
1 は じ め に

本論文は，現在の国立科学博物館の前身にあたる東京科学博物館の成立過程に関する論考で

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

育成に腐心し各種学校を，またいくつかの国では大規模な工業博物館を建設
（1）
した。イギリスの

サウスケンジントン博物館（South Kensington Museum，現 National Museum of Science and Indus-

try），ドイツのドイツ博物館（Deutsches Museum），アメリカの歴史技術博物館（National Museum

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

これらの博物館の中でも1925年5月ミュンヘンに開館したドイツ博物館の影響は大きい。
（3）

Alexanderは，それ以前の工業博物館，たとえばサウスケンジントン博物館が専門家養成のた

めの機関であったのに対し，同館は一般国民への工業教育を目的とした点で画期となったこと

を論じている。その後，シカゴ科学産業博物館など世界の主要な工業博物館に大きな影響を与

え，各国の工業人材育成を刺激
（4）
した。

第一次世界大戦後，わが国に開館した国立の自然科学系の博物館といえば，昭和6（1931）

年開館の東京科学博物館が知られている。『国立科学博物館百年史』によ
（5）
ると，東京科学博物

館の当初の計画段階では，ドイツ博物館を参考にしていたことが明示されている。しかし，同

館は事実上の自然史博物館として開館した。工業博物館であるドイツ博物館を参考にしつつな

ぜ自然史博物館となったのかは判然とせず，また工業教育との関係やドイツ博物館を東京科学

博物館に紹介した人物も示されていない。

椎
（6）
名は，第一次世界大戦終了直後に，工業製品の国内生産を可能にする人材育成を目的に，

理化学を中心にした国立博物館の創設が国会で建議されながら，自然史を中心にした東京科学

博物館が誕生したことを指摘しているが，その原因について詳しく分析していない。湯
（7）
本は，

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

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

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

（4） 例えば，シカゴ科学産業博物館はドイツ博物館を参考にして1933年に設立された。J. Pridmore,
The History of Science and Industry Chicago,（Chicago : Museum of Science and Industry,
1996）, pp.18―20.『博物館研究』には，ニューヨークの Museum of the Peaceful Arts（後に Museum
of Science and Industry in the City of New Yorkに改称）もドイツ博物館に範をとったものとして
紹介されている。『博物館研究』第4巻第3号，1931，5頁。高橋はウィーン，プラハ，ストックホ
ルム，シカゴの各市に設立された工業博物館がドイツ博物館から強く影響を受けたと述べている。高
橋雄造「科学技術博物館の歴史」『博物館学雑誌』第15巻第1―2合併号，1990，3―19頁。

（5） 国立科学博物館編『国立科学博物館百年史』，1977，232頁。
（6） 椎名仙卓「大正期における博物館設置運動の特質」『博物館学雑誌』第1巻第1号，1975，8―15
頁。

（7） 湯本桂ら「旧東京科学博物館の建築計画について―秋保保治の動的博物館―」『日本建築学会計
画系論文集』第74巻第645号，2009，2515―2519頁。学芸官を欧米先進館に派遣した段階ですでに着工
している。学芸官以前に情報をもたらした人物が存在していることは明らかである。

技術と文明 20巻2号（９０）
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講演会や映写会のための講堂，研究者が利用する天文台など，多彩な博物館活動を実現する建

築上の特長を議論しているが，海外先進博物館の情報をどのように入手したのかについて検討

していない。すなわち，東京科学博物館の成立過程に関する詳細な分析は未だ不十分である。

一方，大
（8）
淀は，技術者運動の視点から第一次世界大戦後に工業教育改革が唱えられたことを

論じている。機械学会などの学術諸団体は，履修科目や学制改革とともに社会教育による一般

国民への啓蒙の重要性を指摘した。その改革案の中に工業博物館の創設を推奨する記述が散見

できるが，工学者らの提案と大規模な工業博物館の創設を結びつける報告は未だ見出せ
（9）
ない。

本論文は，工業教育改革を唱える機械工学者によってもたらされたドイツ博物館の情報が東

京科学博物館の計画に大きく作用したこと，その結果，自然史資料との共存を強いられる中で，

僅かながらも工業部門の展示が実現した経緯について論述しようとするもので，意義あるもの

と考える。

尚，諸文献には，工業博物館，産業博物館，科学産業博物館，科学技術博物館などの名称が

使われているが，本論文では工業博物館に統一して記述する。ただし，固有名詞ならびに文献

からの引用は原文のまま記載するものとする。

2 学術諸団体による工業教育改革案と工業博物館の必要性

2―1 工業教育改革の背景

明治19（1886）年，工部大学校と東京大学工芸学部が合併し，帝国大学工科大学が創設され

た。これにより実学から学術へ傾斜したといわれて
（10）
いる。また，帝国大学工科大学を頂点とし

て，高等工業学校，工業学校，工手学校など多種の教育機関が設置されていたが，体系的に整

備されていたとはいい難く，技師，技手，職工，徒弟など多くの職種が生み出されていた。さ

らに，下部の教育機関では，工科大学で行われていた内容が希釈されて教授されており，学理

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

（9） 当時，小規模な工業博物館はいくつか建設されていた。それらを扱う先行研究として，高橋，加
藤，山本があげられる。高橋は，大阪市電気局によって昭和12（1937）年に開館した大阪市立電気科
学館はドイツ博物館をモデルにしていたと述べている。しかし，電気分野に限定されていたことと，
加藤が指摘するように，大阪市電気局の PR施設として計画され，ドイツ博物館で初めて一般公開さ
れたプラネタリウムの導入が大きな柱となっていたことなどを考慮すると，工業教育を目的とした大
規模な博物館とはいい難い。高橋雄造『博物館の歴史』法政大学出版局，2008，309―335頁。加藤賢
一「わが国最初のプラネタリウム」『大阪市立科学館研究報告』第17号，2007，17―30頁。山本は，高
等工業学校に附設された工業博物館として，長岡高等工業学校附属科学工業博物館が1926（大正15）
年11月に開館し，一般にも公開されていたことを示している。しかし延床面積116坪余といかにも小
規模なものであった。山本珠美「大学博物館の初期形態に関する考察――昭和初期における長岡高等
工業学校附属科学工業博物館を例に」『香川大学生涯学習教育研究センター研究報告』第16号，2011，
29―36頁。

