
1 は じ め に

1―1 研究の背景と先行研究

本論文は，戦間期のわが国における工業博物館設立運動に関する論考で，昭和8（1933）年

に日本工学会が計画した工業博物館について検討しようとするものである。

産業革命以降，工業発展が国力の源泉と認識されるようになった。欧米先進各国は工業人材

育成のための各種学校を，そのうちいくつかの国は大規模な工業博物館を建設
（1）
した。イギリス

のサウスケンジントン博物館（South Kensington Museum，現 National Museum of Science and Indus-
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try），ドイツのドイツ博物館（Deutsches Museum），アメリカの歴史技術博物館（National Museum

of History and Technology，現 National Museum of American History）などがこれに該当
（2）
する。

これらの博物館の中でも，1925年5月ミュンヘンに開館したドイツ博物館は，それ以前の工

業博物館，たとえばサウスケンジントン博物館が専門家養成のための機関であったのに対し，

一般国民への工業教育を目的とした点で画期的であったと Alexanderが論じて
（3）
いる。その後，

同館は，シカゴ科学産業博物館など世界の主要な工業博物館に大きな影響を与え，各国の工業

人材育成を刺激
（4）
した。

明治初年，わが国で西洋技術の導入が始まるとともに Henry Dyerの助言の下，日本人技術

者の養成を目的として工学寮，後の工部大学校が誕
（5）
生し，その後，下部の工業教育機関が順次

設立さ
（6）
れた。そのうちの一つ，明治14（1881）年に発足した東京職工学校の第2代校長手島精

一は，実物を使った教育の重要性，ならびに工業教育の対象を学生のみに限定するのではなく

一般国民への啓蒙が重要との視点に立ち，社会教育，特に博物館が重要な役割を果たすことを

理解して
（7）
いた。しかし博物館は天産資料すなわち自然史資料や古器旧物を収集展示する施設と

しての道を歩み始
（8）
めた。

第一次世界大戦の頃，わが国の工業発展の方向と当時の工業教育の間に齟齬が生じるように

なり，工業教育改革が唱えられた。大淀は，工業教育改革が提唱された背景に技術者運動があっ

たことを論じて
（9）
いる。大戦を分析した機械工学者の斯波忠三郎，加茂正雄（以下，「斯波」，「加

（1） B. Finn, “The Museum of Science and Technology”, The Museum : A Reference Guide（New
York : Green Wood Press, 1990）, pp. 59―83.

（2） サウスケンジントン博物館は工業大学の設立に先んじて設立された。三好信浩『明治のエンジニ
ア教育』中公新書，1983，111―138頁。尚，ドイツ博物館の正式名称は，Deutsches Museum von Meis-
terwerken der Naturwissenschaft und Technikである。

（3） E. P. Alexander, “Oskar von Miller and the Deutsches Museum : The Museum of Science
and Technology”, Museum Masters（Nashville : The American Association for State and Local
History, 1983）, pp. 341―375.

（4） 例えば，シカゴ科学産業博物館はドイツ博物館を参考にして1933年に開館した。J. Pridmore, The

History of Science and Industry Chicago,（Chicago : Museum of Science and Industry, 1996）,
pp. 17―20.『博物館研究』は，ニューヨークの Museum of the Peaceful Arts（後に Museum of Science
and Industry in the City of New Yorkと改称）もドイツ博物館に範をとったものと指摘している。
『博物館研究』第4巻第3号，1931，5頁。高橋はウィーン，プラハ，ストックホルム，シカゴの各
市に設立された工業博物館がドイツ博物館から強く影響を受けたと述べている。高橋雄造「科学技術
博物館の歴史」『博物館学雑誌』第15巻第1―2合併号，1990，3―19頁。

（5） 舘昭「日本における高等技術教育の形成―工部大学校の成立と展開―」『教育学研究』第43号第
1号，1976，13―23頁，および三好信浩『日本工業教育成立史の研究―近代日本の工業化と教育』風
間書房，1979，262―332頁。

（6） 日本科学史学会編『日本科学技術史大系 第9巻 教育2』第一法規出版，1965，227―375頁。
（7） 戸田清子「明治期における教育博物館の意義と工業教育の展開」『地域創造学研究（奈良県立大学
研究季報）』第21巻第4号，2011，37―67頁

（8） 博覧会事務局を起点として明治33（1900）年に開館した東京帝室博物館は，当初，天産資料と古
器旧物を収集展示していたが，後に天産資料を分離して歴史系美術系博物館としての性質を強めて
いった。天産資料を受け容れた施設は後に東京教育博物館となった。椎名仙卓『日本博物館発達史』
雄山閣，1988，159―174頁。
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茂」とする）は，工業力の拡充すなわち大量生産および科学と技術の結合の重要性を主張
（10）
した。

これを受けて機械学会などの学術諸団体は，生産技術者を育成するための履修科目や学制の改

革，ならびに社会教育による一般国民への啓蒙の重要性を指摘
（11）
した。その改革案の中に工業博

物館の創設を推奨する記述が散見で
（12）
きる。

実際，第一次世界大戦が終わると，小規模な工業博物館が設立されるとともに理化学に関す

る大規模な博物館の必要性が議論されるようになった。山本は，大正15（1926）年，長岡高等

工業学校に附設され一般公開もされた工業博物館について考察
（13）
した。椎名は，国立の理化学博

物館建設の建議について検討し，これが昭和6（1931）年の東京科学博物館，すなわち現在の

国立科学博物館の創設に結びついたと論じて
（14）
いる。

（9） 大淀昇一『近代日本の工業立国化と国民形成―技術者運動における工業教育問題の展開―』すず
さわ書店，2009，135―400頁。

（10） 斯波は「現代の戦争は工業力と工業力の戦であると云つても宜しき程軍器の製造力の大小が一大
要素である時代であるのであつて，（中略）根本的に必要なる事は諸工業をして純工業的たらしむに
在りと信ずるのである。私の玆に所謂純工業的とは其等の製品が特種の技能を有する職工の手をから
ずとも，機械や，測定機を以てすれば普通人間並の智能を有する者ならば誰でも又何時でも造る事の
出来る様に科学的に仕組まれて居る事を意味するのであつて，斯くして製造したる品をば工業品と称
するのである」と述べた。斯波忠三郎「工業動員に対する準備」『機械学会誌』第21巻第53号，1918，
1―12頁。加茂は「現代及び将来の戦争は決して壮丁と壮丁の戦争ではない，国と国との間における
工業と工業の戦争である。以上陳べ来つた所から見ると工業の盛衰は平時に於て国力の消長に関し，
戦時に在ては兵力の強弱を左右するものであると言ひ得るのである」と述べた。加茂正雄「基礎工業
確立の必要」『機械学会誌』第19巻第45号，1916，25―43頁。

