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お主つりに

はじめに

明治新政府は西欧技術を導入して近代産業の移植を試みたとき，外人技師の雇傭や日本人の

海外留学，共進会や勧業博覧会の開催， 官営事業の創出と経営，各種奨励法の制定 ・施行など

とともに，本稿で採りあげる技術奨励施設としての商品陳列所や工業試験機関の設置といった

施策を採用している。これら国家による技術振興政策に関して，それぞれの立案，実施，それ

のもたらした効果について歴史的に検討をくわえるとともに，それらの相互関係について解明

していくことは，興味ある技術史の課題といってよい。

しかし，個別の技術政策， あるいは本稿で対象とする商品陳列所や工業試験所（場〉に関し

ては， 技術史家が少なくない関心をも っているものの，調査 ・分析がほとんど試みられていな

いといえよ う。 ここで採 りあげる現在の通商産業省工業技術院所属大阪工業技術試験所の母胎

となった府立大阪工業試験場もまた， 管見のかぎりでは調査 ・研究の対象として採りあげられ

ていないといってよし、。そこで，本稿ではこの府立大阪工業試験場が設立される過程を，国家

政策との関連において明らかにし， 検討していくことを試みたい。

* 1984年12月13日受理，化学技術，研究機関，大阪，明治，国家政策
特 東洋大学経営学部
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1. 府立大阪商品陳列所の設置

明治20年ごろの大阪は，伝統産業にくわえて官営事業である大蔵省造幣局や陸箪省砲兵工廠

の事業展開にともない，近代的な冶金，機械，化学などの諸工業の創出と発展，それに民間主

導による綿糸紡績業の隆盛によって， 日本を代表する工業都市となっていたといえる。そし

て，これらの産業の発展にともない，産業基盤の整備や産業奨励施設の創設が日程にのぼって

きて，その具体化として府立大阪商品陳列所の設置があり，そのなかに分析試験や技術指導を

担当する分析試験場（室〉が設けられたのである。

大阪府が業務と して府庁内農商諜別室において「分析試験ヲ行ヒ各種化学上ノ質問ニ応答」

するようになったのは，明治21年からといわれている。また，この分析試験室は西村捨三が内

務省、土木局長から転じて大阪府知事に着任し，必要を認めて設けたともいわれる。後者の説に

したがうと，西村の着任は明治22年 3月16日である ことから，分析試験業務の開始は前者の主

張より 1年遅れとなる。この混乱を解明できる史料は，いまのと ころ見出せない。

言葉をかえるならば，大阪府庁内の内務部農商課別室において開始された分析試験業務は，

小規模なもので，制度上明確化された業務で、あったかどうかに疑義さえあるが，明治21～22年

ごろに農商課別室において分析試験ならびに質問に応答し，技術指導が行われはじめたこと

は，認めてよいのではなかろうか。そして，この事業はj府立大阪商品陳列所の設立に関わって

くるとともに，そこの分析試験場（室〕の設置につながっていくのである。

同時に，着任したばかりの大阪府知事西村捨三は，産業技術政策においてこの府立大阪商品

陳列所を創設したこ とで，一つの画期をつくりだしている。西村捨三はその出身が内務省、土木

局でもあったことに関係してか， 明治22年秋の洪水を契機にしての淀川大改修事業，翌23年 8

月のコレラの大流行や2,200戸を焼失した新町大火の経験を生かして 上水道敷設工事などを国

庫補助により実施し， 大いに手腕を発律していZ。

西村知事が設立をはかった商品陳列所は， 明治10年代に欧米各国でさかんに設置されてお

(1）府立大阪工業試験場編 ・刊 「府立大阪工業試験場報告』，第1回，明治38年， 「緒言」， l頁。
大阪府内務部編 －刊「大阪府会史』，第2編，明治43年， 102頁。
以上2点の記述が多くに引用されている。
なお，上記のものはつぎの注（2）の文献によるところが少くないが，叙述については重大な誤りも含ん

でいるので，利用は慎重に行う必要がある。
(2）府立大阪商品陳列所編 ・刊 『大阪商品陳列所 ト年紀要』，明治34年，HO頁。該当個所を引用すると，
大阪商品陳列所の「分析試験室は，始め西村府知事来任後，直に其必要を認めて，之を本府庁内良商課
別室に設置し」となっている。

『府立大阪工業試験場報告』，第6回，大正2年，「沿革」， 1頁によると，注（1）とこれとをあわせた
記述，つまり「明治二十一年，時ノ府知事，西村捨三氏ノ、府下製造工業ニ学理ヲ応用セシムノレノ必要ア
ノレヲ認、メラレ始メテ試験室ヲ大阪府庁内長商務課別室ニ設置シ専ラ分析試験ヲ行ヒ各種化学上ノ諮問ニ
応答セシガ・υ 」となっている。

(3) 『大阪府会史』，第1編，明治33年， 242頁。
(4）西村捨三口述，内山j隠二著 －刊 『待II祭草紙』，明治41年， 61～67頁。
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り，これに刺激されて外務省や農商務省でも調査に着手すると ともに設置が議論され，要望さ

れるようになってきていたのである。商工業奨励のための機関ないし施設について政府の関心

は高く， たとえば前田正名編「興業意見」 （明治17年12月，太政官允可〉のなかの「方針」の項

において，商品陳列所には言及していないが，類似の施設と して勧工列品所や工業試験所など

を詳細に論じて，それらの設立を求めている。そのさい，後2者の勧工列品所と工業試験所に

ついてはすでに欧米諸国で産業技術の振興において重要な役割を演じていた。それに対して商

品陳列所は貿易の伸張をはかるとともに産業の発達を促すことを目的にした施設で，激化する

貿易競争を背景にして誕生しはじめたばかりの施設であった。つまり，工業上有益な見本を陳

列し， 業者の参考にする勧工列品所の機能を拡張あるいは貿易に重点を移して行けば，新しい

｜待代に即応する商品陳列館となるわけである。そして，当時の日本ではこれら商品陳列所も勧

工列品所もともに勧業施設として同一視していたようである。前回正名は F興業意見」の具体

化を検討した「施設要領」において，内容についての言及はないものの， 「商工務」において

設置すべき施設として商品陳列所を挙げていた。

『興業意見』において，勧工列品所を「工人ノ智能ヲ開進スノレ」ことを目的に工業用見本の

展示や機械装置の実験，それに専門家による講演を実施するところと規定し，東京または大阪

に農商務省、直轄で設けるよう提言していた。勧工列品所に聯接させて工業試験所の設置を求め

てもいた。ここでの業務は「諸製造ノ方法ヲ改良セントシ，或ハ外国ノ製品ニ倣フテ始メテ内

地ニ製造セント欲スノレ事物ヲ試験」したり，「世界無用ノ 廃棄物ヲシテ有用材料ト為サントシ，

或ハ天造ノ遺棄物ヲ探テ其性質効用ヲ詳カニスノレ」などの産業技術の開発，さらには各地から

の「其所産ノ製品及ヒ原料ニシテ，未タ其結果ノ明カナラス或ハ性質ノ詳カナラサルモノノ試

験」についての要請にも応じることとしていた。 そして，この「実試経験スノレ」工業試験所に

関しては，その設立が勧工のうえでも っとも緊急で， 「国利増殖ノ鴻益ヲ生スヘキハ更ニ疑フ

ヘカラス」と，大きな期待を寄せていたのである。前田正名は『興業意見』において述べた方

針について，在職中に実現をはかるために 「法規類調成予定期限表」 を作成していZ。

(5) 「大阪府知事演述筆記」， 『大阪商品陳列所報告』， ~J l号，明治23年12月， 30～32頁。
「本所関所式ニ付東京高等商業学校教授兼幹事森島倫太郎氏演説筆記」，向上書，第2号，明治24年1

月， 40～41頁。
西村が大阪府知事演説で言及しているベノレギーのプラッセノレ商品陳列所に闘しては「白耳義商業博物

館の規則」，木村匡箸 ・干lj『工務部問題参考記』，明治24年， 29～35頁および「自耳議ブラッセノレ府商業
博物館概況」， 『農商務省商品陳列館報告」，第3号，明治38年， 88～90頁。

(6) 「興業意見」，巻28, 『明治前期財政経済史料集成』，第20巻，明治文献資料刊行会，昭和39年， 692

～693頁。
なお，前田正名については，たとえば租岡修『前回正名』，古川弘文館，昭和48年参照。

(7) たとえば， 『工務部問題参考書』においてはフランスの工芸院もベルギー商業博物館も一絡に紹介し
ている。

(8) 「施設要領」， r前田正名関係文書』，国立国会図書館蔵。
(9) 「興業意見」，向上訟，692～693頁。
帥 「法規類調整予定表」， 『前田正名関係文悉』，国立国会図書館蔵。
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ところが，明治18年12月に前回は非職となり，また中央官庁は太政官制度から内閣制度に移

