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明治期における技能者■(技手)の教育機関の考察

一攻玉社の土木技術教育について-

中住 健二郎

〔1〕はじめに

明治期､富国強兵 ･殖産興業を柱 とする日本政府の基幹政策に基づいて､諸外国より雇用 された技術者､

技能者および教師は､『日本帝国統計年鑑』によれば明治 14年 (1881)～同 31年 (1898)おいて 529名

に達 している｡ これ らの外国人の指導､助言､協力によって 日本の近代化は急速に展開 した｡ しか し､明

治初期の 日本には欧米の産業革命の成果を直ちに受容できる力量はなかった｡そのため日本政府は産業､

とりわけ工業の早期 自立を視野に入れて､日本人の技術者を養成するため高等教育の創設 と拡充を先行 さ

せた｡

すでに明治 3年 (1870)に約 90名､翌年 (1871)に約 170名も外国人技術者が雇用 されていた｡政府

は外国人技術者に替わる技術官僚の養成機関として､明治 6年 (1873)7月､工部省工学寮にのちに工部

大学校 と称 された工学校 (カレッジ)を開設 した｡校長は-ンリ- ･ダイア-であるo

明治 12年 (1879)､工部大学校は第一期生 23名を卒業 させた｡技術者養成を目的とする高等教育がそ

の後の日本の大学､高等専門学校- と発展 したのに対 し､これ らの学校卒業生の技術者のもとで現場の実

務 を 担 当 す る 技 能 者 (技 手 ) を 養 成 す る 教 育 機 関 の 制 度 化 は か な り 遅 れ た ｡

明治 14年に農商務省が新設 された｡これは明治初年以来の政府の産莱 (工業)政策の転換を意味するとい

う｡同省が明治 17年 (1884)に作成 した 『興業意見』､その翌年 (1885)･に文部省が翻訳刊行を始めた 『技

芸教育二係ル英国調査委員報告』､すこし遡るが､岩倉具視が明治 11年 (1878)～同 15年 (1882)に提

唱 した ｢士族授産的工業教育論｣などは､日本資本主義社会形成期の工業教育論の噸矢 とい うべきもので

あ ろ う｡ 諸 説 が 幅 輯 す る状 況 は ､ 当時 の 工 場 技 能 者 の養.成 機 関 の 濫 牌 を反 映 して い る｡

本稿では､鳥羽藩士であった近藤真琴が興 した攻玉社の土木技術教育についての既存の研究成果に学び､

同社の技能者 (技手)の教育機関としての役割を考察 したいと思 う｡

〔2〕近藤真琴 と攻玉社の創立

近藤真琴は､天保 2年 (1831)9■月 24日､江戸麹町 (現 千代田区麹町)にあった鳥羽清 く志摩答志群 ･

三万石)藩主稲垣氏の上屋敷内で出生 した｡父近藤珍兵衛は､同番の遠藤市郎左衛門の 4男で､養子 とし

て近藤家を継いだ｡遠藤家は徳川家の剣道指南役柳生但馬守宗矩の子孫である.柳生家の本姓は菅原道真

を祖 としている｡従って父珍兵衛は学問の名家の血筋を受け継いでいた｡

母誠子は南朝の楠木氏の一族楠本氏の出身である｡父珍兵衛が寅琴 4歳の天保 5年 (1834)に死去後､

頁琴は 8歳の頃まで母か ら漢籍の素読を受けた｡

近藤寅琴の草間的基礎は､安政元年 (1854)の開国前後の頃から文久 2年 (1862)頃にかけた時期に､

師お仰 ぐ先覚者の門をたたいて師事 し､さらに藩校尚志館等で学んだことによって育まれた｡攻玉社提出

の 『試験表 [明治 5年 〔1872)]に掲載 されている ｢攻玉塾履歴概略｣から師事 した人々と修得 した学問

内容を見る｡

｢皇漢学 元 鳥羽藩儒者 小浜 介 蘭式兵学 大村兵部衷輔

漢学 元 勢州亀山滞 堀池 柳外 蘭式航海測量 旧幕府海軍操練所

蘭学 岸和田藩医 高松 譲庵 英式航海測量 英国測量士官グラン ト

其他算術測量多ク原書二就テ相学候故是 卜申教師姓名難書記候 英字亦懇意 ノ者二一二枚 ツ ヽ素読

ヲ受候得共大抵英蘭対訳文典､英蘭対訳辞書等ニヨリ研究仕慎故是亦是 上申教師姓名難書記候｣

嘉永 6年 (1853上 近藤が高松 譲庵に師事 したのは､渡辺畢山､高野長英 ら当代の蘭学に関心のある知

識人が西欧文明 ･文化を研究 し､実践的性格をもつ尚歯会の有力者小関三英門下の譲庵の学詣削こ惹かれた

からであろう｡また､安政 4年 〔1857)には村田蔵六 (大 村益二郎)の鳩居堂でオランダ兵法を学んだ｡
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-攻玉社の土木技術教育について-

