン」氏の日本がもし学校を設けて学術をひろめ，姦商を斥けて，たがいに懇

親の情を以て貿易するようになれば，日本とイタリア両国の大幸となるであろうという言葉を

記している。第二は「干繭」製造の装置についての 2つの方法の説明である。第三は屑糸紡績

に関する項目で，ヨーロッパ各国で盛んにおこなわれており，わが国におけるその導入の利益

を述べている。第四はヨーロ ッパでしか購入できない養蚕・製糸関係の器械や道具等のリスト

であり，とくに製糸関係は屑糸紡績に関する器械類となっている。第五は「養蚕学校及屑糸製

法器械所」の設立が決まれば，「学校教導ノ手続キ弁器械取扱方伝習ノ為メ御人撰ノ上一二ヶ

月計リ留学」を仰せ付けるようしたいというものである。見られるように，この建言書では，

前述の「巡視客記」や「伝習客記」を承けて，より直裁に「養蚕学校」と「屑糸製法器械所」

設置の提言を行っており，屑、糸紡績所と並んで，何よりも養蚕学校が重視されていたことが明

らかである。

3.佐々木長淳の「蚕事学校」構想、

「欧洲蚕業ノ実験及爾後ノ経歴」は，ウィーン万博から帰国後の佐々木の経歴について次の

ように記している。「明治七年ヲ以テ内務省所轄内藤新宿試験場中ニー棟ノ蚕室ヲ創造シ十二

ケ所ノ桑園ヲ新設シ各県下ヨリ養蚕者及栽桑者ヲ募集シテ各冶其実業ニ従事セシメ之ガ技術ノ

可否得失ヲ比較講究シ次ニ尚ホ一棟ノ蚕事研究所ヲ建設シ曾テ『ゴ／レツ』ニ於テ伝習セシ一切
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技術と文明 13巻l号（10)

