東京工業大学百年記念館
Tokyo Institute of Technology
The Centennial Hall
NEWS 03,04 2008-09

大学ミュージアムとしての発展的方向性

大倉一郎（館長，東京工業大学理事・副学長）

昨年（平成 20）7 月より，前任の伊賀健一学長の後を引き継いで館長を拝命いたしました。この間，当館では光通信関連，建
築関連で 2 回の特別展示・講演会を開催，継続しておりますサイエンスカフェ等，何れの企画においても，多くの皆様にご参加い
ただき，大きな成功を収めてまいりました。
創設以来 22 年にわたり，百年記念館は，本学における史料・研究成果・芸術作品などの資料の収集・収蔵を行い，常時皆様に
ご覧いただくことのできる施設として，その役割を果たしてきておりますが，本年度からはミュージアム機能のさらなる強化を計
画しております。具体的には，展示機能の強化として，会議室として長らく利用されてきた２階の諸室を常設展示室として一般公
開します。収蔵資料の体系的な蓄積・管理を行うためのルールならびにシステムを確立し，収蔵目録およびデジタルアーカイブの
整備と運用を行います。また，研究・調査機能を強化するとともに展示技術の開発にも取り組んでまいります。
百年記念館は，このように，単に知的資源の収蔵・展示を行う場所としてだけではなく，文化・社会的観点から再検討・再構築
を行うことを通して，社会へ向けての表現力を有するミュージアムへと成長していきます。今後とも東工大の教育・研究成果の発
信起点としてご期待いただくとともに，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。

News 01: 常設展示企画
島岡達三回顧ローテーション展示のお知らせ
百年記念館は，
一昨年暮に 88 才で急逝された，
本学の卒業生であり重要無形文化財保持者（人間国宝）であった島岡達三（し
まおかたつぞう）さんのすばらしい作品を数多く収蔵しています。この度，その百二十点に及ぶ作品群を回顧ローテーショ
ン展示として順次お目にかけます。
縄文象嵌をベースとするさまざまな技法，多様な釉薬を利用した表現など，島岡さんの作品が持つ魅力はたくさんありま
すが，今回の展示では作陶の最終段階である「登り窯」との関係に着目しました。島岡さんが使われた登り窯には，条件の
違う 5 つの部屋が存在します。島岡さんの作品とそれが焼かれた部屋を対応させて展示することより，島岡さんが作品に込
めた思いを感じ取って頂けるのではないかと考えました。是非，島岡さんがどのような考えで登り窯の各部屋を使い，どの
ような作品を作ってこられたのか，思いを巡らせながら展示をご覧ください。
2009.06 ｰ 2010.03

百年記念館地下特別展示室内

News 02: 外壁改修（報告）
本年 1 月〜 3 月，建物の外壁廻りのメンテナンスを行うため，百年記念館が大規模な足場に囲まれました。かつてその近
未来的な造形から近所の子供たちに「ガンダム」と呼ばれたオブジェクティブな外観に，足場のスチールパイプが密にまと
わりつく姿は，さながら大型ロボットの修理（または大仏の造営？）を思わせるダイナミックなものでした（写真 / 右頁）
。
このたび，開館から 22 年目を迎えるにあたり，大々的に防水改修と塗装改修，金属パネルおよびガラスのクリーニング
を行い，百年記念館は竣工当時の姿に生まれかわりました。工事期間中，利用者のみなさまには大変ご迷惑をおかけいたし
ましたことをお詫び申し上げます。
News 03: 展示室改装のお知らせ（予告）
当百年記念館のミュージアム機能を強化するため，長らく会議室として使用されてきた 2 階の諸室を展示室に改装する計画
がスタートしました。今年度後半より随時開室していく予定です。なお，大会議室やパーティースペースとして利用いただいて
いる 3 階のフェライト記念会議室や 4 階のレストラン角笛，
1 階の喫茶コーナーはこれまで通りご利用いただくことが可能です。