行したこともあって， これら勧業施設の実現は持越されたので、ある。勧工列品所に関してはT

明治19年に工務局所管のもとに「工芸標本ヲ陳列シテ衆庶ノ縦覧ニ供シ以テ工業ノ改進ヲ図メ

ント欲シ」建設を決めたが， 専売特許局でも専売品の標本および商標登記簿閲覧の便宜をはか

るために陳列館を計画していた。そこで両者は協議の うえ，翌20年12月に名称を「工芸標本陳

列所」と改め，建設の件については大臣の裁可を得た。ところが，以降の「農商務省報告』で

はまったく 言及されなくなり，この施設の設置は立消えになったと思われる。

この頃には商品陳列所の設置も計画されている。明治21年の『農商務省報告』によると，農

商務省、では外務 ・文部両者と協議して通商博物館を設置し，3省がこれまでに集め，また今後

収集する標本類を陳列して，関係業者の参考にしようと企てた。ところが，貿易協会員などで

も同様の計画があるので，民間で設置し政府が資金などを助成する官民共同方式で商品見本

陳列所の設立を考慮したが，民開発起人より猶余の申出があったので中断されたままになって

いる旨，報告されている。この施設が構想をかえ， 「貿易ノ 拡張ヲ図リ兼テ工業ノ発達ヲ資セ

ンカ為」 の貿易品陳列館として設置されるのは，明治29年 3月のこ とである〈勅令第107号〉。そ

して翌30年 6月には商品陳列館と改称されている。

工業試験所については，農商務省、では明治19年 2月に地質調査所の分析課を分離させて総務

局分析諜とし， 「有用物料ノ分析及其適否実験ニスノレ事項」な らびに「分析試験及其実験報告

文書編纂ノ 事」を所管させており，その構想をいくらか実現さぜたといえなくもなかった。

「興業意見』で提示した産業奨励施設の設置が全般的に停滞していた状況にあった明治22年

2月，前田正名は農商務省工務局長として復帰した。その後，農務局長，次官を歴任し，翌23

年5月に辞任するが， この在職中に自分の構想を実現すベく努力していた。とくに工業試験所

に関しては，具体化をはかるために海外調査まで実施する ことを企てた。担当したのは当時農

商務省総務局分析課長の高山甚太郎で，明治22年12月にドイツ出張の下命をうけ，翌年1月に

出発し， 明治24年 3月に帰国命令をうけている。 この出張中の23年 6月に行政機構改革があ

ω農商務省、編 ・干lj『農商務省、第6回報告〔明治19年〉』，明治20年， 229,244頁， 『農商務省第一7回報告
（明治20年〉』，明治21年，238頁。
なお， 『浪商務省報告』は『明治前期産業発達史資~SI·』， 明治文献資料刊行会に復刻 ・収録されてい

る。 上掲のものはその別問17(3),(5），ともに昭和41年刊，である。
同 「農商務省第8回報告（明治21年〉』，明治22年，31頁。
同 差是商務省商品陳列館編 ・刊『農商務省商品陳列館案内』，明治33年， 1頁。

明治29年3月，勅令第107号，第1条には「貿易品陳列館ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ内外ノ商品見本
ヲ蒐集陳列シ衆庶ノ観覧参考ニ供久ノレ所」と規定されている。
明治30年6月， 農商務省官制の改正とともに貿易品陳列館の官制は廃止され， その業務を継承して
「商務局ニ商品陳列館ヲ置キ内外ノ商品見本ヲ蒐集陳列シ衆庶ノ観覧参考ニ供セシム」 OW1令第183号，
第7条〉と，商品陳列館が発足したのである。

M 内閣記録局編「法規分類大全』，第17巻，明治24年，原書房覆刻，昭和53年，34頁。
同同上書，第73巻，明治25年， 525頁。
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り，分析課はもとの地質調査所にもどり，工業試験所の設置は先に延ばされてしまうのであっ

た。そして，試験機関の整備は農事部門を優先し， 逐次実施されていくのである。

政府による産業奨励に関する施設の整備が以上のような状況のとき，大阪府知事西村捨三は

大阪府が保有していた勧業委託金の有効利用の一方法として府立商品陳列所の設置を提案し

た。そして明治22年10月18日，この勧業委託金の残存額8万円のう ちの半額をもって府立大阪

商品陳列所を設置することが，府会の賛成を得，決定をみたのである。

この背景はすでに述べたように，農商務省を中心にした産業奨励策において関連する施設を

積極的に設置すべく努めながらも，財政難や機構改革のために容易に実現し得ないで低迷して

いたのに対して， その一因である財源、について，大阪府はたまたま手持ちがあったことであ

る。これが， 中央政府に先がけて商品陳列所を実現させたといえよう。そのためか，大阪府が

商品｜凍列所の建設に着手したとき，中央の各省庁は積極的な援助をあたえている。建設用地に

ついては官有地の借用を内務 ・大蔵両大臣が免許しているし外国から収集していた商品見

本7 商工業や交通 ・運輸の統計， 報告， 図書などを外務 ・；農商務 ・逓信の各省、が下付してい

る。さ らに外務 ・農商務 ・逓信の 3省は書記官などの職員を設立準備の委員として送り込み，

建設計画を援助している。つまり府立大阪商品陳列所は，その建設な らびに運営資金を大阪府

が担当したものの，計画や内容の整備は政府の援助によるところが大きかったのである。

大阪府はこれらと並行して，大阪商工会議所会頭問中市兵衛など商工業者10名を商議員にg属

託し，創立計画の審議 ・具体化を図った。大阪府長商課長板原直吉は欧米における商品陳列所

や各種博物館の事情を調査し機構や規則などの立案作業を進めた。明治23年 1月に建設委員

が任命され，建物は翌 2月に着工， 9月下旬に完成した。 板原が中心になって立案していた規

則は，明治23年7月12日付で公示された。

大阪商品陳列所規則は，その前文で商品陳列所の役割を内外から各種見本を蒐集し，陳列す

ることで産業界に貢献することであると，つぎのように述べていた。

大阪府告示第百一号

今般広ク海外各市場ヨリ各種商品ノ見本ヲ蒐集シ兼テ内国製産品ノ見本ヲモ陳列シ主ニ農

工商業者ノ参考ニ資シ併テ一般ノ観覧ニ供スノレ為メ府立商品陳列所ヲ設立シ規則別冊ノ通

相定ム出品又ハ広告望ミノ者ハ該規則ニ依リ九月十五日限リ本庁農商課へ申出可シ

同鍬谷親善「高山甚太郎と工業試験所」，通産省工業技術院化学校術研究所編 ・刊『化学技術研究所八

十年史J，昭和55年， 334, 338頁。
同 「大阪府知蔀演述筆記」，前掲書，第l号， 30～32頁。

『大阪商品陳列所十年紀要』， 1頁。
なお，明治22年の『府会議事録』は見当らないので，府会における審議状況は詳らかにできない。

同 『大阪商品陳列所十年紀要』， 2頁。
仲間上書， l～2, 130頁。

『大阪府公報』，第383写，明治23年7月12日， l～24頁。
以下に述べる組織はこの「公￥a』の規則による。 「大阪商品陳列所十年紀要』は『公報」を参照して

いないと推定され，規貝ljに関する記述については少なからず誤りがある。
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仮本所ハ大阪市北区堂島浜通弐丁目ニ設立ス開場日限ハ追テ告示ス可シ

明治二十三年七月十二日 大阪府知事西村捨三

規則は全11款からなり，第 l款には大阪商品陳列所の事業目的を掲げていた。すなわち「本

所ハ主ニ我カ物産ノ輸出ヲ増進シ又外国品ヲ輸入スルノ便利ヲ図リ兼テ内地商業ノ発達ヲ助ケ

及府下ノ工業ヲ拡張改良スノレヲ以テ目的トス」と述べ，貿易の促進を第一義的なものとし，そ

れに付随して商工業の発達助1成をはかる施設であることを明らかにしていた。

目的を達成するために，商品陳列，荷造，広告類の掲示，参考図書の収集 ・閲覧，報告の作

成 ・発行，臨時縦覧会の開催，陳列品の貸渡，縦覧，それに分析試験の 9項目の事業をあげて

いた。各款でこれら事業の内容を詳しく説明していたし建物も対応して輸出参考部 ・輸入参

考部 ・内国製産品見本部よりなる商品陳列部門，荷造参考部，図書部，分析試験場などから構

成されていた。

大きな特徴は，商品をはじめとする鉱物などの分析試験および工業者の諮問に応じて技術指

導を実施するという，いわば工業試験機関としての性格をももっていたことである。そして同

様の業務を実施していた農商務省総務局分析課一地質調査所分析課がその出自から鉱物原料を

中心に対象を拡大していったのとは，その発足の事情を異にしていた。大阪商品陳列所分析試

験 （場〉の業務について，第10款ではつぎのように記していた。

第十款 分析試験

第五十一項 本所ニ分析試験場ヲ附属セシメ化学的商品其他鉱物等ノ分析試験ヲ為シ兼テ

府下工業者ノ化学的諮問ニ応シ以テ工業ノ改進ヲ助長スヘシ

但木場ノ都合ニヨリテハ其試験ヲ謝絶スルコトアノレヘシ

第五十二項前項試験ノ依頼者ハ左ノ割合ヲ以テ分析料ヲ前払スヘシ

商品及碗物類分析料

一定質分析 三十銭ヨリ二円マテ

一定量分析 五十銭ヨリ五円マテ

一其他精l密多額ノ費用ヲ要スノレモノハ其笑費ヲ徴収スヘシ

第五十三項 商品其他ノ分析試験ヲ請ハントスノレトキハ覗品ニ左ノ各項ヲ記シタノレ書面ヲ

添へ事務所ニ出スヘシ事務所ニ於テハ之ヲ承諾シタノレトキハ其領収証書ヲ渡スヘシ

本人ノ宿所姓名

一品名及数量

一 産地

四試験ヲ要スル点

第五十四項府下工業者ニシテ化学的諮問ヲ為サントスノレトキハ事務所ニ申出又時々工場

等現場ノ巡回ヲ請ハントスノレトキハ其事由ヲ詳記シタノレ書面ヲ以テ本府庁ニ願出可シ

以上のように商品の分析を中心にした業一務を大阪商品陳列所が分析試験場に担当させたこと
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国家の技術政策と試験研究機関（鎌谷）