ノ学理ト実業トヲ試験研磨シ傍ラ製糸ニ関スル諸要件ヲ講究中発見セルモノ鮮シト為サス中ニ

就キ養蚕ニ必要ナル温媛ノ度，姐害ノ原因等ハ其著キモノトス後チ試験場ノ廃止ニ遭フモ尚ホ

統テ講究セシニ由 リ蚕児が呼吸スル要件，蚕室ノ構造法，室内乾湿器ノ得失，其他製糸器及百
タカアヤフリ

形綾振機等ヲ発見発明」したと。

前節で見たように，佐々木が視察調査や伝習を行った結果，最も重要で、あると考える至った

のは屑糸紡績所と並んで養蚕学校であったが，ここでは後者に関する言葉は，「蚕事研究所」

という表現を除けば直接的には見られない。なぜであろうか。東京高等蚕糸学校の五十年史は，

「養蚕製糸の試験及伝習の施設として登場した最初のものは，明治七年三月設置の内務省勧業

寮試験場である。（中田島）蚕業試験掛を勧業寮所管内藤新宿試験場内に設置し，明治六年一月填

国博覧会に出張し同十二月帰朝した佐々木長淳をして，これを担任せしめ蚕糸業に関する試験

及伝習の事務を開始したのであった。（中略）そしてこの勧業寮試験場は，明治十年勧業局試験

場と改称し，同十二年五月には廃止となったが，この間五ヶ年に亙りて幾多の試験研究が施行

され，そこに養成された修業生は百五六十名の多数に達して，我国蚕糸業改善に多大の貢献を

したので，蚕事学校設置の計画が佐々木長淳により建議された程であった，然るに明治十二年

の試験場廃止と共に，その実現を見るに至らなかったのである」と記している。

この記述は必ずしも正確で、はなく，この聞の経緯については勧業寮・勧農局の各年報が詳細

にわたって記録しているので詳しくはそれらに譲 り， ここでは同年報から養蚕（蚕事）学校に

関することだけを見ておくと，まず明治 7 (1874）年 3月，内藤新宿試験場農務課内に養蚕掛

をおき， 5月養蚕試験着手の順序を定め，さらに翌「八年一月蚕事学校建設ノ為メ庁内荒蕪ノ

地壱寓武千余坪ヲ開墾シ桑園ノ位置ヲ区画シ十県下ヨリ桑苗壱寓零武百九拾三株ヲ移植シ更ニ

其農夫各壱名ヲ召募シ各地ノ慎法ニ拠リテ之ヲ培養」させた。これによって明治 8 (1875）年

1月の段階で「蚕事学校」の建設が具体化していたことが窺える。また同年「十月独逸人グレ

ーヴエン氏ヲ傭ヒ以テ蚕学諸般ノ事ヲ商議ス」ともある。

それでは，どのような経緯から，「蚕事学校」が創設されることになったのであろうか。従

来の研究ではこの点について触れたものを見ないが，私見によれば，明治 7 (1874）年 3月に

(21) 東京高等蚕糸学校J編 『東京高等蚕糸学校五十年史』東京高等蚕糸学校創立五拾周年並新築落成祝
賀協賛会， 1942年，26-27頁。引用文中の内務省勧業寮試験場とは内藤新宿試験場のことで，正確に
は明治 5 (1872）年創設，同 7年1月の内務省勧業寮設置と同時に同察に属した。同年 6月以降 9
年9月まですま勧業祭出張所と称し，さらに10年1月以降は勧良局農業試験場と称した。なお，この記
述の典拠となったのは， 日本蚕糸業史編纂委員 『日本蚕糸業史』第2巻 （大日本蚕糸会， 1935年，
135-136頁）であろ う。

(22) 勧農局『旧勧業寮第壱四年報撮要 明治九年』勧農局，1877年， 38頁。
(23) 『向上書』42頁。なお，これより以前，明治 7 (1874）年6月19日付けの 「養蚕解剖視察術施行
ニ付独乙人へ諮問等ノ義ニイ寸伺」（『農務顛末』第3巻，農林省， 1955年， 542-543頁）によれば，そ
れ以前にグレープエ ン（グレーベン，ク。レーヴエン）の文部省から内務省への雇い替えの要請があっ
たようだが実現せず，月100円の手当で毎日午後3時間，勧業寮において解剖などの 「施術教示等」
を願い出ている。また，岡本 ・今津編 『前掲書』所収の 「新町紡績所沿革」によれば，この明治 8
(1875）年10月に結ばれたグレーフェン雇用の契約書「第一候」には，「勧業寮ノ蚕学及ヒ製作建築
術取調人トシテ相雇候事」（134頁）とある。
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ウィ ーン万国博覧会と日本における養蚕技術教育（友田）

提出された佐々木長淳の建議がその直接の発端である。この建識は「蚕事学校創造」 と題して
(24) 

