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1 は じ め に

1―1 研究の背景

本論文は，東京市電気研究所（以下，「電気研究所」とする）に附属した東京市電気博物館

（以下，「電気博物館」とする）に関する論考である。同館は，大正14（1925）年10月に開
（1）
館し，

昭和42（1967）年12月に閉館
（2）
した。同館の開館当時の常設展示ならびに普及啓発活動の特長を

検証するとともに，昭和初年における文部省の博物館施策を分析し，日本の工業博物館成立史

の一考察を試みることが本論文の目的である。

わが国の博物館の略史は，以下のように示すことができる。明治初年，政府は近代工業社会

のモデルを提示するために博覧会を開催した。上野公園（東京），岡崎公園（京都），天王寺公

園（大阪）を会場とし，明治10（1877）年から明治36（1903）年にかけて計5回開催された内

国勧業博覧会と，その後継となった共進会の活動が知られて
（3）
いる。

会期を限定した博覧会は，最新の工業技術を機動的に紹介する媒体として相応しい。しかし，

やがてそれを常設化しようとする機運が高まった。その結果，以下に示す2種の施設が生まれ

た。

第一に，殖産興業の目的を堅持しつつ，博覧会場の常設化を目指した施設である。共進会の

活動の後，地方行政府によって地域の殖産奨励を目的とした「物産陳列所」，「勧業博物館」，「商

品陳列所」，「商工奨励館」などの名称を持つ施設が各地に誕生
（4）
した。それらは，企業や団体が

発明，製造した商品やその見本，資料などを随時展示し，販売促進とともに優れた技術の普及

と新技術発案の刺激を与える場となった。三宅は，地域産業の底上げに貢献し，在来産業の技

術革新を陰で支えたと評価して
（5）
いる。

第二に，博覧会などを契機に収集したコレクションを恒常的に観覧させる施設である。明治

5（1872）年，博覧会事務局が組織され翌年に開催されるウィーン万博への出品物選定を行っ

た。副総裁の佐野常民は博覧会を常態化したものとして博物館の重要性を説き，同一資料を2

点収集して，一方は万博へ，他方は博物館展示資料とすることを試
（6）
みた。ところが，工業化の

歴史が浅く，機械類や工業製品は十分に収集できず，古美術品が主に集まってしまった。これ

に，博覧会事務局以前に物産局が収集した天産資料が加わり，明治政府の博物館の初期コレク

ションが構成さ
（7）
れた。その結果，殖産興業という本来の目的から乖離し，古美術品の収集保管

を目的とした博物館と，天産資料を教育に活用すること博物館が生まれた。

前者は，内務省，宮内省など数度の所管替えを経て，明治33（1900）年，東京帝国博物館（現，

東京国立博物館）と
（8）

なった。後者は，明治8（1875）年，文部省下の教育博物館を経て，大正

10（1921）年，東京博物館となり，学術教育施設としての体裁を整えて
（9）

いった。そして，昭和

6（1931）年，別館として工業部門の常設展示をもつ東京科学博物館（現，国立科学博物館）

と
（10）

なった。著者は，工学者らによる工業教育改革運動を背景として，同館がドイツ博物館をモ
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デルとした工業博物館として計画されたことを明らかに
（11）
した。