（11） 例えば，明治43（1910）年，農商務省生産調査会による「工業ノ発達助長ニ関スル件」，大正6
（1917）年，機械学会による「機械工業助長案」，大正9（1920）年，工学会連合工業調査委員会によ
る「工業教育刷新案」，大正14（1925）年，工政会全国工業家大会「工業教育に関する決議」，昭和9
（1934）年，日本工学会による「工業教育制度改革案」など。改革案は，1．技師，技手，職工向け
工業教育の履修科目の改革，2．一部の高等工業学校の大学昇格を含む抜本的な学制改革，3．社会
教育による国民的な工業教育知識の啓蒙，の3点に集約される。上掲（9），135―340頁。これらの工
業教育改革案の策定について中心的役割を果たした人物の中に，加茂正雄と斯波忠三郎の名を見るこ
とができる。

（12）「工業博物館ヲ枢要ノ地ニ設ケ，各種ノ工業用機械器具等ヲ陳列品ニ手ヲ触レシメサルノ禁ヲ撤
廃シ実際機械ヲ運転シテ工業者ノミナラス，一般人ノ研究ニ資スルコト」（農商務省生産調査会「工
業ノ発達助長ニ関スル件」），「工業に関する学術技芸の刊行物を盛ならしむるが如き其一方法なり，
工業品展覧会を開催するのもその一方法なり，工業博物館を開設するも一方法なり」（機械学会「機
械工業助長案」），「図書室，列品室等を公開して社会教育に資すること」（工学会連合工業調査委員会
「工業教育刷新案」），「吾人は工業に関する社会教育施設例へば工業図書館，工業博物館等の普及及発
達を望む」（工政会主催第3回全国工業家大会「工業教育に関する決議」）。詳細は以下を参照のこと。
通商産業省編『商工政策史第4巻』商工政策史刊行会，1961，94―102頁。「機械工業発達助長案」『機
械学会誌』第22巻第55号，1918，1―38頁。「工業教育刷新案」『工学会誌』第440巻，1920，248―260
頁。「工業教育に関する決議」『工政』第72号，1925，5頁。

（13） 山本は，高等工業学校に附設された工業博物館として，長岡高等工業学校附属科学工業博物館が
大正15（1926）年11月に開館し，一般にも公開されていたことを示している。しかし延床面積116坪
余といかにも小規模なものであった。山本珠美「大学博物館の初期形態に関する考察―昭和初期にお
ける長岡高等工業学校附属科学工業博物館を例に―」『香川大学生涯学習教育研究センター研究報告』
第16号，2011，29―36頁。

（14） 椎名仙卓「大正期における博物館設置運動の特質」『博物館学雑誌』第1巻第1号，1975，8―15
頁。
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著者は，東京科学博物館の成立過程を分析し，工業教育改革を喫緊の課題と考える加茂が独

自に入手したドイツ博物館の情報に基づき，同館の所期構想が検討されたこと，関東大震災に

被災した東京博物館の再建圧力を受け，事実上の自然史博物館として計画が進み，工業部門は

小規模な別館として開館せざるを得なかった経緯を明らかに
（15）
した。こうした不十分な工業部門

しか持つことができなかった東京科学博物館の創設に対して，機械工学者らによる工業博物館

設立運動はその後どのように展開したのであろうか。

著者による調査の結果，東京科学博物館の開館から2年後の昭和8（1933）年，日本工学会

が新たな工業博物館の設立を計画していたことが明らかに
（16）

なった。様々な事情でこの工業博物

館は建設に至らず，博物館史の分野でもこの工業博物館に関する研究はなされていない。しか

しながら，東京科学博物館開館の直後に，政府政策とは別に，工業博物館の設立が粘り強く主

張されたことは，大規模な工業博物館を設立し工業教育改革を実現しようとする機械工学者ら

の決意が固く，抑え難いものであったことを示している。

本論文は，日本工学会による工業博物館計画を分析し，それが東京科学博物館の所期構想と

同じくドイツ博物館をモデルとしたものであり，東京科学博物館に満足しない機械工学者らの

運動が日本工学会によって継承されたものであることを示し，機械工学者らによる工業教育改

革運動の高揚を論証しようとするものである。政府による東京科学博物館の設立と政府外で進

められた日本工学会による工業博物館計画は類縁であり，本論文は東京科学博物館の成立過程

を論じた著者先行研究の第2報に相当する。

1―2 著者による先行研究の知見の整理

著者は，第一次世界大戦後の工業教育改革運動との関連で東京科学博物館の設立を考察
（17）
した。

日本工学会による工業博物館計画を議論する本論文の前提となるため，著者先行研究で得られ

た知見，すなわちドイツ博物館の特長，ドイツ博物館とわが国の工業教育改革，ドイツ博物館

の紹介者，文部省による博物館行政の4点について以下のように要約する。

第一に，ドイツ博物館の特長について示
（18）
した。同館は，1903年，土木・電気技術者の Oskar

von Miller（以下，「Miller」とする）によって運営財団がミュンヘンに組織され，1906年に部分

（15） 馬渕浩一「機械工学者らの唱導による戦前日本の工業教育改革運動と東京科学博物館の設立」『技
術と文明』第39冊，第20巻第2号，2016，1―17頁。

（16） 日本工学会の前身である工学会は，明治12（1879）年11月18日，旧工部大学校の土木，電気，機
械，造家，化学，鉱山，冶金の7学科第1期卒業生23名によって，相互の親睦，知識の交換を目的と
して創立された。後に，会員の間に専門分野ごとに独立団体創設の気運が高まり，大正11（1922）年，
専門学会を会員とする団体会員組織となった。昭和5（1930）年「日本工学会」と改称した。和田正
法「工学会の成立―工部大学校同窓会から学会へ―」『科学史研究』第51巻第263号，2012，148―159
頁。