中性 埴二郎

文久 3年 (1863)に､近藤 は東京築地 の軍艦操練所- 同所 の翻訳方 として迎 え られ たが､

ここでも御軍艦奉行 (稜､海軍総裁)矢田堀景蔵､軍艦操練所頭取 (稜､初代中央気象台長)荒井郁之助

など良い師を得た｡ついで測量学科教授補助も命ぜ られた｡

｢初塾主近藤置琴幕府ノ軍艦操練所二通学スルヤ同学ノ士蘭書ヲ読マザレバ航海術二通暁スル事能ハザル

ヲ見ル者四谷坂町稲垣家ノ廷内ナル自宅ヲ訪 ヒ学バンコ トヲ請フ者アリ､乃チ勤士ノ余暇ヲ以テ蘭学ヲ教

授ス､実二丈九三年春夏ノ交ナ リ｣

い きく

はじめは塾名 もなかったが､まもなく為錯塾 と名づけられた｡為錨は詩経 ･鶴嶋の ｢他山之石､可以為

錯｣から採 られた｡｢錯｣ は ｢といし｣･の意である｡後年､築地に設けられた攻玉塾の ｢攻玉｣も同様に詩

経からとった言葉で､近藤真琴は､幕末の動乱期に産業革命やアメリカの独立などを経た欧米の産業 ･文

化を学び､それを日本の発展の方向を探求するための ｢錨にしたいと考えた｡｣蘭学塾の命名には､近藤の

進取の気概が現れている｡

明治元年 (1868)8月､近藤は彼が仕えていた鳥羽藩主とともに鳥羽に帰国 した｡それと共に為錯塾も

自然閉鎖 となる｡(同年 2月には軍艦操練所も閉鎖)翌年 (1869)7月､兵部省の開設により､9月には軍

艦操練所の旧地の築地に海軍操練所がつ くられ､海軍士官の養成が始まった｡これが海軍兵学校の前身で

ある｡･兵部省設立以前よりその開設委員に登用されていた近藤は､同年 3月に海軍操練所出仕 として採用

された.明治 2年 11月､同操練所の授業開始とともに近藤は､築地一ツ橋邸跡の官宅-居住を移 し､為錯

塾もまた同所-移った｡兵部省は広々とした長屋を近藤に貸与 した｡塾名も正式に攻玉塾ときめられた｡

『攻玉塾沿革史目録』より当時の塾の状態を引用する｡ 塾則､教則も制定された｡

｢明治三年春 白扇一対ヲ勢 トシテ塾主二納ムルコ トニ定ム

同 夏 月謝 トシテ金拾弐銭五厘ヲ納メシム､塾費ノ不足ハ先生自ラ之ヲ補ハル

同 秋 学級ヲ分チテ九線 卜為シ初級 ヨリー級二至ル､-ヶ年ヲ二期に分チ一期一学級ヲ了 リ凹ヶ年

半ヲ以テ全線 ノ修業年限 トス､但シ英学 ･数学 ･漢学 トモ各自ノ学カニ従ヒ等級ヲ定ム､

故二一人ニシテ数学ハ五線ニシテ薬学ハ上級 卜云-ルが如キ者ア リ｣

『明治 2､3､4年頃 攻玉社中姓名録』によれば塾生徒は 70名を超えていた｡海軍操練所は明治 3年 11

月に海軍兵学寮と改称されたが､この時点でその教員をしている者 3名が攻玉塾に在籍 していた｡また､

海軍兵学寮が士官候補生を卒業させるまでは､攻玉塾の出身者がすぐ尉官に採用 されていた｡それ らのこ

とから当時の攻玉塾は､実質的には海軍兵草案の前身あるいは予備校的存在でもあったと考えられる｡