つまり，明治から大正にかけて，農商務省は明治期の殖産興業および大正期以降の殖産奨励

のための地方施設として陳列
（12）
所を，文部省は中央の学術教育施設として博物館をそれぞれ所管

していたのである。ところが，昭和6（1931）年，殖産奨励と工業教育を目的とした工業部門

の常設展示を持つ東京科学博物館が設立されていることに鑑みると，ある時期で，殖産奨励を

博物館の目的に加えるコンセンサスが文部省内で得られていたと推論することができる。

どの時期から，文部省は博物館施策を一本化したのであろうか。また，博物館令が戦前に成

立しなかった
（13）
ため，博物館の定義が曖昧で，設置者の任意の判断によって博物館と命名した施

設も存在する。この頃，文部省以外が設置した工業部門の常設展示を持つ博物館にはどのよう

なものがあり，文部省はいつ頃それを博物館として認知したのかが十分に解明されていない。

これらのことを明らかにすることは，工業博物館史を検討する上で極めて重要である。

1―2 研究の手法

そこで本研究は，大正14（1925）年に東京市が創設した電気博物館に注目する。同館の常設

展示や普及啓発活動を分析するとともに，文部省がいつ頃，同館を博物館と認めたのか，以下

の手順で考察する。

第2章「電気研究所の設立」および第3章「電気博物館の開設」では，電気研究所とその附

属施設である電気博物館の設立の経緯を明らかにし，電気博物館の常設展示手法が陳列所のそ

れに近いものであったことを論じるとともに，企業家や一般市民への普及啓発に貢献したこと

を示す。第4章「工業博物館設立の声の高まり」では，明治後年から大正にかけて，工学者，

国会議員などが希求した工業博物館像を整理検討し，電気博物館が工業博物館としての要件を

備えたものであったことを明らかにする。第5章「文部省による博物館施策の変化と電気博物

館の認知」では，陳列所を博物館化しようとする運動を背景に，文部省がそれまでの博物館政

策を転換し，電気博物館を工業博物館として認知するまでの経緯を分析する。最後に，第6章

「まとめ」で結果の整理と考察を行う。

1―3 先行研究

電気博物館は，わが国の工業博物館成立史を考察する上で重要な施設であると看取されるに

もかかわらず，戦前の特色ある博物館としてその存在を紹介した前島の論考を除
（14）
くと，先行研

究は見つからない。三宅は，陳列所の発展過程を詳細に
（15）
論じ，椎名と犬塚は，文部省と陳列所

の関係について論究し
（16・17）
ている。ところが，陳列所と博物館の交点付近で創設された博物館を検

討した文献は見当たらない。電気博物館を例として，文部省による博物館施策を検討する本論

文は意義あるものと考えられる。
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2 電気研究所の設立

2―1 東京電燈株式会社からの寄附

本章では，電気博物館の母体である電気研究所が設立されるまでの経緯と，設立を主導した

人物について整理する。

大正10（1921）年，東京電燈株式会社（以下，「東京電燈」とする）から東京市に対し，100

万円の寄附の申し出が
（18）

あった。同年6月24日付東京電燈株式会社取締役社長神戸擧一から東京

市長後藤新平に宛てた寄附願には，「電燈電力其他一般電気ノ利用開発ニ関シ科学経済両方面

併行シテ相悖ラサル調査研究ヲ行ヒ候ハゝ斯業ノ発達公益ノ促進ニ至大ノ效験可有之」とし，

「東京市ニ於テ適当ノ方法ヲ籌画シ右研究機関ヲ公設セラレ候様致度キ願望ニ御座候（中略）

右研究ノ資金トシテ金壱百万円ヲ寄附致候」と記載されて
（19）
いる。電気の利用と開発に関する科

学的，経済的な調査研究機関の設立を要請していることが示されている。

これを受け，東京市長の後藤新平は，大正11（1922）年4月10日，寄附の受け入れを市議会

表―1 電気研究所の調査と博物館の事業内容（目論見書）

電気研究所ノ設置ニ就テ
電気研究所ニ於テ調査セントスル事項左ノ如シ

第一 技術調査
一 動力問題（燃料，燃焼炉，水利等）
二 送電及配電問題（電柱，碍子，其他送電及配電方法）
三 配線調査特ニ道路トノ関係（架空式，架空線，地下線等）
四 電気工作物ト他ノ工作物トノ関係
五 市街ノ照明
六 屋内電気工作物
七 電熱器其他家庭用電気器具並ニ一般電気応用□□器具
八 電熱ノ利用
九 交通機関殊ニ高速度鉄道ト電気自動車