（17） 上掲（15）。
（18） 上掲（15），第3章第2節。
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開館，その後，第一次世界大戦を挟み1925年に全館開館した。それ以前の工業博物館，たとえ

ばサウスケンジントン博物館が専門家養成のための機関であり，主にガラスケース内に資料を

公開する静的な展示手法が用いられていた。これに対し，ドイツ博物館では歴史的系統的な資

料展示方法の伝統を踏襲し
（19）
つつ，機械の稼働実演などの動態展示を拡大するとともに，精巧な

ジオラマ，カットした機械，体験型の実験装置など革新的な展示手法を導入
（20）
した。技術者養成

のための専門教育機関ではなく，一般国民への工業教育を目的とした同博物館の創設に対し，

ドイツ産業界，特にドイツ技術者協会（Verein Deutscher Ingenieure）が支援
（21）
した。

第二に，ドイツ博物館とわが国の工業教育改革の関係について指摘
（22）
した。以下の2点が重要

である。まず，Georg Kerschensteiner（以下，「Kerschensteiner」とする）が提唱した実物による

工業教育の重要性である。Kerschensteinerは，学術的陶冶優先の教育から「庶民の生活上の

必要」を配慮した教育への転換を促した教育行政官であり，また工業補習教育の提案者でも
（23）
ある。さらに Kerschensteinerはドイツ博物館の創設に深く関わって

（24）
いた。つまり，専門家養

成のための工業補習教育に対し，一般国民の工業知識普及啓発のために同館が計画されたので

あり，これが当時のわが国の工業教育改革に合致した。次いで，Max Planckが称したドイツ

博物館のコンセプト「科学と技術の結合」で
（25）
ある。科学と工業の結合はわが国大正期以降の重

要な工業政策の一つで
（26）

あった。この点でもドイツ博物館のコンセプトはわが国の工業政策と合

致していた。

第三に，ドイツ博物館をわが国に紹介した人物を加茂と特定
（27）
した。加

（28）
茂は，大正13（1924）

年，ロンドンで開催された第1回世界動力会議（World Power Congress）に出席するため渡欧し

（19）1903年の時点でドイツ博物館は最新の機械類を展示することを目指したものの，すぐに資料収集
に行き詰まり，歴史的系統的な展示手法に切り替えた。森田恒之「序章 博物館の機能と技術」『博
物館概論』（伊藤寿朗・森田恒之編）学苑社，1978，232―233頁。

（20） 上掲（3）。
（21） W. Füssl, “ Gründung und Aufbau 1903 ― 1925 ” , Geschichte des Deutschen Museums

（München : Prestel Verlag, 2003）, pp. 59―101.
（22） 上掲（15），第3章第3節。
（23） 山﨑高哉『ケルシェンシュタイナー教育学の特質と意義』玉川大学出版部，1993，1―8頁。
（24） G. Kerschensteiner, “Die Bildungsaufgabe des Deutschen Museums”, Das Deutsche Museum

Geschichite /Aufgaben /Ziele（Berlin : VDI-Verlag, 1925）, pp. 39―50.
（25） “Das Deutsche Museum ist gegründet auf dem Gedanken der hohen Bedeutung, welche die

gegenseitige Durchdringung von Wissenschaft und Technik für die Kultur besitzt.” この一文は1928
年刊行の来館者向けガイドブックにも明記されている。平成24（2012）年12月3日，ドイツ博物館アー
カイブズにて確認した。さらに，1972，79，84年発行のガイドブックにも記載されていることからも，
長期間にわたり公式にドイツ博物館の性格を端的に表していると判断される。

（26） 例えば，廣重徹『科学の社会史（上）』岩波現代文庫，2002，105―136頁。理化学研究所の設立目
的とも一致している。

（27） 上掲（15），第3章第1節。
（28） 加茂は明治9（1876）年に生まれ，明治31（1898）年，東京帝国大学工科大学機械工学科を卒業
し，大正元（1912）年に東京帝国大学教授に就任した。また，機械学会会長（1923年の法人化以前の
幹事長を含む）を通算7期務め，大正から戦後にかけて日本の機械工学界で指導的な役割を果たした。
「弔辞」『日本機械学会誌』第63巻第501号，1960，前付。
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た際，ドイツ博物館を訪問した。加茂は，帰国後工政会で講
（29）
演し，わが国にも同様の工業博物