明治 4年､近藤は芝の新銭座にあった慶応義塾の跡地を土地､家屋共々譲 り受け､攻玉塾の新 しい塾舎

として使った｡『日本教育史劉 斗』によれば､教授科 目は航海学 ･測量術 ･和学 ･漢学 ･英学 ･蘭学 ･数学

であり､教師は近藤一一一人､生徒数 由 名である｡明治 5年 8月 3日､学制が公布された｡この学制によっ

て一切の教育機関が規制を加えられることになったoすでに設立 していた私塾はあらためて私学明細表を

東京府-提出した｡攻玉塾から提出された 『私学明細表』によれば､教授科 目は皇漢学 ･英学 ･算術測量

とあり､芝-移転 した前年 と比べると航海学 ･蘭学が減っている｡この他､塾則 ･入社手続 ･塾履歴概略 ･

教授吾概略 ･教師等が記録 されている｡

攻玉塾の建学 目的を把握するため､明治 5年の ｢関学願書｣より塾則 (抄)を示す｡

｢第一集 札テ外国ノ学二志ス者ハ先ツ本国ノ事情ヲ詳密二了解シテ所長ヲ取 り国力進歩

ノ補助 トシ我威武以テ軽蔑ヲ防キ文明以テ信義ヲ立ツルヲ大主意 トス故二当社

ニアッテハ国史二心ヲ用ヒ怠慢アル-カラサル事｣

第二条 社中ノ人々ハ勉テ文武ノ道ヲ体シ友情最モ厚カル-ク先進ノ者ハ後進ノ者ヲ憩

二教導シ後進ノ者ハ先進 ノ者二附キ切値勉励シ身体運動ノ外ハ寸暇モ空ク時間

ヲ費ヤス事ナク日課ヲ勉励ス-シ故二酒色等二惑溺スル者ハ当社ノ人二非ス厳

二足ヲ謹ム-キ事

第三条 規則ハ銘々速カニ生業スル為及ヒ他人ノ勉強ヲ妨ケサル為二設ケタル者ナ レハ

違犯ス可ラサルハ勿論ナレ共過テ此二違 ヒ或ハ自己勉強ヲ怠 り候者小ナ レハ諸

掛 ヨリ省戒ヲ加へ大ナレハ社長二達ス-キ事

第四条 上下ノ別判然 トシ レサルハ梅陸軍士卒ノ責務ナ リ故二長上二対シ無礼ノ振舞

ナク諸機ノ警戒違背致間政事
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'JI青草の探究 第4号 2007年9月

第五集 札テ塾中二在 ッテハ艦内同様二心得上下一致不自由ヲ忍テ規則ヲ厳守ス-キ事｣

明治 5年には ｢生徒一百二十一人｣ と届けているが､同7年 (1874)の 『文部省第二年報』には ｢生徒

数三五一人｣と増加 している｡

明治 12年 9月 29日に政府は学制を廃止 し､教育令 (自由教育令)を制定した｡攻玉塾は攻玉社と改称

し､従来の塾則を本文 12か条と入社手続 了か条を加え成文化した｡同年 8月､天皇が ｢教学聖旨｣ を示

したことにより､翌年 (1880)12月､ 教育令が全面的に改正されて開明的文教政策による実学主義から､

仁義､忠孝を要 とする徳 目主義- と教育が転換 し､中央集権化による教育の官僚支配が強化 された｡

教育をめぐるこのような風潮の中で､明治 6年幼年科､同8年 〔1875)航海測量習練所､同 9年 〔1876)