（10） 舘昭「日本における高等技術教育の形成―工部大学校の成立と展開」『教育学研究』第43号第1
号，1976，13―23頁，および三好信浩『日本工業教育成立史の研究―近代日本の工業化と教育』風間
書房，1979，430頁。

機械工学者らの唱導による戦前日本の工業教育改革運動と東京科学博物館の設立（馬渕）

２３



に傾斜し画一的で実践的な能力の涵養に乏し
（11）

かった。実践的なエンジニアの養成が不十分で

あったことが示されている。

他方，第一次世界大戦の頃になると日本の産業構造は軽工業中心から重化学工業に変貌し始

め，信頼性の高い標準化された大量生産技術を確立して工業力を高めることと，科学に基づく

技術が工業に重要であると指摘された。加茂正雄と斯波忠三郎（以下，「加茂」「斯波」とする）

の論考がそのことを端的に示して
（12）
いる。これを実現するためには工業教育改革が必要で，機械

学会などの学術諸団体は様々な工業教育改革案を提案した。それらは工場経営などの履修科目

の追加や一部の高等工業学校の大学昇格を含む学制改革が主であったが，社会教育による国民

教育の必要性も議論された。改革案の中には，工業博物館の設置を推奨する見解も示されてい

る。

このような改革の議論を主催した団体，委員会，委員長ならびに委員などを表―1にまとめ

た。以下，重要な改革案中の工業博物館設立に関する提言を抽出する。

（11） 倉橋藤治郎『実業教育論』工業図書，1944，159頁。

表―1 学術諸団体等より提案された工業教育改革案と委員会の主要な委員名

提案時期
主催団体名

（会長／理事長）

工業教育改革案の名称
委員長
委員名

明治43（1910）年6月
農商務省

（大臣：小松原英太郎）

「生産調査会」
生産調査会会長：小松原英太郎
委員：手島精一，平井晴二郎，渡辺渡，真野文二，中沢岩太，高松豊吉，
平賀義美ら

大正6（1917）年11月

機械学会
（理事長：田中富士太）

「機械工業発達助長案」
機械工業発達助長案調査委員会委員長：阪田貞一
委員：加瀬正太郎，吉野又四郎，田中不二，内田徳郎，黒坂傳作，松浦

和平，小西正二，北浦重之，湯浅藤市郎，斯波忠三郎，島安次郎，
清水連郎，廣田理太郎

大正9（1920）年1月

工学会
（理事長：古市公威）

「工業教育刷新案」
連合工業調査委員会第2特別委員会委員長：寺野精一
第2特別委員会幹事：佐野利器
担当理事：加茂正雄，近藤茂
委員：桂辨三，香村小録，門野重九郎，大河内正敏，西原種雄，岡田竹

五郎，鳳秀太郎，青山忠治，斯波忠三郎，中村幸之助

大正14（1925）年10月
工政会

（理事長：加茂正雄）

「工業教育問題に就いて」
第3回全国工業家大会での講演

講演者：佐野利器

出典：商工政策史第4巻，機械学会誌，工政会誌などから作成した。斯波，加茂，佐野はゴシックで表した。

技術と文明 20巻2号（９２）
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2―2 農商務省生産調査会

生産調査会は，農商工行政に関する農商務大臣の諮問機関として明治43（1910）年3月に設

置
（13）
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。大

（14）
淀は，委員の中に東

京職工学校長の手島精一の他，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，かつての文部大臣井上毅を取り巻く文部官僚

的ブレーンに代わり，技術者たちが工業政策に参画した点で特長的であると述べている。

その中で，大正元（1912）年9月5日付「工業ノ発達助長ニ関スル件」が諮問された。同年

12月4日付の答申には工業博物館の設立を求める以下の記述が
（15）
ある。

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ハ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

第一次世界大戦前から工業知識の普及啓発を目的に工業博物館が議論されていたことが示さ

れている。ここで工業博物館とは，工業用機械の出品を乞い，陳列，稼働させて一般国民の教

育に資する施設として捉えられている。これは博物館というよりも後述する陳列所の範疇に属

する施設を指している。

2―3 機械学会による「機械工業発達助長案」

大正6（1917）年，機械学会は「機械工業発達助長案」で工業教育の重要性を指摘
（16）
した。委

員長の阪田貞一に加え，斯波を含む13名の委員による議論の中で重要な点は，工業教育に関し

て「国民教育のあり方」に触れていることである。

一，国民一般に工業智識を普及せしむること。国民教育の教科に工業智識に関するものを

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

（13） 明治43（1910）年3月25日勅令第28号官制。
（14） 上掲（8），136頁。
（15） 通商産業省編『商工政策史第4巻』商工政策史刊行会，1961，101頁。
（16）「機械工業発達助長案」『機械学会誌』第22巻第55号，1918，1―38頁。
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一層多く加へ，手工の如きは之を必須科目とし，且つ之を精神訓練の目的とすると同時に，