第二 経済調査
一 電気供給事業ノ経営方式
二 市営電気事業ノ改善
三 減額補填及減額基金制
四 電気事業者相互ノ関係
五 電気事業法制
六 将来ニ於ケル電気ノ需給関係
七 電力料金問題

電気研究所ニ電気博物館ヲ附設シ左記ノ通リ陳列ス
一 事業ノ発達沿革ヲ徴スベキモノ
二 現在ノ電気応用状況ヲ知ルニ足ルベキモノ

出所：『電気研究所設立目論見書』より転載。
注：□は判読不能。
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に上程し，同年5月29日，市会本会議は研究所設立を決定
（20）
した。東京市が作成した『電気研究

所設立目論見書』（以下，「目論見書」とする）によると，研究所での調査項目として，技術調

査9件，経済調査7件が示されている（表―1）。ここに，研究所に博物館と図書館を併設する

ことが明示さ
（21）
れた。

右ノ出願ニ接シタルニ依リ進ムテ寄附ノ受領ヲ為シ以テ其目的ニ副ハンコトヲ期シ種々研

究ニ遂ケ逓信当局及斯界ノ大家ニモ相談ノ末電気博物館及同図書館ヲ附設セル電気研究所

ヲ設置スルノ案ヲ立テ

電気博物館の役割については，以下のように述べている。

本研究所ニ附設スル電気博物館及電気図書館ニハ本研究所ニ必要ナル資料ヲ蒐メ電気事業

ノ発達沿革ヲ徴スヘキモノ及現在電気応用ノ状況ヲ知ルニ足ルヘキモノ等ヲ蒐メ兼テ調査

研究ノ結果ヲ公表スルト共ニ電気ノ理論応用ニ関スル内外ノ図書等ヲ蒐メテ若干ノ使用料

ヲ徴シ之ニテ実業者需要者及一般研究者ノ便ニ供セントス

要約すると，電気博物館の目的として，①電気事業の発達沿革を示す，②電気の応用の現状

を示す，③調査研究の結果を公表する，の3点を掲げているといえる。

2―2 基本構想の決定過程と着工まで

電気研究所と電気博物館の基本構想を示した目論見書は，学界の山川義太郎，浅野応輔，密

表―2 鯨井恒太郎の略歴

明治17（1884）年 東京市京橋区に誕生
34（1901）年 第一高等学校 入学
37（1904）年 東京帝国大学工科大学電気工学科 入学
40（1907）年 同大卒業，逓信省逓信局 勤務

41（1908）年 東京帝国大学工科大学助教授 就任
逓信省電気試験所 技師を兼任

大正元（1912）年 ドイツ，イギリス，アメリカ留学
4（1915）年 留学より帰国

7（1918）年 理化学研究所研究員 委嘱（～大正14年）
東京帝国大学教授 昇進

10（1921）年 理化学研究所に鯨井研究室を創設
11（1922）年 東京市電気研究所 建設事務嘱託
13（1924）年 同上所長 就任（～昭和4年）

昭和2（1927）年 電気学会副会長 就任（～昭和3年）
4（1929）年 東京工業大学教授 兼任

6（1931）年 東京科学博物館学芸委員 嘱託
照明学会会長 就任（昭和7年まで）

8（1933）年 欧米出張
10（1935）年 逝去

出所：「故鯨井恒太郎教授年譜」『鯨井教授の研究と発明』などを基
に作成。
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田良太郎らと東京市電気局長の長尾半平，同理事の益田元亮の間でまとめら
（22）
れた。