は，それが庇存の農商課別室の分析試験業務を拡張 ・継承したことを含めて，つぎの工業試験

部門への拡張，さ らには工業試験場と しての独立に至る過程を予測しての措置ではなかったか

と思われる。というのは，商品陳列所の設立が決まった時期には，中央で独立した工業試験所

の設置構想が具体化していたからである。 しかし準備が進捗するにつれて， 不況と行政改革

のために計画の一時中断ともいえる事態を迎えていたことは，すでに述べたとおりである。

明治23年11月15日，府立大阪商品陳列所は関所式を挙行した。これに先だって同年10月，設

置準備のために実務を担当し，開所に向けての推進役を務めていた農商課長板原直吉が所長兼
帥

務を命じられている。

この大阪商品陳列所に設けられた分析試験場（室〉は， すでに述べたように農商諜別室の分

析試験の業務を拡張 ・継承していくが，最初の担当責任者は工学士藤井恒久である。かれは良

商課別室時代から業務を担当していて，商品陳列所の設置計画が具体化してきた明治23年 l月

に同所建設委員の一人に任命され，分析試験室の建設工事を分掌しさらに開業式の準備委員

も勤めた。 設置にあたり，分析試験室の機具 ・装置の購入や据付，薬品の整備などを担当し，

業務内容もあわせて整備している。

2.大阪商品陳列所分析試験場の事業

発足した大阪商品陳列所で、は，自らの事業を一般に周知させ，利用者の拡大をはかることが

必要であった。分析試験業務も また例外ではなかった。刊行する「大阪商品陳列所報告』，第 2

号（明治24年1月刊〉の「雑報」欄には，つぎのような記事を掲載し分析試験室の活動を知ら
~ 

せ，いっそう広範囲な人たちからの依頼を求めているのであった。

0本所規則ニアルガ如ク所内ニ分析室ヲ設ケ掛リ員工学士藤井恒久専ラ之ヲ担当シ依頼ニ

応シテ化学的商品及鉱物等ノ定量及定質分析ヲナスヲ以テ所望ノ諸君ハ紙末ニ記載アノレ書

面ヲ認メ何時ニテモ現品御持参アレバ其依頼ニ応スベシ己ニ本日マデ分析試験ノ依頼アリ

タル品物ノ 中重ナノレ者ノ、左ノ如シ勿論同種ノ者ヲ数人ヨ リ依頼ナリタノレモア リ

鉱物 金銀塊 鉛及鉛丹 食塩 菜種拙l

油粉 煽隔傘ログロ コロールカノレキ 白色粘土

なお，ここで言及している「紙末」の記事とは， 「広告」欄に掲げられていた分析依頼の手
国

続と分析料とのことである。 これらは問所規則によって規定されていたことはいうまでもな

L、。

分析試験業務の担当者である藤井恒久は，明治24年 4月1日付で兼任所長の板原直吉が本務

帥 『大阪商品陳列所 ｜ー年紀要』，2,130頁o

~l) 向上書， 2,110, 130～131頁。
伺 『大阪商品陳列所報告』，第2号，39頁。
伺向上書，50頁。
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同日付で最初の専任所長に任命された。かれは明治

技術と文明

繁忙のために兼務を解かれたあとをうけ，
~ 

26年 6月までこの職に居た。

この分析試験室のノ＼事をみると，藤井が所長に就任する直前の問24年 1月14日付で山本娃太

郎が雇入れられ，分析掛主任に任命されているが，短期間しか在職せず，

同年10月3日付で宇佐美信が技術手として採用され，分析掛主任

に就任している。同年9月には小林秀成も技術手として採用されていZ。

同年8月5日に依願

退職している。後任として，

分析試験室が大阪商品陳列所で占めていた地位は低いものではなかっ

その移動も激しかったのが，

人事をみるかぎり，

当時の状況であっ専任職員の数は｜浪られており，しかし，た。

7こ。

そのため商品陳列室多くの製造事業者にとって，当時は外国製品の模倣に主な関心があり，

そのしかし化学的な分析試験に関しては，に展示されている見本や模型が専ら利用された。

手続に慣れず，効用を知るものも少なし依願件数は限られていた。この状況に対処して，

さらには明治24年 2月に所内に設けられていた実業談話会

見

本品を選択して業者の需要に応じ，

を拡張し，実業家をひろく集めて藤井所長自 ら製造法を説明し，製品の改良を勧め，所内でも
闘

成果を報告書に掲載するなど，商工業者の啓蒙に努めていった。 とくに分析や試験に取組み，

藤井所長時代は「商品製造上管理の応用を一層奨励する為め分析及試験に重きを置き之に関す
開

高く評価されるようになった。る依頼に対し特に力を用ひ」 たことで，

大阪の両港の輸出入に係る，神戸，明治「二十五六年の頃よりは，このような努力の結果，

又

商人の聞に生起する，紛議抗争は，多くは木所の証明を倹って，判決せ
四

らる 与に至れり」といわれるまでに，分析試験場は権威ある存在となっている。

藤井恒久は実質的に専任の初代所長として大阪商品陳列所の活動を軌道にのせ，職制や諸規

制度的な基礎を固めていった。そして，分析試験業務に関してもまた

主として本所の分析表に依って取引せられ，鉱物，肥料等，其他品質の証明を要する者は，

品質の善悪に関して，

てし備整
’
国
た

し

つ

定

あ
制

で

を

様

則

同
これらの活動に対しては高い評価をあたえることができょう。

大阪商品陳列所の活動この藤井所長時代の事業活動を総括したとき，さらに重要なことは，

とくに外国見本の模造，分析試験にもとづく輸入があげた成果は工業面において顕著であり，

原料の国産原料への転換などで成功した。それに比べると き商業面での利益は具体性を欠き，

このことから，商品陳列所の事業目的を商業の助成に重点をおくべきしかも間接的であった。

ことが提案された。すなわち，藤井の後任者である所長心得牧野元良は明治26年 7月に提出し

『大阪商品陳列所十年紀要』， 130～131頁。
同上書， 131頁。
向上書， 5頁。
大阪府立商品陳列所創立三十周年記念協賛会編・刊『回顧三十年』，大正 9年，16～17頁。
『大阪高品陳列所十年紀要.JJ.110～111頁。
同上書， 19～20頁。
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国家の技術政策と試験研究機関（鎌谷）

た 「明治廿七年度収支予算ニイ寸上申」書でつぎのよ うに述べていZ。

明治廿七年度収支予算ニ付上申

本所創立己来弦ニ三年其聞事業ノ成蹟ヲ稽査スノレニ商業上ノ事蹟ノ、間接ノ 利益多クシテ直

接ノ利益少キヲ以テ今愛ニ其事実ヲ明記スノレ能ハスト雌トモ各国一般J瞥好ノ模様需用ノ多

寡消長及ヒ商品ノ価格等ハ如何又輸入商品ノ製産地則チ外国ニ於ケノレ相場ト神戸或ハ横浜

ニ於テ外商ト取引スノレ直段トノ差違ノ、如何等其大要ヲ知ラシムルコトヲ得タノレカ如キ間接

ノ利益少々ナラス若シ能ク之ヲ利用シタノレモノアラハ其売買取引ニ就キ掛引上大ニ便益ヲ

得タノレハ疑ヲ容レサノレナリ

工業上ノ 事蹟ニ至リテノ、商業上ノ事実ト大ニ其趣ヲ奥ニセリ 則チ海外見本品ニ由ツテ之レ

が模造ヲナシ又ハ分析ニ由ツテ以テ其質ヲ明骨折シ輸入原料ヲ用ヒ ラ~リシモノが内地ニ於テ

代用品ヲ発見シ直接大ニ利益ヲ得タル事実少々ナラス仮令ハ破璃ノ如キ石鹸ノ如キ銅工業

ノ如キ利益ヲ得タノレハ掩フヘカラサノレ事実ナリ然ラハ将来商業ノ発達ニ重キヲ置ク乎文ハ

主ニ工業ノ改進ヲ図ノレヘキ乎ヲ講究スノレニ従来ノ経歴ニ依レハ商業ニ重キヲ置カス却テ工

業上ニ重キヲ置キタルカ如シト ~ft トモ将来工学士ヲシテ分析事業ヲ担当セシメ工業上ノ諮

問ニ応セシムノレニアラサレハ是等ノ諮問者ヲシテ満足セシムノレコト能ハサノレヘシ故ニ従来

ノ如キ方針ヲ改メ主ニ商業上ノ便益ヲ謀リ併テ工業ノ発達ヲ助長セシムノレヲ得策ナリトス

是レ本所創立ノ主趣ナレハナリ而シテ将来大ニ拡張案ヲ提出スノレカ将ク守成案ヲ取／レ乎木

所事業ノ如キハ消極的方針ヲ改メ大ニ拡張案ヲ提出スルノ必要欠グヘカラサノレモノト確信

致候然レトモ事急劇ニ出スレハ円満ナノレ効果ヲ難得モノニ付宜シク漸ヲ以テ目的ヲ達スノレ

見込ニ有之候依テ別紙予算案並ニ収支ニ係ノレ説明書二通併テ進達此段上申候也

明治二 卜六年七月日 心得牧野元良

この案件は商品陳列所の役割をめぐ、る論議ののもに就任した平賀義美の手で，牧野の提示し

た商業を重視した方向で，当初は運営された。しかし，つぎには逆の方向， つま り藤井所長時

代の実績を追認し，勧工列品所に近い性格の施設へと転換してし、く。見方をかえれば，大阪商

品陳列所は商工業が卜分に発展していないことから，その設置が時機尚早であったこと，そし

て運営では経験の乏しいために混乱を招いていたことを示唆していたといえよう。

多くの努力が払われ，少なくない成果も収めていたが，大阪商品陳列所の意義は直ちに一般

に容認されなかった。とくに，当時の大阪府会では商工業の発展に有効ではないとし廃止論

さえ唱えられたといわれる。府知事は適当な人材を得て発展策を講じるべきだと考えた。そこ

帥 「明治廿七年度収支予算ニ付上申J，大阪市立大学図書館蔵。
帥秋山広大著 ・刊『平賀義美先生』，昭和9年， 116頁。

平賀義美「相許した畏友J，石川j辰一郎編 ・刊『片岡直部翁記念誌』，昭和3年， 76～77頁。
ともに明治26年，当時の大阪府会では商品陳列所が商工業の発展に効果がないとして必要を認めず，

府知事にこれの廃止を建議した， あるいは廃止論がl唱えられた， と記しているが， 当時の「府会議事
録』を調査した限り，このような記録はない。 次頁へつづく
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で，大阪府の関係者は当時の農商務次官である斉藤修一郎に後任所長の推薦方を依頼したので
e事