亦多くを技芸習得の目的に分たしむるを要す，又博覧会，共進会等の開設を盛んにして，

一面工業者を奨励すると共に，一面に一般国民に対する工業の実物教育たらしむ方針を取

るも，亦甚必要のことなり。

工業に関する学術技芸の刊行物を盛ならしむるが如きは其一方法なり，工業品展覧会を開

催するのもその一方法なり，工業博物館を開設するも一方法なり，小学校中学校等の生徒

をして公私の工場を参観せしむるも一方法なり，（
（17）
後略）

国民全体の意識の高揚が緊要と訴え，有効な手段として工業博物館が示されている。ここで

工業博物館とは，小中学生を含めた国民一般に対し工業に関する実物教育を行う施設と読み取

ることができる。

2―4 工学会連合工業調査委員会による「工業教育刷新案」

大正7（1918）年，工学会は連合工業調査委員会を発足させ，工学会傘下の12の学協会およ

び工学会から推薦された42名の委員が「工業用材料並機械類ノ基準ニ関スル事項」，「工業教育

改善ニ関スル事項」，「工業ノ発達助長ニ関スル事項」の3点を議論した。

「工業教育改善ニ関スル事項」は，寺野精一を委員長とし，加茂理事の下，斯波，大河内正

敏，佐野利器（以下，「大河内」「佐野」とする）などを委員とする第2特別委員会が担当した。

議論の結果は，大正9（1920）年，「工業教育刷新案」として公開さ
（18）
れた。そこでは，初等工

業教育として義務的工業補習教育を提案するとともに，国民的工業教育体制を論じている。博

物館に関して，「図書室，列品室等を公開して社会教育に資すること」（第五，一般事項の四）の

記述がある。

2―5 工政会による佐野利器講演「工業教育問題に就いて」

工政会の活動の中からも工業博物館設立計画の声が上がった。工政会は技術者の工業政策へ

の参画を要求する技術者運動を目的とした団体である。直接的には，大正7（1918）年，大河

内と斯波を有力発起人として，工学会連合工業調査会委員会が惹起した工業振興案を工業動員

へ向けて推進するために設立さ
（19）
れた。

工政会は改革啓蒙活動として全国工業家大会を開催
（20）
した。大正14（1925）年10月に開催され

（17） 上掲（16），4頁および16頁。
（18） 連合工業調査委員会「工業教育刷新案」『工学会誌』第440巻，1920，248―260頁。
（19） 大正7（1918）年4月17日，軍需工業動員法の公布された同じ日に発会した。設立時の幹事は今
泉純一郎，丹波鋤彦，加茂の3名。主計として吉野又四郎，藤島範平の2名。大河内，斯波，佐野ら
25名が参加者として名を連ねた。初代理事長は寺野精一であった。上掲（8），158頁。また，全国工
業家大会第3回大会時の時の理事長は加茂である。「工政会役員一覧」『工政』第69号，1925，後付。

（20） 全国工業家大会は，大正12（1923）年，倉橋藤治郎に指導された工業経営型技術者，すなわちそ
の大半が中小企業主による大同団結運動の一つとして始まった。上掲（8），201頁。
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た第3回大会において，佐
（21）
野は，「工業教育問題に就いて」を講

（22）
演し，一国の工業が発達する

には「社会全体のアトモスフェアが工業的になること」が重要と述べた。

一国の工業進歩を図るには，工業関係者の知識技能の向上乃至其努力のみに俟っては出来

ません。社会全体のアトモスフェアが工業的になることが極めて必要なことであって，社

会のアトモスフェアが工業的であってこそ一国工業自ら其中に発達もなし得るのであり，

（中略）日本の産業の発達程度を外国の夫に比べた時，誰か科学的雰囲気を造るべき科学

教育の必要を感じないものがあらう。是に関する施設の一として科学博物館建設といふや

うな事もあるでありませう。一体に外国の博物館が，社会の必要に応じて昔から変遷をし

た歴史とか，或は今日諸外国が競うて科学乃至工業博物館の建設をして居る状況とか云ふ

ものを考へると実に血のわく思ひが致します。現在亜米利加各都市に於ける約六百の博物

館中約三百即ち半数が，現に科学博物館及び工業博物館の性質になって居るといふこの事

実は，如何に彼等が工業及び科学の雰囲気を造らうと骨を折って居るかを示すものであり

ます。

加茂，斯波，佐野といった工学者らを中心に，工学系学術諸団体から様々な工業教育改革案

が提案された。工学教育の下方拡充も重視され，その有効な手段として工業博物館の設立が議

論された。当初は，陳列所のような施設を念頭に，専ら実物による教育効果に焦点があてられ

ていたが，佐野の講演に至って，欧米における工業博物館開設の現状に触れつつ工業教育にお

ける博物館の重要性が開陳された。海外の博物館事情を掌握していることが文面から推察され

る。実は，この年の2月，工政会を通じてドイツ博物館の詳細な情報が日本に伝えられていた。

3 ドイツ博物館の情報の入手とその動機

3―1 端緒となった加茂正雄の渡欧

本章ではドイツ博物館をわが国に紹介した機械工学者について検討する。ドイツ博物館紹介

の端緒となったのは加茂の渡欧で
（23）
ある。

加茂は，大正13（1924）年，ロンドンで開催された第1回世界動力会議（World Power Congress）

に出席するため渡欧した。翌大正14（1925）年1月に帰朝した加茂は，同年2月10日，自身が

設立時の幹事を務めた工政会で報告会の壇上に立った。その講演録には，ドイツ博物館を訪問

した経緯が詳しく示されて
（24）
いる。それは以下のようにまとめることができる。

（21） 佐野の専攻は建築学で，大正7（1918）年に東京帝国大学工科大学教授となり，大正8（1919）
年に日本大学高等工学校校長に転じた。佐野博士追想録編集委員会編『佐野利器』，1957，前付およ
び160―162頁。

（22） 佐野利器「工業教育問題に就いて」『工政』第75号，1926，25―29頁。
（23） 加茂は，明治9（1876）年に生まれ，明治31（1898）年，東京帝国大学工科大学機械工学科を卒
業し，大正元（1912）年に東京帝国大学教授に就任した。機械学会会長（1923年以前の幹事長を含む）
を通算7期務め，大正から戦後にかけて日本の機械工学界で指導的な役割を果たした人物である。「弔
辞」『日本機械学会誌』第63巻第501号，1960，前付。
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加茂は，第1回世界動力会議に出席した際，スウェーデンの Johannes Ruths（以下「Ruths」