この基本構想を基に，大正11（1922）年10月，東京帝国大学工学部電気工学科教授の鯨井恒

太郎（以下，「鯨井」とする）が建設事務嘱託として入所し，建物，設備，事業計画，組織等

を具体化して
（23）

いった。鯨井の略歴を表―2に示した。

そして，大正12（1923）年3月25日，麴町区有楽町2丁目6番地の5数寄屋橋畔にて庁舎建

設工事が始
（24）

まった。

2―3 積算電力計検定業務と関東大震災

鯨井は，建設事務嘱託に就任した直後の大正11（1922）年12月，電気計器試験指定申請書を

逓信省に提出
（25）
した。

当時，東京電燈株式会社では，電燈料金を原則定額制としていたが，5灯以上の需要家に対

しては定額制と従量制を任意選択にしていた。従量制を選択する需要家が増加するに伴って積

算電力計の製造と製品検定の機会が拡大したため，電気計器試験を電気研究所の業務と
（26）
した。

ところが，大正12（1923）年9月1日，関東大震災に被災し，電気研究所の庁舎竣工が大幅

に遅れることとなった。当然のことながら，震災復興のため電気計器の製造が増え，計器検定

の需要が急増した。そのため庁舎竣工を待たず，電気局霞町変電所（麻布区霞町19番地）の建

物の一部を間借りして，大正13（1924）年8月1日に積算電力計の試験業務を開始
（27）
した。

2―4 ラジオ放送事業の取り組み

仮庁舎での部分開所から1年2か月後の大正14（1925）年10月1日，当初着工した有楽町新

庁舎において落成開所式が行わ
（28）
れた。

開所当時の研究内容はどのようなものであったか。鯨井は，大正9（1920）年に米国で始まっ

たラジオ放送の研究と事業化を電気研究所の業務として計画し，市長に申し出て了解を
（29）
得た。

当時の無線電信は瞬滅火花放電を利用しており，性能向上のために火花式から電弧式への移

行が期待されていたが，鯨井は，実用的な無線通信を実現するためには，高周波電気工学を基

とした革新的な発展が不可欠と考えて
（30）
いた。利用すべき自然現象を単に置き換えて，漸進的な

性能改善を図るのではなく，科学的知見に基づいて実用化に挑んだのが鯨井であるといえ
（31）
よう。

目論見書に記載のない研究テーマは，研究の自由を唱える鯨井の進言によっていったんは実現

しつつ
（32）

あった。

ところが，放送事業の申請者が東京方面だけで28団体にのぼったため，逓信省は申請者を調

整し，社団法人東京放送局を設立して放送の認可を与えることと
（33）

なった。結局，電気研究所は

放送事業を断念することになり，すでにゼネラルエレクトリック社に発注済みの送信機は社団

法人東京放送局に貸与されることと
（34）

なった。

以上が電気研究所設立の経緯と主な研究業務内容である。強調しておきたい点は，科学的知

技術と文明 22巻1号（６）
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見に基づいた工業を志向する先進的な電気工学者が，電気研究所の設立に深く関与したことで
（35）
ある。