あった。推薦されたのが平賀義美で、ある。

明治27年 l月4日付で平賀義美は所長に招蒋され，このとき同時に大阪府の工業顧問にも就

任している。かれは東京大学理学部化学科を卒業したのち，東京職工学校，ついで農商務省、に

勤め，繊維工業や染色工業の技術振興に携わり，商工局第三課長になっていた。その在任中の

明治26年 3月に浪商務大臣に就任した後藤象二郎が，就任の直後に実施した局長人事に不満を
M 

もち，同年5月に辞任した。大阪府から招聴された当時は無職であった。

平賀が所長に就任して最初に実施したのは『大阪商品陳列所報告』を『通商月報』と改題

し掲載事項の範囲を拡大し発行部数を増やして，広く配布する ようにしたことである。欧

文の告知書も発行し， 梅外の諸機関や企業に対して大阪商品陳列所を宣伝するように努力し

た。明治27年 6月，平賀は商品陳列室の機能を拡大して，所内に内国製産品陳列館を建設する

よう企画し，府知事と府会の賛成を得ており，翌28年 3月にこの建物は完成をみている。

日清戦争後においては，平賀は中央政府の戦後経営政策を先どりしたかたちで，海外市場に

積極的に進出をはかるため，とくに大阪産業界と密接な利害関係をもっ中国，東南アジア，イ

ンドなどの市場調査を明治28年 8月～29年 4月に実施している。帰国後に作成した報告書や収

集した見本などは関係者の関心を刺激し，戦後における商工業振興策として有効な役割を演じ

たとされている。

平賀義美はこのアジア市場の調査とともにこれまでの大阪商品陳列所の運営についての経験

をあわせ，さ らに戦後経営のため，明治29年 7月20日付で大阪府知事内海忠勝に「大阪商品陳
M 

列所規則改正ノ儀ニ付上申」を提出した。その理白書の冒頭において，同所第 1款に掲げてあ

他方，藤井所長の辞任のあとの牧野’元良は所長心得兼務であったこと（『大阪商品陳列所十年紀要』，
132頁〉より，平賀の発言のような事実が記録に掲載されないまでも，発生していたかもしれない。

ところが，これと異なる証言もある。「大阪商品陳列所十年紀要』， 7頁では，つぎのように，牧野所
長心得が専門の大家を招いて発展をはかるよう府知事に内陳して容れられたというのである。

斯の如くにして，世人の本所に拠って事を成さんとする者，益々増加し，本所の業務は亦随って愈
愈、繁忙を加ふるに至れり， 是に於て牧野所長心得， 熱ら意らく， 是際本所は十分設備の改良を遂
け，一層業務の弘拡を図りて，本所の目的を貫徹するに~I＇されは習に其効用を完ふする能はさるの
みならす，却て当業者をして，;t；！；方向を誤らしむるなきを保せす，如かす，学識経験を兼備せる，
専門の大家を招科して，本所の経営を托し，商工業上，真正の好機関たらしめんにはと，即ち;!;J;：窓
見を府知事に内陳して，命の下るを待つ，其議遂に容る｝事？となり，二十七年一月，平賀義美氏を科
して，本所長を嘱托すること Lなれり，

この経過については，つぎの注帥との関連で，今後の調査を必要とする。
伺平賀義美「相許した畏友」，同上哲， 76～77頁。

大阪府が平究を迎えようとしたとき， その年俸が2,000円と高かったことから，大阪府会ではこれを
議題として採りあげ，商品陳列所授に｜刻する調査委員会を設けることを可決している。府会ではこのよ
うな紛糾があったのち，平賀の招聴を可決している。

『明治廿七年度大阪府市部通常会議事録』， 97～101,161～162頁。
帥 『平賀義美先生』を参照せよ。
帥平賀義美の商品陳列所長時代の業績については，向上書，110～169頁，および『大阪商品陳列所十年
紀要』， 7頁以下を参照、のこと。

同 「大阪商品陳列所規則改正ノ儀ニ付上申」，大阪市立大学図書館蔵。

40 



国家の妓抗fr政策と試験研究機闘（鎌谷）

る目的を達成、することが，外国の情報や見木の購入において現行法規では手間どり，商社に依

頼するのも無理で， 自ら出張員を各地に置く ことも 財政負担が大きく困難である ことから，

「当所設立当時ノ 主旨ヲ貫徹」することは不可能であり，このままでは「畢寛羊頭ヲ掲テ狗肉

ヲ売／レノ批判ヲ免カレザノレベシ」と，結論した。

そこで，大阪商品陳列所の事業目的を現実的で， しかも新しい事態に即応できるものに改

め，それに相応しい組織に変更するよう提案したのである。この改正の理念をつぎのように述

べていた。

顧フニ我邦ハ商工業ヲ以テ建国ノ 計画ヲナサ マノレ可カラス況ンヤ戦後経済社会ノ膨張ニ随

伴シ殊ニ之ガ中心タノレ大阪ニ於テ商工業ニ係ノレ一大機関タノレベキモノヲ設備スノレハ最大必

要ニ シテ又最大急務ナリト信ス然ノレニ従来ノ 目的タノレ既ニ此急要ノ任務ニ当ノレ能ハザノレノ

事情アリトセパ宜シク其目的ヲ変更シ以テ此任務ヲ尽ス可キノ秋ナリトス

変更する具体的内容として，第 1に商品陳列所の事業目的を「商工業ノ拡張改良ヲ図ノレヲ以

テ主ナノレ目的トシ延テ物品ノ輸出入ヲ増進スルニ在ク」と，既存のものを倒置させるよう要請

した。第 2には内外商品の原料，半製品，見本をひきつづき収集するが，商品の原料や中間製

品も理解させ，製造工程で用いる機械雛形や関係する図書を備へて，生産工程の理解とともに

製造費，販売費，生産高なども明らかにし商工業の参考資料を提供できるような 「商工博物

館トモ称スベキ組織」に改めるよう求めた。つまり， 『興業輩、見」にある勧工列品所のような

性格をもっ機関に改組しようというのである。

さらに，商品陳列所をいっそう多くの人が利用できるよ うに陳列場の使用料を廃止し収入

の少ない広告料も同様に全廃することを求めた。そして， 「商工博物館」とするために図書部

を拡充して 「商工書籍館」とも称すべき一室を設けるよう提案した。もっとも重要な改革は，

国内の商工業を重視する姿勢から当然のこととして，分析試験場〈部〉の拡充をあげ， つぎの

ようにその意義を詳述していた。

分析試験部ヲ改善シテ簡易工業試験部トス府下数多ノ製造工場ヲ管理シ危険ヲ予防スノレノ

目的ニ向テ本府既ニ設備アリト雌トモ目下ノ 実情ヲ穿ツニ相当資格アノレ技師ヲ傭蒋シ居ノレ

モノ至テ少ナク学識欠乏ノ罪ニ坐シ不知不識ノ 内製造器械ノ寿命ヲ短縮ナラ シメ又当業家

ニシテ自家取扱ノ商品ノ性質ヲ知得セス府下工業ノ経済ニタミフ所アノレヤ大ナリ矧ンヤ泰西

摸倣的事業ニシテ時勢ニ随伴シテ技術上改進ノ実ヲ挙ケ得ベキヤ杷憂ニ堪ヘズ是レ:2jて所ガ

府下ノ公共投師ヲ以テ自任シ広ク無手数料ヲ以テ実業者ノ質義ニ応答シ工業ノ改善ニ資シ

及ヒ埋レタル遺利ノ拾収ニ努力セシ覚悟ノ本旨ニシテ傍ラ分析試験ノ依頼ニ応シ商品ノ価

値ヲ決定スノレ等前日ニ奥ナノレナカラシメントス

平賀は 「商工博物館」に改革する必要性を，所長在職中の経験として「工業ニ関スノレ相談及

ヒ質問実ニ千八百件ヲ超へ分析試験報告ヲ発送セノレ二百六十一分析供試品ノ数五百五十五件而

シテ商業ニ関スノレ相談及ビ質問ハ遁ニ之ニ及パズ」と L、う実態をまずあげていた。そして， こ
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のことから「当所ガ其設立当時ノ主旨ヲ充分ニ達、ン居ノレモノ ト認メ難ク而シテ当業者ガ之ヲ利

用スノレノ意向モ亦甲〈商〉者ニアラズシテ乙〈工〉者ニ傾向スノレコトヲ証スノレニ足ノレ」 として，

今回の規則改正の妥当性を主張し， 「当業者ノ所望ヲ充シ以テ商工業ノ進歩発達ニ稗益セシム

ル所アラン」と，新しい規則に希望を託している。

改正規則案は，以上の理由書につづく別冊に掲げていた。この提案は容れられ，新しい規則
00 

は明治30年4月1日付で実施された。

すなわち， 新規則の第 1款は， 旧規則が輸出入の促進を図るこ とに主体があったのに対し

て， 「本所ハ商工業ノ拡張改良ヲ図ノレヲ以テ 目的」とすると改正された。これに沿って「内外

国重要物産ヲ陳列シ又之ニ関スル新聞雑誌図書等ヲ蒐集シテ笑業者ノ参考ニ供シ兼テ工業上諸

種ノ調査及試験ヲ行フ所」と，その諸事業を規定した。

陳列業務に関しては，輸出品参考部 ・輸入品参考部 ・内国製産品見本部を外国品部と内国品

部とに再編成し，内外商品の原料 ・半製品 ・製品 ・製造機械の雛形を展示することにした。建

物に関しでも本館に外国品を，附属館に内国品を陳列するようにし各部の見本は積極的に収

集をはかった。

分析試験場（上申書では分析試験部となっていたが〉については，簡易工業試験部と改称すること

が提案されていたが，工業試験部と称することになった。そして業務内容も簡明に整理され，

つぎのように改められたのである。

第七款工業試験部

第二十八項 本部ハ広ク工業上ノ諮問ニ応シ兼テ化学商品及鉱物等ノ分析試験ヲ為シ以テ

府下工業ノ改進ヲ助長スヘシ

但本所ノ都合ニ依リテハ分析試験ヲ謝絶スノレコトアノレヘシ

第二十九項前項分析試験ノ依頼者ハ左ノ範囲内ニ於テ当所指定ノ試験料ヲ前納スヘシ

試験料

一試験料金参拾銭ヨ リ五円迄

一 精密多額ノ費用ヲ要スノレモノハ其実費ヲ徴収スヘシ

第三十項 実地工場ニ臨検シテ操業上ノ指教ヲ請ハントスノレ時ノ、其旨当所ニ申出ツヘシ

当時の分析試験室は僅かに18坪と狭睡で，それを工業試験部と改称するには実態との事離が

著しいことから，当初案では「簡易」を冠したと推測される。 削除したことは，当然、のことな

がら設備の拡充を考慮してのことと思われ，事実明治30年11月29日に開会された通常大阪府市

帥 『大阪府公報』，第1,253号，明治30年1月7日， 1～10頁。
新しい規則について，『大阪商品陳列所十年紀要』， 24～25頁に明治29年7月に規則を改正した旨の記