とする）からドイツ博物館見学の強い勧めを受け，急遽日程を変更しミュンヘンに向
（25）

かった。

ドイツ博物館アーカイブズには，8月17日付 Ruths発信，ドイツ博物館館長 Oskar von Miller

（以下「Miller」とする）宛の加茂の紹介状が保存されて
（26）
いる。残念ながら出張中の Millerと面会

することは叶わなかったが，加茂は正式開館前で一部は未だ建設工事中の同館を視察
（27）
した。

当初，加茂はドイツ博物館にそれほどの関心を持っていなかった。そのことは「先年その一

部を見たことはあったが，その全体の規模が如何に宏大であるかは十分に知らなかった」の発

言に表れて
（28）
いる。ところが，大正14（1925）年2月の帰朝講演では，この博物館から受けた強

い影響が語られている。炭坑のジオラマや Uボートの実物などの革新的な展示を紹介すると

ともに，第一次世界大戦によって壊滅的な損害を受け，かつ賠償も含め経済が極度に疲弊しな

がらも，ドイツ復興のためには科学技術の振興が不可欠と判断し，新しい博物館の建設に1200

万マルクもの大金を費やしていることに対して畏敬の念を示して
（29）
いる。そして，

如何に独逸が国運隆興の基礎と考へるところの産業の発達の為に必要な，国民の工業常識

涵養の上に大なる注意を払て居るかゞ認められるのである。（中略）わが国でも近頃の如

く都鄙の別なく澤山な工業学校を新設する費用を以て，斯くの如き大工業博物館を設置し

たならば，国民の工業常識を高め，発明考案に必要な基礎的知識を涵養し，ひいては独創

的研究の奨励並に産業発達の上に，遥に大なる貢献をするだらう

と締めくくって
（30）
いる。加茂の講演記録は冊子として刊行されただけでなく工政会誌に全文が掲

載さ
（31）
れた。そのため，工政会を通じて先進的な工学者，技術者の間でドイツ博物館の情報が共

有された。工政会主催全国工業家大会における佐野の講演はまさにその直後に行わ
（32）
れた。

さらに，翌大正15（1926）年，世界動力会議バーゼル部会への出席の途中，Miller宛にドイ

ツ博物館の概要に関する資料請求の手紙をアメリカから送り，回答を得て
（33）
いる。加茂は開館直

後のドイツ博物館に関する最新の情報を入手し，わが国に伝えた一人であると考えることがで

（24） 加茂正雄『欧米工業会管見』工政会，1925，47―51頁。
（25） 上掲（24），46頁。
（26） ドイツ博物館アーカイブズ保管資料（VA3097/1ホルダ内）。
（27） 上掲（24），47頁。
（28） 上掲（24），46頁。
（29）1200万マルクは当時の約700万円に相当すると加茂が述べている。加茂正雄『工業日本の進路』
大日本雄弁会講談社，1941，172頁。

（30） 上掲（24），51頁。
（31） 加茂正雄「欧米工業会管見（上）」『工政』第69号，1925，4―26頁。「欧米工業会管見（下）」『工
政』第70号，1925，40―57頁。

（32） 佐野と加茂は創設時から工政会に加わっており，佐野講演時の理事長は加茂である。上掲（19）。
（33） 上掲（26）。大正15（1926）年11月8日付，Millerから加茂への書簡には，同年10月14日付の加
茂からの手紙に対する回答として，ドイツ博物館職員数，寄付金，寄付者，年間運営費，人件費，光
熱費，展示点数，延床面積など12の項目について述べている。書簡の一部が欠落しており，また多く
の回答事項が同封資料参照となっている。10月14日付の加茂からの手紙は残っていない。
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きる。

3―2 ドイツ博物館の特長

ドイツ博物館とはどのような施設なのか。同館は土木・電気技術者の Millerによって1903年

にミュンヘンに運営財団が組織され，1906年に部分開館，その後，第一次世界大戦を挟み1925

年に全館開館した世界最大級の工業博物館である。

それ以前の工業博物館，たとえばサウスケンジントン博物館は専門家養成のための機関であ

り，主にガラスケース内に資料を公開する静的な展示手法が用いられていたのに対し，ドイツ

博物館では歴史的系統的な資料展示方法の伝統を踏襲し
（34）
つつ，機械の稼働実演などの動態展示

を拡大するとともに精巧なジオラマ，カットした機械，体験型の実験装置など革新的な展示手

法を導入した。技術者養成のための専門教育機関から一般国民への工業教育を目的とした点で

画期と
（35）

なった。このような博物館の創設に対し，ドイツ産業界，特にドイツ技術者協会（Verein

Deutscher Ingenieure）が支援
（36）
した。

3―3 ドイツ博物館への共感

なぜ加茂がドイツ博物館に強い印象を受けたのか。そもそも加茂は以前から国民教育の重要

性を指摘していた。大正10（1921）年1月，機械学会会長就任演説の中で，加茂は「工業常識

の涵養，工業知識の普及」を抱負としてあげ，工業教育の対象を学生に限定せず国民全体に拡

張することが重要であるという認識を示して
（37）
いる。この発言は大正6（1917）年，機械学会に

よる「機械工業助長案」での「国民教育のあり方」の内容に沿ったものである。そこでは国民

一般への工業知識普及に工業博物館が有効な手段の一つと位置付けられていたことは前述のと

おりで
（38）
ある。

さらに一歩踏み込み，工業博物館の中でもドイツ博物館が最良のものであると加茂が判断し

た根拠は何か。第一に Georg Kerschensteiner（以下「Kerschensteiner」とする）が提唱した実物

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

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

（München : Prestel Verlag, 2003）, pp.59―101.
（37）「（前略）国民工業常識の涵養，工業知識の普及が，工業振興上の一方策なる事は万人の認むる処
でありますが，唯工業学校の濫設によりて其目的を達し得べしと思惟するは当らないと考へます，何
となれば学校増設の為に工業知識の注入せらるゝ範囲は学校に学ぶ若者のみに限定せられて居ります
から真の普及と称える事は出来ません，寧ろ国民一般に対して工業的智識をあたえ工業が日本国の存
立国民の生活上に幾何の貢献をなしつゝあるかを自覚せしめて自己の子弟若くは自己の保護の下に在
るものをして工業教育を受けしむる様にする事が肝要である（後略）」と述べている。加茂正雄「就
任の辞」『機械学会誌』第24巻第65号，1921，1―21頁。

（38） 上掲（16）。
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による工業教育への共感である。Kerschensteinerは，書物中心の現実から遊離した学術的陶

