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　東京工業大学（東工大）は科学と技術で世界
をリードする理工系大学です。1881年創設時
より多数のすぐれた科学者・技術者・教育者・
経営者を輩出してきました。一方，芸術・人文
社会科学の分野における教育・研究にも力を注
いで参りました。陶芸の河井寛次郎・濱田庄二（民
芸陶器で文化勲章受章）・島岡達三（縄文象嵌で
人間国宝，2007年暮れに他界），型絵染の芹沢
銈介（人間国宝）等特徴ある美術家，また音楽
家など芸術分野でも名をはせた多くの人々を輩
出しています。　
　大岡山キャンパスの正門右に位置する百年記
念館（1987年開設）では，本学における史料，
研究成果，芸術作品などを中心とした資料を収
集し，地階特別展示室において，古賀逸策の水
晶振動子・水晶時計（文化勲章受章），谷口吉郎
の建築（文化勲章受章），中田孝の転位歯車（日
本学士院会員），白川英樹の導電性高分子（ノー
ベル化学賞受賞・文化勲章受章）等々や上記の
芸術家の作品などの，本学の歴史や教員・学生
の研究成果の代表的なものの公開展示を行って
います。
　また当館1階のホールでは，東工大の社会へ
の発信接点として，過去９回の特別展示及び美
術展・コンサートなど，学校内外の方々にご参
加頂き，活発にミュージアム活動を続けていま
す。いつもは，学生諸君のLANによる情報の
やりとりや勉学，また憩いの場として活用して
います。ここには，コーヒー・ショップもあり，
気軽に利用できます。２階の小・中会議室は学
内外の小規模の学術的会合に，3階の｢フェラ
イト記念会議室｣は数十名規模の学術的会合や
講演会，｢土光記念応接室｣は重要な来賓の接
待に使われています。4階にはレストランとバー
があり学術的な懇談，また憩いの場として利用
されています。なお，｢フェライト｣は，本学
の加藤與五郎，武井武によって発明され，その
門下である山﨑貞一TDK社長から多額の寄付を
受けたことを記念して，また｢土光｣は，卒業
生で創立百年記念資金募金会会長として努力さ
れた経済団体連合会名誉会長土光敏夫の名を冠
したものです。
　当百年記念館は，東京工業大学の大学ミュー
ジアムの役割を果たすものです。今後とも新時
代の先端を歩む本学の研究・教育の成果，芸術
作品を体感していただける場として，当館へ足
をお運びいただきますようお願い申し上げます。

東工大百年記念館へようこそ
伊賀健一（館長・東京工業大学長） news 01

第 10 回特別展示・講演会「光で拡がるネットワーク−レーザーと光通信—」
　光通信は，たくさんの情報を速く，遠くへ伝えることができ，インターネットにも使われ日々
発展しています。まさに世界中の時代の寵児です。しかし，そのしくみはちょっとわかりに
くい。今回の展示会では，ファイバケーブルと電気ケーブルの伝送の違いがどんなに大きな
差があるのかなど，光通信の実際と原理を実験・体験をまじえて，小中学生にもわかるよう
に展示します。今から45年前の1963年に世界ではじめて東京工大で行われた｢光通信シ
ステム｣の公開展示も再現し，お目にかけます。
□展示会
　会期：平成20年7月17日（木）ｰ26（土）
　　　　10:00ｰ17:00　会期中無休／入場無料　
　　　　※7月17日（木）は13:30ｰ
　会場：東京工業大学百年記念館１階展示室
□講演会
　対象：一般・学生，申し込み不要，無料，定員約700名
　会場：東京工業大学創立70周年記念講堂
　日時：7月24日（木）15:00ｰ17:00
□サイエンスカフェ
　対象：小中学生～一般，要申込，無料，定員60名
　会場：東京工業大学百年記念館3階フェライト記念会議室
　日時：7月18日（金）18:00ｰ20:00
　※申込先詳細は裏表紙をご覧下さい

