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おわりに

は じめに

産業政策を担当する中央官庁である農商務省が大阪工業試験所を設置したのは，第 l次大戦

末期の大正 7年 5月15日のことである（勅令第140号〉。 これは突如と して実現したわけではな

く，前史と して府立大阪工業試験場，さらには府立大阪商品陳列所分析試験場一工業試験部の

時代があった。府立大阪商品陳列所の時代についてはすでに検討したので，今回はそれにつづ

く府立大阪工業試験場の時期（明治36年～大正7年〉を採りあげることにする。

この府立大阪工業試験場としての15年間の歴史に関しても，それに先行する大阪商品陳列所

時代と同様に，研究対象と して考慮されておらず，検討されていなかったといってよい。そこ

で工業試験場と しての施設の整備や事業展開の過程を明らかにする作業からはじめることにす

る。そして，この試験研究活動の拡充，それに試験研究体制の国家的整備という要請とが相ま

って，国立移管が論議され，第 1次大戦を契機にして現実化される過程を解明していきたい。

そのさい，国家政策との関連をつねに配慮しながら検討するよう努めた。

1. 府立大阪工業試験場の整備と事業展開

明治36年10月1日に発足した府立大阪工業試験場の施設は，当初は大阪商品陳列所の工業試

* 1985年9月6日受理，化学技術，研究機関，大阪，明治一大正，国家政策
料東洋大学経営学部
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験部から引継いだ事務室と分析室，それに 表－ 1 府立大阪工業試験場の主要建造物の推移

新築した試験室とからなっていた。欧米に

発注していた試験用機械が到着し，据付が

完了するのは，明治38年である。技術者も

この時期に数名が増員されている。このよ

うにして，商品陳列所時代の化学的分析に

くわえ，機械的な各種試験も実施できる設

備と人材を揃えた体制がで、きあがった。

平賀義美は府立大阪工業試験場の発足と

ともに場長事務取扱者に任命され，指導を

続けている。しかし府当局との関係が円滑

であったとはし、し、難く，平賀は翌37年 3月

31日付でブ亡阪府工業顧問，府立大阪商品陳

列所所長，それに府立大阪工業試験場場長

事務取扱者を辞任している。後任には翌4

月1日付で平田専太郎が府立大阪商品陳列

所所長兼府立大阪工業試験場場長に任命さ

れ，事業を軌道にのせていくのである。

日露戦争とその後における工業の展開

で，府立大阪工業試験場の利用者は増加

し 試験や分析などの依頼件数は急増して

いくし場内の試験研究項目も多様化し，

設備は狭陸となった。そこで，設備増強の

ために明治40年11月22日～12月21日の大阪

府市部会において，府立大阪工業試験場に

関して 「近来工業試験ノ事柄ノ増加致シタ
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出典回 『大阪商品陳列所十年紀要』，および 『府立大阪工
業試験場報告』，各回。

表－ 2 府立大阪工業試験場費（決算〉

経常部 臨時部 合計

明治36年 3, 410円 20,679円 24,089円

37 9, 376 8, 926 18, 302 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

大正 2

3 

4 

5 

6 

7 

10, 775 8, 131 18, 906 

12,769 1,300 14,069 

18, 332 - 18, 332 

18, 883 8, 600 27, 483 

19, 211 409 19, 620 

18, 655 38, 641 57, 295 

48, 729 108, 955 157, 684 

45, 736 14, 319 51, 055 

50, 460 13, 253 53, 713 

43, 596 43, 696 

14,595 

8, 511 

14,572 

61,647 

45,858 

59,430 

16,951 

39,163 

60,553 

67,941 

31, 623 

100, 810 

出典． 『大阪府統計書』，各年次版。

ガ為ニ，只今ノ現状デハ到底是レガ処理ヲ為ス コトガ出来マセヌ」ということが理由としてあ

げられ，分析室の新設および同場の模様替えが求められた。そして分析室の新築その他建設費

6,480円および同場模様替費2,130円16銭，計8,610円16銭の予算案が可決されたのである。新

しい分析室（平屋木造印坪〉は明治41年9月に起工し，同年11月に竣工をみた。このとき，旧分

(1) 府立大阪工業試験場編・刊『府立大阪工業試験場報告』，第6回，大正2年，「沿革」，2～3頁。
(2）秋山広大著 ・刊 『平賀義美先生』，昭和9年， 152～164頁。
(3) 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， 25～26頁。
μ） 『通常大阪府市部会速記録』，第2号，明治40年12月10日， 6～7真。
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析室を改造して事務室と し，旧事務室〈平屋木造28坪〉を改造してセメント試験室とするなどの

模様替えも実施し， 工業試験場の面白を一新させている。

この間の明治39年度より産業試験費講習費国庫補助法による助成を受けはじめている。初年

度はl,300円であったが，40～43年度は3,000円， そして44年度には5,000円になった。そして，

国庫補助金によって府立大阪工業試験場は試験用機械類を購入し，施設の整備を進めた。

府立大阪工業試験場がその設立にあたって建設した試験室に明治36年10月から38年末までの

聞に据付られた試験用機器類は，金属 ・紙 ・布 ・糸・ セメントなどの各種材料を対象にしたも

の50点で，その総額はおよそ19,500円に達している。これらはすべて輸入品であった。明治38

年度に海外に発注し 39年度に到着した試験用機械器具類は10数点，価格にして約2,600円で

あった。 またこの明治39年度には国庫補助金1,300円をも ってガス発動機， 金銀試金用ガス炉

などを輸入しているが，国産機器も購入している。

明治40年の通常府会で予算が採択され，新築をみた分析室は，一般分析室，容量分析室，特

別分析室，天秤室，燃焼室，暗室，試金室，硫化水素発生室の8室に区画されていて， 分析業

務の実施にあたってきわめて便利になったといわれる。そして明治40年度における国庫補助金

3, 000円は，高熱測定器，化学用天秤，改良計算器，試金用熔鉱炉， 白金柑塙など， もっぱら

化学用器具の購入にあてられている。

表－3 府立大阪工業試験場における分析等依頼件数及収入

分 析 試 験 検定 鑑定器具機常跡 封証繊及印

件 円 判一 阿 判 円 判 円相円 件円 件円
明治36年 111 3 ー

37 281 L 053 84 128 31 13 11 26 1 1 

38 316 1,302 107 158 175 56 182610 9 

39 729 3.077 466 639 172 87 42 85 11 25 

40 908 3. 468 L 012 L 249 126 114 99 148 52 82 

41 805 2, 924 L 321 L 486 145 79 128 158 11 11 182 18 

42 603 2, 401 2. 868 2. 978 250 169 92 116 10 12 228 23 

43 2. 815 2. 601 2. 278 2. 093 821 306 128 162 1 1 185 19 

44 644 2. 593 2. 924 2. 851 781 463 78 86 - - 112 11 3. 880 349 

45 726 2, 685 5, 247 3, 931 L 184 675 89 117 10 12 158 16 4.186 347 

大正2 L 017 3. 742 6, 534 5, 320 1, 294 900 113 167 23 54 250 26 2, 910 223 

3 L 320 5, 039 6, 640 5. 297 1, 782 L 094 82 153 44 68 472 47 2, 073 112 

4 L 673 7. 389 6.121 5, 083 L 924 L 128 394 309 62 95 583 59 1, 957 98 

5 3, 142 13. 929 5. 065 5, 846 1. 756 L 391 138 306 75 73 789 82 2, 049 103 

6 3, 008 12, 722 5, 379 6, 909 L 420 983 133 348 60 80 645 67 L 729 87 

出~. 『府立大阪工業試験場報告』，各回。

(5) 『府立大阪工業試験場報告」，第6回， 「沿革」，3頁。
(6) 生産調査会編・刊 『工業ニ関スノレ施設梗概」，大正元年，28頁。

「府立大阪工業試験場報告」，第3回，明治40年，122～124頁。
(7) 向上告，第2回， 明治39年， 92～102頁。
(8) 向上書，第3回， 120～124頁。
(9) 向上書，第5回，明治42年，102～104頁。
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合 計 諮問

件 円 件

114 79 

408 L 220 346 

626 l, 550 478 

l, 420 3, 913 613 

2. 197 5. 060 728 

2. 602 4, 676 804 

4. 051 5. 705 

6. 238 5.182 

8, 419 6. 353 

lL 600 7. 781 

12. 149 10. 432 ー

12. 413 11. 809 

12. 717 14, 162 

13, 054 21, 729 ー

12. 374 21, 195 
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表－4 府立大阪工業試験場対する分析等依頼件数（地方別〉

北海道北 除大大阪阪府市近畿 朝台鮮東 関東中部大阪市（ ）（除大阪） 中国四国九州 、 外国 l仁コh舌ロヰI 

明治40年 l件 14件 32件 1,560件 41件 289件 53件 26件 45件 一件 Sf牛 2,069件

41 3 11 73 1,644 326 363 37 31 94 l(〕 2,592 

45 5 19 8,435 2,724 272 110 2 28 5 11, 600 

大正 2 l 32 28 9,223 1,782 701 85 12 281 4 12, 149 

3 l 26 408 10, 490 201 988 73 19 167 34 6 12,413 

4 23 51 11, 390 211 762 78 17 160 25 12,717 

5 l 31 131 11, 076 378 l, 150 132 42 78 31 4 13,054 

6 4 52 98 9,986 557 1,266 154 88 129 23 13 12,374 

出」i島 『府立大阪工業試験場報告』，各因。

業務の中心である依頼分析や鑑定などの件数は，府立大阪工業試験場が発足した直後の明治

37年に総計約400件であったのが， 40年代に入ると 5倍以上の2,000件を越えるまでになった。

農商務省工業試験所における依額分析数を大巾に上回るもので，その依頼者の分布も，明治40

年の統計でみると，西日本全域にわたっていた。そのさい，工業の枢要地である大阪の依頼件
ω 

数が圧倒的に多かったことはいうまでもない（表－4参照〉。そして， 試験成績の発表を中心に

した 『府立大阪工業試験場報告』 〈以下『報告』と略称すること もある〉 が刊行されるようになっ

た。しかし研究にまで事業を拡張するだけの余裕は，この時期にはなかったといえる。

ともかくも明治40年代はじめには，たとえば分析室の新築のさいに旧事務室を改造してセメ

ント試験室を設けたよ うに，地域と時代の要請に関する迅早な対応が，このような活況をもた

らしたといってよかろう。そして工業界の便宜をはかるために明治40年9月16日付告示で規則

の改正もはかっている。当時の事業活動の状況を明治41年度の『幸E告』， 第 5回は， 自信をも

ってつぎのように記していた。

（明治〕四十一年中ノ依頼件数弐千六百弐件，其料金四千六百七拾五円六拾五銭，又無手

数料ニテ工業上ニ関スル諮問ニ応答セシモノ八百四件，総計三千四百六件ノ多キニ達セル

ニ係ワラズ，前年ニ比シ料金参百八拾四円七拾五銭ノ減少セルへ依頼者ノ便益ヲ計リ且

ツ分析，試験，検定等ノ効果ヲ確実ナラシムル目的ニテ，明治四十年十月使用料ヲ改正シ

一時ニ同種ノ物件ヲ多数ニ依頼スノレモノニ使用料割引規定ヲ設ケシ為メ， 一件平均料金ニ

於テ一割内外ノ低減ヲ来セノレニ依ノレ。之ヲ要スノレニ，四十一年ハ戦後諸工業ノ勃興セシ反

動ニテ，商工業不振ヲ極メ，当業者ハ大ニ不景気ヲ剛チ，当場ノ使用料ノ如キ実費以下ニテ

便益ヲ計レノレニ拘ラズ，単ニ製造又ハ販売上自己ノ参考ニ資スノレニ止マルモノ、如キハ，

使用料ヲ惜ミテ依頼ヲ見合セシモノ砂ナカラザリシガ，尚ホ前年ニ比シ「セメント」，「火

山灰」及油類等ノ試験依頼著シク多カリシ為メ ，総件数ニ於テ約二割強ノ増加ヲ呈セシノ＼

帥各年度ごとの『府立大阪工業試験場報告』をみよ。
帥 『府立大阪工業試験場報告』，第l回，明治38年から同，第5回， 明治42年，までの各試験報告をみよ0

~~ 向上書，第5回， 90～92頁。
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工業用原料及製品ノ取引上又ハ企業上，分析，試験，検定，鑑定等ノ必要ヲ適切ニ感ジ，