冶優先の教育から労作中心の「庶民の生活上の必要」を配慮した教育への転換を促したドイツ

の教育行政官であり，工業補習教育の提案者でも
（39）
ある。Kerschensteinerはドイツ博物館の創

設にも深く関わっており，ドイツ博物館の開館記念誌には同館の理念と活動の基本に関する彼

の論考が掲載されていることか
（40）
らも，同館は Kerschensteinerの工業教育論を基にした実践の

一つであることが看取される。

加茂は，ドイツにおいては作業と経験を重視した工業教育が徹底されており，それは，職工

などに対しては工業補習教育によって実現され，一般国民に対してはドイツ博物館によって実

現されていると理解したはずである。ドイツ博物館は当時のわが国が希求する工業教育に合致

した施設であったのである。

第二に，ドイツ博物館のコンセプトである「科学と技術の結合」に対する共感である。ドイ

ツ博物館の開館に際し，Max Planckは科学と技術の結合が同館のコンセプトであると評
（41）
した。

このコンセプトに加茂が共感した。

ここで技術を工業と読み替えてみよう。大河内が指摘したように，科学と工業の結合はわが

国大正期以降の重要な工業政策の一つで
（42）

あった。それは，この時期多くの試験研究機関が設立

されたことに表れて
（43）
いる。特に大正6（1917）年に創設された理化学研究所はその典型である。

その目的は科学と工業の結合であり，大河内は第3代所長を務めた。つまり，加茂は革新的な

展示手法もさることながら，わが国の工業政策と合致するドイツ博物館のコンセプトに魅了さ

れたと考えることができる。

4 東京科学博物館の当初計画

4―1 博物館に関する政策的基盤の変化

先進的な工学者によって政府外で展開された工業博物館設立運動と，その最良の参考例とし

てドイツ博物館がわが国に紹介された経緯について前章で述べた。本章では政府ならびに文部

（39） 山﨑高哉『ケルシェンシュタイナー教育学の特質と意義』玉川大学出版部，1993，1頁。
（40） G. Kerschensteiner, “Die Bildungsaufgabe des Deutschen Museums”, Das Deutsche Museum

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

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

（42） 大正2（1913）年12月，機械学会における「科学と工業と資本」と題した講演の中で大河内は次
のように語った。「不幸にして今日の日本には科学と機械工業とが，殆んど連絡もなく，交渉もなく，
離れ離れになって居るのではないかと思はれます。私は工業は，徹頭徹尾科学の応用なりとの前提で
御話するのであります。科学を応用して，工業が成り立ちます以上は両社の連絡は，絶対的必要と思
ひます」。大河内正敏「科学と工業と資本」『機械学会雑纂』第9号，1914，33―51頁。

（43） 例えば，廣重徹『科学の社会史（上）』岩波現代文庫，2002，105―136頁。
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省における博物館政策と工業博物館設立運動が作用したと思われる東京科学博物館の創設につ

いて検討する。

明治政府によって，殖産興業政策の一環として万国博覧会（以下，「万博」とする）への出品，

内国勧業博覧会の開催が計画された。ウィーン万博への出品に携わった佐野常民は，博覧会を

常態化したものとして博物館の重要性を指摘
（44）
した。そこで，同一資料を2点収集し，1点は万

博へ，1点は博物館の資料とする計画が立てられた。これが明治5（1972）年に開館した文部

省博物館である。しかし翌年展示品は博覧会事務局に移管された。それらは海外への出品を意

識するあまり古器旧物が数多く集まったため，歴史美術系博物館に漸近し，内務省所管の帝室

博物館と命名されることになった。その後，この博物館の所管は農商務省，宮内省と変わった。

一方，殖産興業を目的に全国から収集された資料を活用する教育機関としての考えも芽生
（45）
えた。このとき資料収集を担ったのが本草学者であったために自然史資料が多く集

（46）
まり，その

結果生まれたのが湯島の教育博物館で，明治8（1975）年に開館した。この博物館は文部省下

にあり，東京教育博物館を経て，大正10（1921）年に東京博物館と改称された。

金
（47）
子は，博物館の所管が文部省，博覧会事務局，内務省，農商務省，宮内省と目まぐるしく

交替したことは，近代国家形成・整備の過程で必要とされた諸機能を博物館に要請した姿勢の

あらわれと分析し，最終的には文部省下の教育と学術を目的にした施設に収斂していったと述

べている。さらに金子は，文部省で博物館に関する政策的基盤が整備された時期の目安として，

博物館事業促進会（昭和6（1931）年に日本博物館協会に改称）が成立した昭和3（1928）年を指摘

して
（48）
いる。

他方，博覧会は，内国勧業博覧会およびその後継となった共進会などに引き継がれた後，地

方行政府による地場産業育成を目的にした勧工列品所，物産陳列所，商品陳列所（以下，「陳列

所」とする）と
（49）

なった。

所期の目的が殖産興業で一致していたにもかかわらず，博物館と博覧会は別々の展開をみせ

た。文部省が大正5（1916）年に刊行した『常置教育的観覧施設状況』には，「道庁府県郡市

（44） 戸田清子「近代日本における博覧会の産業振興的意義と役割」『奈良県立大学研究季報』第20巻
第3号，2010，157―183頁。

（45） 例えば，倉田公裕『博物館学』東京堂出版，1997，20―31頁。
（46） 村田麻里子「ミュージアムの受容―近代における「博物館」の射程」『京都精華大学紀要』第35
号，2009，84―122頁。

（47） 金子淳『博物館の政治学』青弓社，2001，16頁。
（48） 博物館事業促進会発会時の役員名簿には，理事として佐野，評議員として古市，斯波の名を見る
ことができる。佐野は同会の発起人の一人でもある。『博物館研究』第1巻第1号，1928，14，16頁。

（49） ここで物産陳列所は物産陳列館，勧業博物館などと称する施設を，商品陳列所には商品陳列館，
商工奨励館などと称される施設を含む。「道府県市立商品陳列所規程」（農商務省令第4号）が定めら
れた直後は，それに倣って商品陳列所に改称する施設が急増した。しかし同規定において名称に関す
る厳密な決まりはない。そのため，固有名詞や文献からの引用を除き，本論文では原則的に両者を一
括りにし「陳列所」とする。
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等の経営に係れる商品陳列館，物産館等全国に亘りて約三十八の多きに達し主として管内の物