こう

の女子科の開設を進めてきた攻玉社は､同 13年に陸地測量習練所 〔同 17年量地 蛍 と改称〕､同 14年に

鳥羽商船分校､同 19年 (1886)に専修数学科をそれぞれ開設 している｡明治 20年 (1887)までの攻玉社

の主な学校組織の変遷は下記のようである｡

壮年部 ･ 中年部 一一 青年科

幼年部 一一 海軍中学校予科

女千部

航海測量習練所 -- 商船賛

鳥羽商船分畢

専修数学科

海軍予備科 一一 梅軍中学校

尋常中学校 一一 攻玉社中学校

陸地測量習練所 一一 墓地単 一- 土木科 一一 攻玉杜工学校

攻玉社高等工学校

日本科学史学会編 『日本科学技術史体系 第 8巻 ･教育 1卦より作成

〔3〕陸地測量習練所 ･畳地車から土木科を経て工学校-

近藤寅琴は､日本にとって土木技術の重要性を深く認識 してお り､明治 9年夏以来､別科として陸地測

量術の授業を始めた｡後年､土木科が攻玉社に設けられ､工学校-発展する初の取 り組みとなった｡最初

は指導教授に､明拍 3年に入塾 し内務省に勤務中の田尻運道が抜擢された｡ しかし､別科の寄宿舎や教場

が他科の生徒と同じであったため､別 科の生徒が彼等から好ましくない影響を受け陸地測量術の習得意欲

を喪失 し､授業の中断や中止を余儀なくされる状況が生じた｡その対策として､航悔測量習練所跡を測量

術の教場と生徒の寄宿舎とし､陸地測量習練所が開設された｡その開所式について明治 13年 6月 27日付

の朝野新聞が ｢近藤最琴の攻玉塾に開かれた陸地測量習練所｣と題する記事を載せている｡

｢芝新銭座近藤最琴先生の攻玉塾にては､重きに航海術を専門とする者の為めに航海測 量習練所を設けら

れ しことは､其の頃の新聞に記載せ Lが､此度又陸地測量を専門とする者の為めに該習練所を開設 し､去

る十三日間聾式を行はれた り､同日は祝文を朗讃 し及び演説をなしゝ人も有 りて､随分盛んにて有 りし由､

抑々此校を開かれ し旨趣は､畳地の術たる之を大にしては圃郡直正の地国を製 し､各種甲地質を類別し､

民政に資L財政に便 し､兵事に供 し､之を小にして輯道を設け錬山を穿ち､伝線を架 し境野を拓き､横河

を通じ堤防を築く等､皆此術に因らざるはなく､国家一日も映くべからざる要務なるを以てなり､又其の

教則を聞くに､禄科､本科前後両期の三期 (一期六ケ月)となし､線科の科 目は加減乗除より平三角､算法

に至り､本科前期は､量地術諸器具の説明､野障記載式､鎖鍵､方位､角度､高低の諸測量､普通製固､
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明治期における技能者(技手)の養成機関の考察

一攻玉社の土木技術教育について-

中性 睡二郎

賛捌固､縮囲､載面園の製法､賛積算計､地面分割 の両法､彩色用法､同棲期は､諸測器改正井用法､測

量賛地因習､賓捌固製造にて､毎月小試験､一期毎に卒業試験をな し､合格の者には三期の後､卒業護を

附興 し､又高等陸地測量 とて圃栴及び全国等大部測量の方法 より天文､経緯等の絶て地上に干する者は､

卒業期限の制規を立てず､成業の部は試験合格のもの-卒業吉削こ記入 して輿- らる ゝ と､該校 は測量器具

も完備 したる故生徒の進歩 も速かなるべ し､斯る緊用なる専門校の開設にな りLは､寮に社骨 の病めに賀

すべきことな り｡｣

陸地測量習練所の開設時に東京府に提出された開中書には､カ リキュラム 〔表 1)や使用教科書等が示

されている｡

表 1 明治 7年 5月､東京府に提出された開中書のカ リキュラム

攻玉社附属 陸地測 量習練所 学科課程表

--ヶ 年 六 ケ 月

学期単科 各単科 預科 六個月間教授 本科前期 六個月間教授 本科前期 六個月間教授各過数授時敷 日数百二十 日 目数百二十 日 日数百二十 日

数 学 十二時 算 数 撃代 数 .嬰平 三 角 術皐換 I前 座.

墓 地 十二時 諸 器 械 説 明野 停 記 載 式 諸測 面改正井用法

撃 鍵鎖 角度 方位高 低 捌 怯地 面 分 割 法E由 五三七 他 言 I. :l1- 賢 地 演 習

製 圃 十二時 普通製圃 練 習 普通製固 練 習

貴 酬 固載 両 国 製 法縮 囲 佳丁rI// jF. rTl .比 寮 測 圃 製 造

｢明治初期の陸地測 量教育-攻玉社付属陸地測量習練所を中心 として-｣『土木史研究』第 10号 より作成

開中書によれば使用教科書は下記のものが含まれている｡

① 三角術 1873年出版 ゼンス著

② 幾何学 1876年 ユ-ク リッ ド原著 トドハ ンダ-

③ 対数表 1872年 チャンバー著

④ 代数教科書 明治 15 年1月 ロビンソン原著 田中矢徳 (攻玉社数 学教師)釈

⑤ 数学教科書 明治 4年 12月 海軍兵学寮

⑥ 量地書 1879年出版 ギル リスピー著

⑦ 高等量地書 1875年 ギル リスピー著

⑧ 畳地書 1870年 子ギル リスピー著

⑨ 基地書 1868年 ア-ンスリ-著

⑲ 測絵図鑑 明治 11年 8月 内務省地理局測量課

近藤顛琴が陸地測量習練所を設立 した 目的は､大きくは測量術を開国日本の国づ く りに役立 てることに

あったが､実践的には鉄道､鉱業､電信､土木の事業に従事する人材養成に尽力 し た ｡その背 景 として次

のような社会的な事情が存在 したと考えられる｡

明治 初期以降､政府は多くの外国人を雇用 し､日本の近代化を促進 させたが､同 時 に､いっ までも外国
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人に頼らず､早期に日本の技術の自立を確立することが求められた｡明治 4年､兵部省陸軍部参謀局に地