当場ヲ利用スノレモノ日ニ月ニ多キヲ加へ，製造工業上ニ稗益セシコト多キヲ知ノレベシー…

2.庁舎の被災と再建後の事業の進展

明治42年 7月31日，大阪市北区において発生した大火は14,000戸を焼失した。このとき府立

大阪商品陳列所，同じ構内にあった府立大阪工業試験場はともに被災しすべての建物を焼尽

してしまった。そこで、大阪工業試験場は大阪商品陳列所の焼残った小舎に仮事務所を設けて焼

失後の整理を行う一方，近隣の大阪高等工業学校校舎の一部を借用し， ここに応急設備を施し

て分析室にあてるとともに，同校のもつ試験機械を一時借用し，業務を継続した。

被災後の再建計画において，大阪商品陳列所は敷地を大阪府庁官’舎に譲渡することになった

ため，大阪工業試験場は明治43年5月26日には大阪市北区堂島浜通 3丁目にある元堂島高等女

学校の焼残校舎の一部に仮事務所を移さなければならなかった。このようにして，被災ののち

は不便さを凌ぎ，事業を続けている。

再建計画が立案され，明治43年7月6～12日に開催された臨時府会において建築予算案

103, 554円97銭が可決された。新舎庁は大阪市北区堂島大橋の北詰に建設されることになり，

その用地面積は894坪であった。明治44年9月起工， 翌45年3月竣工し 同月26日に移転を終

えた。建物は事務室，機械試験室， 化学試験室，原動機室，それに物置からなり，これらの合

計の建坪は484.8坪，延坪は691目 8坪であった（図－ 1，図－2，表 5参照〉。大阪商品陳列所構

図 1 中之島から見た府立大阪工業試験場

M 向上書，第6回， 「沿1i'i:」， 14頁0

M 同上。

出典 『府立大阪工業試験場報告』，第6回，大正6年。

同 『l臨時大阪府市部会速記録」， 第l号，明治43年7月3日， 4～5頁，同，第2号，明治43年7月12
日， 4～6頁。

帥 『府立大阪工業試験場報告J，第6回， 「沿革」， 4～5頁および同，折込みの「府立大阪工業試験場
全図」。
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内にあった旧庁舎に比べると， これは大 表－5 府立大阪工業試験場の規模（明治45年3月新築時〉

幅な拡張であった。

新しい建物の完成 ・整備を機会に刊行

された『府立大阪工業試験場報告』， 第

6回 （大正2年4月刊〉は，新しい諸設備

が大火焼失まえと比べて面白を一新し，

「今ヤ当業者ノ要求ニ対シテ多クノ遺憾

ヲ感ゼザノレニ至lレリ」と，その設備の充

実ぶりを誇示していたのである。

更新された設備類をみると，いずれも

大型化とともに精密化， それに多様化に

よって需要者からの要請に対応できるよ

うに，試験や検定の能力を高めたといっ

てよい。そして大火以降明治45年度まで

に新規購入した機器および関連した設備

には，約11万円が投下されている（表－6

参照〉。

関連して，同時に被災した大阪商品陳

列所の再建についても触れておく必要が

あろう。その計画の立案は工業試験場よ

り遅れ，明治45年度に再築の調査費が認

められ，同年末に新たに着任した大久保

利武知事が農商務省、商工局長岡突の援助

を得て，具体化した。大正 2年11月の通

敷 地 849坪3合

事 務 所 木造瓦主主二階建 総坪数 147坪3合

内一階 84坪3合

二階 63坪

機械試験室 木造瓦主主平屋建 154坪

化学試験室 木造瓦主主二階建 総坪数 304坪

内一階 160坪

二階 144坪

原 動 室鉄骨亜鉛瓦葺平家建 70坪

物 置木造瓦主主平家建 16坪5合

建物総坪数計 691坪8合

出兵 『府立大阪工業試験場報告』，第6回，大正2年，折込み。

表 6 新規購入機械類（大火以降明治45年度まで〉

機種 個数 金額

材料強弱試験機 11 11 17,087円

lJl.U 定 機 16 16 6,950 

セメント試験器具 14 129 4,105 

試験材製作機 8 8 5,918 

機械試験用小道具 12 17 781 

すf ス 炉 5 5 1,149 

電気分析用機器 8 55 3,182 

電気化学用計総 49 62 13,021 

一般分析用機器 90 269 27,468 

汽 機 汽 缶 9 9 13,641 

発動機発電機配電盤 8 22 12, 799 

水 槽 ・煙 突 4 4 4,762 

メロ斗 計－ 234 607 110, 863円

出典． 『府立大阪工業試験場報告』，第6回，大正2年，15～
40頁。

常府会において総工費約229,000円， 3カ年継続事業と して 再築する計画案が提出され， 大正

3年度分経費がまず可決され，大正 4年 2月に着工された。そ して同 6年 3月に竣工をみてい

る。この計画を提出した大久保知事は「此ノ陳列所ハ御承知ノ如ク，工業試験所ト相倹ッテ市

ノ商工業ノ指導奨励ニ最モ緊要ノ機関デアルコト」を改めて強調した。 しかも「是非此ノ陳列

所ノ経営ハ工業試験場ト相侯ッテ然ルベキ方法ヲ執 リタイ ト考へテ居リ マス」と，将来の方針
冊

も提示している。しかし敷地の問題から，この両者は分離し商品陳列所は大阪博物場の跡

しかし， 「沿革」 に記されている建物面積と 「全図」のものとの間には数字に食違いがあるので，こ
こでは後者に依った。

制向上書，第6回， 「沿革」，5頁0

M 向上書， 15～61頁の機械器具および配電の設備概況をみよ。
~fl 『通常大阪府市部会速記録』，第3号，大正2年11月26日， 13頁，および『回顧三十年』， 27～46頁。
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地である東区内本町橋詰町に建設され，その機能は専門化をたどっていったのである。

府立大阪工業試験場は大正 2年度におし、ても試験用機器3万円余りを購入し，設備を整えて

おり， このような努力は第 l次大戦中も続けられた。そして，戦争のために欧州、｜から機器の輸

入が杜絶すると，購入先を転じてアメリカから輸入するとともに国産化もはかり，ほぼ毎年 1
cw 

～2万円の試験機器の購入を継続している。

試験分析や鑑定などは，産業振興政策としてひき続き重要な役割を演じていった。そのた

め，再建後の大正 2年度において，経済界が「金融逼迫 ・財界不振ノ現象ヲ持続シ，事業界ハ

沈静ヲ告ケタリト雌モ，本場仔開者注 ・大阪工業試験場〉 ハ菅ニ其影響ヲ受ケザリシノミナラ
ω 

ズ，却テ業務増加ノ実勢ヲ示ス」とし、う状況を示していた。そして翌3年度においても，経済

界はいっそうの不況と第 1次大戦勃発の影響でさらに沈滞したといわれながらも，依頼分析や
倒

鑑定などの業務は増加している （表ー3参照〉。

再建後の府立大阪工業試験場はまた，すで7こ述べたように電気分析用機器ならびに電気化学

用計器を積極的に購入して， 整備した。この背景には電気事業が臼露戦争以降において大幅に

伸張し，照明分野において石油ランフ。にかわって電灯が，動力において火力の分野に電力が進

出しいわゆる電化の進行がみられた。これに対処して「一般ノ依頼ニ応ジテ，電動機，発電

機，又ハ電球其他ノ器具機械ノ試験，及ビ電導体ノ抵抗測定，携帯用蓄電池ノ充電等ヲナシ，
~ 

以テ社会ノ要求ニ添ハン事ニ勉ムノレト共ニ電気化学ノ研究ヲ行ハント」 したためで、ある。

とくに電気化学に関しては，欧米における研究の進捗と化学工業への応用によ って， 製品の

品質と価格の面で効果をあげ，電気炉の利用で特異な製品を市場に送りだすようになり， 日本

でも塩素酸カリや石灰窒素の製造が試みられはじめたことから， これらの研究に着手しようと

いうのであった。そのさい，原料は園内に豊富にあり，電力も価格が低廉になってきて，電気

化学工業の勃興が当然といえる状況にあるなかで，その工業は 「最近ノ研究ニ基クモノナノレヲ

以テ，多クハ特許又ハ秘密ニ属シ，警ヒ此等ノ起業ニ志スモノア リト難モ容易ニ之ヲ実行スル

事能ハス」とし、う状態にあった。そこで「当場ハ之等ノ装置，方法ニ関シテ研究シ，世ノ起業

者ニ使スノレ所アノレト共ニ，既ニ各地ニ行ハレツ、アノレ電鍍，電鋳等ニ関シテモ今日以上ノ進歩
回

ニ向テ貢献」 しようとしたので、ある。

この姿勢は，農商務省、工業試験所が明治42年に第 5部（電気化学部門〕 を設けたときの理由な

帥 『通常大阪府市部会速記録」，第3号，大正2年11月26日， 13～14頁。
また『通常大阪府市部会速記録』，第3号，大正4年12月13日， 20～21頁も参照のこと。

制 『回顧三十年」，30頁以下参照。
伺 『府立大阪工業試験場報告』，第7回，大正3年， 21～29頁，同，第8回，大正4年， 24～26頁，同，
第9回，大正5年， 26～30頁。

帥向上書，第7回， 19頁。
制向上書，各国参照。
伺向上書，第6回，54頁。
伺向上書， 55頁。
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らびにそれに関する研究の意図

と，まったく軌を同じくするも

表ー7 府立大阪工業試験場における研究試験項目

聞

のである。火災による復興のた

めに遅れたとはいえ， ここに府

立大阪工業試験場も同じように

電気化学に業務分野を拡張して

いったことは，時代の趨勢を反

映 した措置といわなければなら

ない。

（大正 2～5年度〉

年度 項

大正2年度菜種油の品質比較試験

謬の品質及製造所調査

真鍋細線着色法

金及合金メッキ法

電気象依に使用する金属塗布弗l

ブリキ板の着色法

乾電池性質研究

ヒューズ線の品質試験

電球の燭力消費電力及放散熱量について

大正3年度 合金の試験

油類摩擦係数

乾電池

金属接合と強度の関係

謬の試験

大正4年度石灰窒素より黄血塩の製造

黄血塩の電解による赤血塩の製法

廃銭処理法

目

しかも農商務省、工業試験所

が， この電気化学分野に事業を

拡張したのにとも ない，試験 ・

分析を主たる業務とした試験機

関から研究活動を重視する近代

的研究機関へと転換していった

のと同様の変化が，府立大阪工

業試験場でもみられたのであ

る。大正 2年度において府立大

阪工業試験場は「電気化学及特

別試験」を開始する経費を予算

クロム鉄鉱より クロム酸アノレカ リの同気化学的製造

大正5年度 白金鉱石の精煉

塩化マグネシウムよりマグネシウムの製造

酸化鉛の変種につき物理的及化学的性質の実験

クエン自主石灰の分解について

出典 『府立大阪工業試験場報告』，第7～10回。

国 側

に計上し， 4月と 7月にそれぞれ技術員 2名を増員して研究試験に着手している。そして翌 3

年度以降において電気に関する研究項目を増加させ，成果は 『報告」 に掲載されていくように
tゅ

なった（表ー7参照〉。

日本の産業革命が一段落を函しはじめたときに誕生した工業試験機関は， 10年余の活動によ

って， くわえて先進諸国における技術革新，さ らには第 1次大戦の影響で試験機関から研究機

関へと転換していくが，とくに戦争の影響をいっそう強く受けたのが化学工業部門と並んで機

械 ・材料部門であった。農商務省工業試験所は大正 4年に材料試 験工場を設けるが，大阪工業

試験場でも l年遅れで，大正5年に鎖やロープ類の試験施備を新設している。

大正 3年11月末に開催された大阪府会で、は，大正 4年度予算案の審議において大阪工業試験

制 高山甚太郎「工業試験所業務概要」，r工業試験所報告』，第4回，明治41年， 24～25頁。

鎌谷親善 「国家と しての研究体制の形成過程J，『産業政策史研究資料』，昭和60年3月， 80頁。

伺 『通常大阪府市部会速記録』，第2号， 大正元年11月28日， 8頁。

倒 「府立大阪工業試験場報告J，第7回， 大正3年，19頁。

帥向上書，第8回，大正4年， 20頁。

帥向上書， 第9回，大正 5年， 26頁，同，第10回，大正6年，25頁。
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場の試験室建築費27,498円を計上しこれでもって鎖やロ ープの試験や検定を実施したいと，