news 02
常設展示企画：収蔵大型機械類の動態展示および伊藤嘉平治作足踏旋盤の里帰り展示会
　本館には，高さが3mもあるスターリングエンジン(Hot Air Pumping Engine)の実物があります。
19世紀初めワットの蒸気機関が盛んに使われた頃，そのボイラーが爆発して困り，新たにスター
リング兄弟によって発明された｢ボイラーのないエンジン｣，つまり水蒸気でなく熱空気機関です。
熱･冷2本の太いシリンダーの上で直径1mものフライホイールが，木炭で1分間に何十回も回
転し壮観です。今回この実物を動かしてご覧いただける機会を設けることとなりました。また，綿
から糸から布への紡織機械の運転や明治8年に山形の伊藤嘉平治が制作した鉄製の足踏旋盤も展
示します。この旋盤は，2007年，日本機械学会で機械遺産に指定されたものです。
日程・時間：未定　　会場：百年記念館内
※ 日程等の詳細が確定次第，HP 等でお知らせいたします。
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百年記念館 1 階改装のお知らせ
　東京工業大学は相澤益男前学長の退任を
記念して，本年，スタインウェイ社のフル
コンサートグランドピアノを購入し，この
たび百年記念館1階展示室に設置しました。
併せて，日頃より，勉強や談笑，軽食・喫茶，
各種イベント・展示会の場として学内外の
皆様に広く開放された同展示室を，より一
層心地よく利用いただくために，什器類の
大幅な入替による環境整備を行いました。

news 03

常設展示企画：島岡達三回顧ローテーション展示
　昨年 12 月に 88 歳で逝去された故島岡達三氏（S16 窯業学科卒・陶芸家・人間国
宝）を偲び，氏の作陶の足跡を振り返る回顧展示を，当館所蔵作品を中心としたロー
テーション形式にて行います。

日程：2008 年夏頃ｰ
会場：百年記念館 BF 特別展示室内
※ 日程等の詳細が確定次第，HP 等でお知らせいたします。



N 型織機は国産の代表的な普通綿織機であって，国内に普及するととも
に海外にも輸出された。1961（昭和 36）年に購入されたものであるが，
昭和 10 年にはすでに紡織学科に設置されていたという記録があるので，
旧機の更新を目的として導入されたと推定される。

　百年記念館地階の新展示室では，科学 ･ 技術史上貴重な大型機械類の展示を行っています。これらの機械は東工大で開発されたもの
ではありませんが，東工大での教育研究に長年にわたり供されてきたもので，多くは現在でも稼働可能な状態にあります。2008 年度
には機械遺産に認定された伊藤嘉平治作の足踏旋盤（現在，明治村に寄託中）の里帰り展示にあわせて動態展示したいと計画中です。
以下，それらの機械類の簡単な紹介をしていきます。

新展示室の大型機械類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀井宏行（副館長・計算工学専攻教授）

ドブクロスとは，イギリスの地名で，そこで作ら
れた毛織機の呼称である。19 世紀後半から 1960
年台後半まで生産されていたが，大戦後の技術革
新に追われ急速に失われていった。最近では高級
服地の生産のために細々と生き残っている。本機
は，イギリス Hutchinson & Hollingworth 社製で，
関東大震災後の政府の復興援助資金で輸入され，
1924（大正 13）年に本学に設置されたものであ
る。当時の最新機の一つであり，織物組織を司る「そ
うこう枠」（15 枚まで可能）によるたて糸の選択
開口と，よこ糸 7 種（糸の色，質など）まで，よ
こ入れ（両側各 4 丁のひ筐運動）を選択作動させ
るドビー機構を有し，おおかたの織物組織および
縞模様に容易に対応できる。