理の偵察､地図の編成を担当する間諜局が､また同年､同省海軍部に水路事業の進歩改良を期 して水路局

がそれぞれ設けられて､土木技術の自立を目指す営みが始まった｡

明治 6年 7月､工部省工学寮に工学校が開設され同 11年 4月､工部大学校 と改称された｡工学校や工

部大学校の卒業生のもとで､実務を担当する働き手としての技手の欠如が産業発展の一つの障害ともなっ

ていた｡発足した陸地測量習練所の監督兼教授 として､浜田晴彦があたった｡明治 14年 9月､2年制の

本科と1年制の速成科が併置された｡

明治 17年 2月､校舎が新築され､校名も畳地聾と改められた｡同 19年 2月に､奈良茂智が畳地車の聾

長になると同時に土木学を教授する必要を説き､4月よりその授業が開始された｡攻玉杜工学校内報 『玉

工』第一号は当時の事情を次ぎのように述べている｡

｢奈良茂智輩長及教授ヲ担任ス常時同人ヨリ時勢ノ進歩二従ヒ土木撃兼テ教-ザレハ将来生徒ヲ誤ルノ恐

アリトノ建議アリ乃チ之二基キテ四月山西安邦二審測量演習ノ教授ヲ托シ､七月理聾士倉田吉嗣ヲ稗シ土

木聾教授ヲ嘱託ス之ヲ土木畢ヲ講義シタルノ初 トス｡｣ 当初は土木学としての独立した講義はなく､各科

を順次に教師が講演して回り､生徒は任意に聴講 した｡量地聾は､明治 21年 (1888)･3月､東京府技師原

龍太 く明治 10年頃在塾 ･同 32年 (1898)年､工学博士授与)を迎え､同年 7月に土木科と改称し､その

内容の充実を図った｡明治 20年 9月 7目付で､攻玉社代理社長 前田 亨が東京府へ届けた徴兵猶予認定

願には下記の記載がある｡

｢昔社学校普通撃本科高等本科之義ハ専ラ中学ノ課程ヲ教授シ府県系立中学課程 卜同等ノモノト存シ慎二付

文部省訓令第五号二依 り官立府醇立学校同等ノ学校 卜御認定相成度別冊相添此段奉願慎也｣｢設置ノ目的

英語､数学､和漢文等ノ普通聾ヲ置キ海軍諸学校､高等中聾校､東京農林学校､東京商業学校ノ如キ官立

ノ学校二人ラン トスル者及ビ民間ノ業務ニ ト欲スル者ヲ養成スルヲ以テ本社ノ主旨 トシ別二散華専修科､

墓地科､土木科ヲ設ケ以テ速成ヲ要スルモノニ麿ス｣

土木科は普通学本科に併設された学科であることが分かる｡生徒の要請 目的については土木科規則の中

で次のように記載されている｡

｢土木科ハ土木学科ノ技手ヲ養成スルヲ以テ目的 トス 学科ハ土木二間シ必要ナル者ハ悉ク之ヲ設ケ専ラ

賛業二鹿用セシムルヲ以テ主意 トス｣

また､カリキュラムも表 2のように近代化された｡学科は予科 ･初級 ･中級 ･上級の 4つに分かれ､そ

れぞれ 6月合計 2か年で卒業で､学期は8月 1日に始まり､翌年 2月に終わるのを第一期､3月に始まり

7月 21日に終わるのを第二期とした｡(表中※重学-力学) 明治 31年 2月､他の業務に従事 している生

徒が多数となり､全部を夜間 (午後 5時)授業とした｡しかい､そのために授業内容が低下することなく､

高い水準の講義は世間にも認められた｡当時､東京で土木学を教授 していた工手学校出身者は工手捕 日給

50銭､攻玉杜出身者は工手で月給 15円であったという｡

表 2 土木科のカリキュラム

毎週時間 禄 科 毎週時間 本科初級

簡 単 19 平算代数盤何三角術重畢※ 7 代数幾何三角術重聾※

土 木 聾 4 構造法 (石工煉瓦土木工基礎随道仮工)材料及結構強弱論;首披 1品虫謙二肯き嘉

測 量 9 揮鎖測量法羅盤測量法晃子繰測量大意磁針偏差測量法大意官制ラ宙習

画 .梨園 1 自在画 梨園測量器械 ､

英 語 4 讃本音讃詳解 謂讃
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毎週時間 本科中級 毎週時間 本科上級