提案した。 このような社会的要請への対応について 『府立大阪工業試験場報告』，第8回〈大正

4年刊〉は，つぎのように詳述している。

現下我国ノ工業界ハ研究解決スベキ多クノ問題ヲ有シ， 殊ニ時局ノ関係上内地製造品ノ改

良発展，輸入品ノ防遁奨励等，大々的努力ヲ要スベキ時期ニ際シ，之ガ根本問題タル研究

試験ノ実施ハ緊切ノ一事項ニ属スノレモ， …木場現在ノ状態ハ此方面ニ専心従事スルコト

能ハザルヲ遺憾トス。又税近海運，鉱山，土木業等ノ発達ニ伴ヒ，鎖，「ワイヤロープ」，

「チェーン・ブロック」類ノ需要ハ著シキ増加ヲ告ゲ，従テ之ガ品質ノ検定若クハ試験ヲ

依頼、ン来ノレモノ 其数漸次多キヲ加へ，将来益増進セントスノレノ趨勢ニアリ。而シテ之ニ対

スル本場現在ノ設備ハ，張力試験ニ於テ長サ約一尺程度ノモノニ限ラレ，其レ以上ノモノ

ニアリテハ民間当業者ニ於テ施セノレ該設備ヲ利用シ，立会検定又ハ試験ヲ行ヒッ 、アルノ

現況ニシテ，本場ニ完全ナノレ設備ヲ有セザノレ為メ ，依頼者ヲ満足セシムノレ能ハザノレノミ ナ

ラズ，率テ同品製作業ノ発達ヲ遅延ナラ シムル恐レアリ。醜テ同品類ノ輸入状況如何ヲ見

ノレニ，逐年内地製造額ヲ累増シッ、アノレニモ拘ハラズ，尚且ツ多数ノ供給ヲ年々外品ニ侯

チッ、アルノ状態ニシテ，以テ内地需要ノ如何ニ多大ノ傾向ヲ有シッ、アノレカヲ推知シ得

ベク，弦ニ於テカ更ニ益々内地ニ於ケル斯業ヲ隆盛ナラシメ ，以テ輸入ノ防遁ヲ企図スベ

ク，其製品ヲ確実ニ試験又ノ、検定スノレノ完全ナノレ設備ヲ急務トシ，弦ニ本場拡張ノ必要ヲ

認メ ，現在敷地ノ西方終端剣先ヲ埋立テ，其処ニ平家建約二百坪ノ 一棟ヲ増築シ，以テ鎖

及ロ ープ類ノ試験又ハ検定ニ関スノレ必要ナノレ設備ヲ企画シ，大正四年度ニ於テ所要経費二

万七千円ノ予算計上ヲ見ノレニ至レリ。

この鎖 ・戸ープ類の試験用建家として，敷地の西端が埋立てられ， 175坪の平屋建1棟が大
M 

正5年5月に竣工をみている。これに関連して石垣築造およびその他設備費が大正5年度予算

で追加されている。第 l次大戦の影響で購入予定の機械類は延着し， とくに200トン鎖試験機

が到着し その据付けを終えたのは大正6年末のことである。

第l次大戦にともない圏内の試験研究体制の拡充 ・整備を要請する声は高まってきたが，こ

れらは後述するように国立試験研究機関の拡充と ともに新規研究機関の設置を求める動きとな

った。この渦中に立たされた府立大阪工業試験場では，ひき続いて既存の事業活動，つまり研

究の重視や鎖 ・ロープ類試験設備の新設などの延長上で事業の近代化と拡充をはかっている。

大正4年12月の通常府会における翌5年度予算案の審議にあたり，理事者は府立大阪工業試

験場に研究部を新設することにしその予算案とともに人員の増加をはかるよう提案した。 こ

制向上書，第8凹， 21～23頁。
帥向上書，第9回， 26頁。
同 『通常大阪府市部会速記録』，第3号，大正4年12月13日，9～10頁。
帥 『府立大阪工業試験場報告』，第11回，大正7年，24頁。
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M 

の件を，大阪商品陳列所の再建 ・事業開始と関連させ，知事大久保利武は説明した。

0知事大久保君 本日市部予算ガ附議セラレマシタニ就キマ、ンテ，予算大体ヲ申述ベマシテ

諸君ノ御参考ニ供シマス。〈中略〉工業試験場試験器購入，石垣築造，其他設備費七千拾五

円，此ノ費目ハ前年度ニ於キマシテ工業試験場ニ新ニ試験器ヲ据付ケノレ為ニ試験器並ニ設

備費ニ関スノレ費用ヲ要求シマシテ，御協賛ヲ経テ居リマスガ，次ノ年度ニ於キマシテハ其

ノ器械ノ据付及夫レニ伴フテ必要ナノレ石垣築造其他ノ設備費デゴザリマシテ，工業界発展

ノ必要ニ応ジマシテ己ムヲ得ザノレ設備ノ費用デコ、ザリマス。 （中略〉勧業費ニ於キマ シテ

五万六千百拾七円，此ノ費目ハ商1f'Q陳列所ノ建築落j丸事業開始ニ就キマシテ内部ニ於ケ

ノレ諸般設備ノ費用。夫レカラ工業試験場ニ研究部ヲ設ケマシタ。即チ工業試験場拡張，是

等ガ主トシテ勧業費ニ於テ増額イタシタ理由ニナリマス。商品陳列場ハ御承知ノ如ク建築

工事ヲ目下進メッ 、アリマスノデ，来年度十月ニハ事業ヲ開始スノレ予定テ、アリマスカラ，

必要ノ人員，必要ノ設備ニ就イテ新タニ来年度ヨリ要求スノレ必要ヲ認メマシタ。又此ノ工

業試験場ハ御承知ノ如ク近時試験ノ依頼件数等ガ著シク進ミマシテ，殆ンド全国ノ大部分

ヨリ試験ノ依頼ヲ受ケノレト云フヤウナ実況デアリマスカラ，時ニ夜ニEツテ執務イタスト

云フヤウナ状況デアリマシテ，然ウ云フ試験ノ依頼件数ガ非常ニ多イ為メニ，現在ノ人員

デハ工業試験場ニ於テ最モ必要ト致シマスノレ研究ノ事業，即チ試験場ガ自ラ進ンデ必要ナ

研究ヲ為シ，試験ヲ致シテ，当業者ニ之レヲ示シ， 又当業者ニ種々試験ノ上ノ指導等ヲイ

タスニハ，現在ノ人員，現在ノ設備ニ於テハ何ウシテモ出来ヌノデアリマス。然ルニ時勢

ノ要求ノ、工業試験場ノ活動ヲ求ムノレ事，実ニ切ナノレモノガゴザリマ、ンテ，時節柄試験場ノ

活動ヲ大イニ期待スノレニハ，斯ウ云フ研究部ノ設備ヲ要スノレ必要ヲ感ジマシテゴザリマ

ス。而モ大阪ノ大商工都市トシテ要求致シマシタ費用ノ＼極メテ節約ニ節約ヲ加ヘタ費用

デアリマシテ，是レデ固ヨリ充分ナ設備トハ申サレマセヌガ，一方財政ニ鑑ミマシテ先ヅ

来年度ニ於テ研究部ニ於ケル必要ナノレ人員ノ費用，即チ技術者ノ増置ヲ要求致シマシテ，

其ノ焦眉ノ急ニ応ズノレ事ニシテ居リマス。此ノ陳列所ト申シ，又工業試験場ト申シ，商工

業ノ指導奨励ノ 上ニハ極メテ必要ナル機関デアリマスノレガ，商品陳列所ハ今度新設 ニナ

リ，工業試験場ハ拡張ト云フコトニナノレ。何レモ現在ノ費用デノ、当局ニ於テ迫モ満足ヲシ

テ居リマセヌカラ，将来ニ於テ諸君ノ御協賛ヲ経，又積極的ノ要求ヲイタス機会モアラウ

ト思ヒマスルガ，来年度ニ於テハ極メテ焦眉ノ急ヲ認メマシタ費用デ五万六千百拾七円，

是レガ勧業費ノ重ナノレ増加致シマシタ額デプリマス。

工業試験場はこの大戦と戦後の試験研究に対する要求が激しく 変動するなかで，増大する各

種の依頼分析 ・試験に応じていくとともに， 試験場独自の研究活動の充実をはかった。 しか

し 大正4年度においでさえ「技術員ヲ増聴シ，研究ノ歩ヲ進メッ、アノレモ，一般依頼品ノ処

理ニ多忙ヲ極人場員ノ不足ヲ感ジッ、アル状況ナノレヲ以テ，尚専心研究試験ニ従事スノレ場合

帥 『通常大阪府市部会速記録』，第3号，大正 4年12月13日， 8～11頁。
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ニ至ラザノレヲ遺憾トス」と，人材不足を嘆いていた。

翌大正5年度になる と業務はいっそ う繁忙となり，その追加予算 （経常部で9,650円，臨時部で

建築費1,600円〉が組まれたものの，技術員の移動は激しく， 人材不足は解消しなかった。 「技

師二名技手三名ヲ増鴨シタノレモ， 一方民間事業界ノ好勢ニ伴随シテ精モスレバ退職者ヲ出サン

トスノレノ傾向アリ 。大正五年ニ於テハ技師一名技手三名ノ退職ヲ見タリ。而シテ場員ノ補欠ニ
~ 

当リテハ常ニ困難ヲ感スノレト共ニ職員ノ待遇ニ於テモ亦苦心」したと，報告している。そ して

大正 6年度にはやっと定員を確保して業務を処理していたものの，技手 2名が退職しその補

充に再び苦慮、している。なお，この年の定員は所長 l名（技師をもって充てる〉，技師8名，技手
~m 

12名，書記4名であった。

研究活動については，予算面にくわえ，とくに人材面から厳しい制約を受けていたといってよ

い。この状況のなかで，ひき続き貰血塩や赤血塩の製造法，金属マグネ シウムの製造法，白金精錬

試験，クエン酸の製造法，木蝋の分解法，硬化油の研究，無水酢酸の製造法など，多くの研究テ

ーマを消化し，『報告』にこれらの成果は掲載されていった。しかし，研究活動の拡充という諜

題は，それより前の大正3年に国立移管問題が発生したことで，持越されてしまうのであった。

府立大阪工業試験場は，そのために存続した10余年聞を通して，大阪を中心にした西日本の

試験分析機関として，本来は国立試験機関が担うべき役割を代替したことで，きわめて特異な

地方工業試験場であったということができる。そして東の農商務省工業試験所とともに工業試

験一般を事業と し， さらには研究機関への脱皮をはかることで，同等の施設と しての整備が試

みられていたといってよかろう。 このような状況を反映し府立大阪工業試験場の最終回とな

った『報告』は，研究論文の数篇を掲載するとともに，業務としての依頼試験や分析について

はつぎのように報告していた。

右表（ヲ｜用者注 ー大正六年度依頼分析数〉 ニ示ス如ク， 依頼者ノ区域ハ三府（大阪府ハ市郡

別〉二十七県及北海道庁，台湾，朝鮮，遠ク支那ニ亘レリ。就中依頼件数ノ最多数ヲ占ム

ノレハ大阪市ニ シテ，兵庫県之二次ギ，大阪府郡部，京都府，福岡県，広島県，岡山県，愛

知県，大分県，香川県，111口県，神奈川県，徳島県，石川県，東京府等ノ順位トス。市シ

テ大阪市部ノ依頼件数ハ全数ノ 八割余ニ当リ，之ニ郡部ヲ加フルトキノ＼大阪府ハ実ニ総

数ニ対スノレ八割五分強ノ上位ヲ占ム。之レ蓋シ本邦商工業ノ中心地 トシテ製造工業ノ旺盛

ナル関係上回ヨリ当然ノ現象ナリ ト雄モ，弦ニ一言ヲ付スノレへ之等製品ハ全部府下ニ於

テノ製産品ニアラズシテ，他府県又ハ外国ョリ諸種ノ原料ヲ政収シ，之ニ加工シタルモノ

又砂カラザルヲ見ノレ。之レ大阪市ガ製造工業地トシテ， l'J至物資ノ集散地ト シテ，各種ノ

帥 『府立大阪工業試験場報告』，第9回， 26頁。
伺 同上書，第10回， 24～25頁。
帥 同上書，第11回， 24頁。定員数については「工業試験所官制改正／件」，『公文類家』，第42編，巻6'

官職門5，官制5，浪商務省，大正7年，国立公文書館蔵。
帥 「府立大阪工業試験場報告」，各回の内容をみよ。試験研究項目については表 7参照。
帥同上書，第11回， 23頁。
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試験品ヲ提供スノレ所以ナリ。

3. 国家政策の審議と府立大阪工業試験場

農商務省において早い時期から大阪に国立工業試験機関の設置を考慮していたことは，すで

に述べた。そして，明治31年に聞かれた第 3回農商工高等会議の前に工務局が作成した工業試

験所案では，東京にその中央本所を設置するとともに大阪など工業の枢要地に支所を設けるこ

とを構想していた。

中央工業試験所の実現と拡充，それに地方工業試験場の整備が一定の進捗をみるものの，大

阪に国立工業試験機関を設置する案は，表面的には一時期立消えとなって しまった。だからと

いって全く忘れ去られたわけではなく ，農商務省ではつねに考慮していたようである。このこ

とは明治43年 3月に官制公布をみた農商務大臣の諮詞機関である生産調査会の活動や前後して

開催された帝国議会における審議から窺えるのである。

生産調査会は日露戦争後の明治40年 l月の株式相場の大暴落を契機にして経済恐慌が発生

し， 第 l次大戦勃発後の大正4年まで，多少の変動はあれ，不況がつづくが， これに対処する

ために設けられた農商務大臣の諮詞機関である。その発端は，明治41年 3月の帝国議会におい

て有志議員から「富国ノ経営未タ周ネキニ至ラサノレハ頗ノレ遺憾」として，この不況からの脱出

をはかるための措置と して提出された「生産調査会設置ニ関スノレ建議案」が可決され，設置が

求められたときである。ところが，政府は「戦後変調ノ時代ヲ経過シマシテ漸次健全ナノレ状態

ニ依復」してきて， 景気が小康状態になった明治43年 3月24日になって， ょうやく官制を公布

し， 同年6月20～24日に第 1回会議を開催した。

制前田正名編「興業意見」， 「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。

『工業化学雑誌』，第l編，明治31年，雑報534～535頁。

浪商工高等会議編 ・刊『第3回農商工高等会議議事速記録』，明治31年，覆刻版，「明治前期産業発達
史資料』，補巻29～31，明治文献資料刊行会，昭和47年，補巻30, 426～455頁。
鎌谷親善「高山甚太郎と工業試験所」，通産省工業技術院化学技術研究所編 ・刊 「化学技術研究所八

十年史』，昭和45年， 332～334,339～340頁。
鎌谷親善「国家としての研究体制の形成過程」， 35～41頁。なお，以下では特記しないが， 明治WJの

試験研究機関の状況については本稿を参照、のこと。
帥生産調査会編 ・刊『生産調査会録事（第三回〉」，明治44年， 56頁。

『第27回帝国議会衆議院議事速記録」，第24号，明治44年3月19日， 555～556頁， 同，第26号， 明治
44年3月22日， 610頁。

『第27回帝国議会衆議院京都市立磁陶探試験場ヲ農商務省直結ト為スノ建議案外一件委員会議録.ii.