この精紡機は，スライバないし粗糸を供給して糸をつむぐ実験用の機械
である。Shirley Miniature Spinning Plant としてイギリス Platt 社で製
造された一連の装置の一部であって，他にカードと練条機があった。文
部省から 1968（昭和 43）年に全国の繊維工学科を持つ国立大学に特
別交付され，学生実験に貢献した。

interpretive article

百年記念館には以下に示す 5 台の繊維機械が保存されている。これらの機械は，東工大の紡織（学科実験）工場（1971（昭和 46）年解体）に置
かれ実験 ･ 実習に使われたものである。

No.1 大型織機類

No.1-1 豊和工業 N 型織機 No.1-2 ミニアチュア・リング精紡機

No.1-3 大型毛織機ドブクロス



No.1-5 高速テープ力織機No.1-4 フラットカード（梳綿機）

パーソンズタービンは，イギリスの機械技術
者パーソンズ（Charles Algernon Parsons, 
1854-1931）が，1884 年に発電機駆動用に
発明した軸流反動蒸気タービンであり，ター
ビンとして実用化された最も初期のものであ
る。東工大に入った経緯は今のところ不明で
あるが，その歴史的価値については，1966

（昭和 41）年に，当時本学の技術史の助教授
であった山崎俊雄が「東京工大学術ニュース」
No.25 に，「写真は，1884（明治 17）年世
界最初の蒸気タービン『パーソンズ・タービ
ン』であり，ロンドンの科学博物館に保存さ
れている。これと同一の実物が本学の熱工学
第 1 実験室に安置されているのだから驚かさ
れる。国際級の技術文化財が知る人もなく本
学に眠っていたのである。」と記しているよう
に価値の高いものである。

No.2 パーソンズタービン

フラットカードは綿紡績工程の中のカーディング工程を受け持つ機械で
ある。カーディングとは，綿塊を細長い「しの状」の製品（スライバ）
に加工することである。カーディング工程の後，練条工程，粗紡工程
で，多数のスライバを一本に引きそろえては引き伸ばす操作を繰り返し
て太さのむらを少なくし，同時に繊維を平行に引きそろえる操作を経て，
精紡工程で最終製品である綿糸が出来上がる。このフラットカードは，
世界一流の繊維機械メーカとして長い歴史をもっていたイギリス Platt 
Brothers 社が 1923（大正 12）年製造したもので，本学には 1924 年
に導入された。Platt Brothers 社の綿紡績設備は 10 種類の機械で構成
されており，同社がそれぞれの機械を解説するために作成した大版の絵
図面 10 枚，綿紡績設備の設置レイアウト図なども保存されている。

この力織機は，精紡機のスピンドルを高速回転させるための動力伝達用
テープベルトを製造するためのものである。本来は本機と同様の部分
が 5 個 1 組となって一つの鋳鉄製台座に取り付けられていたが，保存
用としてそのうちの 1 個分を分離し，新たに動力部分と台座を設けたも
のである。巾の狭いテープを織る織機であることから，よこ糸の巻き形
状，よこ糸を入れる機構，よこ糸をたて糸に押し込む機構（「おさ」の
運動機構）に通常の力織機（例えば，N 型織機，ドブクロス織機）とは
異なる独特の機構が考案されている。また，高速で安定した運転を可能
とするために，各部分は極めて精巧に設計・製作されている。スイスの
Adolph Saurer 社製で，1927（昭和 2）年に購入されたものである。



interpretive article

この鍛鉄製足踏旋盤は，1875（明治 8）年頃に，山形の
人伊藤嘉平治が，かの地で製作したとされるものである。
伊藤嘉平治は，1872（明治 5）年に上京して田中久重の
工場で機械製作を学び，その際オランダから入ったダライ
盤を見たといわれる。
田中久重は久留米の人で，幕末期に東西のからくりに通じ，
佐賀藩の佐野常民に招かれて蒸気機関を研究し，1865（慶
応元）年に木造蒸気船凌風丸製造に成功した。明治にな
り，工部省入りした佐野常民の援助により，1875（明治 8）
年に，東京で民間最初の機械工場田中製作所を設営し，機
械類の修理・製作を行った人である。
この伊藤嘉平治の鍛鉄製足踏旋盤は 1932（昭和 7）年に
東京工業大学に寄贈され，以来工作機械研究の参考に供さ
れてきた（八木秀次学長が伊藤家にあてて書いた「受贈証
明書」があるとされる）が，現在は愛知県犬山市の財団法
人博物館明治村の機械館に寄託，展示されている。