2009.02.02

東工大はじめわが国の工業教育の基礎を築いた手島精一
手島精一は，嘉永 2 年（1849）11 月 28 日沼津藩主水野

道家達將（百年記念館特命教授，名誉教授）
を強く訴えた。九鬼，浜尾新専門学務局長（のち，東大総長，

出羽守忠寛の江戸桜田邸で，同藩士田辺直之丞 ( のち四友と

文相）そして手島らの努力により，明治 14 年 4 月 ｢ 職工学

改名 ) の二男として生まれた。12 才のとき同藩士手島右源

校ヲ東京ニ設置スベキ件ニ付伺 ｣ が文部卿の名で出され，同

太の養子となり，のち惇之助，さらに精一と改めた。

年，校長には正木退蔵が就任した。

藩校明親館で漢学を学び，さらに明治元年同館に設けられ

しかし程なく，政府の財政上の都合と，卒業生の需要も多

た洋学局で英語，数学を学んだ。養父は進取の気に富み，西

くないということで，東京職工学校は廃校の危機に遭った。

洋の天文・地理・博物・数学・機械工芸の書を集めて学び，

このとき，手島は浜尾を擁してこれを救った。しかし，文部

西洋の事情に通じていた。

省 ( 森文相 ) は依然として工業教育，社会教育に消極的で，

新時代に生きるには欧米先進国の学術技芸を学びたいと，

手島が育てた東京教育博物館そのものも明治政府の手で明治

明治 3 年（1870）21 才のとき手島は開成学校教授柳本直

22 年につぶされてしまった。手島は抗議し，退官届を出し，

次郎の随員として渡米 ( ただし，旅費，滞在費は自弁で藩主

住友家顧問となり外遊した。

に頼み，いわば家の全財産を抵当にして金 1 千両を借り，羽
織，はかまを仕立て直した洋服を着て渡米）した。

しかし，1 年後の明治 23 年，手島は，浜尾の要請で，廃
校を免れた東京職工学校の校長を，病身の正木に代わって引

｢ 理科工芸等に関した ｣ 学習をしようとペンシルヴェニア

き受けた。以後，手島は，大正 5 年（1916）3 月に辞任す

州イーストンのラフェット大学理科に入学，地震の多い日本

るまで，途中の約 1 年間 ( 明治 31 年 1 月〜 32 年 1 月，文

ゆえ等考え，
「理学的」建築学を専攻すべく勉学をすすめた。

部省実業教育局長等 ) を除き，実に 25 年間にわたって，わ

しかし，明治 4 年廃藩置県により，藩からの送金が困難にな

が国工業教育の現場のリーダーとして働き続けた。ともすれ

り，折から渡米した全権大使岩倉具視一行 ( 副使には，参議

ば軽視されがちであった工業教育の重要性を内外に訴え続

木戸孝允，大蔵卿大久保利通，工部大輔伊藤博文らがいた )

け，近代的な科学・技術の理論と実際，さらにデザインを重

の一理事の通訳となって，アメリカ各地そして，イギリスに

視し，本校の拡充・整備に心血を注ぎ，進んだ技術と崇高な

も行った。見聞は深まったが，めざす理科工芸を学べなかっ

人格を備えた，すぐれた人物を養成することに献身的に努力

た口惜しさが，手島をして，わが国近代工業教育の第一人者

した。留学生教育にも熱心であった。｢ 煙突のあるところ蔵

たらしめたとも言えよう。

前人あり ｣ は，手島によって培われた工業教育の具体的成果
であったといえる。手島在任中に，東京職工学校は東京工業

手島は，明治 7 年 12 月に帰国，明治 8 年東京開成学校 ( 東

学校，東京高等工業学校と改称，大きく発展した。

京大学の前身，明治 6 年設立 ) 雇，次いで監事となり，翌 9
年 3 月には東京開成学校製作学教場事務取締兼務となった。

大正 5 年 9 月，67 歳のとき老齢の故をもって東京高等工

これは手島の工業教育関与の最初であった。同教場は G・ワ

業学校校長の職を辞し，10 月表彰会が催され，これと関連

グネルの提議により明治 7 年に設立されたが，3 年後に廃止

して手島工業教育資金団が生まれた。大正 7(1918) 年 1 月

された。明治 9 年 4 月，手島は，フィラデルフィアでのア

21 日死去され，染井墓地に葬られた。69 才であった。

メリカ独立記念大博覧会に文部大臣に随行し，各国の展示物

手島精一は，今日の東京工業大学はもとより，日本の近代

をみて，いっそう強く科学・技術の理論と実際を重んじた近

工業教育の開拓者として，いついつまでも敬慕されている人

代的工業教育の必要を感じた。

物である。

明治初期，わが国の工業教育は工部省を中心に行われてい

なお，手島精一の実父田辺四友は，文人として優れ，俳句

た。明治 3 年，山尾庸三の進言により工部省が置かれ，翌 4

の宗匠として江戸で名を馳せた人であり，
手島精一の岳父（妻

年，山尾と伊藤博文の進言に基づき，工部省に工学寮工学校

はるの父）杉亨二（1828 〜 1917）は，長崎に生まれ，労

が設けられた。わが国最初の国立工業学校である。教育体系

苦の中でオランダ語・フランス語を学び，わが国の近代統計

は，イギリス，グラスゴー大学のランキン，ゴードン，ウィ

学の先駆者として知られる人物である。

リアムソンらのすぐれた助言を得ていた。明治 10 年，これ
が工部大学校（のち，東京大学工学部）と改められた。
手島は九鬼隆一文部少輔に，専門学校程度の工業学校設立