産及商品見本等を陳列せり然れとも此等は現状のまゝにては教育上に資する処余り多からされ

は暫く本調査中より省きて掲載することゝせり」と記載されて
（50）
いる。犬塚は，陳列所を博物館

として同列に扱うことを忌諱する思想が文部省にあり，陳列所と博物館の間に構造的な不連続

があると述べて
（51）
いる。その理由として，大塚は商品が展示されており学術的な視点が欠けてい

ること，そしてコレクションの概念すなわち資料の永久保存が欠落していることの2点を指摘

している。

『常置教育的観覧施設状況』の後継となった昭和5（1930）年刊行の『教育的観覧施設状況』

にも，依然として陳列所が含まれてい
（52）
ない。他方，昭和3（1928）年に博物館事業促進会が誕

生すると，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」が議論され，その結

果，昭和7（1932）年に同会から刊行された『全国博物館案内』
（53）
には，物産陳列所と商品陳列

所が博物館として取り上げられている。この頃，少なくとも文部省の外郭団体からは，産業振

興の目的で設立されたものを博物館の範疇に含めるべきとする見解が出されるように
（54）

なった。

以上を要約すると，大正末から昭和の初年にかけて，文部省は博物館の役割を学術と教育に

集中させ，産業振興の役割を認めていなかった。文部省が博物館の政策的基盤を形成する昭和

初年になると，文部省の周辺から変化を求める声が聞こえるようになった。その時期に，東京

科学博物館の建設が検討されたのである。

4―2 東京科学博物館の当初計画

大正10（1921）年に東京博物館が開館し，館長の棚橋源太郎（以下，「棚橋」とする）によって

自然史博物館としての活発な活動が行われたのに並行
（55）
して，新たに理工学の博物館を新設する

機運が生まれた。同年9月に始まった第45回帝国議会衆議院において，衆議院議員鈴木隆他4

名が「理化博物館建設に関する建議案」を提出し，これが満場一致で通過した。理工学部門に

特化した博物館とは工業振興を目的にしたものである。椎
（56）
名は，第一次世界大戦期にドイツか

ら化学薬品や原料の輸入が途絶え，国内の工業力，生産力の向上を図らざるを得なかったこと

が理由と分析している。

（50） 文部省編『常置教育的観覧施設状況（博物館基本文献集第10巻）』大空社，1991，1頁。
（51） 犬塚康弘「反商品の教育主義―博物館の自意識に関する考察」『千葉大学人文社会科学研究』第20
号，2010，69―84頁。

（52） 文部省編『教育的観覧施設一覧（昭和5～17年）（博物館基本文献集第9巻）』大空社，1991。
（53） 日本博物館協会編『全国博物館案内』刀江書院，1932。
（54） 本論文では，「殖産興業」は明治政府による官業政策として捉え，大正以降の民間企業育成策で，
産業全般にわたるものは「産業振興」と，工業に焦点をあてたものは「工業振興」と定義した。原文
から引用する場合はそのまま記載した。

（55） 東京博物館には理化学資料もあったが，展示の主流から外され自然史分野が中心になっていた。
上掲（6）。

（56） 椎名仙卓「科学系博物館の設置運動」『博物館研究』第43巻第1号，1970，1―8頁。
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さらに，皇太子殿下御成婚の大典を期に，渋沢栄一が棚橋と協議の上，理工学部門をもつ自

然科学博物館を上野公園に建設して献納することを提唱し，古市公威（以下，「古市」とする），

大河内，平山成信らがこれに賛同した。第一次世界大戦後の反動不況下にもかかわらず，民間

からの寄付金200万円と政府補助金150万円の予算が組ま
（57）
れた。

ところが大正12（1923）年の関東大震災によってこの計画は実現せず，被災し全焼した東京

博物館を上野に再建することとなった。大正13（1924）年度予算に博物館の復旧予算が計上さ

れ，大正15（1926）年に着工予定となった。しかもこの間，やはり被災し保管場所を失った帝

室博物館保有の自然史資料およそ94，000点の移管も行われ，事実上の自然史博物館と
（58）

なった。

こうして，昭和6（1931）年2月，東京科学博物館に名称変更し同年11月に開館したので
（59）
ある。

着工前の大正15（1926）年3月，宮内省の竹ノ台陳列館が不要となり，同年4月，東京博物

館別館となって，昭和2（1927）年6月から公開された。最初は一部を特別展会場として先行

利用したが，東京科学博物館の全館開館時に「工業館」となった。2，780m2（841坪）と小規模

ながらも，大型製鉄所模型，製鉄工程標本，空中窒素固定装置などが公開さ
（60）
れた。

4―3 秋保保治による復興計画とドイツ博物館

上野への移転と再建の実務を指揮したのは，大正13（1924）年に棚橋から館長を引き継いだ

秋保安治（以下，「秋保」とする）である。秋保はドイツ博物館を参考に新博物館の展示計画を

策定しつつ，昭和4（1929）年3月から昭和5（1930）年5月まで学芸官の森金次郎をロンド

ン，ミュンヘン，ニューヨークに派遣し，欧米の主要博物館の展示方法を調査さ
（61）
せた。『国立

科学博物館百年史』による上記の経緯に関する記述は淡々としている。再建の実務を担った秋

保が当初期待した博物館像はどのようなものであったか。

まず秋保の略歴は次のように示される。秋保は明治5（1872）年に宮城県で生まれ，宮城県

（57） 棚橋源太郎『博物館美術館史（博物館基本文献集第16巻）』大空社，1991，151―153頁。棚橋が作
成した天産部門と工業部門の2つからなる東京博物館の拡張案が基となった。そこでは英国科学博物
館，独逸国独逸博物館，仏国工芸博物館の3館を参考にすることが示されている。また，ドイツ博物
館では技術の歴史的系統的な展示がなされていることも把握されている。東京科学博物館編『東京科
学博物館要覧』，1931，108頁。ヨーロッパでは自然史博物館と工業博物館は独立しているが，北米の
科学博物館は自然史部門と工業部門からなっている。北米に倣えば，両者の共存は特殊な形態ではな
い。