3 電気博物館の開設

3―1 商品陳列による常設展示

有楽町で電気研究所が正式に開所すると同時に，庁舎1階に約850m2の常設展示室をもつ電

気博物館が開館
（36）
した。同館の常設展示に関し，以下の記述が

（37）
ある。

開設当初の陳列品は，予算の関係で本来の目的である電気の発達過程および歴史的参考品

等の観覧施設を設けることが出来なかったので，これらの施設は漸次充実することとし，

とりあえず一般観覧者に電気に関する利用ならびに新しい応用製品等を紹介することを目

的に電気関係の商工業者または事業者に各種の電気製品を陳列箱に有料で出品してもらい，

最新の電気製品が見られるような展示方法をとった

この記述から以下の2点を読み取ることができる。第一に，当初，歴史的参考品を展示する

ことで電気の発達過程を示すことを鯨井が計画していたことで
（38）
ある。これは，主に欧米の工業

博物館に見る系統的かつ歴史的発展を示す展示方法である。鯨井は，目論見書に示された目的

①電気事業の発達沿革を示す，を実現しようとした。

第二に，結局はこの歴史的系統的な展示計画を断念し，事業者から有償で最新の製品を借り

受け展示することとなったことである。過去における「最新」を線で示し，「次の最新」を外

挿する展示手法ではなく，繰り返し更新される「点」として現在の最新を示す展示手法が採用

された。その理由は，予算上の制約，すなわち関東大震災の復興のため資金が割かれたためで

あ
（39）
ろう。結局は，目論見書に示された目的②電気の応用の現状を示す，が強調されることとなっ

た。

この手法は，明治初年から始まった博覧会と，その後継である陳列所の系譜を継いだ商品展

示のそれである。電気博物館は陳列所の顔を持った施設であった。

3―2 電気博物館の普及啓発事業

電気博物館の普及啓発事業を考察してみよう。同館では頻繁に展覧会が開催されたことが記

録されて
（40）
いる。電気博物館内に展覧会の専用会場はなく，展覧会開催時は常設展示を一部撤収

して展覧会の会場として
（41）
いた。

最初に開催された展覧会は，開館日の大正14（1925）年10月1日から11月18日まで，社団法

人電気協会の主催で開催した「電気文化展覧会」である。「日常生活と密接な関係にある電気

の知識を広く一般に普及し，電気文化生活の意義を徹底させる目的」で催行されたことが示さ

れて
（42）
いる。

電気研究所には電気博物館の普及啓発を担う専門部署はなく，人事，予算を分掌する第三課
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が展覧会の開催を担当
（43）
した。ただし，事業の催行にあたり，研究者が助言，支援したことが示

されて
（44）
おり，専門的知識の裏付けがあったことは明白である。

開館日を起点として以降5年間に，上掲した「電気文化展覧会」を含め合計14回の展覧会が

開催さ
（45）
れた。そのうち，「ラジオ展覧会」を名称とする展覧会は5回，ラジオ受信機，ラジオ

用品などを展示する展覧会を含めると8回に上る。電気博物館は，当時の社会に大きな影響を

与えたラジオ放送の開始を積極的に紹介するとともに，その技術の普及啓発に貢献した。

また，昭和6（1931）年11月には「電気教育展覧会」が開催され，東京中央放送局の第3回

ラジオ受信機懸賞募集コンテストで1等に選ばれた松下幸之助製作のラジオ放送受信機がここ

で公開さ
（46）
れた。

松下幸之助以外にも多くのラジオ放送受信機の製作者がこのコンクールに挑み，優秀な製品

は電気博物館に展示さ
（47）
れた。三宅の言葉を借りると，「大学や企業で最新の専門資料に触れる

ことが容易でない市井の事業者や企業家は，ここで最新の知識に触れ，技術を学び，経済社会

の需要を知って創造の意欲を掻き立てた」ので
（48）
ある。

4 工業博物館設立の声の高まり

4―1 農商務省生産調査会の答申

電気博物館は有償出品による商品展示方式を採用した。すでに，明治後年，工学者らはこの

展示手法による工業博物館の設立を支持していた。それは，明治43（1910）年の農商務省生産

調査会答申に示されている。

生産調査会とは，明治43（1910）年3月に設置され，同年6月から大正元（1912）年11月ま

で合計5回開催された農商工行政に関する農商務大臣の一大諮問機関で
（49）
ある。

大淀は，委員の中に平井晴二郎，渡辺渡，真野文二，中沢岩太，高松豊吉，平賀義美の6人

の工学博士が含まれていたことを示し，工学者，技術者が工業政策に参画した点で特長的であ

ると述べて
（50）
いる。

その背景には，明治40（1907）年の経済恐慌を契機としてわが国が長期不況に突入し，経済

政策の根本方針を再検討せざるを得ない状況になったことがある。諮問に対する9件の答申と

13件の建議をなして大正2（1913）年6月に廃止と
（51）

なった。

9件の答申のうち，第7番目の諮問が大正元（1912）年9月5日付「工業発達助長に関する

件」である。その「第四 機械製造ノ発達奨励ニ関スル件」の第三項に以下の記述が認められ

る。

三 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

此等ノ陳列ハ各商店ヲシテ出品セシメ経費ヲ要スルコト少ク，又販売取次ヲナスコトト

セバ工業家ニ便益多キモノトス尚又工業奨励費ノ増加ニ依リ新式ノ機械外国ニ於テ発明セ
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ラレタルトキハ直ニ之ヲ購入シ当業者ニ周知セシムルコトトセハ，我工業ノ進歩ヲ助クル