当時の新聞に掲載されている。

「皇国ノ蚕事諸洲ニ冠タルヲ以テ即貿易品ノ第一等タリ」という言葉で始まるこの建議では，

わが国の自然条件は養蚕に過しており，「111野ノ細民」が永年の労働でこれを盛んにしてきた

が，「養蚕者」は各地で自家流の養蚕法を営んで、おり，良法があっても家伝秘法として他に伝

えず，また養蚕書を著す者が多いといってもその技術等はまちまちで信頼性を欠いている。さ

らに開港以来，蚕卵紙や~三糸の輸出は年々増加したが，これにともな っ て粗製濫造が行われる

ようになり，声価を落とすに至っていると指摘している。他方，欧州｜の国々では数年前から養

蚕についての研究が始まり， 1868年にフランス人が初めて蚕病の原因とその遺伝について発見

して以降，しだいに「蚕事学」が興隆したとする。1870年には養蚕書が完成し，諸所にその学

校が設立されて， 「工女工男」に蚕の解剖術，蚕病の顕微鏡による検査方法，種卵製造法，養

蚕法，絹糸紡績法等々が教授されるよつになった。イタリアでは日本製の蚕卵紙に粗悪品が増

加するのを憂えて，自国での蚕卵製造を試み， ミラノに 「種卵製造社」を起こす企てがある。

従って，わが国でも蚕室を改善し，また蚕病の点検をしてこれを予防することは一大利益と言

うべきであり，さらに学校で学理に基づいた技術を教え，「学術上ヨ リ其家業ヲ営ム」ように

なれば，自ずから粗製濫造の弊害もなくなり，養蚕・製糸・蚕卵紙製造などは改良きれ大きな

利益となるであろう。なお，各県下に「校校」を設け，地方の笑情を勘案して良法を伝習し，

工場を建造すれば、学理に則った技術進歩をはかることができ，また新発明についても，学校で

試験して，優秀な者には褒賞を与えるようにすべきである。「襖国ゲ、ルツ」では官費で「蚕事

学校」を設けているが，学費は 「一人襖貨十（ゴルテツ）『凡吾五円』」で， また種卵や蚕蛾の顕

微鏡検査を学校で行い，手数料として種卵紙1枚につき 「五十 （クライツ）『凡吾二十五銭』」を

徴集して，これによって学校経費を補っている。以上のことから試みに「蚕事学校」を創設し

学術の普及をはかれば，養蚕・製糸は一層進歩し，粗製j監造の悪評を返上できるのみならず，

国益を維持することができるであろう 。そこで「蚕事学校」創設の許可を得られれば，まず

「仏国 ・襖国等」の養蚕書二部を翻訳し，佐々木とグレーベンが「襖国ゲルツ学校」で学び，

かつイタ リア ・スイス等で見聞した実際の技術と照合して一書を編輯し，これを基礎として後

日学校開業の時に備えることを希望すると述べている。

新聞では，この建議を掲載したあと， 「勧業寮ニテ追々蚕事学ヲ輿スノ議一決シ既ニ本省へ

左ノ書ヲ以テ伺ヒ済トナリ近々着手スル趣ナリ」と記している。その伺書では，上述した佐々

木の建議の趣旨を簡潔に要約した上で，生糸の品質と言っても 「其本質タル蚕種ノ良否ニ関ス

ル十ニ七八製法其二三ニ居」るとし，このままでは海外各国は技術の改良を重ねてゆくのに，

(24) 「蚕事学校創造」（『官官'flニ東京日々新聞』第664号，明治 7年4月18日，日報社，国会図書館所
蔵） 。 復刻版『東京日日来／i· ll~ 4 (1明治 7年l月～ 6月）」日本図書センター，1994年， 240頁。佐々
木忠次郎先生伝記編纂会『前掲替』 352頁の「佐々木長淳翁著~」 には，「蚕事学校設立之建言 半
紙五枚 明治七年三月建言」 とある。

11 



技術と文明 13巻 l号（12)