参考文献／「手島精一と日本工業教育発達史 ー産業教育人
物史研究Ⅰ」三好信浩著／風間書房 a

１. 沼田一雅作 手島精一像
（撮影：乾剛）
２. 手島精一辞令「東京開成学校製
作学教場事務取締」「東京職工学
校校長」，他
３. 手島精一遺品 「獅子頭」旭焼，
扇子，他
４. 遊学・外遊の際に使用した硯と
ポケットディクショナリー
５. 3F ギャラリー，「我が国の工業
教育の基礎を築く」手島精一展
示コーナー
表紙写真 .「明治初年ニ於ケル手島
先生御冩眞原版」
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手島精一肖像写真

明治 38 年（56 才）

５

2008（平成 20）年度活動報告

（文責：遠藤康一，阿児雄之）

□サイエンスカフェ

飲み物や軽食をとりながら，科学の話題について語り合う

サイエンスカフェ。話題の提供は東工大の若手研究者や専門

家がつとめ，2008 年はエジプト学・計算機科学・通信工学・
建築学と様々な分野の話が展開されました。毎回，定員を上

□特別企画

11.22「機械遺産第 3 号『足踏旋盤』里帰り展示・講演会

マザーマシンの原点をみる」講師：長谷川雅康（鹿児島大学

教授 / 薩摩藩の集成館事業を読み解くｰ製鉄と工作機械の関

連からｰ），齋藤義夫（本学教授 / 足踏旋盤，マザーマシンと
物つくり）参加者 62 人

回る参加があり，年齢を問わず楽しめるクイズあり実習あり
の交流の場が生まれています。

vol.01/ 05.22「オアシスへのいざない〜エジプト西方沙漠〜」
講師：古川桂（人間行動システム専攻），中野智章（古代オ
リエント博物館）参加者 57 人

vol.02/ 06.27「計算で何ができるか？〜日本最速コンピュー
タ，TSUBAME を体感してみよう〜」プロデューサー：河原
吉伸，永野清仁（グローバル COE 研究員）参加者 74 人

vol.03/ 07.18「光エレクトロニクスの世界 光と通信，そし

て私たち」講師：清水智，鈴木亮一郎（総合理工学研究科）

奥村忠嗣，李承勲（理工学研究科）参加者 71 人

vol.04/ 11.20「篤姫，江戸城，大奥」講師：平井聖（本学
名誉教授，昭和女子大学元学長・特任教授）参加者 77 人

坂本一成 建築展「日常の詩学」

本学所蔵の鍛鉄製足踏旋盤（たんてつせいあしぶみせんば

ん）は，明治 8（1875）年頃，伊藤嘉平治（いとうかへいじ）
によって製作された日本最初期のものです。昭和 17（1942）
年，本学に寄贈された後は工作機械研究の参考資料として使
われ，その後，愛知県犬山市の博物館明治村に寄託展示され

てきました。この旋盤が 2007 年度機械遺産第 3 号に認定さ

れ，これを記念した里帰り展示と講演会が開催されました。
講演会では，明治期における工作機械を取り巻く状況と現在
の工作機械が話題とされました。

光で拡がるネットワーク ｰレーザと光通信ｰ

□特別展示・講演会

百年記念館では，特別展示・講演会は 2000 年度より地階特別展示室（常設展示）の各コーナーにそれぞれフォーカスした

企画展示会を継続的に催しております。そこでは本学における教育・研究の成果について，私たちの生活や都市・社会との関

わりを中心に着目点を見出し，再検討・再構築を行うことを展示の目的としてきております。2008 年度は，今や私たちの日常

生活に深く浸透している光通信に関する技術とその発展およびその中における東工大の研究成果の位置づけについて，次に建
築系の展示として建築家坂本一成（現名誉教授）の主要住宅作品を中心とした展示会を開催いたしました。
07.17-26/ 第 10 回特別展示・講演会「光で拡がるネットワーク ｰレーザと光通信ｰ」