述とその規則の要旨が掲げられているが，この時期に規則は改正されていないし，ここに記載されてい
る規則要旨は平賀の提出した案である。

「簡易工業試験部」なるものが存在したことはない。 ところが問警の記述（24,110頁〉を， 誤って
踏襲したものも少なくない。たとえば前掲『府立大阪工業試験場報告J，第1回，「緒言」， l頁， 『同報
告』，第6回，「沿革J, 2頁など。
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部会において理事者から分析試験室新築費の予算案が提出された。ところが，常置委員は実地

視察をしたう えで現在のままで実用上差支なしとして削除してしまった。 これに対して，府当

局者からは「分析室ノ事ナノレがー追々分析ノ数モ増加シ来タリ将タ又位ノ進歩ニ連レテ分析

ノ事業モ進ミ且ヤ危険デモアリ・・・」と，原案の復活を求め，議員からも「劇毒薬ヲ始メ其他

種々ノ物ヲポ話〉フコト故今ノ処ニ置キテハ多少ノ害アル可、ン故ニ是レハ矢張原案ノ通リ別ニ建

築スル方宜シカラン」とい う賛成意見もあったが，結局は常置委員の案が通過してしまうので
ω 

ある。

このように分析試験業務に関しての理解は乏しかったけれど，この市部会ではかつて平賀の

給与が高いことで批判した立場を－ii去させ，かれに農商務省、商工局長就任の交渉があったこと

も影響してか，大幅な所長給の増額，さらに交際費の給付まで決めている。しかしつぎの明

治31年12月1日開催の通常大阪府市部会では，所長が農商務省照託として外遊するのに関連し

て，その職務に対して手厳しく批判している。創設期にある商品陳列所運営の難しさを示唆す

る一例といえよう。ともあれ， このときの通常大阪府市部会では，前年度否決した工業試験部

の新築についての予算案は可決している。

工業試験部建物は商品陳列所構内に新築することとし，明治32年4月1日に着工し，同年8

月末に完成をみた。費用はl,190円であった。新築の工業試験部は木造平屋建28坪で， 技師控

所兼応接所 ・分析室 ・天秤室・薬品室からなっていた。 旧分析試験室が分析室（8坪〉と薬品

室（10坪〉とあわせて僅か18坪であったのに比べると大幅な拡張といってよい。だが， 十分な

施設とは到底いえない。

雇用されていた技術者については，その推移を示す資料を欠くために詳細を明らかにするこ

とはできない。しかし，技手あるいは技術手とよばれた正規職員の数は2～3名ι少数であ

ったしこの少数の人材さえも確保が容易でなかったようである。明治33年末において，専任

の技術手は伊藤金吾（主任〉と石松尚喜の 2名， それに分析事務嘱託の池田久米（大阪工業学校

助教授〉をくわえ，合計3名にすぎなかった。

工業試験部（その前身の分析試験場〉の業務について見ると， 明治20年代は年間の分析試験数

制 『明治三十年十一月廿九日開会同十二月七日閉会通常大阪府市部会議事録』，10～11頁。なお， l菊
速する記録は同議事録を参照のこと。

(3$ 同上千五， 134, 15頁。
倒向上書， 94, 242頁。
帥 『明治三十一年十二月一日開会同年同月廿七日開会 明治対二年度通常大阪府市部会議事録 完』，

150～155頁。
制向上書，148～149,158～159］要。
帥 『大阪蕗品陳列所十年紀要』，111, 140頁。また同書の巻頭の平面図も参照のこと。

なお，費用は 『大阪府会史』，第2編，付属表。
旧分析試験室については『大阪商品陳列所報告』，第1号，陳列室縮図を参照のこと。

帥 「大阪商品陳列耳「「十年紀要』， 130～135頁。
明治33年末の職員については，向上書， 135～136J'{。

43 



技術と文明 1巻l号ω

が200件前後，鑑定は後半期になると約500件，それに説明教示が500件，合計して1,200件 ぐら

いである。明治30年代にはいると，全体数は増加しとくに工業試験部設備の新築 ・拡張後は

とくに著しかった（表－ 1）。これらの経費については明らかでないが，分析経費と分析料収入

はほぼ均衡を保っていたといえよう。しかし 大阪商品陳列所の経費からみると，分析試験業務

の占める位置はきわめて低かった（表ー2）。

ここで・扱われた依頼分析の対象は，開設

当初においてはすでに掲げておいたように

金属 ・鉱物 ・粘土・ rli1 ・さらし粉などであ

った。その後は取引き商品の増加などによ

って分析や鑑定などの件数が年とともに増

加していったことは表－ 1の示す通りであ

る。そして， このような実業界からの依頼

による分析試験や鑑定のほか，工業試験部

は「府下の公共技師を以て自任し絶へす

化学的研究を遂けて，弘く実業者の質疑に

応し，或は之を教示し，以て製造工業の改

表－1 大阪商品陳列所分析試験一工業試験部におけ
る分析試験 －鑑定 ・説明教示の各件数の推移

分析試験 鑑定 説明教示

明治24年 169 64 375 

25 216 92 349 

26 245 137 402 

27 103 600 459 

28 320 473 530 

29 195 475 511 

30 165 698 521 

31 178 802 671 

32 371 754 688 

33 270 498 576 

注明治24年は23年11月～24年12月，33年は33年l～11月。
出典． 『大阪商品陳列所十年紀袈』，112,117頁。

表－ 2 大阪商品陳列所経費 ・収入（決算額〉

経 費 j阪 入

~ 内技術手給 内分析費 1に't 計 内分析料

円 円 円 円 同
明治23年度 3,715.822 。 39.387 1,519.457 31. 600 

24 6,727.494 。 119. 595 1,998. 322 301. 300 

25 5,216.174 360.000 132.610 1,605.059 513.500 

26 4,846.632 360.000 210.519 1,269.374 552. 500 

27 21,069.143 360.000 380.748 1, 911. 372 400.000 

28 16,610. 127 408.666 437. 500 2, 991. 103 406.000 

29 11,965.433 351. 836 462.350 2, 341. 200 495.500 

30 13,348. 869 408.000 441. 802 1,665.253 458.500 

31 14,053.244 397.000 507.100 1,837.637 585.500 

32 15,425.775 1,606.512 470.000 

33 24,313.262 l,870.506 597.000 

34 24,519.434 1, 010. 308 546.600 

35 24,513.732 l, 151. 841 748.500 

36 25,010.034 688. 411 429.500 

l±..収入の明治33年度以降は使用料，空欄は不詳。
出典．明治23～32年度は『大阪商品限！列F肘咋ー紀要』，付表，明治34年。

明治33～36年度は『大阪府会史』．第2編，付属表，明治43年。

制 『大阪商品陳列所十年紀要」，112, 117頁，および付表，『大阪府会史』，第2f:布，付属表。
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良進歩を補佐するに勉めたり」と，自賛している。

とくに後者の事例として， ランプ用石笠の原料として国産の美濃赤坂の荏石の開発，ガラス

の着色法の改良，石鹸製造にさいして食塩精製法を奨励することによる品質改良，メッキ技術

の改良， ワニス油f製法の奨励，洋藍使用法の勧奨，マッチ原料の黄燐や骨躍の改良製造法の教

示，沃度製造法の普及，歯ブラシ用牛骨の漂白法の教示 ・奨励，ゴム製造法の改良と普及，油

類の精製法の奨励などが挙げられていて，みるべき効果をあげたといわれる。

なかでも，呑水石l検に関しては，その呑料についてはフランスから見本を購入して業界の参

考にしたものが多いし，外形 ・装飾についても改良を促がした。ワニス油については工業試験

部所蔵品をもとに製造するようになり，全国 1カ年間の総輸入量の半分を大阪府で製造するよ

うになったこ とを顕著な成功例としてあげている。

工業試験部の報告が大阪府下はもちろん関西の工業界に貢献した例は，磁石試験の結果をも

とに磯山採掘の予定を立てたこと，粘土の分析データをもとにセメント業者が適当な原料を選

択したこと，水質試験の結果をみて工場建設地を選定したことなどがあげられる。また肥料の

検定は，商取引きにおける価格の標準をきめるのに用いられ，ことに肥料の効力に関係するマ

ンガン試験は商談に先がけて工業試験部に持込まれるのが常’であったといわれる。

3.地方工業試験場の育成策

日清戦争後において3 政府は明治29年に官営製鉄所の官制公布や造船・航海両奨励法の制

定 ・公布などによって重工業を積極的に育成しはじめるとともに，貿易振興のための施策とし

ても貿易品陳列館を設立するなどの措置をとり，地方に対しても同様の商品陳列所や貿易館の

設置 ・拡充を奨励するよ うになった。そして懸案であった工業に関する試験研究機関の整備も

緊要の課題になってきていた。この背景には近代国家としての制度も整い，産業革命も一応の

達成をみて， 国際的にも承認さ’れるに至り，通商航海に関する改正条約の実施が明治32年7月

に迫ってきていたことである。

産業政策を担当する農商務省、では， 『興業意見』で提起されて以来の懸案であった農商工高

等会議を開催し当面する重要因策を諮問したのである。第 l回会議〈明治29年10月〉 では「海

外貿易ニ関スノレ事項」に諮問 ・建議が限定されており，第2回も審議事項の内容は前回のもの

を継承していた。 この第1・2回農商工高等会議における諮問が貿易問題を主要なものとして

いたことは，貿易品陳列館を政府が設置したこととも関係し，当時の関心の所在を浮彫りさせ

同 『大阪商品陳列所十年紀要』， 112～113頁。
帥向上書， 113～116頁。
制 『大阪府会史』，第1編， 155頁。
伸長商工高等会議に関しては 「第l団法商工高等会議議事速記録I～lIJ，「第3四段商工高等会議議事
速記録 I～E」，『明治前期産業発達史資料』，有！日巻27～30，昭和47年を参照のこと。
概要と意義は通産省編『商工政策史，第4巻，重要調査会』，商工政策史刊行会，昭和36年，3～51頁。
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たものといえよう。