わが国は旧態依然として年々歳々輸出額を減らすことになり，この期に及んでは麟をかむしだ

いにもなりかねず，したがって建議の通り，「書類編輯ノ上為試験一小学ヲ仮設」し，確実な

技術を普及させれば養蚕事業も進歩するであろうと述べている。

ところで，前述のように勧業察年報によれば，明治 8 (1875）年 1月 「蚕事学校」建設のた

めに庁内の荒蕪地 l万2千余坪を開墾しているが，その後 「蚕事学校」が開設されたという明

確な記述は見られない。それでは 「蚕事学校」は実際には開校きれないままに終わってしま っ

たのであろうか。これに関する資料として，国立公文書館所蔵の『公文録』および 『太政類

典』に，同年 7月12日付けの内務卿大久保利通から太政大臣三条実美宛ての「蚕事学校附属蚕

室建設之儀伺」ならびにその付属文書が収録されている。内容は以下のごとくである。養蚕は

富固め基幹であるため，明治 3 (1870）年の「蚕種取締法」，同 5年の「製造取締規則」と粗製

濫造の弊害の矯正，営業保護をはかつてきたが，桑の栽培方法，養蚕技術，蚕病の原因検査な

どについて適当確実な方法を広 〈人民に告げ，勧奨誘導する道が未だに立っていない。そこで

「蚕事学校」を設けて学理を研究し，内外国の技術等について実地試験を行い，「明治十年ニ至

リ大試験ヲ輿」し，各府県の養蚕地域にも「校校」を設け，地域の桑栽培 ・養蚕法や蚕病につ

いて研究し，その成果を人民に普及してゆけば粗造濫悪の弊害はおのずから消滅してゆくはず

で，「既二本年着手スルニ至リ十県下ノ産桑ヲ栽培シ且熊谷福島長野三県下ヨ リ養蚕熟達ノ男

女ヲ召集シ方今勧業寮出張所ニ於テ専ラ実際試験」を行っているところである。しかるに未だ

に養蚕室が無いため，やむをえず生徒寄宿所をも って仮りの養蚕試験場していたが，不都合の

点が多い。したがって 「蚕事学校及養蚕室ト モ追テ建設全備」しなければならないが，今や夏

蚕その他三化 ・固化蚕等の試験も差し迫っているので，さしあたり蚕室一棟を至急建築したい

ので，経費を見積もらせたところ2,730円19銭 l厘で一切を請け負うとのことであったので許

可されたいというものであった。 この伺に対しては，同年 8月3日付け 「伺之趣先仮建築ノ積

リニテ費用節減ヲ本トシ取調更ニ可伺出事」とされたため，さらに検討したところ，仕様・作

事を省略し1,985円6銭 3鹿の経費支出を10月10日付けで再度伺い出た。伺いの趣旨は同月19

日付けで聞き届けられ，その日のうちに大蔵省に対して 「別紙内務省伺蚕室建設且費用出方ノ
(26) 

儀朱書ノ通及指令候僚此旨相違候事」と通達された。

これらの文書によ って， 「蚕事学校」 の創設は，明治 8 (1875）年には着手されていたことが

わかるが，それは一般の学校や講習所・伝習所とはかなり異なっていた。伺の中の10県下の桑

を栽培し，熊谷 ・福島・長野の 3県から養蚕に熟達した男女を召集し，勧業寮出張所で試験中

であるという言葉からもこのことは看取できる。勧業寮年報にはこれに相当する記述として，

前に引用した明治 8年 1月「蚕事学校」建設のため庁内荒蕪地 l万2千余坪を開墾したという

言葉に続く ，「桑園ノ位置ヲ区画シ十県下ヨリ桑苗霊蔦零武百九拾三株ヲ移植シ更ニ其農夫各

(25) 国立公文書館所蔵 『公文録』明治八年八月，内務省伺一。
(26) 国立公文書館所蔵 r太政類典』第2編第154巻［産業3・決業3J。
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ウィーン万国時覧会と日本における養蚕技術教育（友回）

霊名ヲ召募シ各地ノ慣法ニ拠リテ之ヲ培養セシム（中略）同年ノ養蚕試験ハ仮室ヲ設ケテ福島，

長野，熊谷，三県ヨ リ養蚕熟達ノ男女各同名ヲ召シテソノ償法ヲ以テ之ヲ養ハシメタリ」とい

う文章がある。 純然たる学校や講習所 ・伝習所というよりは，むしろ試験場ないし研究所であ

り，本節冒頭に引用した佐々木自身の表現，「一棟ノ蚕事研究所ヲ建設シ曾テ 「ゴルツ」ニ於

テ伝習セシ一切ノ学理ト実業トヲ試験研磨」したとあるのが，いわゆる「蚕事学校」の実際の
(27) 