敵 襲

土 木 撃 5 結構強弱論道路及繊道 3 水理学治水工学

論水理学 (静水動水) (水道溝渠河川運河港

治水工学水道構県系河川 湾)

港湾橋梁論 橋 梁 論

測 量 ll 経緯儀測量水準測量 9 繊道測量法 平板測量

蛾道測量法 法 錬坑測量法 六分

賛測演習 儀測量法 水上測量法=∴島 池l貴 社 脅 満目甘藷章ヨ

画 .製圃 2 製固測量器械 6 意匠及製固

英 語 2 評讃 2 謂讃

｢明治期の攻玉社の土木教育｣『土木史研究 』第 11号より作成

明治 34年 (1901)12月､土木科は攻玉社工学校 と改称 され､教授科 目に建築法の一つを増や し､修業

期間 6ケ月の高等科 (後の研究科)を設置 (表 3)､後の高等工学校 ･短期大学の基礎を築いた｡土木科の

教科書は同校教授の講義録である｡測量は金井彦三郎､道路は直木倫太郎 ･岡村象雄､材料は吉相恵吉､

結構は竹内李- らが担当執筆 した著書である｡こららの講義録は明治 41年(1908)5月に完結 し刊行 され､

土木従事者の必携の書 とい う評価を受けている｡

表 3高等科設立当時の科 目および授業時数

科 目 細 目 時間数

土木工聾 構造及橋梁論､蛸道論､水理聾 6

数 学 代数､解析幾何､微積分 4

｢明治期の攻玉社の土木教育｣『土木史研究 』第 11号より作成

〔4〕土木科 ･工学校で学んだ生徒の実態

『土木史研究 』第 11号に掲載の ｢明治期の攻玉社の土木教育｣『土木史研究 』の発表者の一人長谷川 博

は､発表当時､攻玉社工科短期大学の要職にあり､攻玉社の原史料の調査 ･研究の第一人者 とい うべき人

であった｡従って､本項では当該論文を引用 して､同社土木科 ･工学校の土木教育の一端を示す｡

1.生徒の入学資格 と年齢

前記の徴兵猶予認定願に蹄付 された ｢入社退社規則｣第 2条 ｢入社ノ節ハ身元引受証書及 ビ入社金 3円

白扇壱対ヲ納ムベシ｣により､東京在住の身元引受人があれば 攻玉杜-入学できた｡中学の場合､予科は

9才以上で小学尋常科卒業以上の学力を､本科は 12才以上で本社の予科卒業以上もしくは小学高等科卒業

以上の学力以上の学力を有する者 とい う入学資格が明記 されているが､土木科の場合､｢生徒 ノ目的二億ジ

テ入学セシム｣ とのみ記 され中学のような入学資格の記載はない｡

工学校-入学する生徒の年齢は､.明治 30年代の規則では､高等小学校 4年卒業の満 13才と定められて

いる｡実際の単年度の記録によれば､生徒 110名の入学時も満年齢は 13 -33才と広 く分布 してお り､

その平均年齢は 19.4才である｡ これ らの生徒が順調に卒業すれば､卒業時には 21.4才となる｡

小学校卒業の弓削各で進学できる土木科 ･工学校には､青少年が全国から郷里の先輩､知人等を頼って上

京 した者が多い｡長谷川は､校内の各級-の進級試験 (大試験 と称す)の成績表によって生徒の出身県捕り､

平民士族別の集計を行っている｡｢これにより､当時の社会事情にもかかわらず､広 く全国に分布 している

ことがわかる｡又､初期には士族が多かったが､後期には平民出身者が多 くなっている｡｣と分析 している｡

さらにユニークな調査 として､在学中または卒業後に改姓改名 した生徒数にも注目している｡その結果､

｢必ず しも改姓者を網羅 していないと思 うが､明治年間の改姓者の比率 (改姓率)を調べると｣｢明治初期

には士族の二三男の生徒が多く､それ等の人々が養子縁組により改姓 したと考える｡｣ と結論づけている｡
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2.進級 ･卒業