第1回，明治44年3月20日， 4～6頁。
帥 「第24回帝国談会衆議院議事速記録』，第18号，明治41年3月25日， 385～386頁，同， 第20号3 明治

41年3月27日， 424頁。
『第24回帝国議会衆議院生産調査会設置ニ凶スノレ建議案委員会議録』， 第1回， 明治41年3月25日，

l～3頁。
同生産調査会の経過については，その大要は通産省編『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， 63～134頁。
議事録はつぎの 5冊が刊行されているので参照のこと。
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会議は明治43年6月から大正元年11月まで，各回数日を費して前後5回開催したのち，大正

2年 6月に廃止された。衆議院の建議案においては，採りあげるべき問題と して貿易の均衡，

金融の円滑，運輸機関の整備などを挙げていたが，第 l回生産調査会では蚕糸業の育成策，貿

易伸張策など 5件の諮詞，第 2回には工場法案について，第 4固には工業の発達助長などにつ

いての諮詞がだされ （第3・5固には諮詞はない），先進諸国と競合できる産業国家を建設する こ

とを主要な目的にしていた諮詞会議であったともいえる。このことは諮詞案とともに可決され

た答申や建議案にも反映されていて，それは工場法や生産に関係ある行政の調和統ーなどに関

する建議ででもみられた。そ して試験機関の整備も，明治43年12月3日「全国主要工業地ニ工業

試験場ヲ設置スノレニ付建議案」が可決されているし，大正元年9月5日に発せられた諮詞「工業

ノ発達助長ニ関スル件」に対して同年12月4日に提出された答申のなかで、も言及されていた。

「全国首要工業地ニ工業試験場ヲ設クノレニ付建議案」が第 l回会議に提出されたさいの理由

としては，工業の発展は技術の進歩と発明によるが，欧米に比べてその施設の整備が立遅れて

いるので，農事試験場のように全国主要工業地に官設の工業試験所を設け，各地特有の工業の

研究とともに民聞からの依頼に応じて試験を実施する必要があることを挙げていた。この建議

内容は農商務省、工務局が第3回世商工高等会議のためにかつて立案したものの趣旨を踏襲して

いたといえる。しかしそれら工業試験所が東京の工業試験所の支所としてではなく ，独立し

たものと考えられていた点では奥なっていた。明治43年6月23日，木会議で審議ののち，特別

委員会に付託され，調査を深めることとした。特別委員会においては，この建議案を可決する

ことの必要性を認め，そこでさ しあたり大阪だけに官設工業試験所を設置するよう求めた。同

43年11月29日の第3回会議では，特別委員会の報告をもとに建議案を可決し，つぎのようにそ

の文言を修正して同年12月3日付で大臣に提出した。

全国主要工業地ニ工業試験場ヲ設置スノレニ付建議

全国主要工業地毎ニ工業試験場ヲ設置スルトキヘ本邦工業発展上益スノレ所少ナカラサ

ルへ、ン。然レトモ目下他ニ一層急施ヲ要スノレ事項多ク，経営其他ノ関係上，之ヲ全国主

生産調査会編 ・刊『生産調査会録事（第一回）』，明治43年9月。
同『生産調査会録事〈第二回）』，明治44年2月。
同『生産調査会録事（第三回〉』，明治44年3月。
同『第三回生産調査会録事』，大正元年11月。
同 F第三回生産調査会録事（其ノ二〉』，大正2年3月。
なお，本会議の数え方について， 『生産調査会録事（第二回〉』は「第二回生産調査会本会議」 の議事

録である旨を 1 頁に， r~三産調査会（第三回〉』は「第三回生産調査会ノ本会議」の議事録であることを
1頁に記しているが， 『第三回生産調査会録事』にも「第三回生産調査会」と記していることから，混
乱がみられるので，通しの回数でよぶことにする。しかし 『録司王』はその表題のまま用いる。

ここに引用した文章は， 『生産調査会録事（第一回〉』，53頁の内閣総理大臣桂太郎による演説の一部
である。

帥 『生産調査会録司王（第一回〉』， 32, 225～234頁。
例 『生産調査会録事 Or~三回〉』， 87頁。
帥向上書，56頁。
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要工業地ニ設置スノレハ困難ナノレヘキヲ以テ，先ツ以テ之ヲ大阪ニ置キ，其成績ニヨリ更

ニ増設スヘキヤ否ヲ決定セラレンコトヲ望ム。

右木会ノ決議ニ依リ建議候也。

明治四十三年十二月三日

生産調査会

農商務大臣宛

しかし，これは直ちに実施に移されなかった。

大正元年9月5日， 農商務大臣は生産調査会に対して新たに諮詞 「工業発達助長ニ関スノレ

件」を発した。そのさい，明治44年7月から実施された関税自主権を行使し，これまで輸入し

ていた工芸品は国産化し，内地の需要を充たしたう えで輸出できるようにする時期も近いの

で， 「将来ハ益々此ノ方面ニ於ケノレ事業ノ発達ヲ期スノレト共ニ，一面ニ於テハ輸出品ノ多分ヲ

製造スノレ固有工業ノ発達ヲ助長セサノレヘカラス」とし、う事情をあげて，そのための方策を求め

たのである。
M 

同年9月24～28日に開催された第4回（第3回第l次会議〉生産調査会において，農商務大臣

牧野伸顕は第 1日目の開会の辞で，関税自主権を行使して 1年， 「未曽有ノ利器ノ力ヲ得テ進

ムベキ機運」のとき，先進国の経験に学ぶ一方， 「模倣的踏襲的」な状態より脱して「事業ノ

経営，製造ノ方法等ニ付イテ独特ノ進路ヲ開発」せねばならないことを強調した。そして，

「欧米ハ勿論ノコト，南洋或ハ支那其他近接ノ国々ニ刻、ンテ有力ナノレ工産品ノ供給国トシテ立

ツコトガ出来」るようにするため，政府が採るべき工業の助長方策を審議して欲しいと，要請

した。産業革命を終了し，国際的に近代産業国家として認知されるまでになったことから，新

しい段階において採るべき工業の振興策がし、まや課題となってきていたことを，この牧野の演

説は示すものである。

この工業助長に関する諮詞案は第4回会議第1日目の大正元年9月24日と最終日の 9月28日

に審議に付された。最初の日に岡実工務局長は，これまでに政府が採用した主要な工業助長策

として第1には官設の工業試験所の設置とそれを介しての技術指導，第 2v；こは府県工業試験場

の設立と援助，第3には民間に機械の貸与，第4には輸出品の検査の 4項をあげ，それぞれの

内容を説明した。これらのいずれもが試験機関に関係するものであったことはいうまでもな
ω 
い。説明が終ったのち，詳細にわたる事項は，特別委員会を設け，そこに付託して審議するこ

帥 『第三回生産調査会録事』， 8頁。
帥 『第三回生産調査会録事』には「第三回生産調査会」と記されているが，前掲注帥で、述べたように，
通し回数で第4回会議（第3回第l次会議〕としておく。

帥 『第三回生産調査会録苦手」，40～41頁。
倒 同上書， 70～78頁。

なお， この岡笑工務局長の説明の資料になったのは生産調査会編 「工務局ノ事務及其ノ方針」〈明治
44年12月調〕， 『牧野伸顕文書』，国立国会図書館蔵，の第3章 「現在ノ施設」と推定される。
上記の「工務局ノ事務及其ノ方針」 はのちに『工務局ノ組織及事務ノ要領』となったのではないかと

思われる。しかし，後者は未見である。
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とになった。しかしこの会期中に答申はま とま らなかった。つぎの同年11月25～27日に開催さ

れた第5回会議（第3回第2次会議〉において， とりまとめられた答申案が本会議で、審議され，
同

そこで一部修正ののち答申を決定し，同年12月4日付で提出された。

このなかで工業試験機関の件は第 l部第 3項において，工業教育とあわせて論じられてい

た。結論的には「官立及公立ノ工業試験所ヲ拡張スノレト同時ニ各其ノ事業ノ整理ヲ行フコト」

というのであった。そして， 前者の官立工業試験所には， 「工業上ノ 国家的利害ヲ調査研究

シ，一般ノ 事業進歩」に役だてるために「材料，原料又ハ製品ノ検定及証明J，「新規有要ナノレ

工業品ノ製造方法ノ研究」，それに「製造固有方法ニ付テハ其ノ改良ヲ加フヘキ学術上ノ研究」

とい う， 3つの役割を期待していた。地方の公立工業試験場に対しては 「府県若クハ一地方ニ

於ケノレ特種ノ工業ヲ発達」させることを主限にし原材料の鑑定 ・製品評価・改良製法の指教
帥

および新設工場の設計や在来工場の修補考案の提供の 2つの業務を求めていた。

新しい製品や製法の開発，学術的研究を掲げていたものの，試験研究機関の整備に関しては

積極性が乏しかったといえよう。それというのも，先の第3回農商工高等会議にさいして立案

された構想が， とくに国立工業試験機関の支所を工業の枢要の地に設置する件ではまったく進

捗しておらず， 地方工業試験場の数も限られ，その事業対象も織物業中心に偏っていたことな

どから，その再確認のうえに実施を迫る ことに主体があったといえよう。そして最近の国際状

勢や圏内における試験研究機関の一定の整備と活動を反映し新製品や製法の開発，学術的研

究の強化をあげたといってよい。

生産調査会が工業試験機関に関する建議および答申を提出したが， この間にあって，とくに

明治43年12月～翌44年 3月の第27回帝国議会衆議院においては「国設模範製糸所創設ニ関スノレ

建議案」，「生糸検査所ニ試織場併置ニ関スル建議案」などのような国立試験機関の新設案，そ
同

れに「京都市立陶磁試験場ヲ農商務省、直結ト為スノ建議案」も提出 ・可決された。このような

動きこそは，近代工業の確立を求めて試験機関の設立や増設・拡充を要請する希望が一段と高

まってきたことを示すものである。

しかも，試験機関の活動から得られた成果やその活動の展開のなかから，それに外部からの

新しい要請もくわわり，試験機関の整備は新しい局面を迎えようと していた。すなわち外国技

術の導入に依存しながら産業と しての形成を試みていた造船業では，業界はもとよりそれを所

管する逓信省でも試験機関の設立を要請しはじめていた。また逓信省、の電気試験所は，所管す

帥 『第三回生産調査会録事（其ノ二）.！， 22～68頁。
倒向上書，34～37頁。
伺国設模範製糸所については『第27回帝国議会衆議院議事速記録』，第24号， 明治44年3月19日， 550

頁，同26号，明治44年3月22日， 608頁。
生糸検査所に試織場併置については，向上書，第22号，明治44年3月15日， 481～482頁，同，24号，

明治44年3月19日， 560頁。
京都市陶磁器試験場の国立移管については，とりあえず注帥の関係文献をみよ。
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る電信電話事業の整備と近代化にくわえて電気事業の進展にともない，試験や検査の機関から

研究業務も併せて実施する機関に変化してきていた。農商務省、では， 工業試験所はもとよりの

こと，府立大阪工業試験場でも，電気化学の研究とその工業化の国際的な発展のなかで，これ

までの伝統的工業技術を中心にした試験 ・研究から大工業技術をも研究対象にするよう，体質

の改革がはかられはじめていた。このよ うな状況のなかで，既存の国立試験機関が笑施してい

た業務とは性格が異なった基礎的研究を重視した大規模な研究機関の設置さえ提唱されるよう
同

になってきたので、ある。

経済的な低迷を脱出できないうえ，政治的混乱もくわわったため，試験機関に関しては先の

生産調査会における答申や建識の実行，さらに帝国議会において可決された工業試験機関の整

備 ・拡充に関する建議の実施は見送られていた。ところが，大正3年 7月に第1次大戦が勃発

し，日本も翌8月には参戦することで， 試験研究活動をとりまく 環境は変化を遂げはじめた。

大戦にともなって欧米諸国の圧力が後退したアジア市場に積極的に進出することにより，生産

調査会が提起していた貿易や工業の伸張は実現をみていった。この欧州の大戦が科学技術戦で

あったことから，懸案の試験研究機関の拡充に関しでも， 具体化に向けての動きがはじまった。

これを大きく促進したのは，大戦にともな う対応策の立案・ 実施が緊要の課題となった化学

工業に関して，関係学協会や業界からの要請をうけて農商務省が設けた化学工業調査会の活動

である。すなわち大正3年10月27日化学工業調査会規程を制定し，同年11月6日に委員を任命

し，同日24日から12月l自に最初の会識を聞いた。化学工業調査会は先に設けられた農商工高

等会議や生産調査会とは異なり，官制によ って設置されたものではない。この規程によると，

帥 たとえば造船については船舶試験所記念行事実行委員会編 ・刊 『船舶試験所記念誌』，昭和31年，76

～78, 116頁。
電気試験所編 ・刊 『電気試験所五十年史』，昭和19年， 11～12頁。
基礎的研究を重視した大規模研究機関を設置する提案については，たとえばつぎのものがある。
中村清二「帝国理学研究所設立の必要J，『生活 ・科学 ・教育』，河l封書房，昭和13年， 10～30頁。初