コト多大ナルヘシ

工業家に便益を供与するとともに一般市民を啓発して工業の発展を企図する施設として工業

博物館を位置づけ，「陳列ハ各商店ヲシテ出品セシメ経費ヲ要スルコト少ナク」と述べて，商

品展示を首肯している。

4―2 国民的工業教育体制の構築

電気博物館において一般市民を対象にした展覧会が頻繁に開催された背景には，社会教育に

よる一般国民の工業知識の高まりを期待する工業教育改革があった。これを唱導したのは工学

者らであった。

たとえば，機械学会による「機械工業発達助長案」（大正6（1917）年）では，展覧会，共進

会などを盛んに開催して工業者の奨励とともに国民一般の工業知識に関する普及啓発を行うべ

きであるとして
（52）
いる。また，工学会連合工業調査会も「工業教育刷新案」（大正9（1920）年）

を提出し，国民的工業教育体制の構築が必要としている。「図書室，列品室等を公開して社会

教育に資すること」の記述も見逃せ
（53）
ない。

これら2案はいずれも，第一次世界大戦以降，大量生産の確立が工業生産力の拡大と国防の

視点から極めて重要との考えに基づいて
（54）
いる。大量生産を確立するためには一定数の生産技術

者を育成することが急務であり，それは，一般国民の工業知識の底上げにかかっていると判断

しているので
（55）
ある。重要なことは，工業の発展と工業教育改革が論じられる中で，工業博物館

が位置づけられていることである。

4―3 国会による博物館建設の建議

第一次世界大戦後の経済的な豊かさを背景に，国会でも欧米の一流博物館に匹敵するような

国立博物館をわが国に設立するべきであるとして，大正8（1919）年から大正11（1922）年に

かけて，「帝国博物館完成に関する建議案」，「国立博物館に関する建議案」，「博物館完成に関

する建議」，「科学知識普及に関する建議」，「理化博物館建設に関する建議」を集中して議論
（56）
した。

「帝国博物館完成に関する建議案」は国民党の議員が提案した。これは文部省下によって歴

史，文化，自然科学の各館を建設しようとするものであった。他方，「国立博物館に関する建

議案」は国民党以外の議員が提案し，社会教育と殖産奨励を目的とした理工学を重視する内容

になっていた。「博物館完成に関する建議案」は，この2つの建議案を一本にまとめる修正案

として提出された。政府は国費で博物館を建設すべきとし，①学者の研究に資する，②民衆の

智徳の増進に資する，③産業の発展に貢献する，をその目的と
（57）
した。

その後の2つの建議を加えた合計5つの建議を俯瞰すると，殖産奨励を目的に科学，理化学
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を扱う博物館を求める声が次第に強まっていったことが読み取れる。学術と教育，工業発展を