館を創設することを強く主張
（30）
した。その結果，先進的な工学者，技術者の間でドイツ博物館の

情報が共有された。

第四に，文部省の博物館行政との関係について検討
（31）
した。このような機械工学者らによる工

業教育改革の提唱に対し，博物館行政を所管する文部省は，博物館を工業教育のための機関と

して積極的に認知することはなかった。

1―3 研究の視点と方法

日本工学会による工業博物館計画に関する建物と展示に関する資料は見つかっていない。そ

こで本論文では，工業博物館設立の議論と準備が進められていく過程に焦点を絞り，その計画

の目的，提案者，ドイツ博物館をモデルにした経緯ならびに同時期に開館した東京科学博物館

との関係について論述していく。

第1章「はじめに」では，本論文の背景と先行研究，研究視点などについて述べた。第2章

「機械学会による工業博物館設立運動」では，工業博物館計画の端緒を開いたのは機械工学者

であり，中心人物となった斯波とドイツ博物館の関係について紹介する。第3章「日本工学会

による工業博物館設立計画」では，機械学会誌，工学会誌，工政会誌およびドイツ博物館アー

カイブズに保存された書簡などを分析し，日本工学会による工業博物館構想の推移を検証する。

第2章および第3章によって，東京科学博物館が所期の計画から離反していくのを見定めた機

械工学者が，機械学会での発議を起点とし，日本工学会を舞台として所期の目的である工業教

育のための工業博物館を設立しようとしたことを論証する。第4章「考察―工業博物館計画挫

折の分析―」では，日本工学会による工業博物館の計画が挫折した要因について分析する。第

5章「まとめ」では，本論文で得られた知見を整理する。

諸文献には，工業博物館，産業博物館，科学博物館，科学産業博物館，科学技術博物館など

の名称が使われているが，本論文では原則的に工業博物館に統一して記述する。ただし，固有

名詞ならびに文献からの引用は原文のまま記載するものとする。

（29） 大淀は，工政会を「大河内正敏と斯波忠三郎を有力発起人として，工学会連合工業調査委員会の
提起する工業振興策を工業動員へ向けて日常の工業の在り方として推進しようとする意識の高い技術
者の運動団体」と評した。工政会初代理事長は寺野精一，設立時の幹事は今泉純一郎，丹波鋤彦，加
茂正雄の3名，主計として吉野又四郎，藤島範平の2名，大河内正敏，斯波忠三郎。佐野利器始め25
名が評議員として名を連ねた。工学会連合工業調査委員会は工学関係の14の学協会から選出された42
名の委員によって大正7（1918）年に設置された。上掲（9），155―159頁。

（30） 加茂正雄『欧米工業会管見』工政会，1925，46―51頁。同書は，大正14（1925）年2月10日に工
政会で行われた帰朝講演録を刊行したもの。また，工政会誌にも全文が掲載された。加茂正雄「欧米
工業会管見（上）」『工政』第69号，1925，4―26頁。「欧米工業会管見（下）」『工政』第70号，1925，40
―57頁。

（31） 上掲（15），第4章第1節。
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表―1 斯波忠三郎の略歴

明治5（1872）年
明治27（1894）年
明治29（1896）年
明治32（1899）年
明治34（1901）年
明治39（1906）年
大正元（1912）年
大正11（1922）年
大正12（1923）年
大正14（1925）年
昭和4（1929）年
昭和9（1934）年

石川県生まれ
帝国大学工科大学機械工学科を卒業
東京帝国大学助教授に就任，船用機関学講座担当
海外留学（2年間）
東京帝国大学教授に就任
機械学会幹事長
同学会幹事長
同学会幹事長
東京帝国大学航空研究所所長に就任
機械学会会長（法人化後）
万国工業会議副会長
10月3日死去

出所：『機械学会誌』第32巻第211号（1934）の前付を基に著者作成。

2 機械学会による工業博物館設立運動

2―1 斯波忠三郎の貢献

第一次世界大戦の頃から始まった工業教育改革の中心人物として，斯波と加茂の名をあげた。

大正14（1925）年，工政会においてドイツ博物館をわが国に紹介したのは機械工学者の加茂で

あり，東京科学博物館の所期構想に影響を与えたことは前述のとおりである。本章では斯波と

ドイツ博物館の関係について論述する。

ドイツ博物館訪問の契機となった大正13（1924）年の加茂の渡欧は，東京で万国工業会議（World

Engineering Congress）を開催する機縁と
（32）

なった。万国工業会議とは，昭和4（1929）年10月29

日から11月7日まで，東京において開催された大規模な国際会議であり，主催者は工学会と機

械学会，土木学会，建築学会，電気学会，日本鉱業会，鉄鋼協会など工学会傘下の12の学術団

体であった。会長は古市公威（以下，「古市」とする），副会長は斯波，加茂らが務めた。海外お

よび国内の参加者はそれぞれ985人，3510人（うち外国人200人），発表論文数813件であり，明治

以降の近代化，工業化政策の一つの到達点として，また関東大震災からの復興を内外に示す一

大事業と
（33）

なった。万国工業会議の開催を契機に，斯波もドイツ博物館との関係を深めた。斯波

の略歴を表―1に
（34）
示す。

東京で開催される万国工業会議を成功に導くためには，各国に参加を呼び掛ける事前交渉が

必要であった。そのため，斯波は昭和3（1928）年に渡欧し，ベルリンの日本大使館で加茂と

（32） 加茂正雄「日本工学会会報発刊に際して」『日本工学会会報』第1巻，1958，1―8頁。
（33） 北河大次郎「第8章 集大成の時」『古市公威とその時代』土木学会，2004，385―430頁。
（34） 斯波も機械学会長を通算4期にわたって務め，指導的な役割を果たした。工政会設立時の評議員
の一人でもある。上掲（9），158頁。
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合流して，ドイツ技術者協会会長 Conrad Matschossおよびドイツ博物館館長 Millerに協力を

要請した。その結果，両者の参加とドイツ工業界へのはたらきかけが約束さ
（35）
れた。

昭和4（1929）年，万国工業会議に出席するため来日し
（36）

た Millerは，同年11月1日，日本工

業倶楽部において「科学及び工業の博物館」と題した通俗講演会を開催した。この講演の概要

は一般紙にも取り上げ
（37）
られ，ドイツ博物館の名を国内に広める好機となった。

東京での万国工業会議開催の功績が認められ，昭和4（1929）年，斯波はドイツ博物館終身

評議員に任じら
（38）
れた。加茂もまた，昭和6（1931）年，ドイツ技術者協会より功績賞を受賞

（39）
した。このようにして斯波と加茂はドイツ博物館およびドイツ工業界と強い繋がりをもつこと

となった。

2―2 機械学会による工業博物館設立の発案

東京科学博物館が事実上の自然史博物館となることが明らかになりつつあった昭和5（1930）

年，機械学会において新たな工業博物館の創設が議論された。昭和32（1957）年5月6日，日

本機械学会60周年を記念して「学会の思い出」とする座談会が開催されたが，その中で当時の

工業博物館計画の経緯が語られている。主席者の畠山一清と加茂の発言を要約すると，以下の

4点にまとめることがで
（40）
きる。

第一に，当時，国民の科学的，工業的，産業的知識が欠如しており，ドイツ博物館のような

ものを日本にも設立すべきであると斯波，畠山一清らの意見が一致した。この議論は，昭和5

（1930）年ベルリンで開催された第2回世界動力会議の出席時になさ
（41）
れた。

第二に，帰国後，昭和天皇御大典記念として東京砲兵工廠の跡地に工業博物館を建設する計

画を
（42）
立て，陸軍大将の荒木貞夫，緒方勝一の賛同を得るとともに，三井，三菱両財閥からの寄

（35） 加茂正雄「両会議に対する欧米各国の準備」『工政』第111号，1929，13―27頁，および「万国工
業会議に於ける諸外国の参加状況」『工政』第112号，1929，29―37頁。