出は『時事新報』，明治41年3月といわれている。
田中不二「英国国立理学研究所 （NationalPhysical Laboratory）に就て」， 「工学会誌』，第31輯，

第354巻，大正元年9月，389～443頁。
I［鳥井武 「工業化学研究所設立論」，『太陽』，第18巻，第16号，大正元年12)']'93～94頁。
高峰譲吉 「万国応用化学会議に就て並に工業化学研究の挙」， 『工業化学雑誌』，第16編，第184号，大

正2年6月， 569～581頁。
高峰議官「国民科学研究所設立に就て（大正2年6月23日築地精養軒に於ける演説〉」， 鴨井武編 ・刊
『工学博士高松豊吉伝』，昭和7年， 293～301頁。
生産調査会もその「工業発達助長ニ関スノレ件」の答申で第3団長商工高等会議の試験機関の整備構想

を再確認しているが，そのとき大規模な基礎的研究機関に無関心であったわけて、はなL、。プロシア国立
材料試験所，フラ ソス工芸院，ドイツ物理工学研究所，アメリカ国立標準局を紹介した農商務省工務局
『工業上ノ試験研究ニ関スノレ参考資料』，生産調査会，大正元年を編集 ・刊行している。

制 化学工業調査会に関しては，別に検討する予定である。とりあえずは，つぎの史料を参照。
化学工業調査会編 ・刊『化学工業調査会録事（第一回及第二回〉』，大正4年。
同 『化学工業調査会録事（第三回〉』，大正5年。
同「化学工業調査会録事 〈第四回〉』，大正7年。
経過は最終の『録事 （第四回〉』， 75頁以下を参照。
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化学工業調査会は生産調査会と同様の内容で，「化学工業ニ関スノレ重要ノ事項ヲ調査審議」 し，

「農商務大臣ノ諮問ニ応シテ意見ヲ開申」するものとなっていた。議事録によると，会議は都

合4回開催されていて，第 l回は大正 3年11月24～12月1日，第 2回は大正4年 3月2日～ 6

日，第3回は大正4年12月13日～15日，第4回は大正 6年 6月6日～8日であ り，このほか第

1～6回特別委員会が聞かれている。 廃止の時期は詳かではない。

大正 3年11月24日，化学工業調査会第 l回会議の開催にあたり挨拶に立った農商務大臣は，

大戦にともない「我工業界ハ砂カラザノレ困難ニ遭遇シ，益化学工業ノ発達ヲ図／レノ必要ヲ感ズ

ノレニ至レリ 。本調査会ハ此ノ必要ニ基キテ設置シタノレモノニシテ，是ニ依テ化学工業ノ発達奨

励ニ関スル諸般ノ事項ヲ攻究シ， 之ガ方策ヲ定メン」ことを， ここでの課題と したい 旨述べ
同

た。つまりは，時局救済のために化学工業振興の根本政策を定める よう， この化学工業調査会

に期待していたので、ある。 化学工業調査会は「本邦ニ於テ将来新起業ブ奨励シ又ハ既成事業ノ

発達若ハ改良ヲ図ノレベキ化学工業ノ種類」なと＼ 農商務大臣の提出した6件の諮問案に答申す

るとともに建議を提出し，大戦を契機と しての化学工業の発達に少なくない影響をあたえたの

である。もう一つの大きな貢献は，大戦前に提唱されていた大規模な基礎的研究機関の設置に

関し それを理化学研究所として実現させるよう建議し，さらには府立大阪工業試験場と京都

市陶磁器試験場の国立移管も建議し，促進させたことである。

理化学研究所の設置運動の具体的な開始は，高峰譲吉が大正 2年 4月の工業化学会総会にお

ける講演「万国応用化学会議に就て並に工業化学研究の挙」の後半部分において述べた大規模

な基礎的研究のための機関を設けるよう提言したと きだといえる。それを受けて国民科学研究

所の設置をめざして産業界と学界が協力して政府に働きかけるが，当時の経済事情を考慮する

ことで，当初案の規模は縮小され，しかも化学研究所のみを設置する案に後退していった。さ
輔

らに第 1次大戦の勃発は運動そのものを一時中断させた。ところが， この運動の推進者であっ

た東京瓦斯社長（のちに東京工業試験所長〉高松豊吉，東大教授の桜井錠二 ・古在由直 ・鈴木梅

太郎等は化学工業調査会の委員でもあったことから，また同会設置の趣旨にも合致することか

ら， この第 l回会議において「化学研究所設置ニ関スノレ建議案」を採択 ・可決し，先の計画の
倒

実現を政府に求めた。 第2回会議中の大正4年3月3日にも再度化学研究所設置に関する建議

の件を議題として審議 ・可決し，同年3月7日付で提出した。

この研究所に物理部門を くわえる ことで協議がはじまり，同 4年 3月24日には「理化学研究

所設立ニ関スノレ草案」がまとまり，政府に対する働きかけが開始された。同年 6月四日には政

府 ・財界 ・学界の首脳者を網羅した設立委員会が発足し，実現に向けての作業が着手されてい

伺 『化学工業調査会録事〔第一回及第二回〕.JJ, 36～37, 4～5頁。
同前出i注~ならびに『化学工業調査会録事（第一回及第二回〉」， 79頁。
伺 向上書， 23頁。
制同上書，89～101頁。
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る。そ して同年末に設立計画がまと まり，政府は理化学研究所に対する国庫補助のための法律

案を大正4年12月～翌5年2月の第37回帝国議会に上程して協賛を得，同5年3月6日に公布

した。そして翌大正6年3月20日に理化学研究所は公益法人としての認可を得て，発足したの

である。この理化学研究所の設置は，当時にあっては産業界の発展を背景にして，これまでの

試験研究機関の創設でみられたような政府主導型とは異なり，産 ・官 ・学が一体となって取組

んだ，国家としての試験研究体制の整備における最大の課題であった。しかも，発足をみた理
帥

化学研究所を軸にした国家の試験研究体制の再編が，同時にはじまったといってよい。

相前後して，国立試験研究機関の数多くの拡充や新設が行寸つれた。農商務省所管についてみ

れば，大戦前から求められていた工業試験所の拡張，絹業試験所の新設，かねてから要請され

ていた府立大阪工業試験場と京都市陶磁探試験場の国立移管が，その例である。また国際的な

大型研究開発プロジェク ト実施の趨勢を反映して，臨時窒素研究所や燃料研究所のように研究

事業を主体と した 「研究所」とし、う名を付した機関も設立された。

このような国立試験研究機関の新増設ブームのなかで，大きな役割を演じたのはすでに述べ

た化学工業調査会で、ある。 府立大阪工業試験場の国立移管を実現させたのも，この化学工業調

査会といえた。その活動は第 l～2回会議の建議で理化学研究所の設立に主要な役割を演じた

が， 長期にわたり懸案であった工業試験所の拡張に関しても第2回会議で審議しその一部を
倒

第 lj羽拡張計画として大正5年度に実現させている。

この時期にあっては，とくに第2回会議の化学研究所設置に関する建議案を審議していたさ

い，商工局長岡実委員の発言に示されるように，政府は行政組織の簡素化に努めていることも

あり，府立大阪工業試験場の国立移管には消極的であった。 すなわち， 「工業試験所ノ拡張ニ

、一定ノ方針ヲ持ッテ居ノレ。第一ニ中央〈東京〉 ヲ完成シタ リト 思フ。 当業者間ニハ大阪ニ設

立セントスノレ議論アノレモ，不完全ナノレモノヲ二ニスルヨリ完全ノモノヲーニスノレト云フ方針」
帥

が農商務省の基本態度であった。

ところが，懸案の工業試験所の拡張と理化学研究所の設立が実現したこともあって，それを

うけて大正6年 6月6日から開催された化学工業調査会第4回会議では残されていた課題，つ

まり工業試験所の第2期拡張計画ならびに生産調査会の建議で要請されている府立大阪工業試

験場の国立移管，それに帝国議会で建議案が可決されている京都市陶磁器試験場の国立移管の

伺 たとえば， 板倉聖宣 ・八木江里「理化学研究所の設立j切における科学研究体制」， l. 2, 『科学史研
究J，第41号，昭和32年l～3月，5～13頁，同，第42号，同32年4～6月， 22～28頁。ただし一次史
料についての調査にまでは及んでいないし， 誤りも少なくなL、。
広重徹『科学の社会史』 ，中央公論社，昭和48年， 92～96頁。
理化学研究所の設立過程とその背景に関しては，5JIJに論じる必要があり，とくに化学工業調査会の活

動や軍需動員計画との関連において究明せねばならなし、。
後者については，鎌谷親善「第一次世界大戦と工業技術の振興策」， 『化学史研究』， 第15号，昭和46

年3月，13～28頁をみよ。
制 『化学工業調査会録事（第一回及第二回〉』， 125～126頁。
制向上書，117頁。
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件が建議の対象として採りあけe られ占。

平賀義美は建議案「農商務省、工業試験所ノ第二期拡張ヲ至急ニ進行セシムル ト同時ニ大阪府

立工業試験所及京都市立陶磁器試験所ノ両所ヲ農商務省所管ニ移ス ノ件」を提出した。最終日

の同年 6月8日， これが審議され，異論はなかった。しかし建議案は趣旨を明確にするために

文言を修正され，つぎのような建議として可制れ之

化学工業促進ニ関スノレ建議

化学工業促進ヲ計ル為，左記事項決行相成度，本会ノ決議ニ依リ建議候也。

大正六年六月八日

農商務大臣仲小路 廉 殴

記

←） 農商務省工業試験所ノ第二期拡張ヲ至急ニ進行スノレコト。

化学工業調査会

同大阪府立工業試験所及京都市立陶磁器試験所ノ両所ヲ農商務省所管ニ移ス コト。

このと きも，府立大阪工業試験場の事業が大阪府にとどまらず関西一般に対する工業技術の
例

指導を行っていることから，政府の事業とすべきだということが確認されている。

4.府立大阪工業試験場の国立移管

第 1次大戦勃発は懸案であった国家としての試験研究体制の整備に改めて大きな関心を惹き

起こさせ，政府はそれの具体化に着手していくが，その大戦が科学技術戦，なかでもドイツに

対する連合国の化学戦とし、う意味が強かったことが，すでに検討したように化学工業調査会の

いち早い設置とその活動展開となったといってよい。大阪においても大戦にともなう影響が化

学工業の分野でもっとも顕著であったことを反映し，大正3年12月4日に当時の府知事大久保

利武は大阪工業会に対して「大阪府下ニ於ケル化学工業ノ発達ヲ図ルノ具体的方法如何」を諮
同

問している。委員会を設けて調査した大阪工業会は，同年12月26日に答申を提出しているが，

農商務省の化学工業調査会の活動と類似点が少くなく，その第 1項に「化学工業研究所設立ノ
制

事」を掲げていた。

大阪工業会はこの答申で，府立大阪工業試験場の拡張で研究部を設けて化学工業を取扱う こ

とおよび化学工業調査会が設置を建議した化学研究所の大阪支所を設けることを求めていた。

制 『化学工業調査会録事（第四回〉』，17頁。
伺向上書，17～18,61, 67～69頁。
制同上書， 61, 68～69頁。
伺以下についてはつぎの2点を参照のこと。

「大阪工業会業績」， 『商工政策』，第2巻，第1号，大正14年1月， 3～6頁。
浅田敏章編『大阪工業会五十年史』，大阪工業会，昭和39年， 121～126頁。

帥全文は向上書に収録されている。
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そしてこれを軸にした化学工業の振興策を 8項目にーわたって挙げていたのである。その範囲が