No.3 スターリングエンジン

No.4 足踏旋盤（明治８年伊藤嘉平治作）
日本機械学会「機械遺産」 第３号

スターリングエンジンは，シリンダ内に封じ込めた気体の
加熱と冷却を繰り返すことで動力を得る外燃機関で，1816
年にガソリンやディーゼルエンジンなどの内燃機関に先駆
けて発明されたが，内燃機関に押されすぐに衰退した。し
かし，温度差があれば駆動可能な外燃機関であるので，燃
焼をともなわない太陽エネルギーやバイオマスなどの熱源
利用も可能なため，「環境にやさしい」動力源として最近見
直されてきている。太陽からの輻射熱の利用も可能なため，
宇宙空間での利用も検討されている。百年記念館所蔵のス
ターリングエンジンは，機械工学科の熱工学研究室に保存
されていたもので，1926（大正 15）年に備品登録されて
おり，アメリカのライダー・エリクソン・エンジン社（Rider 
Ericsson Engine Co.）製のホット・エア・ポンピング・
エンジン（Hot Air Pumping Engine）で，シリンダサイ
ズ 10 インチ，No.26527 のネームプレートがついている。
動作可能な現存する最古のエンジンであり，技術史上極め
て貴重な資料である。環境問題を考える上でも，2 世紀を
超え再び脚光をあび，宇宙にまで飛び出す技術としても，
科学技術教材として最高の素材である。



開催報告　第 9 回特別展示・講演会「進化するスーパーバイオワールド」

会期：2007.07.19 ｰ 07.28
会場：東京工業大学百年記念館 1 階展示室

　東工大には , 全国に先駆けて創立された生命理工学部と生命理工学研究科があります。本学のバイオ
研究は , 生物学 , 生化学 , 分子生物学 , 有機化学 , 物理化学 , 薬学 , 医学 , 農芸化学 , 分析化学などの諸分
野の研究者が集結し , お互いの領域間の垣根が低く , 融合研究が大変やり易い環境のもとに , 多種多様
な研究が展開されているのが最大の特徴となっています。そのなかで現在は , 薬や生理活性成分のもの
づくりから , 極限環境のバイオ研究 , 生命現象の原理を追求するもの , 生体の優れた仕組みを工学的に
応用する研究 , さらには , 医工連携研究など , 様々なプロジェクトが進んでいます。
　10 日間に渡って開催したこの展示会は , 本学のバイオ研究の源流となった創薬研究から最新の先端
バイオ技術開発研究に至る様々な研究を , 展示・映像を使ったバイオワールドの易しい解説とともに時
空間的に紹介する試みとなりました。会場内には , バイオの世界を小中学生にもわかりやすく紹介する
コーナー ,DNA やタンパク質 , 細胞などをコンピュータや顕微鏡を用いて実際に覗いてみる体感コー
ナー , バイオの技術を駆使して実用化された発明を紹介するコーナー , 最先端のバイオ技術を紹介する
コーナー , 東工大の学生が開発したバイオを題材にしたゲームのコーナーを設け , 多様な切り口から
スーパーバイオワールドを体験していただくこととなりました。
　また期間中 , 小中学生を対象とした実験教室やリレー形式のレクチャー , 掘越弘毅名誉教授の講演会
には定員を超える参加者にお集まりいただくことができ , 大きな反響をいただくことができました。

07.23　バイオ体験デー
07.24　リレーレクチャーシリーズ
07.25　掘越弘毅名誉教授講演会「極限環境微生物の遺伝子とその利用」

achievements
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