内容であったのであろう 。

むろん佐々木がより学校と呼ぶにふさわしいものを構想していたことは，先の建議からも明

らかであるが，いずれは「蚕事学校及聾蚕室トモ追テ建設会備」するにしても，当座は 「蚕室

一棟」程度から始めたと考えて良いであろう 。ただし，その後，勧j長局年報等の中に「蚕事学

校」ないしそれに類する言葉が一切出てこないと いうことは，佐々木の抱いていた構想、が結局

は実現することなく終わったことを示していると言えよう 。明治 8 (1875）年の記述に相似し

た記述は，翌9年については 「本邦蚕ノ各種及ヒ欧洲蚕復種，支那三化蚕等ニ至ルマテ悉ク試

験センガ為メ熊谷，長野，福島ノ三県下ヨリ養蚕ニ熟セル男女各二名ヲ募リ各地ノ償法ニ拠テ

之ヲ飼養」させたとあ り，ま た同10年についても，「養蚕試験法ハ岩信上武ノ諸州、ほリ 蚕業熟

練ノ男女及ビ検査人ヲ徴集シ之ヲ各蚕室二分配」したとあるが，同11年になるとそのような記

述は一切見られなくなる。

ところで，佐々木の「蚕事学校」構想はなぜ実現することなく終わってしまったのであろう

か。予算上のことと，佐々木自身の多忙という 二つの理由が考えられる。例えは、，前記の「蚕

事学校附属蚕室建設之儀伺」では，蚕室建設の予算として2,730円余を申請しているが， 「費用

節減」とのことで， 1,985円余にまで減額修正し，再度申請してはじめて聞き届けられており，

このような状況で本格的な学校建設は予算的に困難で、あったはずである。ましてや，この当時

は，同時並行的に新町紡績所の建設が進められており，それ自体が下総牧羊場や千住製紙所と

並ぶ勧業寮・勧農局の一大プロジェクトであったがゆえに，「蚕事学校」建設にまで予算をま

わすことはできなかったと見てよい。

また，この新町紡績所は佐々木長淳のそれでなくとも 多忙な仕事を，より過重なものにした
(30) 

と考えられる。佐々木は明治 7 (1874）年 4月に屑糸紡綴所の開設を建議し，翌 8年 3月に許

可されると，同年 8月・ 10月と工場建設予定地を調査し，さらに 9年 1月にも新町に出張， 2 
(31) 

月には 「土功ヲ起シ（中略）土木一切ノ事ヲ担任」することになった。ところが 「工事中，伊

太利 『ミ ラン』の養蚕製糸万国大博覧会へ参列すべき者を日本から出さねばならぬ事になった。

(27) 三好信浩氏は 『日本の女性と産業教育』63頁で＼佐々木の「蚕事学校」構想、に関連して，農林
省 『j災務顛末』第 5巻 （1956年， 1217頁）から「製糸試験科報告」を引用しているが，本文上述の
通り 「蚕事学校」と「製糸試験科」は別物である。

(28) 勧農局 『｜日勧業寮第壱回年報告量要』44頁。
(29) 勧j集局『第二回年報』勧幾局， 1878年， 64頁。
(30) 勧炭局 『！日勧業寮第壱回年報撮要』 56頁。
(31) 岡本・今津『前掲書』 133-142頁。
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多分私（佐々木）へ畿は当るとは思ったが，新町の紡績所工事の方も手が引かれぬと頑張って

居ると，（中略，大久保）公から誇々と話されて一言も言葉を挿めぬやうに保理を尽して諭され
(32) 

るので辞退の言葉に窮し，遂に其場で直ぐお受けをいたして伊太利へ行くこと、なった」。出

発は同年 5月，「同時養蚕製糸器械等研究の為米国費投特費博覧会出張」をもあわせて命ぜら

れ， 11月に帰国，直ちに新町紡績所長を仰せ付けられ， 12月紡績所建築点検のため出張，翌

10 (1877）年にも 2月， 4月， 6月， 8月 （「当分同所滞在」） と新町に出張し，10月20日の開業

式を迎えている。この間，同年 1月には内務少書記官に任ぜられ， 3月勧農局試験場長（内藤
(33) 