広く，このまま実施することが困難であることから，知事は再諮問した。この答申は翌4年 2

月24日付で提出され，そのなかに前の案を発展させた「化学工業研究所設立実施案」が含まれ

ていて，府立大阪工業試験場内に化学工業研究所を置くか，あるいは大阪市が計画中の工業研

究所の設置を促がして化学研究を遂行させる案を提出していた。

さらに大阪府知事から大阪工業会に対する質疑，それに対する第3回目の答申も提出され

た。この府知事と大阪工業会とのあいだの意見の交流は，当時の工業界の最大懸案事項が化学

工業の振興であり，その措置として試験研究機関の整備が最重要事項になっていたことを示唆

するものといって よい。大阪府知事や大阪工業会の払ったこれらの努力は大正5年において，

すでに述べたように府立大阪工業試験場に研究部の設置，および当時大阪市が立案中であった
州

市立工業研究所の設立を促進し，実現させたといってよい。

化学工業調査会で審議し，可決した府立大阪工業試験場の国立移管の件は，既述の動きと並

行して大阪府会で審議された。大正3年12月21日，大阪府会では橋本善右衛門が提出した意見

書案「国立工業試験所増設ニ関スノレ意見書」を採択して，審議した。つぎのように意見書は農

商務省工業試験所が工業の振興において地域的に限定した役割しかもたないことを指摘し，工

業の枢要地大阪にも国立工業試験所を増設するよう求め，もし直ちに実現が困難なときは国庫

助成金の増額を要請した。そして，説明に立った橋本府会議員は， これに関連して当時一の府立

大阪工業試験場の役割を明らかにするとともに，国産奨励会設立趣意書を例にしながら，大阪

に国立工業試験機関を設置することが産業振興のために重要な施策であることを指摘したので

ある。

意見書案

国立工業試験所増設ニ関スノレ意見書

本邦工業ノ現勢ハ尚ホ未ダ幼稚ノ域ヲ免レサソレヲ以テ，之レプJ発達進歩ヲ図／レハ最モ重要

ノ事業タノレノミナラズ，今次ノ時局ニ鑑ミ 一層其感ヲシテ深カラシムノレモノアリ。今ヤ国

立工業試験所ハ東京ニー箇所ヲ設ケアリト雌ドモ，惟フニ其位置一方ニ偏シ，其効果ノ普

及スル範囲極メテ狭少ナノレヲ遺憾トス。イ衣テ本邦工業ノ 中枢ト称セラル、 我大阪ノ 地ニ更

ニ国立工業試験所ヲ増設シ， 以テ将来我国工業ノ独立ヲ期シ， 以テ海外貿易ノ発展ヲ図

制大阪市立工業研究所〈当初は市立大阪工業研究所と称していた〉は，この大正4年5月に大阪市長が
設けた諮問機関て‘ある工業研究機関設置委員会が提出した答申をもとに，大正5年3月に発足したもの
である。これの設立経過については下記の文献を参照のこと。
大阪市立工業研究所編 ・干u「大阪市立工業研究所創立二十年史」，『大阪市立工業研究所二十周年記念

号』，昭和11年， 5頁。
付 「通常大阪府市部会速記録』，第5号， 大正3年12月23日，6～16頁。ただし， 以下の引用は6～13

頁。
なお，大阪府知事の化学工業振興に関する諮問と大阪工業会の答申にある化学工業研究所設置の提案

とこの大阪府会における決議とのあいだの関連性は詳らかではない。
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リ，国力ノ 増進ヲ企図スルコトハ実ニ刻下ノ急務ニシテ，一日モ忽諸ニ附ス可ラザルモノ

ナリトス。今之レヲ既往ノ事実ニ徴スノレニ，我府立工業試験場ハ明治三十六年設立以来弦

ニ十有余年，而シテ此間ニ於ケノレ分析，鑑定，試験等ノ依頼件数ヘ別表ノ如ク明治四十

二年度ノ実数ヲ以テ同三十七年度ニ比スレバ約十倍ノ 増加ヲ告ゲ，更ニ大正二年度ノ笑数

ヲ以テ之レヲ十年以前ニ比スレパ二十五倍強ノ増加ヲ示セリ。尚之レヲ現在本邦国立工業

試験場ニ於ケノレ依頼件数ニ比較スルニ約其十倍ニ達、ン，其依頼件数ハ殆ンド全国ニEレノレ

ノ事実ニシテ，之レニ由ツテ之レヲ見ルモ，速ニ大規模ノ工業試験所ヲ増設スルノ必要ア

ノレコトハ火ヲ暗ノレヨリモ明ナリトス。依テ本会ハ我工業ノ現勢ニ鑑ミ ，我大阪市ニ国立工

業試験所ヲ設置セラレンコトヲ希望セノレノ議ヲ決シ，以テ閣下ノ採納ヲ仰グ。若夫レ国家

財政上ノ関係ニ依リ， 今遮ニ国立工業試験所ヲ増設スルコト能ハズトセバ，従来我府立工

業試験場ニ与へラレタル補助金ヲ増額シ，以テ国立工業試験所ノ増設ニ代フノレ臨機ノ施設

トシテ，前述ノ要求ニ応ズノレノ処置ヲ採ラレンコトヲ切望ノ至リニ堪ヘズ。

右府県制第四十四条ニ依リ意見呈出候也。

大正三年十二月 日

大阪府市部会議長岡本重威

殿
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日
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候

三

事

商

出

正

内

農

提

大右

（各Jill)

提出者 橋本善右衛門

賛成者 中谷徳恭

同 福島喜蔵

向 金沢仁作

同 金沢利助

同 吉本重光

（注別表ノー，二は省略〉

この意見書は満場一致をもって可決され，議長名で内務大臣に建議することになった。また

知事は，その趣旨に賛成し， 「目的ヲ貫徹スルコトニ就キマシテモ充分ニ努メル考デアリマ
同

ス」旨，答弁した。提案者の橋本府会議員はさらに目的達成のために大阪府選出の代議士に援
同

助を求め，意見書の趣旨が実現されるよう議長に要請した。以上のようにして， 大阪府会を中

心にした府立大阪工業試験場の国立移管に向けての運動が開始されたのである。

しかし大正 4～ 5年についての府立大阪工業試験場の国立移管に関する情報は，この時期

開同上書， 15頁。
同向上書， 15～16頁。
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に理化学研究所の設立に多くの努力が払われたこと，それに同場の移管交渉の実務作業が主で

あったためか，きわめて乏しい。

大正6年になると，すでに指摘したように化学工業調査会第 4回会議が「化学工業促進ニ関

スノレ建議」 を可決し，府立大阪工業試験場の国立移管を求めたのにつづき，同年11月11日に大

阪工業会も政府に「国立工業試験所設置ニ関スノレ意見書」 を提出している。と ころが， 農商務

省における大阪工業試験所設置の立案作業はこの11月5日以前に一段落し， 大正 7年度予算案
伺

のための「大阪工業試験所経費予算要求説明参考書（大正六年十一月五日〕」（以下「説明参考書」と

略すこともある〉が作成されていることから，大阪府当局と農商務省担当官との交渉が， この時

までに終了していたこと，その過程で化学工業調査会の建議案の可決が大きな意味をも ってい

たことを示唆している。

この「説明参考書」は， 戦後の工業，とくに化学工業の振興策として国立工業試験所を大阪

に新設する必要性を指摘しこれの設置場所，設立手続，規模などを，その設立にともなう大
むの

幅な拡張を含め（表 8参照〉，つぎのように詳述していたのである。

大阪工業試験所新設ニ就テ

戦後ニ処スノレ我産業界ノ準備へ商工業ニ関スノレ施設ヲ為スヲ以テ最モ急務ナリトス。就

中時局ノ；影響ヲ受ケ， 増大セノレ海外販路ヲ維持シ，益其ノ振興ヲ図ル為，各種工業T 特ニ

化学工業ニ対シ其ノ品質ノ改良及技術ノ進歩ヲ促スヘキ指導機関ヲ整備スノレコト ヲ緊要 ト

ス。然ノレニ現在ノ工業試験所ノミニテハ規模小ニシテ，未タ以テ我重要工業全部ニ亘リテ

補導機関タノレコト能ハス。加之時局後阪神地方ヲ中心トセノレ地域ニ於ケノレ工業ノ勃興へ

東京ニ比シ殊ニ著シキモノアリテ， 現在ノ大阪府立工業試験場ノ規模ヲ以テシテへ到底

当業者ノ依頼事項ヲ処理シ能ハサノレノミナラス，指導ノ 上ニ於テ遺憾ノ点頗ノレ多キヲ 以

テ，大阪ニ工業試験所ヲ新設シテ，時代ノ要求ニ伴フ化学工業ノ補導機関ヲ整備シ，以テ

戦後産業ノ発達ニ資セムトスノレモノニシテ，之カ計画大要左ノ 如シ。

一，位 置

大阪ノ地タル，時局以前ニ於テ既ニ本邦工業ノ中心地タリ。時局展開後ニ到リテハ種々

ノ刺戟ヲ受ケ，諸般ノ工業企画セラレ，之カ基礎タルヘキ化学工業亦勃興ノ機運ニ向へ

リ。而シ其ノ発達ノ趨勢ハ東京方面ニ比シ殊ニ著シク，将来大阪兵庫ニ沿フ海岸線一帯

ノ地ハ本邦ニ於ケノレ重要工業地タノレヘキ状勢ニ在リテ，現在大阪府立工業試験場ノ規模

ヲ以テシテハ到底当業者依頼事項ヲ処理シ能ハサノレノミナラス，諮問ニ対スル指導ノ 如

キハ頗ノレ遺憾ノ点多シ。府立工業試験場ノ拡張ノ、多年ノ問題ニシテ，今ヤ焦眉ノ急ニ迫

伺 『大阪工業会五十年史』，492頁。なお，この意見書の内容は詳らかではなし、。
伺 「工業試験所官制改正ノ件」，『公文類緊』，第42編，巻6，官職門5，官制5，浪商務省，大正7年，
国立公文書館蔵，のなかに収録されている。

伺向上。
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レルモ，之ニ必要ナノレ多大ノ経費ハ地方庁ノ堪フル所ニアラス。近ク化学工業調査会ニ

於テモ大阪工業試験所新設ヲ決議セノレカ如キハ，既ニ朝野共ニ其ノ 必要ヲ認メタノレニ外

ナラ ス。最近工業試験所（東京〉及府立工業試験場（大阪〉ニ於ケノレ依頼件数ヲ比スレ

ヘ大阪府立工業試験場ハ工業試験所ヨリモ多ク，尚実地ニ当業者ヲ指導スヘキ事項ニ

就テハ関西地方ハ関東地方ニ比シ一層多大ナリ。

斯グノ如ク，大阪ノ、工業上重要ナノレ位置ヲ占ムノレヲ以テ，之ニ工業試験所ヲ設立スルハ

方今ノ急務ナリ。

二，東西工業試験所ノ関係

大阪工業試験所ハ専ラ重要貿易品ニ付実地当面ノ問題ヲ先ニ、ンテ，技術上及経済上ノ研

究試験ヲナシ，現物ニ就キ積極的ニ当業者ヲ指導啓発スルヲ 目的トス。市シテ其ノ研究

試験項目ハ（参照第三号〉ニ記スノレカ如ク，東京工業試験所ノ試験項目ト 重複スノレコト

ヲ避ケ，両々相侯テ工業ノ発達ニ資セムトス。

三，大阪府工業試験場ノ移管

大阪ニ工業試験所ヲ設立スルニ際シ，大阪府工業試験場（其ノ規模ハ参照第四号エ示ス

カ如シ〉ヲ移シテ大阪工業試験所ノ一部トナシ，一般ノ依願ニ係ル分析，試験，鑑定，

検定ニ関スル業務ヲ行フ。

四，大阪工業試験所ノ規模

分析部（現在大阪府工業試験場〉ヲ別トシ，敷地約一万坪ヲ必要トシ，第一期ニ於テハ

建坪二千二百九十坪ヲ要ス。

五，大阪工業試験所ノ職員及経費

本所ノ職員ハ（初年度〉 次年度

所長

技師

技 手

一人

一一人（内一人勅任〉

一四人

一人（所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ〉

二O人 （内一人勅任〉

三O人

書記五人 六人

ニシテ，其ノ業務担任事項ハ別紙参照第五号ニ示スカ如、ン。

本所経費ヘ初年度ニ於テ臨時費七拾万円（内土地購入費二拾万円ヲ含ム〉，経常費八

万五百七拾弐円，計七拾八万五百七拾弐円ヲ要シ，次年度ニ於テ経常費約十九万九千九

百十八円ヲ要スノレ見込ニ‘ンテ，其ノ内訳大体左ノ如シ。

一 俸給 六四，－00円

一．事業費 一三五，八一三円

（注 ：以下の参照第一～六号は省略〉

大正 6年12月25日に召集された第40回帝国議会（翌7年3月26日開会〉に提出された政府の 『予

算書（大正7年度〉」には，農商務省、の工業促進に関する項目の第2項として「大阪工業試験所
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表－8 府立大阪工業試験場 ・国立大阪工業試験所（案〉の比較（大正6年11月現在〉

府立大阪工業試験場 国立大阪工業試験所〔案〉

土 地 891坪3合 10,000坪

建物建坪 485坪5合 3,290坪（第1期〉

大正 6年度 初年度 次年度

経 裂t 51,502円 80,572円 199,918円

l隊員 合計 24人 30人 56人

内場・所長 l l l 

技 師 8 11 20 

技 手 12 14 30 

書 雪口コu 4 5 6 

注 l 経費欄の府立大阪工業試験場は経費予算額，国立大阪工業試験場は経常費のみを掲げる。
2 場・所長は技師を以てこれに充てる。
3.国立大阪工業試験所の技師定員のうち1人は勅任。
4.大阪府会の「市第24号議案」と数字が不一致の個所があるが，出典のまま記した。