農商工高等会議の諮問と審議にあたって， 日本の国際的な位置について共通した理解があっ

たといえ，それは第 1回会議における農商務次官金子兼太郎の報告演説で端的に見られる。金

子はまず最近10年間の産業の著しい発達を確認し，製品輸出 ・原料輸入による「工業ヲ以テ立

国ノ基」とすべきことを明確な方針として提示した。その うえで， 「先進国ニ向ツテハ美術，

工芸品，其他特有物産ヲ以テシ，劣等国ニ向ツテへ欧米カラ教へラレタ，器械製造品ヲ売リ

込ム」という「中進国」としての立場，つまり貿易においてはこの「二途」を採るのが適当な

ことを指摘していた。

貿易問題について審議が一段落すると，この工業立国のための具体策が問題となってくるの

は当然のこと といわねばならない。そこで明治31年10～11月に開催された第3回農商工高等会

議においては，帝国議会における重工業振興のための施策などの審議の進行とも関連して，い

っそう広範囲にわたる産業問題を諮問 ・審議できるよう規則を改正した。 そして外資輸入の

件，貨幣制度改革にともなう貿易の件，工場法制定の件などと並んで，工業技術の振興に欠か

せない試験研究機関の件を諮問したのである。それは「中央工業試験所設置ノ件」および「地
田

方工業試験所国庫補助法制定ノ件」であった。

ここには国家が自 らのイ ニシアティヴのもと，試験研究体制の整備をはかろうとする積極的

な意図が表明されていたのである。 そのさい当時の圏内工業が「概ネ旧慣造法ニ依リテ今日ヲ

致セノレモノニシテ其ノ規模未タ大ナラス其ノ操作未タ完カラサノレノ憾アリ」という認識のもと

に， 「之ヲ改進スルノ策学理ヲ応用シタノレ技術的試験ヲ施行スノレヨリ急、ナノレハナシ」として？

「中央ニ於テ工業試験所ヲ設立シテ諸般ノ試験ヲ施行スノレト同時二重要工産物ノ生産地ニ在テ

ハ各地特別ノ事情ニ応シ梢々低度ノ試験ヲ施行スル所ノ機関ヲ設立シ彼此相待ッテ一国工業ノ

基礎ヲ輩固ニシ物産改善ノ実蹟ヲ挙ケシメントス」という，きわめて明瞭な方針を提示してい

たのである。つまり近代科学を絶対視し，限りない信旗のうえに構築された施策であり，国立

（農商務省所管〉の 工業試験所の創設とそれを頂点にして全国的に地方試験場を配置すること

で，工業技術の振興を図ろうと いうのである。 これら両諮問案は可決された。

すでに述べたように，産業技術振興の施設として商品陳列館を設けた農商務省、が工業試験所

の創設を企てたことは，いわば両者相まって技術振興の効果を発揮させようとする前田正名の

構想の具体化にほかならない。しかも，農商務省直轄機関の設置は，地方における同様の機関

ないし施設の設置を勧奨するための措置で、もあった。

このような状況のなかで，とくに商品陳列施設において先行していた大阪商品陳列所が関西

帥 「第l回虫商工高等会議議事速記録 IJ, 23頁。
帥 「第3回農商工高等会議議事速記録E」， 14～20,44～55, 426～455頁。

「地方工業試験所国庫補助法制定ノ件」の諮詞理由の文章は， 15頁と430頁との間には一部文章の違
いがある。 以下では前者によった。
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における産業奨励機関として，国立機関の機能を地域面と商業・工業の振興において一部代替

さえしていることを理由に，明治32年 5月に大阪府知事菊池侃二は農商務大臣曽禰荒助に同所
叫

に対する国庫助成を陳情したのである。その結語部分は当時の大阪商店1陳列所の役割と実情を

簡潔に示すもので，つぎに引用しておこう。

抑モ右陳列所ハ木府ノ設立ニ係ルト難 トモ其効果ヲ受クノレモノ ハ単 リ大阪市民ニ止ラスシ

テ関西地方一帯ハ直接ニ間接ニ其効果ニ浴セサノレハナシ則チ此陳列所ヲ以テ関西ニ於ケノレ

実業奨励ノ一大機関ト去lフモ決シテ過言ニ非／レヘシ然ラハ則チ政府ニ於テモ之ヲ補助セラ

ル 、コト当然ニシテ其効果ハ汎ク関西地方ニ普及シ国家実業奨励ノ本旨ニ協フモノト云フ

ヘシ若夫レ前述壱万円ノ補助ヲ得ノレニ至レハ標本j府入／区域ヲ広シ雑誌報告額ノ数ヲ増シ

奨励ノ機関ヲ完備シ以テ大ニ商工業者ノ便投ヲ計ノレヲ得ヘキナリ

大阪商品陳列所既往ノ 三ヶ年間実況ヲ挙レハ来偶者平均四万六千三百八十人特ニ所長ノ意

見ヲ叩キ又ハ其説明ヲ請フ者管内平均八千八百七十八人管外平均二千九百九十二人内外商

況弁ニ取ヲ｜ニ就キ調査ヲ依頼セシモノ管内平均三千九十八人管外平均千六百七十人庶務ニ

於テ商品見木ニ関スノレ説明ヲ請フ者管内平均四百二十七入管外平均三百八「卜四人外国I払模

造ノ為メ本所参考品ノ分与及貸与数平均d六百六十一種工業試験部ニ於テ商品ノ分析ヲ依頼

セシ者管内平均百八人管外平均七十二人製造品ノ鑑定及製法ヲ請フ者管内平均四百三十五

入管外平均二百二十三人以テ其効果ノ及フ区域ヲ推察スノレニ足ルヘシ而シテ右陳列所ノ経

費ハ一ヶ年僅ニ壱万余円ニ過キス若シ政府ニ於テ更ニ補助ヲ与へラノレ与ニ至ラハ前陳ノ趣

旨ヲ以テ其組織ヲ改良シ規模ヲ拡張、ン得ノレヲ以テ其効果ヲi曽大ナラシムノレコト著シカノレヘ

シ仰キ希クハ政府ニ於テ前｜旅ノ利害ヲ調査セラレ特ニ毎年壱J万円ヲ補助セラレンコトヲ別

紙予算書ヲ添へ此段及申請候也

農商務省、ではこの要請を容れ，第14帝国議会 （明治32年11月～33年2月〉に大阪商品陳列所に対
制

する国庫補助金年額 1万円を計上した予算案を上程し，協賛を得た。そこで農商務省、では明治

33年 3月四日付で大阪府に命令書を交付し，以降4カ年聞にわた り国庫助成を笑施した。 当時

政府の勧奨で数多く設立がみられた各地の商品陳列所のなかで，大阪商品陳列所がきわめて充

実した機関で，しかも特異な地位を占めていたことを認めたう えでの措置で， 命令書はその第

1条において国庫補助金支出の 目的を， 「事業を改良拡張」することで「関西地方に於ける実
同

業奨励の機関として其効用を全からしめんが為め」と述べていた。

と同時に，この国庫助成が審議された第14回帝国議会で農商務省所管’工業試験所の設置予算

案も協賛されていることから，農商務省としては地方工業試験場に対する国庫補助の先例をつ

制 「大阪商品陳列所ニ補助金下附ノ義ニ付申詰」，大阪市立大学図書館歳。
倒 『第14回帝国議会衆議院予算委員会速記録』，第4科，第2号，明治32年11月29日，3, 14～15頁。

「主席14回帝国議会j＂（族院予算委員第 5分科会議事速記録』，第1号，明治33年1月15日， 1, 4頁。
伺 『大阪商品陳列所 1－年紀要』，26頁。
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くる意味をもあわせてもたせていたといえるのではなかろうか。 この理由として， 大阪商品陳
同