参加者 1,893 人

光を通信に利用する技術が確立される過程には , 光信号を電送する光ファイバや光源となる半導体レーザなど , 数多くのすば

らしい発明がなされてきました。東工大は光通信の研究初期の時代からこの分野に携わり , 高性能半導体レーザなど現在の光

通信の主流となる多くの研究・発明を行っています。本展示会では，光を伝送する原理とともに，半導体レーザと光ファイバ，
光通信のしくみ，レーザテレビやスーパーハイビジョンなどの最先端光エレクトロニクスをご覧いただきました。また，小中
学生の実験コーナーや期間中開催した講演会，サイエンスカフェ等のイベント等を通して多くの方に参加いただきました。

・講演会 / 07.24 講師：末松安晴（国立情報学研究所顧問，東京工業大学元学長 / 光通信の発展を招いた研究 ｰ動的単一モードレーザｰ）
伊賀健一（東京工業大学長 / 面発光レーザと並列マイクロオプティクス ｰその発案と発展ｰ）

・サイエンスカフェ / 07.18（前記）

10.02-21/ 第 11 回特別展示・講演会「坂本一成 建築展『日常の詩学』」

参加者 3,581 人

東京工業大学大学院の建築学専攻，工学部の建築学科には 100 年以上の歴史があります。前身は東京高等工業学校建築科で

1902（明治 35 年）に創設され，これまでに多くの優れた建築家，技術者，研究者を排出しています。建築家坂本一成（1943 〜）は，
主に住宅作品の設計を通して，「建築とは何か」ということを思考してきました。タイトルの「日常の詩学」とは坂本の思考の
底流にある建築の「より自由なあり方」を模索する方法論であり，それは知らず知らずのうちに制度化されている我々の日常（に

おける空間のあり方）を再考し組み替えることを通して，今なお継続されています。この展示会では，その奇跡を 17 作品の写

真，模型，図面などで示しました。また，期間中にはシンポジウム，ギャラリートークが開催され大変好評をいただきました。

・シンポジウム / 10.08「日常の詩学」について 講師：坂本一成 鼎談：坂本一成，八束はじめ，坂牛卓 司会：奥山信一
・ギャラリートーク / 10.06（司会：塚本由晴），10.16（司会：藤岡洋保）

04 APRIL
05 MAY
29（FRI）

13:00 ｰ 18:00

2009 年度第 1 回ホログラフィック・ディスプレイ研究会

3F フェライト会議室 *

「ホログラフィーの歴史と将来」講演会

06 JUNE
08（MON）

休館日

25（THU）

18:00 ｰ 20:00

サイエンスカフェ Vol.01

3F フェライト会議室

定員 60 名 ***

「土づくり〜形づくり〜焼きものづくり」講師：村田浩（陶芸家）
ｰ 2010.03

BF 常設展示ローテーション

BF 特別展示室内

「島岡達三 回顧 ローテーション展示」開始

07 JULY
02（THU）ｰ 18（SAT） 10:00 ｰ 19:00
31（FRI）

18:00 ｰ 20:00

建築学科・建築学専攻

サイエンスカフェ Vol.02

卒業設計・修士制作展 2009
3F フェライト会議室

1F 展示室 **
定員 60 名 ***

「地域防災とリモートセンシング」講師：山田博幸（メカノマイクロ工学専攻博士課程）

08 AUGUST
13（THU）ｰ 17（MON） 休館日

09 SEPTEMBER
05（SAT）

14:00 ｰ 16:00

サイエンスカフェ Vol.03

（仮題）
「古くて新しいエコ

*

1F 展示室

定員 120 名 ***

スターリングエンジンと燃料電池」講師：未定

主催／ホログラフィック・ディスプレイ研究会（URL http://www.hodic.org/）

** 主催／建築学科・建築学専攻（URL http://www.arch.titech.ac.jp/Japanese/Events/events.html）
開場／月ｰ土／ 10:00 ｰ 19:00（7/14 のみ 17:00 終了）
*** サイエンスカフェ

主催／百年記念館

申込 = 参加希望の方は「氏名」「年齢」「連絡先」を明記の上，下記までメールまたは FAX にてお申し込み下さい。
学生・生徒の方は，
「学校名」
「学年」をお教えください。
Email : centcafe@jim.titech.ac.jp FAX:03-5734-3348

東京工業大学百年記念館
〒 152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1
TEL 03-5734-3340
FAX 03-5734-3348

URL http://www.libra.titech.ac.jp/cent/
E-MAIL centshiryou@jim.titech.ac.jp
BF 常設展示 9:30 ｰ 16:30（MON ｰ FRI）・特別展示期間 10:00 ｰ 17:00（無休）