（58） 椎名は，この時の自然史資料の数が膨大なものであり，「あたかも新博物館（東京科学博物館：
著者注）は自然史博物館であるかの様相を呈するまでになった」と述べている。椎名仙卓『近代日本
と博物館 戦争と文化財保護』雄山閣出版，2010，205―208頁。

（59） 上掲（5），267―277頁。
（60）「八幡製鉄所出品の鎔鉱炉模型の如く動力運転による規模宏大なる工業機械模型を主とし之が製
作には多額の経費を要するから官庁，会社，工場棟よりの出品又は寄贈によりて之を募集する計画で
ある。従て之が完成は数年の後を期せねばならぬ（後略）」とある。上掲（57）『東京科学博物館要覧』，
1931，109頁。

（61） 上掲（5），239―242頁。
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師範学校および東京工業学校附設工業教員養成所を卒業した。専門は建築学で，仙台市立徒弟

実業学校教諭，東京府立職工学校校長などを経て文部省督学官となり，東京博物館に館長とし

て赴任
（62）
した。長年工業教育に従事した経歴が示されている。

秋保は，大正6（1917）年に刊行した自著『工業教育ト職工養成』の
（63）
中で，Kerschensteiner

の説を引用しつつドイツの職工教育を高く評価している。ドイツ博物館が Kerschensteinerの

理論に基づいていることから，秋保がドイツ博物館に共感するのは必然である。

秋保の経歴の中で指摘しておきたいことは工政会に所属していたことで，後に2期にわたっ

て理事を務めて
（64）
いる。東京科学博物館の開館前に秋保の渡欧経験は

（65）
ない。前館長の棚橋の時代

にもドイツ博物館に関する一定の情報を得てい
（66）
たが，秋保が館長に就任した翌大正14（1925）

年が実施設計をまとめる時期であり，大正14（1925）年2月の工政会における加茂の帰朝講演

がドイツ博物館の有力な情報源となった蓋然性が極めて高い。また，大正15（1926）年10月26

日付の加茂の書簡には，加茂が東京博物館設立委員会会長の職にあることが示されていること

か
（67）
らも，ドイツ博物館の最新かつ詳細な情報を秋保にもたらしたのは加茂であると特定できる。

以下，秋保の発言を分析し，工業博物館への志向を示しながらも自然史博物館として開館し

た過程を検討しよう。

秋保は，大正15（1926）年の東京博物館の事業年報にお
（68）
いて，

自然科学ヲ中心トシ其応用工芸ヲ加フル科学的博物館トシテハ殆ド見ルニ足ルモノナキハ

本邦ノ現状及其ノ将来ニ対シ甚ダ遺憾至極ニシテ之ヲ以テ欧米ノ到ル処ノ小都市ニ到ルマ

デ夫々相当規模ノ設備ヲ整ヘ，常ニ民衆ニ各種ノ方面ニ渉ル科学智識ノ普及ニ便シツゝア

ルニ対比スレバ，霄壊ノ差ト称スルヲ得ベシ

と述べ，海外の博物館における自然科学とその応用に関する展示が視野に入っていることを示

している。さらに後年，秋保は次のように語って
（69）
いる。

昭和五年に出来上がったものですが，その頃，此の日本には自然科学の博物館も無ければ，

工業博物館もないと云ふので，学界などでは随分喧しかったものです。しかし何分にも予

（62） 秋保の略歴は上掲（7）より引用した。
（63） 秋保安治『工業教育ト職工養成』養賢堂，1917，132―133頁。
（64）「工政会会員名簿」『工政』第72号，1925，後付によると，秋保は大正14（1925）年12月10日現在
で工政会の会員である。また，昭和6，7年度および10，11年度の2期にわたり理事を務めている。
『工政』第201号，1937，41および44頁。

（65） 上掲（7）。
（66） 上掲（57）『東京科学博物館要覧』，1931，75―76頁。
（67） 米国滞在中の加茂が，後にアメリカ機械学会会長に就任する Elmer A. Sperryに送った1926年10
月25日付の手紙の中で述べている。Hagley Library Acc 1893, Box 35, Folder 6. この手紙の存在は
ドイツ博物館学芸員 Dr. Johannes G. Hagmannが発見した。

（68） 東京博物館編『東京博物館一覧 大正15年4月』，1927，18頁。
（69） 後藤兼三，秋保安治「タービンを語る海軍少将後藤 科学博物館を擔ふ老青年秋保」『工政』第200
号，1937，38―46頁。
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算がありませんので，結局まあ現在御覧のやうな，科学博物館と工業博物館とを一緒にし

た様な百貨店式のものが出来上がったわけです。

つまり，東京科学博物館は当初，古市らによって理化学中心の博物館として建議され，秋保

によってドイツ博物館に倣う工業展示を中心とする博物館として誕生するはずであった。しか

し関東大震災によって被災した既存館の自然史部門との共存を強いられ，しかもその分野の資

料が膨大であったために工業部門の展示は小規模な別館に追いやられ，事実上の自然史博物館

となったのである。

4―4 東京科学博物館における展示の特長とドイツ博物館

このような経緯により，小規模ながらも工業部門を持つ博物館が開館した。その展示の特長

とドイツ博物館の影響に関して考察する。

『国立科学博物館百年史』には，秋保が東京科学博物館の展示方式の特長に関してまとめた

「科学博物館陳列方式」が掲載されて
（70）
いる。まとめられた時期は不明であるが，その特長は5

点に集約される。解説を含め表―2に示す。

このうち，工業部門に関する特長として看過できない点は，三，歴史的陳列と四，実験装置

（70） 上掲（5），240―242頁。

表―2 科学博物館ニ於ケル陳列方式ノ解説

一、生態陳列ノ解

（省略）

二、工程陳列ノ解

（省略）

三、歴史的陳列ノ解

歴史的陳列トハ灯火、住居等一ツノ題目ヲ取リ実物、写真、絵画其他ノ附属物ヲ巧ミニ順序的ニ配列スルコトニ
ヨリテ其発達ノ経路ヲ明確ニ示ス陳列法ニシテ学術的ニ極メテ価値アル部門ノ一トス（中略）今日ノ文化ノ由来ヲ
明ラカニシテ将来ノ発明改良ノ根源ヲ養ハントスルモノニシテ機械器具方面ニ関シテハ動植物等ノ生態陳列、製
造工業ノ工程陳列ト相俟チテ博物館陳列ノ重要ナル方式ナリ