（36） J. G. Hagmann, “Einmal um die Welt, Oskar von Millers Reise nach Japan”, Kultur & Tech-

nik（München : Deutsches Museum, 2011）, pp. 36―40.
（37） 東京朝日新聞朝刊第15622号，昭和4（1929）年11月1日2面。講演概要は『博物館研究』に掲
載された。オスカー・フォン・ミラー「科学及工業博物館に就て」『博物館研究』第3巻第4号，1930，
1―4頁。

（38）「終身評議員」の役職名は機械学会誌における訃報記事から引用した。「故名誉会員斯波忠三郎君
略歴」『機械学会誌』第37巻第211号，1934，前付。同じ時期に終身評議員に選ばれた人物の一人に Er-
win Schrödingerの名もある。ドイツ博物館の評議員に選ばれることの重みが示されている。Deutsche

Museum Verwaltungsbereichte 1929/30,（München : Deutsches Museum, 1930）, p. 20.
（39） ドイツ人以外では6人目という栄誉あるものと機械学会誌が報じている。『機械学会誌』第39巻
第234号，1936，590頁。

（40）「学会の思い出」『日本機械学会誌』第60巻第465号，1957，1145―1157頁。畠山一清は，恩師の井
口在屋とともにゐのくち式機械事務所を創立した機械工学者である。

（41） 畠山，斯波，加茂，倉橋藤治郎らが第2回世界動力会議に参加した。『工政』第201号，1937，40
頁，および『工政』第174号，1934，1―15頁。倉橋藤治郎は工政会常務理事。

（42） 東京砲兵工廠は，関東大震災の被災により小倉に移転，再編成されることとなっていた。
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付，一般からの寄付金2000～3000万円を募った。

第三に，しかしながら，建設用地として期待していた東京砲兵工廠跡地を手に入れることが

できなかった。昭和11（1936）年，東京砲兵工廠の跡地に後楽園スタヂアムが建設されること

に
（43）

なった。

第四に，国会議員が理解を示さず，また，地方からも寄付を募りながら東京に一館のみ建設

することに対し，関西や九州地区から強い不満が出て
（44）
いた。

2―3 工業博物館設立計画への政府の対応

この計画に政府はどう対応したのか。陸軍大臣，文部大臣や日本博物館協会会長を務めた荒

木貞夫の回顧録には以下のような記述が認めら
（45）
れる。

私は，博物館によって社会教育をやり，国民の中に科学思想の根を張らそうと考えた。そ

こで私は，今の後楽園のところに二億円の予算で，大博物館を造ろうと計画した。この土

地は，陸軍省の監理から大蔵省に移っていた。私は，犬養内閣から斎藤内閣へ替るころ，

当時の財界の大立者，郷誠之助と池田成彬の両氏に話し，五千万円の拠金を依頼した。二

人はこれを引き受けてくれ，一方高橋蔵相に話し政府も五千万円出すことに話はまとまっ

ていた。が，政変でそのままになってしまっていた。この話を第一次近衛内閣の参議のと

き，むし返して，ふたたび郷，池田の両氏に話し，大蔵省も乗り気になっていたが，つい

にその実現を見ないうちに事変段階にはいってしまった。

犬養毅から斎藤実に移行する時期とは，昭和7（1932）年5月16日から同年5月26日である。

きっかけとなったのは五・一五事件であり，「政変」とはこれを指す。すなわち，昭和6（1931）

年の東京科学博物館開館直後に，工業博物館の設立が政府内で合意されていたことが示されて

いる。

この時期は世界恐慌後の高橋是清蔵相による積極財政期に一致
（46）
する。ここに工業博物館の財

源を求めていたのであろう。財界からの寄付金と政府出資金の合計1億円という金額は，昭和

8（1933）年度のわが国の一般会計予算23億2000万円のおよそ4パーセントに匹敵する巨額な

もので
（47）

あった。世界恐慌後の経済情勢の中，工業博物館の予算獲得の見通しが立った。

（43） 昭和11（1936）年6月2日の東京朝日新聞朝刊に「砲兵工廠跡地に大野球場」の記事が掲載され
ている。東京朝日新聞朝刊第18007号，1936年6月2日，4面

（44） 畠山は国会議員の工業博物館に対する無理解を強く非難している。上掲（40）。佐野も「現在のや
うな，電気は一尺と計るか一升と計るかさへ知らなくとも，逓信大臣が勤まつたり，キログラムは長
さか面積か知らなくとも，鐡道大臣が勤まるやうな暗黒時代を，一日も速に改造せねばならぬと思ふ
のである」と手厳しく批判している。佐野利器「尚科學は國是であらねばならぬ」『学藝』第39巻第
493号，1922，14―17頁。「関西と九州からの不満」は原文のまま引用したものであり，発言者などは
特定されていない。

（45） 有竹修二編『荒木貞夫風雲三十年』芙蓉書房，1975，230―231頁。
（46） 武田晴人「第1章 景気循環と経済政策」『日本経済史 第3巻 両大戦間期』東京大学出版会，
2002，1―51頁。
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しかしながら，結局のところ，東京砲兵工廠の跡地に後楽園スタヂアムが建てられることと