一体とした目的が構築されていることに留意すべきである。

5 文部省による博物館施策の変化と電気博物館の認知

5―1 博物館施策の変化

元々，文部省は非学術的な施設であるとして，陳列所を教育施設と認知しな
（58）

かった。そのこ

とは大正6（1917）年，文部省が刊行した『大正五年一二月常置教育的観覧施設状況』の冒頭

部分に端的に示されて
（59）
いる。

ところが，昭和3（1928）年，文部省の外郭団体である博物館事業促進会が誕生すると，同

会は直ちに調査委員会を設置して，①博物館令に関する件，②本邦に建設すべき博物館の種類

規模及其配置に関する案，③既設の陳列館，展覧所等を拡張充実して博物館に改造する案，の

3つの事項について調査を開始
（60）
した。

②は地方の博物館インフラを整備するための計画案である。地方の博物館整備は遅れて
（61）
おり，

道府県に公費による普通博物館（科学，美術，歴史）を最低1館設け，官公立博物館をもたな

い人口3万人以上の都市に，市費と道府県からの補助による普通博物館1館を設けることが提

言さ
（62）
れた。

これに対し，③は②を実現するための手法論である。すでに地方に多数開設され，地域の産

業発展を目指した陳列所の機能を拡大して科学産業博物館とし，これによって地方の博物館を

整備しようとする考えである。博物館事業促進会の中心人物で同会常務理事の棚橋源太郎は，

次のように述べて
（63）
いる。

各府県に一つづゝ相当なもの（著者注：科学産業博物館のこと）を設けて利用し易からし

めなければならぬ。それには各府県の商品陳列所や，物産館の類を今少しく拡張して，科

学産業の博物館にすることである。既にあれだけの博物館向きの建物を有つて居ることだ

から之れを土台にして進めば，左程困難なこととも思はれぬ。

これは，陳列所を教育施設化する運動，すなわち「商品陳列所改造論」と呼ばれて
（64）
いる。な

ぜ陳列所の活用が俎上に上ったのか。それは，地方に点在する陳列所の建築が「輪奐の美を尽

くした堂々たるビルディング」で
（65）
あり，棚橋ら「商品陳列所改造論」の推進者たちは，陳列所

の近代的な建築の豪華さに垂涎し，展示内容に手を加え普及啓発活動を活発化すれば簡便に博

物館化できると考えたので
（66）
ある。

棚橋らによる運動の結果，文部省は，昭和5（1930）年，新しい博物館振興施策を決定し，

「商工省農林省と連絡を取り，全国の商品陳列所を利用し，以て博物館事業を助成すること」

を掲
（67）
げた。これにより陳列所と博物館の間の障壁が低くなった。
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5―2 文部省調査資料に見る電気博物館