出典． 『公文類衆』，第42編，巻6，官職門5，宮制5，差是商務省，大正7年。

設置ニ関スノレ経費」として， その予算要求の理由をあげ，必要経費780,572円が計上されてい
付

た。それの該当個所を掲げておこう。

大阪工業試験所設置 ニ関スノレ経費

現在ノ工業試験所ハ規模小ニシテ，各種ノ重要工業ニ就キ試験研究ヲ為シ，其ノ指導機関

タノレ能ハサノレノミナラス，殊ニ時局以来関西方面ニ勃興セノレ工業ニ対シテ地理上ノ関係ヨ

リ充分ノ補導ヲ為スコト能ハサノレノ憾アリ。故ニ大阪工業試験所ヲ新設シ，東京工業試験

所ト相侠テ益々斯業ノ発展ニ資セントス。依テ之カ経費八万五百七拾弐円ヲ経常部第九款

ニ，七拾万円ヲ臨時部第三款ニ予算セリ。

帝国議会の審議との関連で，大阪府知事林市蔵は大正 7年度予算案を審議する府会（大正6年

12月28日～7年 1月26日〉に対し， 市第24号議案で府立大阪工業試験場の財産すべてを国に寄附

する件を諮った。この議案は当時の府立大阪工業試験場の規模も明らかにしていた。その案件
同

の質問に応じて行った説明で、は，新設される国立大阪工業試験所に対する希望を述べていた。

市第二四号議案

今般農商務省ニ於テ工業試験所ヲ木府ニ新設シ，本府立工業試験場ヲ之ニ併合シ，国費ヲ

以テ経営セントスノレニ付，国費予算確定ノ暁へ別紙之通府立工業試験場ノ財産全部ヲ国

ニ寄附セントス。

大正七年一月二十二日提出

大阪府知事 林 市蔵

伺 「大正7年度農商務省所管予定経費要求書」， 「大正7年度予算書」， 3頁。

なお，ここに掲げてある大阪工業試験所設立の理由は，そのまま官制改正のさいにも用いられてい

る。前出『公文類家』参照。

同 『通常大阪府市部会速記録』，第4号，大正7年1月24日， 5～7頁。
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ロ
ロ口

工業試験場財産調

名 量数

敷地

建物及定着物

分析機械器具

電気機械器具

試験機械器具

事務用器具

図 書

五障一二二

O
所

点

点

五
個
四

O

七
三

五

八

・一一一一一一一

一一九

一

五五六点

九八八点

八八八開

金 額
円

一八九，五三四．一五O

八O，八四七． 九五O

五五，＝七＝．九一四

六

0

0

0

七

九

三

七

八

五

九

三

九

四

O
三

一
O
三

七

八

四

九

九

七

四

一

五

四

O

合 計 四八六，八八四． 七八O

0広瀬徳蔵君 此ノ寄附ヲスノレト云フコトへ国ノ工業試験所ヲ大阪へ持ツテ来ノレト云フ

コトノ条件ニナツテ居ノレノデスカ居ラヌノデスカ。

0参与官（内務部長柴田善三郎君〉 御答へニ兼ネマシテ，一応本案ノ説明ヲ致シマス。

国立工業試験所ノ設置ニ就キマシテハ，予テ当局ニ於キマシテモ是非此ノ工業ノ都市タ

ノレ大阪ニ此ノ設備ノアノレコトハ是非共必要デアルト云フ考へヲ以チマシテ，折々主務者

トノ間ニ折衝致シテ居ツタ次第デアリマス。先般ノ府会ニ於キマシテモ，之レガ設置方

ニ就キマシテハ建議ガ成立致シタヤウナ次第デアリマス。幸ニシテ此ノ府民一般ニ希望

致シマス試験所ヲ今回！~商務省ニ於キマシテ国立ヲ以テ経営スノレト云フ方針ヲ立テラ

レ，既ニ其ノ予算ハ議会ニ要求サレテアルノデアリマス。其ノ農商務省、ノ計画ノ予算ハ

明年度ノ要求ハ七十八万円デアリマシテ，其ノ内二十万円ヲ以テ敷地費ニ充テ， 五十万

円ヲ以テ新タナノレ設備ヲシ，夫レカラ八万円ヲ以テ経常費ニ充ツノレト云フ計画デアリマ

ス。是レハ明年度差当リ計画デアリマシテ，或ハ将来ニ於キマシテハ尚ホ是レ以上ノ金

額ニ上ボリマスルノミナラズ，殊ニ経常費ニ於キマシテ此ノ八万円ト云フモノ へ 此ノ

府立工業試験場ヲ国ニ引継イデ直チニ経営スノレ費用デアリマス。今回ノ農商務省ノ計画

ハ只今ノ府立工業試験場ノ談リ渡シヲ受ケマシテ，之レヲ試験部ニ充テ，別ニ五十万円

ヲ以テ建設スノレ分ヲ研究部ニ充テノレ，斯ウ云フ計画ニナツテ居ノレノデアリマス。申上ゲ

ノレマデモナク現在ノ試験場ハ彼ノ設備ノ中ニ於キマシテ，研究部ト試験部トノ二ツ ニ岐

レテ居リマスノレカ，之レヲ引渡シヲ致シマシタ後へ只今ノ設備ハ全部試験部ニ充テラ

レノレ，斯ウ云フ事ニナノレノデアリマス。市シテ農商務省ノ趣旨ト致シマシテハ矢張リ 之

レヲ国ニ引渡シヲ受ケタ後ニ於テモ，試験部ニ於テへ殊ニ人民ガ之レヲ利用スノレ関係

ニ於テハ従来ト少シモ奥ラナイヤウ ニスノレノミナラズ， ヨリ以上其ノ利用ヲ増スヤウニ

努メノレ，斯ウ云フ話デアリマス。更ニ研究部ニ於キマシテハ，只今東京ニ設置シテアル

モノハ専ラ学究的ニ使用サレテ居リマスノレガ，大阪ハ此ノ土地柄ノ関係カラシテ，同ジ

ク研究部トハ申シマシテモ，専ラ学究的ニ行ルト云フコトヲ致シマセヌデ，実際ト成ル
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ベク接近 シ， 近ヅケ， ソレニ依ツテ研究ヲシタイト云フノガ趣旨デアノレサウデアリマ

ス。夫故ニ一方ニ於テハ各種ノ研究ヲ致シマスノレト岡崎ニ，他ノ一方ニ於テハ又経済試

験ト デモ云フカ，是レハ経済的ニ何ウナノレカト云フコトノ研究ナ ドニモ十分ノカヲ入

レ，随ツテ民間ノ工業家ガ直接ニ之レヲ利用スノレコトガ出来ノレ機会ヲ多カラシメタ イ，

斯ウ云フ趣旨ニ依ツテ設置サレノレノデアリマス。新設ノ分ハ無論明年直チニ開設致ス訳

ニモ参 リマセン。 国ノ予算ガ通過スレバ，府立ノモノヲ国ニ引渡シ，国ハ直チニ此ノ設

備ヲ用ヒ，只今ノ人ヲ引継イデ，明年度カラ出来ノレ限リ早ク国ノ事業ト シテ経営スノレト

云フコト ニナツテ居ルノデアリマス。随ヒマシテ，只今倒l尋ネノプリマシタ府立ノモノ

ヲ引渡スト云フコトハ，謂ハマーノ条件ニナツテ居ノレヤウナ次第デアリマス。（以下Ul的

政商務省は既設である東京の工業試験所が規模と設置位置から少なくない制約をもっている

ので，大阪工業試験所を設けることで「時代ノ要求ニ伴フ化学工業ノ補導機関ヲ整備シ，以テ

戦後産業ノ発達ニ資」するという，国家としての立場を強調し，東西の工業試験所が「両々相
同

侯テ」貢献することを期待していた。これに対して，大阪府は府立工業試験場時代の性格を継

承し，工業界の要請に応じて「実際ト成ノレベク接近」 した試験機関で， 「民間ノ工業家ガ直接
同

ニ之ヲ利用」できるよう十分に配慮することを希望した。

このように両者の見解には少なくない差異があるが，それを埋めるための努力も払われてい

た。すなわち農商務省は，東西工業試験所の関係について，大阪工業試験所がその地域の特性

より「専ラ重要貿易品ニ付実地当面ノ問題ヲ先ニシテ，技術上及経済上ノ研究試験ヲナシ，現

物ニ就キ積極的ニ当業者ヲ指導啓発スルヲ目的」とするものとしていた。それにともない，東

京工業試験所との試験項目の重複を避けて「関西工業ニ最モ関係大ナノレ貿易品ノ研究試験」を

行うこととして，第l期の研究試験項目としては燐寸， 硝子製品， 球部鉄器， 石鹸， 革及染

革，阿跨及ゼラチン，各種絶縁材料， 各種インキ，石膏及耐敵耐火物を挙げていた。第 2期の

研究試験項目には工業薬 （主と してカリ塩〉，鉛筆，輸出化粧品，金剛砂紙布， 人造砥石，刃物

（洋式刃物，機械工具，医療用刃物等〉，金属製品 （錠前，戸金具等〉，ベン先，各種綿布用原糸の紡

績，各種綿布の製織 ・染色及整理を掲げていた。

農商務省、がこのよ うに大阪工業試験所のために貿易品に宿接した試験項目を選んだことは，

同省の試験機関の主要な設置目的が伝統的に輸出振興策と結びついていたこと，それに地域産

業の振興を重視していた従来の施策の延長上において立案されたことを示すとともに，これが

また大阪の工業界の要請にも応える方途であったからといえよう。しかし この考え方は，東

西両工業試験所を国家としての試験研究体制のなかにどのように位置づけるかに関して，つま

り官制改正に関する手続の具体化，さらに決定のさいに新たな問題を生みだす要因となった。

府立大阪工業試験場を国家に寄附する議案は，大阪府市部会の最終臼に可決された。第40回

同 「大阪工業試験再「「経費予算要求説明参考諮」，前出『公文類爽Jに収録。
制 『通常大阪府市部会速記録』，第4号，大正7年l月24日， 6～7瓦。
制注刊に同じ。なお，つぎの注鈎も参j械のこと。
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帝国議会ではとく に議論もなく， 大阪工業試験所の設立予算案は協賛された。 このよ うにし
同

て，府立大阪工業試験場を固に移管し大阪工業試験所の創設が決まったのである。

大阪工業試験所設置の官制公布に向けて，残されていた問題の解決が図られた。最大の案件

である東 ・西両工業試験所の関係については，大阪工業試験所は大阪工業界の状況をふまえ，

研究試験項目および当業者に対する指導という視点から，さ らには従来の実績から依頼分析や

材料試験を重視した姿勢をも継承し， 東京工業試験所と同様に所長には勅任技師を充てるこ
同

と，それに技師や技手等の人数や予算規模も同等にすることを内容にした案が作成された。

農商務省、によ る大阪工業試験所に関するこのような性格づけは，法制局参事官一同意見とし

て「東京工業試験所ハ工業ニ関スノレ根本的ノ研究ニ従事スノレモノニシテ，自ラ工業研究ノ中心

ヲ為スモ，大阪工業試験ハ笑際的方面ニカヲ用ヰノレモノニシテ，名ハ独立ノ工業試験所ナリト

雌，実ハ東京工業試験所ノ 支所ト為スモ可ナノレモノナリ。両者ノ 地位必スシモ同一ナリ ト謂フ
制

可ラス。」と，手厳しい批判があびせられた。言葉をかえれば，日清戦争後の「戦後経営」で国

家としての工業試験研究体制が構想されたときからの考え方を継承したのが，この法制局の意

見である。すでに述べた農商務省が作成した「説明参考書」に記されている大阪工業試験所の

性格や試験研究項目は，この法制局参事官見解の妥当性を裏書きするものでもある。

ところが，日本における産業の発展はもと より，第 l次大戦の科学技術動員の経験は，第 3

団法商工高等会議から継承されつづけていた国家の試験研究体制の構想を大きく変容させてい

たのである。近代産業，とくに重化学工業の発展は，民間企業においても試験研究機関を設置
制

する動きを明治期末から生みはじめていたが，第 1次大戦はそれを大きく促進させていった。

他方，民間企業が未熟なときにこれらの振興を目的にして，あるいは国営事業の技術振興のた

めに設けられた国立試験研究機闘が，この過程で全体として，さらには個別機関の試験研究活 。
同

動においても，変化がみられはじめてきたことである。

とくに後者について，製造事業に関連した国立試験研究機関の状況を概観してみよう （表－9

参照〉。国家の産業政策を担当する農商務省では，明治則には地質調査所と中央度量衡器検定所

鈎 『通常大阪府市部会速記録』，第5号，大正7年1月26日， 8頁以下。
『第40回帝国議会衆議院議事速記録』，第3号，大正7年l月23日， 13頁。
『第40回帝国議会衆議院予算委員第5分科会議録』，第l回，大正7年2月1日， 2, 5頁。
『第40回帝国議会貴族院議事速記録』，第6号，大正7年2月13日， 63,89頁。
『第40回帝国議会｝＇：（族院予算委員第 5分科会議事速記録』，第1号，大正7年2月22日， l～2頁。