なり，工業博物館計画は挫折した。その時期については，後楽園スタヂアムの社史などから昭

和9（1934）年11月以降，昭和10（1935）年12月以前と判断さ
（48）
れる。これは，積極財政から財

政緊縮への方向転換すなわち出口戦略の模索の時期と重なって
（49）
いる。

3 日本工学会による工業博物館設立計画

3―1 日本工学会による設立計画の始まり

機械学会により工業博物館計画が発議されたが，この計画は日本工学会に引き継がれて具体

案が固められていった。本章ではその経緯について論述する。

日本工学会の100年史には，「昭和8（1933）年6月，工業博物館調査委員会設置，工業博物

館設計図及び建議案作成。ただし時局の進展により実現せず」と工業博物館設立計画があった

ことが示されて
（50）
いる。

さらに，ドイツ博物館アーカイブズでの調査の結果，昭和8（1933）年4月19日付で，日本

工学会がドイツ博物館をモデルとした工業博物館設立の計画を示し，同館に資料送付を依頼す

る書簡を送っていたことが明らかに
（51）

なった。ドイツ博物館を手本にすると明言していることに

注目すべきである。

Millerはこれに対し5月17日付で，東京科学博物館があるにもかかわらず新しい工業博物館

設立の知らせに驚き，東京科学博物館とどう内容が異なるのか問いただす手紙を
（52）

送った。

（47） 坂入長太郎『昭和前期財政史：帝国主義下における財政の政治過程（昭和七年～二十年）』酒井書
店，1989，81―91頁。

（48） 後楽園スタヂアムの社史には，昭和10（1935）年頃，久保勘三郎が大蔵省の深田養一課長と折衝
し，東京砲兵工廠跡地の売却の内諾を得，スタヂアムの機運が盛り上がったことが示されている。ま
た，売却価格が坪90円と決まり，株式会社後楽園スタヂアム発起人会が開かれたのは昭和10（1935）
年12月2日と記録されている。後楽園スタヂアム社史編纂委員会編『後楽園の25年』後楽園スタヂア
ム，1963，88―90頁。さらに，昭和10年9月1日付大蔵省高等官職員録によると，深田養一は営繕管
財局総務部国有財産課長の職にあるが，昭和9年11月1日付および昭和11年10月5日付の同職員録に
は他の職にある。専売協会『専売局職員録 附大蔵省関係高等官』1934および1935，大蔵省専売局『大
蔵省高等官職員録』1936。つまり，深田が国有財産課長の職にあり，かつ株式会社後楽園スタヂアム
発起人会が開かれる以前，すなわち昭和9（1934）年11月2日以降，昭和10（1935）年12月1日以前
が後楽園スタヂアムへの売却決定，すなわち工業博物館計画が頓挫した時期と推論される。

（49） 高橋蔵相は昭和7（1932）年度から積極財政を始め，円安による輸出拡大に併せ，翌昭和8（1933）
年度から民間設備投資を促す政策を開始した。総需要に着目すると，昭和8（1933）年度を頂点に昭
和11（1936）年度に向けて緩やかに減少していることが示されている。上掲（46）。

（50） 日本工学会創立100周年記念事業実行委員会編『我が国工学100年の歩みと展望』日本工学会，1979，
338頁。

（51） 日本工学会の依頼を受けた日独協会からドイツ博物館管理部宛の書簡。差出人は T. Tomoedaと
なっている。ドイツ博物館アーカイブズ保管資料（VA3097／1ホルダ内）。

（52） Miller代理の I. A. Bässlerから日独協会宛の書簡。ドイツ博物館アーカイブズ保管資料（VA3097
/1ホルダ内）。昭和4（1929）年11月6日，万国工業会議に出席するため来日中の Millerが，設立準
備中で東京科学博物館に改称以前の東京博物館を訪れている。「独逸博物館長工学博士オスカー・フォ
ン・ミラー氏の来館」『東京博物館彙報』第2号，1930，1―2頁。
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日本工学会は8月5日付で，東京科学博物館が自然科学を重視しているのに対し，工業博物