列所では工業試験部の占める地位が大きかったからである。さらにはつぎに述べる ように地方

工業試験場に関する幾商務省の規程が翌34年 2月には制定・公布されているからでもある。

国庫助成を受けることになった大阪商品陳列所で、は， 明治33年 7月に規則を 改正して， 事 業
同

の充実をはかっていった。すなわち，情報の入手がいっそう重要になった ことを考慮して調査

部を設置し陳列部門は外国品部と 内国品部とを統合して簡素化した。 このようにして， 大阪

商品陳列所は貿易の促進 とともに商工業の奨励にいっそう重点を置き，しかも東京の商品陳列
同

館に対置される関西の機関として，その機能を拡大させていくのであった。

懸案であった農商務省所管工業試験所は明治33年 6月に発足し，翌34年 2月に府県郡工業試

験場及 ヒ府県郡工業講習所規程（浪商務省令第l号〉が制定された。後者は地方工業試験場 ・工

業講習｝所が府県郡に よっ て設置され，一定水準の施設や技師を もち，事業の継続を保証するよ

う要請し これ らの事項を所管の農商務大臣に報告 ・認可を受けることを求めていた。 同時

に， それは規範を提供し，各地に工業試験場 ・工業講習所の普及を促がす措置でもあった（明

治34年12月6日付農商務省令第11号によって，このま見程の郡のつぎに市を追加した〉。

先の第3回農商工高等会議における諮問と答申は地方工業試験場に対する国庫補助法の制定

を求めるものであったが，上記の農商務省令はそのための対象を明確化する意味を，また同時

表－3 府県郡市工業試験場（明治45年6月調〉

場 所 名

福島県工業試験場

福井県工業試験場

愛媛県工業試験場

京都市陶磁器試験場

大阪府工業試験場

京都府織物試験場

山梨県工業試験場

静岡県工業試験場

広島県工業試験場

岐阜県工業試験場

三重県工業試験場

香川県工業試験場

滋賀県能登川工業試験場

滋賀県長浜工業試験場

事業の種類

織物 ・製糸

織物

染織

陶磁探

工業用原料 ・製作品の
鑑定其他試験検定分析

染織

染織

漆探 ・紙 ・染織

染織

染織

染織 ・一般工業

醤油製造

染織

染織

設立年月

明治34年5月

35年4月

36年 2月

36年4月

36年 9月

38年9月

38年12月

初年3月

40年4月

42年3月

42年 4月

43年4月

44年 2月

44年2月

倒帝国議会の審議にさいしての政府委員の答弁をみよ。注倒参照。

注 l田明治39～44年度の聞に廃止
されたものは，群馬県・茨
城県の両工業試験場。

2.設立年月は正しくは農商務
省の認可年月である。

出典．生産調査会編 『工業ニ関ス
ノレ施設使概』，大正元年，
26～28頁。

伺 『大阪商品陳列所十年紀要』， 27～33頁。ただし， 規則改正の日付は誤っているので，正しい日付と

内容はつぎのものを参照せよ。

『大阪府公報』，第1,606号，明治33年7月19日， 1～9頁。

伺 『大阪商品陳列所十年紀要』， 96～97頁。
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にもつものであったことはいうまでもない。国庫補助についてはようやく 日露戦争後の第22帝

国議会（明治38年12月～39年3月〉 において産業試験費講習費国庫補助法案として上程され，協賛

を得るとともに，必要な経費の予算案もまた協賛されることで，明治39年度から国康助成が開

始されるに至った。

以上のようにして明治30年の第3回世商工高等会議に提出された 2件の諮問案件に示されて

いた構想は，約10年聞かかって実現をみたので、ある。しかし，当初案とは異なり，独立した地

方工業試験場 ・工業講習所国庫補助法として単独立法するだけの客観的条件はまだ熟成してお

らず，既存の府県農事試験場国庫補助法を廃止しその内容を拡張することでようやく成立に

漕ぎつけたのである。しかも国庫助成金額も，農商工高等会議に諮問したときの半分の年間僅

か5万円を予定していたにすぎなかった。 これさえも協賛された明治39年度予算においては
例

15,000円と，さ らに減額されていた。

地方工業試験場 ・工業講習所の規程が制定されてから農商務大臣の認可をうけた，つまり制

度的にも経済的にも基礎の確実なものが，この明治39年に9カ所にまで増加していたことは，

上記規程が地方に試験場 ・講習所を普及させるのに一定の勧奨的役割を演じたことを裏付ける

ものである。また逆にこのような措置で地方にまで工業試験場が設置されうる社会的条件も

先の商品陳列所の普及などとあわせて，かなり成熟していたことを同時に示唆するものといっ

てよい。

4. 府立大阪工業試験所場の設置

日清戦争後の戦後経営は工業界の著しい拡張をもたらし，大阪商品陳列所工業試験部におけ

る分析 ・鑑定などの依頼業務は設備の拡充もあって， この社会的要請に応えて増大していっ

た。ところが，設備の狭院さと人員不足が痛感されるようになり，施設が不完全なために一般

工業界の期待に応えることが困難な状況を招くようになってきた。 しかも，関西において国立

試験研究機関を欠いたことは，その代替機能さえも要求された。政府自身は，すで、に述べたよ

うに浪商工高等会議の第 3回会議の諮問と答申をもとに，国立工業試験所の設置，地方工業試

験場規程の制定，地方工業試験場国庫助成の開始と，時聞をかけながらも施策を具体化してい

たのである。同時に工業試験を含めて技術振興のための国立施設を関西に欠いたことから，大

制府県郡工業試験場及ヒ府県郡工業講習所規程（明治34年浪商務令第l号〉の制定から産業試験資講習
"!{1.i国庫補助法の制定に至る過程は，生産調査会編 ・刊r工業ニ｜共同ノレ施設使概』，大正元年，25～39頁を
参照。

『第22回帝国議会衆議院議事速記録』，第3号，明治39年1月26日， 19～20頁。
『第22回帝国議会衆議院産業試験強講習費国庫補助法案委員会会議録』，第1回，明治39年1月26日，

l頁，同，第2回，明治39年1月29日， 3～4頁，同，鈎3回，明治39年2月2日， 5頁。
『第22回帝国議会貴族院議事速記録』，第7号，明治39年2月14日， 92～93頁。
『第22回帝国議会貴族院産業費都習費国庫補助法案特別委員会議事録速記録』， 第1号， 明治39年2

月15日， 1～2頁，同，第2号，明治39年2月16日， 3～10頁。
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阪商品陳列所工業試験部がその機能を一部代替していることを追認するかたちで国庫助成を実

施していた。

このような状況にあったときに制定された地方工業試験場に関する規程，さらにさかのぼっ

ての第 3回農＝商工高等会議における地方試験場国庫助成法制定における審議より推測すると，

地方工業試験場の性格は中央工業試験所に対して各地の特産物を中心にした試験を実施する機

関で， しかも低度の内容をもつものと考えられていた。事実， 各地の工業試験場は製糸，織
同

物，陶磁器などの伝統産業技術を対象とした機関で，この傾向はその後も続くのである。この

なかで例外的な存在であるのが大阪商品陳列所工業試験部で，それは政府が想定していた地方

工業試験機関とは異なる性格をもっていた。地方，東京の工業試験所とは，出自より性格を奥

にし，規模で劣るとはいえ，事業内容や機能で共通点が多かった。

農商務省が制定した規程による工業試験場を設置しようとする動きが生れるなかで，大阪も

また例外ではなかった。この件について大阪府理事者は早々に調査を開始し，府会でも工業試
同

験場設置についての希望がだされたといわれる。

明治34年12月12日に聞かれた通常大阪府市部会において，農商務省、令による府立工業試験場

設置の意見書が有志議員から提出され，動きは本格化したのである。 この意見書案をつぎに掲
削

げておこう。

大阪府立工業試験所設置ニ関スル意見書案

今ヤ国家経済不振ノ 11寺ニ当リ一日モ忽ニスベカラザノレモノハ商工業／改良発達ヲ図ルノー

τ！下ナリトス商工業ニシテ萎廊振ハザランカ国家経済得テ健全ナノレ能ハザルナリ而シテ我国

商工業ハ未ダ幼稚ノ域ヲJltr.セズ殊ニ工業ニ於テハ英ノ学識ニ於テ其技術ニ於テ其機械ニ於

テ大ニ欠クノレ所アノレヲ免レズ是レ其輸出的工芸品ノ製造未ダ盛ナラザノレ所以ナリ即チ之ヲ

補成シ整備スルニアラズンパ我商工業ノ改良発達ハ得テ望ムベカラザノレナリ而シテ之ヲ補

成シ之ヲ整備セントスノレヤ固ヨリ実業教育ノ力ニ侠タザノレベカラズト難モ今ヤ当業者ノ経

営シッ 、アル各種工業ヲシテ急速ナノレ発達ヲ成サシムノレニハ工業試験所ヲ設ケ其欠点ヲ目

前ニ補充シ其事業ヲ助成シ以テ之ヲ保護奨励スノレノ急務タノレヲ認ム疎ニ我大阪市ノ 如キ王

業地ニ於テ最モ然リトス故ニ本年決商務省令第一号ニ依リ明治三十五年度ニ於テ大阪府立

工業試験所ヲ設置セラレンコトヲ切望ス

右府県制第四十四条ニ依リ意見呈出候也

明治三十四年十二月十一日

伺 『工業ニ関スノレ施設梗概』， 30～37頁。
伺 『通常大阪府市部会速記録』，第5号，明治34年12月12日， 4～5頁。

この経緯を明らかにする史料はいまのところ見出せなかった。
なお，平賀義美が工業試験場の設置にあたってどのように関与したかは詳らかではなし、。 『平賀義美

先生』も この点にはほとんど触れていない。
帥 『通常大阪府市部会速記録』，第5号，明治34年12月12日，l～2頁。
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大阪府市部会議長藤井平治郎