各級-の進級試験を順次合格 して卒業 した生徒数を見ると､明治 21年 7月､35名の入学生は､同 23

午 (1890)7月に 11名､同 24年 (1891)3月に 2名､同 24年 10月に 1名､合計 14名が卒業 し､卒業

率は 40%である｡同様に明治 34年 7月､110名の入学生は､同 40年 (1907)6月までに 42名が卒業 し､

卒業率は 38%である｡また､明治 39年 (1906)7月､193名の入学生は､同 43年 (1910)6月までに

72為が卒業 し､卒業率は 37%である｡ 長谷川は､｢当時の工学校が卒業率 40%以下という非常に厳格な

学校であったことがわかる｡難関を突破 して卒業 した生徒は､自信を持って全国で活躍 したものと思 う｡｣

と述べている｡

3.卒業生の就職

『明治工業史 土木編』の記録によれば､攻玉社関係の卒業生数は陸地測量習練所 10名､量地聾約 170

名､土木科 ･工学校 2050名､工学校研究科 (高等科)265名で､合計 2495名である｡

これ らの卒業生の就職先の一端をみると､次のようである｡

明治 14年～18年 測量卒業生 15名｡

官庁関係 2 鉄道関係 6 軍関係 2 その他 5

明治 21年 2月～22年 (1889)土木科卒業生 28名｡

官庁関係 16 鉄道関係 3 軍関係 3 民間建設会社 6

明治 30年 (1897)2月～6月 土木科卒業生 41名｡

官庁関係 17 鉄道関係 21 軍関係 0 民間建設会社 3

官庁は農商務省鉱山局､内務省土木監督署､府醇市庁等｡鉄道は鉄道局､民営鉄道｡

軍は陸軍参謀本部､海軍水路部等｡民間は建設会社等である｡

〔5〕近藤其琴の逝去 とその後継者

攻玉社の創設者近藤其琴は､明治 19年 9月 4日逝去 した｡55歳であった｡病名がコレラであったため､

身のまわり晶は全部焼却 されたoまた､攻玉社 と近藤家が前後 2回火災にあったため､一次史料はほとん

ど遣っていない｡わずか､攻玉社編 『近藤真琴先生伝』〔昭和 12年 (1937)3月 5日発行〕が史料的価値

をもつに止まっている｡

近藤真琴は､福沢諭吉 ･中村正直 ･新島襲 ･大木喬任 ･森有礼 とともに､明治の教育に尽力 した六大教

育家の一人として挙げられている.明治 40年､帝国教育会主催の六大教育家追悼演説会で､高弟の色川国

士が ｢近藤真琴先生教育事蹟｣を述べている｡その一つに ｢明治 8年､民間土木学校の設立に先鞭を着せ

り｣ とある｡

近藤寅琴の没後､前田亨と後年､-尋常中学校初代校長 となった藤田潜が中心となり､嗣子基樹を擁 して

攻玉杜の伝統を守 り､近藤により設けられた教育機関を時代の要請に応えるものに改変､統合､整理 した｡

明治21年7月の土木科設置と土木学全般の教授を攻玉社の一つの柱に据えたのも前田･藤田の功績であるo

『攻玉社工科短期大学四十年史』によれば､陸地測 量習練所が開設 された明治 13年以降攻玉社が世に送

った卒業生は 17,241名である｡攻玉社工科短期大学は ｢諸種の事情で上級学校-の進学の機会を失 した｣

勤労学生を受け入れ､土木技術の教育機関として近藤真琴の遺志を継承 している｡

〔6〕攻玉社出身の技術者たち

本稿のテーマについて調べている途中で､前述の長谷川 博より攻玉社出身者の土木技術者に関する最近

の論文 2冊を紹介をされた｡後掲の 【参考文献】5と同 6である｡前者の筆者は､『日本の近代化遺産』〔岩

波新書､2000年発行)の著者伊東 孝である｡前者 (以下､伊東論文と呼称する)は､明治期東京の橋梁

技術者 として原口 要､倉田 吉嗣､岡田 竹五郎､原 龍太および金井 彦三郎を挙げ､その うちの倉田､原､

および金井が攻玉杜の出身者あるいは在籍者であったのに加え､彼 らが東京の主要な鉄製道路橋の設計者

として深 く結ばれていたこと､倉田と金井は攻玉社の土木教育に長年深 く貢献 したことを詳述 している｡

伊東論文はその人物資料 として､攻玉社の 『同窓会誌』や同社の同窓会誌 『玉工』を用いているd 長谷

川によれば､当会誌は ｢会員の親睦誌 というよりは､むしろ､｢文明開化｣によってもたらされた､新 しい

欧米式の設計 ･施工等に関する知識の説明や紹介が主体であった｡また本誌には全国の土木事業の計画 (千

算を含む)や工場報告 (清算額を含む)も掲載 されるので､会員の過半数は外員で､あたかも総合技術誌
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として購読 された｣とい う性格をもっていた｡ ここにも攻玉社のもっ特色がある｡