博物館事業促進会が設立された昭和3（1928）年を起点として，電気博物館が文部省の定め

る教育的施設として認知されていく過程を検証してみ
（68）
よう。

文部省は，昭和4（1929）年，初めての全国博物館実態調査となる『常置観覧施設一覧』を

発表
（69）
した。同書の後半に，「商品ノ陳列ヲ主トスルモノ」として46の施設が載っているが，電

気博物館は前半部分に掲載されている。この時点で電気博物館は陳列所の顔を持つものの陳列

所に区分されていない。

翌昭和5（1930）年，『常置観覧施設一覧』から名称を変更した『教育的観覧施設一覧』が

刊行さ
（70）
れた。ここでは「商品ノ陳列ヲ主トスルモノ」の区分は廃されている。前年この区分に

掲載された46施設中，横浜高等商業学校陳列室のみが教育的施設として認められているが，他

の45施設は一切掲載されていない。つまり，陳列所は依然として教育的施設すなわち博物館と

して認められていないのである。電気博物館も同書の掲載から漏れ，陳列所でもなく教育的施

設としても認められていない。

ところが，前掲した昭和5（1930）年の博物館振興施策の変更から3年後の昭和8（1933）

年に刊行された『教育的観覧施設一覧』には，電気博物館が掲載され，初めて教育的施設すな

わち博物館として認知された。陳列所の博物館化が文部省の施策となれば，陳列所と博物館の

障壁は低くなり，陳列所の顔を持つものの活発に教育普及活動を展開する電気博物館を，文部

省が教育施設として認知することに抵抗はなくなった。

6 ま と め

6―1 結 論

本稿の結論として以下の2点を指摘する。

1． 科学と工業の結合を強く意識した先進的な電気工学者が，明治以降の展覧会と陳列所の

系譜を継ぐ商品展示方式を踏襲して，電気博物館の常設展示を構成した。電気という工学の一

分野に限られていたが，同館は生産調査会に参画した工学者らが支持する工業博物館の要件を

備えていた。民間資金を利用した東京市が文部省に先んじて工業博物館を実現した。

2． 大正5（1916）年の時点で，文部省は，陳列所を非学術的とし博物館とみなしていなかっ

た。陳列所の顔をもつ電気博物館も同様に遇されていた。しかし，地方への博物館基盤を整備

する目的で，陳列所の教育機能を高め博物館化する施策に転換した。その結果，昭和8年（1933）

年，文部省は電気博物館を教育施設として，すなわち工業博物館として認知するようになった。

6―2 考 察

電気博物館設立の議論が始まった大正10（1921）年，地方に陳列所が点在していたが，中央

の本格的な博物館と広く認知されたものは，東京帝室博物館と東京博物館の2館しかなかった。
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前者は古美術品，後者は自然史資料を扱う施設であり，工業博物館は存在しなかった。工業化

の歴史が浅く，機械類や工業製品を収集することが容易でなかったためである。

電気博物館の最初期の設計段階では，歴史的系統的な常設展示が検討された。この計画は，

陳列所と同様の借用品による商品展示方式へと変更されたが，コレクションがなくとも，科学

と工業の結合を志向する電気工学者が関与したことで，同館の常設展示に学術的な裏付けがな

された。これに比べれば，陳列所の展示は学術的に未整理で雑然としたものだったのであろう。

展覧会の開催にも電気工学者が関わった。その結果，電気博物館は，製造事業者と一般市民，

すなわちラジオ放送受信機の製作者とラジオ放送の受信者の両者を啓蒙し，博物館黎明期から

の目的である殖産興業および殖産奨励と教育の両面で高度な活動を実践することが可能になっ

た。

つまり，電気博物館の水準を陳列所のそれから引き上げたのは電気工学者である。先端技術

研究を業務とする電気工学者が，勤務する研究所に附属した博物館で普及啓発活動に関与した。

その結果，殖産奨励を目的とした陳列所の一形態であるとともに学術的配慮がなされた工業博

物館が生まれた。陳列所と文部省所管の博物館の2つのコンセプトがここで重なったのである。

電気博物館の誕生は，科学に基づく工業をテーマとした本格的な工業博物館すなわち東京科学

博物館創設の機運を高めたのではないか。
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Establishment of Tokyo City Museum of Electricity

and Shift in Museum Policy of Japan’s Ministry of Education

by

Koichi MABUCHI

（Nagoya City Science Museum）

This paper concerns the relationship between Tokyo City Museum of Electricity（TCME）estab-

lished in1925 and the shift in museum policy of the Ministry of Education in1930. TCME was

affiliated to Tokyo Institute of Electricity, which was founded by Tokyo City with a donation

from Tokyo Electric Light Company（currently Tokyo Electric Power Company）. Our research

produced these two findings :
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First, we explain TCME’s exhibition and educational role. Followed Western science museums,

the first institute’s director, Professor Dr. Tsunetaro Kujirai, designed TCME in order to show

the development of electricity based on history and genealogy ; this exhibition plan was not re-

alized because of lack of money after the Great Kanto Earthquake in1923. Instead of the first

exhibition plan, displays consisted of electric parts, products and home electric appliances made

in Japan. Additionally, the museum had an active program of temporary exhibitions for promot-

ing public understanding of electricity, responding to the strong claim from leading engineering

professors and professional engineers.

Second, it was not until the Ministry of Education changed its museum policy in1930 that it

regarded TCME as a museum. TCME’s exhibition style without a permanent collection, was a

continuation of products display centers, which were inherited from Japan’s domestic industrial

expositions in the Meiji and Taisho eras. The ministry didn’t view the centers in provincial cit-

ies as museums because their purpose was commercial rather than educational. However, under

the new policy from 1930, it intended to emphasize the educational role in order to upgrade

them to museums. The purpose was to promote museum construction on a limited budget all

over Japan. For these reasons, the ministry formally recognized TCME as an industrial museum

in1933.
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