館は産業，技術を中心とすると回答して
（53）
いる。自然史博物館ではなく工業博物館を創設するこ

とを目指している点に注目すべきである。

3―2 博物館設立委員会の招集

この工業博物館設立委員会の委員長を務めたのは斯波で
（54）

あった。当時の日本工学会理事長は

古市であったが，古市は昭和7（1932）年から病気がちで，副理事長の斯波が代行して
（55）
いた。

斯波はドイツ博物館と強い関係を持ち，日本工学会の事実上の最高責任者として工業博物館設

立に取り組んだ。

土木学会誌によると，昭和8（1933）年3月18日，学士会館にて，日本工学会は「工業博物

館設立に関する座談会」を開催し，その直後に，傘下の12の学協会が工業博物館設立委員を選

出して
（56）
いる。機械学会は最も早く，4月20日の理事会にて加茂の委員就任を決定して

（57）
いる。ド

イツ博物館をモデルとする工業博物館計画に，斯波以上に同館と繋がりが深い加茂が関与した。

斯波と加茂は，昭和5（1930）年の第2回世界動力会議において工業博物館建設の声を上げた

機械学会会員のうちの2人である。

機械学会を除く日本工学会傘下の学協会誌を渉猟すると，他の学協会にも委員の推薦が依頼

されていたことが判明した。選ばれた委員の名を表―2に示す。多くは，各学協会の副会長，

理事，評議員などの役職者が委員となっている。内田祥三，井上秀二，西健はこの直後に建築

学会，土木学会，電気学会のそれぞれの会長に就任していることか
（58）
らも，各学協会を代表する

実力者が招集され，学協会の総意によって工業博物館計画が進められたことが分かる。

昭和8（1933）年11月1日，日本工業倶楽部において工業博物館設立委員会の第1回調査会

が開催された。この会議には日本工学会指名委員として表―3に示す12名も出席して
（59）
いる。秋

保保治と棚橋源太郎は新旧の東京科学博物館長であり，島安次郎，松縄信太，三輪震一は機械

工学者，星合正治は電気工学者，佐野利器，下元連，平山嵩，森井健介は建築学者，関藤國助

は衛生工学者である。棚橋源太郎，佐野利器，斯波は博物館事業促進会（後の日本博物館協会）

設立時の役員でも
（60）
ある。佐野利器は工業博物館創設の必要性を工政会で講

（61）
演し，星合正治は，

（53） 日独協会からドイツ博物館宛の書簡。差出人は Hundertとなっている。ドイツ博物館アーカイ
ブズ保管資料（VA3097/1ホルダ内）。

（54） 棚橋源太郎「本邦産業博物館の概観」『工政』第166号，1934，24―25頁。
（55） 日本工学会編「議事記録」『第2回工学会大会記録』，1932，40頁。
（56）「会務」『土木学会誌』第19巻第4号，1933，29頁。
（57）「日本工学会より照会に係る工業博物館調査会委員候補選出の件，本件協議の結果会長加茂正雄
君を推薦することに決す」と記載されている。「会報」『機械学会誌』第36巻第194号，1933，435頁。

（58） 内田祥三，井上秀二，西健の3名は，建築学会，土木学会，電気学会長にそれぞれ昭和10（1935）
年，昭和11（1936）年，昭和12（1937）年に就任している。

（59）「博物館ニュース」『博物館研究』第6巻第12号，1933，9頁。
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東京科学博物館の依頼により北米各地の博物館を調査した経歴を
（62）
持つ。下元連は，旧内閣総理

大臣官邸，旧警視庁庁舎を設計した技師で，昭和4（1929）年から翌年にかけて産業博物館視

察のため欧米出張した経験が
（63）
ある。これらのことから，日本工学会指名委員は，特に科学博物

館や工業博物館に通暁した人選となっていた。

3―3 機械学会から日本工学会へ

機械学会誌に掲載された座談会「学会の思い出」には，工業博物館設立計画は昭和5（1930）

年の発議から昭和11（1936）年頃にかけて進められたことが示されている。この時期は，昭和

8（1933）年を中心とする日本工学会による工業博物館の計画時期と重なっている。発議は機

械学会としても，工業全般を扱う博物館とするためには機械だけでなく電気，工業化学など他

の工学の諸分野も内包せねばならず，そのためには12の学協会の連合体である日本工学会を博

（60） 佐野は同会の発起人の一人でもある。博物館事業促進会編『博物館研究』第1巻第1号，1928，
14および16頁。

（61） 佐野利器「工業教育問題に就いて」『工政』第75号，1926，25―29頁。
（62） 星合正治「米国内各博物館の教育事業に就いて」『博物館基本文献集第6巻（復刻）』大空社，1990．
所収。

（63） 下湯直樹「下元連」『博物館学人物史（下）』（青木豊ら編）雄山閣，2016，175―179頁。下元連は
東京帝国大学工科大学建築学科の卒業研究で美術館を論じており，昭和4（1929）年から2年間の欧
米視察後，産業博物館を設計する強い意志を示した。「対談 官庁営繕草創のころ」『建築家下元連九
十六年の軌跡』営繕協会，1985，123―141頁。

表―2 12学協会から推薦された工業博物館
調査委員会委員＊

学会名 役 職 委員名

日本鉱業会
建 築 学 会
電 気 学 会
造 船 協 会
機 械 学 会
工業化学会
火 兵 学 会
電信電話学会
土 木 学 会
日本鉄鋼協会
照 明 学 会
暖房冷蔵協会

理 事
理 事
副会長
評議員
会 長

理 事
理 事
理 事
理 事

副会長

佐野秀之助
内田 祥三
西 健
湊 一 磨
加茂 正雄
（記載なし）
佐藤 淸勝
小川若三郎
井上 秀二
水谷 叔彦
（記載なし）
高松 正雄

出所：『機械学会誌』など各学協会誌の会報記事
より引用。『工業化学雑誌』『照明学会誌』に
は記載がなかった。

＊『機械学会誌』には「工業博物館調査会」とあ
るが，他の学協会誌には「工業博物館調査委
員会」とあるため，後者とした。

表―3 工業博物館設立委員会（日本工学会指名委員）

東京科学博物館 秋保保治（現館長）：棚橋源太郎（前館長）

機械学会
斯波忠三郎（日本工学会副理事長・工業
博物館設立委員会委員長）・島安次郎・
松縄信太・三輪震一

電気学会 星合正治

建築学会 佐野利器・下元連・平山嵩・森井健介

暖房冷蔵協会 関藤國助

出所：『博物館研究』第6巻第12号（1933）9頁を基に著者作成。
同誌には「設立委員会」と表記されている。
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物館設立運動の母体とした方が望ましいとの判断があったことは明らかである。斯波という唱