倉田彦三郎は明治 13年､東京大学理学部を卒業後 ｢内務省に勤務 し､同 16年 (1883上 東京府土木課

設計係｣となった｡｢その傍 ら帝国大学 ･攻玉社､工手学校で土木工学の教鞭をとった｡｣｢攻玉社教授時代､

金井彦三郎が入学 (明治 19年 )してきたことが二人の関係の始まりだった｡｣金井が攻玉社-入学 した ｢当

時の教頭は倉田､原龍太は教授で､二人の下で土木工学を学んだ｡｣

ここで注目したいのは金井彦三郎である｡明治 21年､土木科を卒業､東京府土木課に勤務 した｡資格は

技手見習であった｡大正 14年 (1925)技手に昇格｡その後土木部技師兼工務課長 となる｡｢当時は大牢で

ないと技師にはなれないとい う時代であ り､金井は異例の出世であった｡｣明治 33年 (1900)には､母校

の土木科教室で教授 もした｡また､大正 10年 〔1921)､攻玉社高等工学校の主事 とな り､後､同校の校長

も勤めた｡｢明治 29年 (1896)から昭和 2年 (1927)の 30年間に 16冊の本を精力的に出版 し､土木教

育 と土木工学の普及に貢献 した｡｣手がけた東京の橋は 18橋にのぼる｡中でも浅草橋 (明治 31年)は 日

本最初の鋼ア-チ橋 とLて知 られているo

【参考文献】6は日韓併合期において､慶尚両道の 6橋の道路橋建設事業に携わった 日本人土木技術者

の うち 1名を除く､上田政義､森 吉太郎､角田孝志､井山安蔵 らは全て攻玉社高等工学校の卒業生であっ

たことを明らかにしている｡

愛知県瀬戸市の最初の近代上水道施設の馬ケ城浄水場は､昭和 8年 (1933〕12月に自然流か方式により

市衝地-配水を開始 した｡現在も創設当時の施設がほとんどそのまま遺 され､稼働 している｡■この施設を

設計より竣工まで技術指導に携わったのは､当時､瀬戸市臨時水道部長の水道技師 池田顕三郎である｡同

浄水場の貯水池堰堤の一角に掲げられている建設功労者の顕彰碑には､池田の氏名 も記載 されている｡

池田は明治 12年､東京市で出生 し､同 35年 (1902)6月､攻玉社攻学校高等科を卒業 し､東京市役所

工務課-雇 として就職 した｡水道業務に携わったのは､明治 41年､釜山水道の工務所勤務以降のようであ

る｡名古屋市水道技手を皮切 りに横須賀市､福岡県若松市､三重県津市の水道技師を歴任 し､退職 した｡

永年の実績を買われて､昭和 5年 (1930上 瀬戸市臨時水道部長に就任 した｡

日本科学史学会編 『日本科学技術史体系 第 8巻 ･教育 1』に収録 された ｢陸地測量習練所 ･量地聾 ｣ の

資料 14･9解説によれば､当 ｢習練所は東京職工学校 (現東京工業大学卜 工手学校 (現工学院大学) とと

もに (明治)初期の初等 ･中等工業教育に果たした役割は大きい｣と述べられている｡

また､『日本近代教育百年史 9 産業教育 (1〕』でも ｢明治 20年現在の中等工業教育機関｣の一つ とし

て攻玉杜は足利織物講習所 〔後の栃木県工業学校)､京都染工講習会 (後の京都市数織学校)､八王寺織物

染色講習所 (後の八王寺染織学校)および金沢工業学校｣などとともに位置づけられている｡

攻 玉 社 が 学 校 と して 技 能 者 を養 成 す る 目的 と水 準 を維 持 して い た こ とは ､ そ の 教 育 課 程

や教育条件が具体的に証明 している'｡ 金井彦三郎も池田顕三郎 も､卒業時の就職先では技手見習であ り､

雇であることからも分かる｡その後､本人が置かれた条件や主体的な努力によって金井や池田のように技

師 となった人たちが多いことも事実である｡所謂 ｢たたきあげの技術者｣ である｡攻玉社の場合､在校中

の教師の高い水準 と原書やその訳本を教科書 として使用するなど､卒業生の学問的水準もかな り高いもの

であったと推察される｡多くの逸材が輩出したであろうと思 う｡今後の土木産業遺産に関わる人物調査の

中で追究 したい課題である｡
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