大阪府知事菊池侃二股

先の；段商工高等会議における諮問理由と同じように，工業改良策の有力手段として工業試験

場を位置づけ，その設置を主張していた。しかしすでに指摘しておいたよ うに， 大阪におけ

る工業試験場には他のものと異なり，工業一般を対象に，かなり高度な水準をもつことが要請

されていて，農商務省、の構想から食み出した内容をもつものになることが予想された。そのう

え，好況のもとで，戦後経営の一環として積極策の立場で発想されたのとは違って3 一転して

の「国家経済不振ノ時ニ …商工業ノ改良発達ヲ図／レ」ための拍、置として提案されていること

は注目してよかろう。

答弁に立った知事菊池侃二はこの件について前の市部会でも希望がでfこことだし，同感なの

で，大阪商品陳列所構内に工業試験場を設けることが適当であるとして，経費をも含めて検討

していたことを，明 らかにした。経費の点では特別問題はないが， 市財政が年一年膨脹してし、

ることでもあるので，今年度は実現が無理であるとした。そして，意見書案の趣旨に賛成し，

早晩希望を達成するようにしたいと述べた。

大阪府の関係者による検討は直ちに開始されたようで，翌35年11月通常大阪府会市部会に建

設費24,750円82銭が上程された。 この聞の経過を明らかにする史料は管見のところ， 知らな

い。この案は議決された。建築用地は大阪商品陳列所構内と定め，明治36年 6月に着工し，同
制

年9月に完成した。

府立大阪工業試験場は，工業試験官llの財産を引継ぎ，新築の建物とあわせて，発足すること

とした。並行して，工業試験場運営のための諸規則が作成され，所管の農商務省、に認可を申請

した。

以上のようにして，通常大阪府市部会において意見書が採択されてからおよそ 2年後の明治

36年10月l日，府立大阪工業試験場は設置された。そして同日付で農商務省令の規程により認

可を得ている。

府立大阪工業試験場に関して，規則（明治36年10月1日大阪府告示第204号〉第 1条は「工業上ノ

改良発達ヲ図ノレ為メ製作技術ニ関スノレ調査若クハ試験ヲ行ヒ併セテ当業者ノ依頼ニ応シ工業上
制

ノ諮問応答及ヒ鑑定検定試験分析等ヲ為ス」ところと規定していた。この規則をみると明らか

なように，それは農商務省令府県判市工業試験場及府県郡市工業講習所規程に掲げてある目的

とは同じであるが，その業務で、は巡回講r話や工業見本！日の配布といった項目はなく，そのため

に国立工業試験所に近い業務内容のものとなっていた。これを敷街して， 『府立大阪工業試験

制向上書，4～5頁。
伺向上書，第2号，明治35年11月20日， 2頁。

『大阪府会史』，第2編，102頁。
伺 『大阪府公報』，第l,918号，明治36年10月1日， 3～8真。

51 



技術と文明 1巻1号ω
同

場報告J，第 l回（明治38年3月〉は，巻頭の 「緒言」でつぎのように述べていた。

抑モ大阪ノ地タノレ古来商工業ヲ以テ著ハレ殊ニ近年ニ至リ欧米文物ノ輸入ニ伴ヒ益隆盛ヲ

致シ全国中枢ノ地タノレニ致レリ融テ商工業者ノ現状ヲ見ルニ其一部ハ．完全ナノレ設備ヲ有シ

相当ノ学識アノレ技術者ヲ鴨シ改良研究ニ従事シ或ハ製品ノ証明ヲナシテ需要者ノ満足ヲ謀

ノレ等ノモノナキニ非ザレトモ又只目前ノ経営ニ忙シクシテ此等ノ余地ナキモノア リ或ハ単

ニ価格ノ低廉ノミヲ事トシ粗製滋造ノ結果需要者ノ信用ヲ失スノレモノアリ或ハ旧慣古法ヲ

墨守シ商品ノ品位ヲ認定ニ止メ学理ニヨリテ正確ナノレ判定ヲ ナサマノレヲ以テ往々紛争ヲ来

スノミナラス時ニ新製ノ物品ニ対シテハ全然認定ニヨノレコト能ハザノレヲ以テ意外ノ損失ヲ

蒙ノレモノアリ此他資本家ノ事業ヲ企画セント欲スノレコトアルモ学術ノ素養ヲ欠クカ為ニ資

ヲ抱ヒテ空シク岐ニ迷フモノ少々ニアラサルナリ

本場ハ此等ノ補助機関ニシテ其主限トスル所ノ、当業者ノ依頼ニ応シ或ハ材料及ヒ製品ノ品

質ニ対シ確乎タノレ証明ヲ与へ或ノ、製造法ニツキ改良意見ヲ述へ或ハ事業企図ノ調査協議ニ

応スノレ等専ラ学理的研究並ニ試験ヲ行ヒ以テ製造工業ノ改良進歩ヲ謀ラン トスノレニアリ

ffifl~然当場ハ創立以来日猶浅シ而シテ工業ノ種類ハ千態万状ナリシカモ学理ト共ニ日ニ月 ニ

進歩シテ止マズ｜浪リアノレノ経費及設備ヲ以テ当業者ノ要求ヲシテ遺憾ナカラシメントスノレ

モ時ニ隔靴掻庫ノ l漢ナキ能ハサノレナリ故ニ期ヲ侯チ漸ヲ追フテ完成ノ域ニ進マントス若シ

夫レ検定法分析法試験法等ニシテ己ニ設備ヲ有スルモノ ニ至テハ其成蹟ノ精確ナノレハ当場

ノ確信スノレ所ナリ藍ニ第一回報告ヲ上梓スノレニ当リ柳カ当場ノ目的ヲ述べ緒言トナスト云

爾

すなわち，府立大阪工業試験場は，他の地方工業試験場のように伝統産業技術を対象に試験

する機関ではなく ，近代工業に関する試験研究を行う異色の機関であり，それは同時に東京の

国立工業試験所と同等の性格をもって対11啓する試験研究機関であったといってよい。そのさ

い，事業の内容や規模においては，両者のあいだに少なくない較差があったことはいうまでも

ない。

おわり に

府立大阪工業試験場の事業は，大阪を中心にした工業界の発展にともない利用者が増加し，

それに応じるために設備を拡張 ・整備し，経費 ・人員の増大となり，さらには対象領域の拡大

とともに研究活動の重視へと移ってし、く。そしていっそうの拡充は国立への移管，つまり農商

務省大阪工業試験所に結果する。この府立大阪工業試験場時代については稿を改めて検討する

ことにしたし、。

その前史といえる府立大阪商品陳列所分析試験場一工業試験部の時代を通観しながら大阪工

制 「府立大阪工業試験場報告』，第一l回， 「緒言」，2～4頁。
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業試験場をみると，東京の農商務省、工業試験所と対比したとき，その誕生の基盤における大き

な差異をまず指摘しておかなければならない。後者が政府の殖産興業政策の展開のなかで農業

を含めた一次産業を重視した！！！：商務省の政策を反映して地下資源の調査 ・利用の一環と しての

化学部門から発展したのに対し，大阪工業試験場は貿易を重視して時代の最先端にあった商品

陳列所の事業のーっとして商工業育成をはかるための部門として誕生したことである。

この性格の違いはまた，国立工業試験所が国家の要請に応じた試験が中心で、あったのに対し

て，大阪工業試験場は大阪を中心にして，関西の商工業者の要請に応じて事業を展開させた点

でも見られる。 このことはとくに外部から依頼される分析や鑑定などの件数の差異に反映さ

れ，後年の大阪工業試験場における依頼件数は国立工業試験所を圧倒するものであった。

大阪が日本工業の中枢としての地位を独得していったことは，大阪商品陳列所工業試験部の

性格をいちだんと国立工業試験所（ないし前身の地質調査所分析課〉の性絡に近づけて行かずには

おかなかった。大阪工業試験場としての分離 ・独立はこれに向けての第一歩といってよい。し

かし大阪府と政府との間にある財政面をはじめとした懸隔，とくに中央集権的に教育機関の

整備をも含めて東京が先行していたこともくわわり，両者の較差を生んだことは否定できな

い。そして，その差を埋めるものが大阪商品陳列所に対する国庫助成といってよかろ う。

国家が支援して大阪に工業試験研究機関を設置し産業振興を分担させる構想は，地方工業

試験場に対する規程や国庫補助一般のなかに解消されてしまうが，すでに大阪商品陳列所工業

試験部の時代からもっていた特異な性格は，それをいっそう明確にすることを誕生したばかり

の大阪工業試験場にも要諾し，東京の工業試験所との較差解消を重要な課題とさせたといって

よし、。 この具体的展開のはじまりが，府立大阪工業試験場の発足でもあったのである。 しか

も国家としての試験研究体制の整備を進めるための重要な第一歩でもあったことはいうまで

もなかろう。

Nation’s Technological Policy and Industrial Laboratories 

一一一theFoundation of the Osaka Prefectural Laboratory for Industry一一一

by 

Chikayoshi KAMAT ANI 
(Toyo University) 

One of the measures th巴巴arliestMeiji Governm巴nt巴mployed,in attempting to mod巴rnize

domestic industries through the introduction of Western European technology, was to found 

in Tokyo a national commercial museum and an industrial laboratory for the technical 

improvement and development, and to encourage founding of prefectural institutions having 
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similar functions. Th巴 originalplan th巴reofwas prepared already in around 1884 by the 

Ministry of Agriculture and Commerce then in charge of the industrial policy. There were, 

of course, turns and twists b巴forethe plan was carried through, owing to political and 

economic circumstances of the day. 

Osaka Pr巴fectur巴，standingon a par with Tokyo as one of the centers of commerc巴and

industry in Japan, laid the foundation of the Osaka prefectural Comm巴rcialMuseum in 

1890, ther巴bypromoting foreign trade, and, at the same time, inaugurated, in the chemical 

laboratory installed in the Museum, the s巴rviceof quality t巴stsof corn.modi ti巴sand industrial 

materials as W 巴IIas technical guidances for private enterprises. To cope with the still 

immature stat巴 dom巴sticind ustr允s,the regulations of the Museum were altered in 1897 

so as to make the promotion of industrial technology its main business, and an industrial 

laboratory division was set up therein by enlarging the existing laboratorial facilities. 

The Governm巴nt,too, worked out, in 1898, a plan for founding a government-controlled 

industrial laroratory in Tokyo and subsidizing prefectural industrial laboratori巴s. The 

National Laboratory for Industry, Tokyo, was founded in 1900, and th巴 nationalsubsidy 

act for pref巴cturallaboratories was巴nacteclin 1906. 

In th巴 meantime,the Osaka Pr巴fecturalCommercial Museum had succ巴巴dedin being 

sulコsidiz巴dby the National Treasure through a sp巴cialtreatment by 1900. Then, with the 

faciliti巴sof the industrial laboratory division of the Museum and those of a newly installed 

laboratory, th巴 OsakaPrefectural Laboratory for Industry was巴stablishedin 1903, and, 

of course, was to be subsicliz巴dby the said act from 1906 on. 
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