新宿試験場長）， 6月仏国博覧会出品取扱掛兼務， 9月勧j長局製造課長兼務を命ぜられている。

このほかにも，佐々木は内藤新宿試験場で養蚕関係各種試験の監督 ・指揮等，膨大な仕事をこ

なしており，「蚕事学校」設立に時間を割くにはあまりにも多忙でトあったと言え よう。
(34) 

明治10年12月，佐々木は新II日紡績所長を免ぜられた。内藤新宿試験場での仕事に専任できる

条件ができたわけであるが，翌日年 4月14日，佐々木を庇護してきた大久保利通が紀尾井坂で

暗殺される。これに関連して，佐々木は明治43(1910）年 3月の談話「故大久保公の蚕糸業奨

励」で，「内務卿莞去後ハ不幸事業中止ノ悲運ニ接シ長j享ハ青山御所内養蚕御用掛ニ転スルニ
(35) 

至レリ」と 回想している。内藤新宿試験場は明治12(1879）年 5月，宮内省に移管され，佐々

木自身も 周年 4月青山御所養蚕御用掛を仰せ付けられ，翌 5月宮内少書記官， 四谷勧農試験娃卜，

植物御苑掛を命ぜられることになり，ここに 「蚕事学校」構想はいったんは完全に消滅した。

おわりに

明治17(1884）年 4月，東京市麹町区内山下町に農商務省所管の蚕病試験場が開設された。

同場は同19年10月東京府下北豊島郡西ケ原に移転きれ，翌20年 4月蚕業試験場と改称、された。

さらに，24(1891）年 3月農務局仮試験場蚕事部と改称，26年 4月再び蚕業試験場に戻された
(36) 

が，明治29(1896）年 3月蚕業講習所官制が発布されるに及んで蚕業講習所となった。名笑と

もにわが国初の国立の蚕業教育機関である。群馬県高山長五郎の養蚕改良高山社， 埼玉県木村
(37) 

九歳の養蚕改良競進社など私立の伝習機関はすでに存在していたが，農商務省管轄としては明

治19年に西ケ原に移転した蚕病試験場において，希望者に 「蚕種検査法及ひこれに関する学術

を伝習」し，今井五介ほか31名の試験合格者に伝習証を贈ったのが，蚕業講習所の直接の淵源

て、あっ史佐々木長淳の先駆的な「蚕事学校」構想は，12年余を経て，このよ うな形で日の目

(32) 勝因孫町、 『甲東逸話』冨山房，1928年， 187188頁。
(33) 佐々木忠次郎先生伝記編纂会『前掲書』 339-340頁。
(34) 岡本 ・今津 『前掲書』181頁。なお，佐々木忠次郎先生伝記編纂会『前掲書』340頁では佐々木
が新町紡績所長を免ぜられたのは翌日年6月となっているが，同年3月には人見寧が所長となってい
るので誤りであろう。

(35) 侯爵大久保家蔵版 r大久保利通文書』第 9'1929年， 31頁。勝田孫弥 『大久保利通伝』下巻
（同文館， 1911年，506頁）にもほぼ同じ文章が掲載されている。

(36) 東京高等蚕糸学校編 『前掲書』 序3 4真。
(37) 日本蚕糸業史編纂委員『前掲書』第4巻，1935年，287頁。
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を見，22年余を経てようやく蚕業講習所として実現することになったのである。

佐々木長淳が「蚕事学校」にいかに執着 したかは，佐々木忠次郎伝記の「佐々木長淳翁著

述」の項目に，「蚕事学校設立之建言 半紙五枚 明治七年三月建言」と並んで，「蚕業学校設

立之利益半紙十枚 明治十六年二月建言」とあることからも窺える。後者の「建言」につい

ては未見であるが，両者の建議は「同一趣意なるが標題の如 く本邦蚕事の奨励は学術的の基礎
(39) 

を強固にせんが為め学校設立の急務なることをl時に内務大臣及び農商務大臣に建議せるもの」
(40) 