倒前出 『公文類家』。
制向上。
帥鎌谷親善 「企業を中心とした研究体制の推移」， 広重徹編『日本資本主義と科学技術.Jl, 三一書房，

1962年，94～99頁。
紛 鎌谷親善「国家としての研究体制jの形成過程」， 77～84頁。

通産省編（鎌谷親善事Ii鐙〉『商工政策史，第13巻， 工業技術』，商工政策史刊行会， 昭和54年， 231頁
以下参照。
以下，とくに注記しなL、かぎり， 向上訟による。
機械試験所の立案過程については，「商工省にて機械研究所設置」，『工業』，第1号，大正15年8月，

74～75頁，機械試験所編 ・刊 『設立第四年を迎へて』，昭和15年， 44Ji(参照。
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を内局と してもつほか，工業試

験所を頂点にして府県郡市の地

方工業試験場，伝統産業ないし

輸出産業の振興を目ざす生糸検

査所と花蓮検査所を擁するにす

ぎなかった。現業官庁と しての

逓信省が電気試験所，鉄道院が

鉄道試験所，大蔵省が税源培養

とあわせて伝統産業振興のため

に醸造試験所を設置していた。

明治期末から生れた国家的な

大規模研究機関の設置運動は，

すでに述べたように一時的中断

もあったが，産 ・官 ・学の協力

によって，農商務大臣の監督下

に公益法人理化学研究所を設置

するに至った。このことは，産

業の発展ならびに第 l次大戦の

科学技術動員を背景にして，国

家としての新しい研究体制がこ

国家の技術政策と試験研究機関（鍬谷）

表－ 9 製造事業関係の主要国立試験研究機関〔大正11年末現在〉

名 初t

。一一公益法人理化学研究所

t一鉱山局地質調査所

工務局中央度量衡検定所

（東京工業試験所
大阪工業試験所

ー（機械試験所〉

j~商務省一「生糸検査所
一花蓮検査所

縞業試験所

一陶磁器試験所

一臨時窒素研究所

燃料研究所

一福岡鉱務署石炭坑爆発予防試験所

一鉱山局鉱害試験室

l一電気試験所
逓信省一｜

」管船局船用品検査所

鉄 道 省 大臣官房研究所

l一醸造試験所

大蔵省一！一造幣局研究場

」印刷局研究所

1一東京大学附置航空研究所
文部省一｜

」東北大学附置金属材料研究所

注1.設立年月は官官ii］公布の日を用いた。

設立年月

大正 6年7月

明治15年 2月

明治36年12月

明治33年6月

大正7年5月

立案中

明治28年7月

明治38年4月

大正7年4月

大正8年4月

大正7年 5月

大正 9年8月

大正5年6月

大正9年4月

大正7年6月

大正5年7月

大正 9年5月

明治38年5月

大正11年 7月

明治42年3月

大正10年7月

大正11年8月

2.差是商務省所管官営八幡製鉄所研究所（大正8年7月設立）は略した。
出Jlll.『法令全書』，関係の試験研究機関史および大学史。

の理化学研究所を軸にして構築されはじめたことを意味していた。

農商務省では，試験研究機関の整備に早くから努力していた化学工業の分野において，すで

に述べてきたように東西に両工業試験所を設けて体制のいっそうの強化をはかったことにくわ

え，機械試験所の設置を立案しはじめ， 官営八幡製鉄所研究所とあわせ，所管する重化学工業

の分野における体制整備を試みている。伝統工業ないし輸出工業の分野に関しては，生糸検査

所や花蓮検査所にくわえて，絹業試験所と陶磁器試験所を追加し伝統技術の試験研究体制を

強化していった。国際的にも試みられはじめたナショナル大型プロジェクトのアンモニア合成

や燃料開発は，研究所の名を付した臨時窒素研究所と燃料研究所を設立し，担当させた。鉱山

災害の予防や公害防止についても，小規模ではあるが，石炭坑爆発予防試験所や鉱害試験室を

発足させていった。

現業部門をもっ官庁をみると，逓信省では電気試験所を独立した官制をもつものとしたこと

にくわえて管船局に船用品検査所を設け，鉄道省、では大臣官房研究所に改組した。大蔵省では

醸造試験所のほか， 印刷局研究所と造幣局研究場をもつようになった。

以上の試験研究と開発を主体とした機関に対置される基礎的研究の機関は，文部省の手で盤
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備されていった。 その代表的な例が， 東京大学附置航空研究所や東北大学附置金属材料研究

所， それらよりやや遅れての京都大学附置化学研究所の設立である。

このような国家と しての試験研究体制の急速な変容過程で，先に述べた法制局参事官一向の

見解はあまりにも保守的であったといってよい。農商務省、が大阪工業試験所の設置を決めたの

は，理化学研究所の設置ですでに開始されていた試験研究に関する新しい国家体制の構築を，

さらに具体化した措置で、あった。同年の網業試験所や臨時窒素研究所の設置もまた， これと一

環をなすものであった。 言葉をかえれば， 第3回農商工高等会議の提示した東京の（中央〉工

業試験所を頂点に国家の試験体制を形成するとし、う構想のなかで位置づけられ，計画されてい

た大阪工業試験所は，その前提となった構想が否定され，新しい体制の構築が具体化されるな

かで，化学工業を対象とした試験研究機関と して， その設立が実現をみたのて、ある。

大阪工業試験所を設置するための工業試験所の官制は， 大正 7年 5月15日付で公布された

（勅令第140号〉。そのさい農商務省が重視した東京工業試験所と大阪工業試験所の同等性は，両

者が同一官制に包括され， 「工業試験所ハ東京府及大阪府ニ之ヲ置ク」と表現された。大阪工

業試験所は地域性を重視したものとして発足するが，官制が示す内容を現実化したのは， 大正

12年 4 月の官制改正によって第 1 部分析部，第 2 音r~化学工業部， 第 3 部窯業部に くわえて， 第

4部として合成化学部門を設け，アルコ ーノレ ・フ ォノレマリン ・グリ セリン ・合成ゴム ・石炭酸

といった新分野の技術開発にのりだしたときで， その研究項目や活動内容を含めて東京工業試

験所と同等で，
伺

しかも相互補完の国立化学工業試験機関になったといえよう。

大阪工業試験所設立の官制公布の直後，府立大阪工業試験場の国家への寄附手続が終了する

直前の大正7年 7月106, 同場の分析室が火事で消失した。そこで，大阪府が領収した火災保

険金をもって速やかに復旧のうえ，引渡しを受けたいことを，政府が希望した。そこで大阪府

は火災保険金を財源にして建設費61,000余円を大正7年度予算に追加 ・計上し

1日の大阪府参事会に提出し，認められた。
同

試験場は国に寄附された。

この決議にしたがい， 建設を終え，

大正7年9月

府立大阪工業

制前出「公文類緊」ならびに「工業試験所官命lj中改正ノ件」，
官tl11J4，浪商務省，大正12年。

『公文類緊』， 第47編，巻5，官職門4,

側大阪府内務部編 ・刊 『大阪府会史』，第3編， 下巻，昭和8年， 1C79～1080頁。
なお，移管された財産は下表のようである。向上。

品名

敷地

建物及定着物

分析機械器具
電気機械器具
試験機械具
事務用務 具
図 書

合 計

府立大阪工業試験場財産

数量

1,263坪56
692坪75
33箇所
2, 154点

380点
1,556点
988点
888点
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金額

189,534円

80,847門

66, 242P:J 
60,410円

161,560門
2,930円
5,973円

567,502円



国家の技術政策と試験研究機関（鎌谷〕

おわ りに

日清戦争後の国家政策の一環と して， 第3回農商工高等会議において国家としての工業試験

機関の整備案，つまり東京の〈中央〉工業試験所を頂点に，枢要の地にその支所， さらに地方

に府県郡市工業試験場を配置するという構想が答申され，具体化が試みられていった。明治33

年に工業試験所が設立され，ついで地方の工業試験場の設立が農商務省令第 l号（明治34年〉に

よって促がされた。

明治36年に設立をみた府立大阪工業試験場は，この省令によるものであると同時に，農商務

省が地方工業試験場一般に想定していた性格とは異り，東京の工業試験所と同等の役割を演じ

る試験機関で，活動の展開はこの性格をいっそう明確にさせたので、ある。

政府が地方工業試験場の設置と振興のために立案していた国庫助成策は， 日露戦争後の戦後

経営において産業試験費講習費国庫補助法の佑u定て、実現をみた。 しかし工業の枢要地に国立

工業試験所の支所を設置する案は，財政難や政治的混乱もあって実現が延びていた。ここには

工業試験研究機関が産業振興のための手段であり，その整備が国家政策，なかでも財政策によ

って規制されていることを典型的に示した。

国立大阪工業試験所の設置は，日露戦争後の国家政策を審議した生産調査会において改めて

答申あるいは建議によって政府にその実現を求めた。しかしこの施策も第 l次大戦による景

気の好転や科学技術動員などで，試験研究に関する理解ーが向上し，ょうやく実現し得る状況が

生れてく るのであった。

この間にあって，工業技術に関する試験研究は，これまでのような検定や試験といった産業

技術に直接に利害関係があった活動から，より基礎的な研究へと発展していくとし、う，活動そ

れ自身の進展がみられた。また，個別的要請にも対応して，専門の試験研究機闘を設立する政

策を採用していったことも見逃せない。

府立大阪工業試験場についてみると，業務を拡張する ことによって，大阪はもとより西日本

を中心にした地域の工業界からの要請に応じて，試験 ・検定業務を遂行するようになった。同

時に産業技術の発展を反映しその業務を基礎的分野に深めていき，研究部を設け，陣容も強

化することで， 試験中心の機関から研究も実施する，いわゆる研究機関に転化する途を歩んで

いたことも，指摘しておかねばならない。しかしこれの木格化のためには，府立の機関とし

ては限界があったこともまた否定で、きない。

懸案であった府立大阪工業試験場の国立移管は，既存の構想，つまり農商務省工業試験所を

頂点にした国家の試験研究体制を構築するという考えの延長で，その実現が求められてつづけ

ていたが，現実化したのは第 1次大戦を契機にして出現した，公益法人理化学研究所を頂点に

した国家の新しい研究体制を築きあげる一環と してであった。そのさい， 国家と大阪府の利害

の調整がはかられ，大阪工業試験所は東京工業試験所と同等の規模 ・内容をもつものであると
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ともに，地域の要望に即応した試験研究を担当する機関と して性格づけられたので、ある。そ し

て， 専門分野別に国立工業試験研究機闘が多数設立されていくなかで，こ の東京 ・大阪両工業

試験所は化学系工業技術を担当する同等で相互補完の国立工業試験機関として位置づけられて

いたのである。

木稿の作成にあたり，大阪市立大学図書館所蔵史料については中岡哲郎氏ならびに同図書館員の，大阪

府会史料については大阪府庁府民文化室の方々のご好意によって，多くの便宜を得たことに厚く感謝申し

あげたい。

Japan’s Technological Policy and Industrial Laboratories 

The Establishment of the National Laboratory for Industry, Osaka－一一

by 

Chikayoshi KAMAT ANi 

(Toyo University) 

Th巴 OsakaPrefectural Laboratory for Industry was established, in 1903, at a time 

when Osaka striv巴dto surpass Tokyo as the principal industrial district in Japan. The 

Osaka Prefectural Laboratory contributed to the development of industrial technology 

in Western Japan and with time gradually expand巴dits testing and research activity 

until it rivaled the National Laboratory for Industry in Tokyo. 

Befor巴 thetime the Osaka Prefectural Laboratory for Industry was established the 

Japan’s Ministry of Agriculture and Comm巴rcehad planned to establish a national 

industrial laboratory in Osaka. Due to五nancialdi伍cultiesand political chaos this plan 

was never realized. Later, in 1910, the Minister of Agriculture and Commerc巴 organized

the advisory committee for the promotion of industry and foreign trad巴 whichrecom-

m巴ndedthat a national industrial laboratory be founded in Osaka in order to expand 

and strengthen the nation’s system of research and testing. The gov巴rnmentdid not 

tak巴 thisrecommendation. 

The outbreak of World War I created a ne巴dfor the long-hoped-for expansion 

and strengthening of Japan’S industrial research and testing facilites. Th巴 advisory

committ巴巴 forthe promotion of the chemical industry, established by the Minister of 

Agriculture and Commerce during the war, had an important role in realizing the 

establishment of th巴 Instituteof Physical and Ch巴micalResearch which had support 

through industry, government, and university cooperation. The committee also advised 

that the Osaka Pref巴cturalLaboratory for Industry should b巴 elevat巴dto the status of 

a national labortory. Upon the com mitt目、 recommendationthe National Laboratory 

for Industry, Osaka (now the Government Industrial Research Institute, Osaka) was established 
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in 1918. 

In 1898, when the plan was propos巴d to establish the National Laboratory for 

Industry, Osaka, it was based on th巴 ideathat Japan’S industrial research and testing 

facilities should develop centered around th巴 NationalLaboratory for Industry, Tokyo. 

After World War I outbroke, however, this idea was r巴vised. Japan's research and 

testing facilities were to be organized through various specialized institutes cent巴red

around the Institute of Physical and Chemical Research rank巴dat the top. After being 

elevated to a national laboratory the Osaka Laboratory was accordingly ranked as a 

national res巴archand testing institute, equal with the Tokyo Laboratory for the chemical 

industry. 
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