四、博物館ニ於ケル実験装置ノ解

科学博物館ノ一大特色ハ実地実物ヲ示スノミナラズ或ハ理化学或ハ機械電気等ノ原理及構造等ヲ観者自ラノ体験
ニヨリテ的確ナル知識ヲ与フルニ存スルヲ以テ例エハ水車ナル陳列品ニ於テハ給水装置ヲ設備シペルトン、ター
ビン等主要ナル水車ノ模型ヲ用意シ成ルヘク内部ノ構造ヲ示シツゝ之ニ水力を供給シ観者ヲ自ラ給水栓ヲ開キ其
回転ノ状況其作用其能率等ヲ体験シ得ルカ如キ装置ヲナスモノニシテ動的博物館ノ主命ハ実ニ茲ニ存スルトモ称
スヘキ陳列ノ部門タリ（後略）現ニ御茶ノ水ニ於ケル機械モ一般学校用機械製造所ノ売品ニテハ間ニ合ハズ或モノ
ハ砲兵工廠或モノハ海軍工廠或モノハ神戸川崎造船所或モノハ理化学研究所ニ依頼シタル特製ノモノヲ設備シ
ツゝアル所以モ茲ニ存ス

五、参考品陳列場ノ解

（省略）

出典：『国立科学博物館百年史』を基に著者作成。旧漢字は常用漢字に変換した。下線は著者による。

機械工学者らの唱導による戦前日本の工業教育改革運動と東京科学博物館の設立（馬渕）

３５



の2点である。前者は，時系列的に展示して発達経路を明確にし，将来の発明改良のヒントを

与える手法に特長があることを示している。これはドイツ博物館の展示の特長である。最新を

追い求めることを回避する姿勢は，従来の陳列所と一線を画することを明示している。歴史的

に系統立てた展示はコレクションの概念を有していることをも想起させる。

後者は，体験させることで理化学，機械，電気などの原理及び構造を理解，学習させようと

する手法に特長があることを示している。これもドイツ博物館で強調された展示手法である。

砲兵と海軍の両工廠，神戸川崎造船所，理化学研究所などに特注して展示を製作するあたりは，

商品展示ではなく教育を博物館活動の目的とすることを宣言している。

工業振興を目的としながらも陳列所とは一線を画し，教育を重視した施設であることが意識

されている。ドイツ博物館展示の導入は，文部省にこの施設を博物館として認知させるものと

なった。

5 ま と め

第一次世界大戦の頃から機械工学者らによって工業教育改革の必要性が喧伝された。その中

心人物の一人である加茂が，独自に入手した情報に基づきドイツ博物館をわが国に紹介した。

それ以前にもドイツ博物館の情報は伝えられていたが，加茂によってドイツ博物館開館直前の

最新かつ具体的な展示の情報が伝えられた。東京科学博物館の設計段階で，加茂から情報を得

た秋保により，ドイツ博物館に倣う工業部門の展示を中心とする博物館を実現する道が拓かれ

た。

しかし博物館行政を司る文部省は，博物館の役割を学術と教育に集中させており，工業振興

を目的とした施設を博物館と見なすことに消極的であった。また，関東大震災に被災し保管場

所を失った帝室博物館の膨大な自然史資料を引受けざるを得ないという特殊な事情も加わり，

既設館の再建すなわち事実上の自然史博物館として開館しつつも，小規模な別館として工業館

が開館した。工業教育改革や文部省内のこのような事情を背景に東京科学博物館が誕生した。

【謝辞】 ドイツ博物館学芸員 Dr. Johannes-Geert Hagmannにはドイツ博物館アーカイブズ保存
資料の閲覧にご配慮を頂いた。感謝の意を示したい。
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The Movement to Reform Industrial Education System Advocated

by Mechanical Engineers after the First World War and

the Establishment of Tokyo Science Museum

by

Koichi MABUCHI

（Nagoya City Science Museum）

This paper gives an account of the establishment of Tokyo Science Museum（currently, Na-

tional Science Museum）in 1931 as an actual natural history museum. My research has produced

the following two insights : （1）The original plan shows an industrial museum based on the

Deutsches Museum model.（2）Dr. Masao Kamo proposed the industrial museum as part of his

plan to reform industrial education.

The First World War made Japanese leaders recognize that mass-production technology based

on science would be essential for the development of Japan’s industry. Drs. Kamo and

Chuzaburo Shiba, leading mechanical engineering professors emphasized that it was important to

improve the national industrial education system, including promoting public understanding of

science and technology through museums. In accordance with their advice, The Japan Society

of Mechanical engineers, The Japan Federation of Engineering Societies and Koseikai, Japan’s

Engineers’ Movement Association, proposed several education reform plans. Moreover, Dr. Kamo

visited the Deutsches Museum, which focused on the links between science and technology, in

1924, a year before the official museum opening, and on returning to Tokyo in 1925 he

claimed that a similar museum would be useful for Japan.

Tokyo Science Museum was designed by Director Yasuji Akiho, based on the Deutsches Mu-

seum concept presented by Dr. Kamo. However, the concept was realized only in the museum

annex, with 2,780 square meters of exhibition space. Contrary to the original plan, the main

building was devoted to the natural history collection, which consisted of about 94,000 items

from the Imperial Museum which had been destroyed by the Great Kanto Earthquake of 1923.

Furthermore Japan’s Ministry of Education, which was responsible for museum administration,

did not believe that the purpose of a museum was to promote industry, because it viewed mu-

seums strictly as places for academic research and education.

機械工学者らの唱導による戦前日本の工業教育改革運動と東京科学博物館の設立（馬渕）

３７