であるという。蚕病試験場との直接的関連はないようだが，これが蚕病試験場創設の前年に出

されていることには興味深いものがある。

また，佐々木長淳は宮内省御用技｜、時代に順気育法と いう養蚕技術の伝習を行ってい る。明治

18 (1885）年群馬県多野郡藤岡町に設立され， 20年に宮允を得た）I頃気社の社長山口正太郎， 教

授長山田鷲五郎， 教部長 ・のち副社長山口清兵衛などは，いずれも佐々木長淳から伝習を受け
(41) 

ている。佐々木の抱いた夢は，このような人的系譜を通じて継承されていった。なお，長淳の

長男忠次郎 （明治32年に忠二郎から改名）もまた，父親の衣鉢を継いで養蚕学の分野で多大な業

績を遺したレ，養蚕関係の学術研究のみでなく ，「農務局仮試験場蚕事部」の試験監督や評議

員，また「蚕糸専門学校創立委員」などという形で蚕業教育に係わっており，ある意味では

佐々木長淳の最大の後継者であったと 言えよう。

(38) 東京高等蚕糸学校編『前掲書』31真。
(39) 佐々木忠次郎先生伝記編纂会 『前掲書』 352頁。
(40) 東京高等蚕糸学校編『前掲書』 30頁には，蚕病試験場創設の当事者（蚕茶課長）である半井栄
の回想、が掲載されているが，蚕病試験研究の先駆者としての佐々木一長淳の名前は挙がっていても，試
験場との関係では佐々木の名前は出てこない。

(41) 群馬県蚕糸業史編纂委員会『群馬県蚕糸業史』下巻，群馬県蚕糸業協会， 1954年， 764-765,

875 76頁。注（10）の碑の発起人建設者は「二代山田鷲五郎」である。
(42) 一例だけを挙げれば，長淳が研究に力を注いだ微粒子病については，忠二郎に 『微粒子病肉眼鑑
定法』（佐々木蔵版，1887年）などの著書がある。

(43) この時， 佐々木忠二郎が行った伝習については，佐々木忠二郎口述，農務局西ケ原試験場蚕事部
伝習生筆記 『蚕休1昭和l学講義筆記』（竹内泰信蔵版， 1892年）がある。筆者所蔵の同書は明治
29 (1896）年の第4版で，版を重ねた著書であることがわかる。
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The International Exposition at Vienna in 1873 and the Sericulture 

Education in Japas 

- Chojyun SASAKI’s Plan for a Sericulture School -

by 

Kiyohiko TOMODA 

(Tokyo University of Agriculture) 

In 1873, an int巴rnationalexposition was held in Vienna. It was the first opportunity 

for Japan to participate in a major international event as a new nation-state since the 

Meiji Restoration in 1868. At that time, Japanese Government formed a commission to 

organize this exposition. In addition, the commissioners had another mission: to investi-

gate industrial t巴chnologyin advanced European countries 

Chojyun Sasaki, a member of the commission, investigated the sericulture industry 

and spinning technology. His investigation led to a method for spinning silk yarn from 

waste cocoons. After returning to Japan, Sasaki tried to construct a model factory to 

use the new technology (Shinmachi Bousekisyo). His endeavors are already known to 

historians of industrial technology in modern Japan. 

Sasaki was also quite interested in systems of education and research for sericulture 

education. He investigated some sericultur巴 schoolsin Italy and Austria. Based on the 

results of his studies, he developed a model educational syst巴mfor sericulture technology 

and tried to establish a sericulture school in Japan. This was the first time that anyone 

had tried to bevelop a sericulture school in Japan. Unfortunately, his efforts ultimately 

failed; however his pursuits remain a significant part of Japan’s history of the sericulture 

education. However, this part of industry’s development overlooked by historians. This 

paper is based on newly discovered source materials. Several important facts ar巴 clari-

fied. For example, the plans that served as the foundation for a sericulture school by 

Chojyun Sasaki and the actual outcom巴ofhis plans are detailed. 
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