導者が機械学会と日本工学会に共通していることからも，日本工学会による工業博物館計画は，

機械学会の計画を引き継いだものであると考えてよい。

つまり，加茂と斯波が万国工業会議の準備の過程で Millerおよびドイツ博物館との関係が密

になったことを機序とし，まず機械学会が工業博物館設立の声を上げ，斯波が実質的な理事長

職を務める日本工学会を舞台としてこの計画が進められた。

初めて工学者が工業政策に参画したとされる明治43（1910）年の農商務省生産調査会答申以

降，大正6（1917）年の機械学会「機械工業発達助長案」，大正9（1920）年の工学会連合工業

調査会「工業教育刷新案」，大正14（1925）年の工政会「工業教育に関する決議」など，機械

工学者らは様々な工業教育改革を提案し，技術者運動すなわち工学者らが志向する技術的価値

を行政判断に組み込むための運動を展開して
（64）
きた。こうした提言に対し，必ずしも政府は十分

に応えてきたとはいえ
（65）
ない。

しかし，ここに至って，多額の資金調達と用地獲得の見通しを得て，単に改革案を提示する

段階から，建設図面を製作するなどより実現性の高い活動を展開する段階を迎えた。

4 考察――工業博物館計画挫折の要因――

日本工学会の記録によると，この工業博物館設立計画は「時局の進展により」実現しなかっ

た。これが工業博物館計画挫折の理由として主催者の公式記録に残る唯一の情報である。「時

局の進展」とは何を意味するのか。本章では当時の経済状況を併せて考察し，工業博物館計画

が挫折した要因について推論を試みる。

「時局の進展」の意味するところは，戦火の拡大と読むことができるが，世界恐慌後の財政

政策，その出口戦略への転換，戦時下における国民生産力の低下などを含めた経済，財政状況

の変化と読むこともできる。建設用地の問題に関し，早急に売却したいとする大蔵省の意向が

背景にあったと記録されてい
（66）
るが，結局はこれも財政事情に帰結する。

戦前の博物館成立史を論じた伊藤によると，1930年代の半ば以降は国家総力戦体制の確立期

にあたり，博物館はファシズム体制の一翼として社会的な機能強化が図られる時期であったと

述べて
（67）
いる。戦時体制が進展するに伴い，政府は工業博物館の必要性を認めたが，逆説的にも

戦時体制の進展が国家財政に占める軍事費の比率を上げ，資金面から工業博物館の実現を遠ざ

（64） 上掲（9）。
（65） 東京高等工業学校および大阪高等工業学校の大学昇格は技術者運動の成果である。上掲（9），165

―171頁。
（66） 後楽園スタヂアム社史には，「砲兵工廠が小倉に移転したが，その費用が倍近くもかかったので，
元の工廠跡を払い下げて，その穴埋めをしたいため，売りたくてウズウズしていた」と表現されてい
る。上掲（48）『後楽園の25年』，88頁。

（67） 伊藤寿朗「第2章 日本博物館発達史」『博物館概論』（伊藤寿朗・森田恒之編）学苑社，1978，
82―218頁（引用は138―142頁）。
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けた。

たとえば，世界恐慌後の高橋蔵相の積極財政は，当初公共事業の拡大ならびに農村振興に焦

点をあてていたが，昭和7（1932）年の五・一五事件以降は軍事費拡張に転
（68）
じた。結果として，

この高橋蔵相による積極財政政策に乗り切れなかったことが大きな原因となった。

ちょうどこの時期，昭和9（1934）年，1月と10月にそれぞれ古市と斯波が共に鬼籍に入っ

た。地方から出た不満を調整する強力な唱導者が不在となり，また地方や国会議員に対する説

得，説明も難しくなった。財政事情を主因とし，唱導者の逝去などの諸事情が作用して工業博

物館の実現が阻まれたと考えられる。

5 ま と め

本論文で得た知見を整理すると以下の3点にまとめることができる。第一に，戦間期に工業

教育改革を重要課題と考える機械工学者らが求めた博物館は，事実上の自然史博物館である東

京科学博物館ではなく，一般国民への工業知識普及啓発の強化を目的とした工業博物館であっ

た。

第二に，東京での万国工業会議の開催を契機に，ドイツ博物館ならびに同館館長 Millerと関

係を深めた機械工学者の斯波が中心となり，加茂の協力，さらにはあらゆる分野の工学者らの

協力を得，日本工学会においてドイツ博物館をモデルとした工業博物館の設立計画を進めた。

その計画に対し，当時の一般会計予算の約4パーセントにも相当する巨額な資金がいったんは

認められていた。

第三に，工学者らは，履修科目の見直しや学制改革といった巨額の資金を必要としない工業

教育改革案をただ提案するだけでなく，資金調達や用地確保，建築図面の制作という実践を伴っ

たという点で，それ以前の工業教育改革運動とは一線を画する新たな段階に達した。しかしな

がら，結局，その運動は実現に結びつかなかった。

［謝辞］ ドイツ博物館学芸員 Dr. Johannes-Geert Hagmannにはドイツ博物館アーカイブズ保存
資料の閲覧への協力ならびに万国工業会議に関する有益な助言を頂いた。土木学会附属図書館
業務室長坂本真至氏（当時，故人）には工学会関連資料の閲覧にご配慮頂いた。記して厚くお
礼申し上げたい。

（68） 上掲（46），58―80頁。
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An Unrealized Industrial Museum Proposed by the Japan Federation of

Engineering Societies after the First World War

by

Koichi MABUCHI

（Nagoya City Science Museum）

This paper gives an account of an unrealized industrial museum proposed by the Japan Fed-

eration of Engineering Society（JFES）in 1933. The museum plan was based on the Deutsches

Museum model, which aimed to promote industrial education for citizens.

The First World War made Japanese leading mechanical professors recognize that science-

based technology and mass-production technology would be essential for the development of Ja-

pan’s industry and its national defense. To achieve these goals, professional engineering organi-

zations including the Japan Society of Mechanical Engineering（JSME）discussed education reform

plans to increase the number of production engineers and skilled factory workers. Some of

them hoped that an industrial museum would promote public understanding of modern industry

and that citizens would be motived to be factory workers. Thus, the Japanese government es-

tablished Tokyo Science Museum in 1931. However, the museum disappointed the mechanical

engineering professors, because while it had a large natural history collection its industry part

was very small.

My research results are as follows ;

1. JFES accepted the suggestion by JSME and proposed an industrial museum based on the

Deutsches Museum model, which was different from Tokyo Science Museum.

2. JFES obtained permission for fund raising from the Japanese government and private sectors,

and it started planning the industrial museum in 1933 under the direction of Dr. Chuzaburo

Shiba who had formed a strong connection with the Duetsches Museum.

3. Not only mechanical engineering professors but also other professors and engineers in vari-

ous disciplines including electrical engineering, applied chemistry and architecture joined

forces to create the industrial museum. This showed that the engineers’ political activities in

the 1930s reached the highest level, in that they intended to present industrial policy ideas

to the government.

4. The industrial museum wasn’t realized as the rapid change of Japan’s economy caused a lack

of funds.

日本工学会による戦前の工業博物館設立計画（馬渕）

１５


