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1.はじめに－研究の背景－ 

昭和 15（1940）年に日本万国博覧会を開催する計画があり、その終了後、工業博物館を設立す

ることが検討されていた(1)。本論文はこの工業博物館設立計画に関する論考である(2)。 
産業革命期以降に誕生した工業博物館は、一般公衆に対し科学と工業に関する知識の普及啓発

を図る重要な役割を果たしてきた。欧米の著名な工業博物館の設立と、工業技術の成果を披歴す

る大規模な博覧会の開催には密接な関係があったことは周知のとおりである。たとえば、1851 年

に開催された第 1 回ロンドン万国博覧会はサウス・ケンジントン博物館（現ヴィクトリア・アン

ド・アルバート博物館および科学博物館）の設立につながり(3)、1881 年の第 1 回パリ電気博覧会

に刺激を受けた Oskar von Miller はミュンヘンにドイツ博物館を設立した(4)。北米では 1933 年

のシカゴ万国博覧会を契機としてシカゴ科学工業博物館が開館している(5)。実現に至らなかった

が、戦前の日本万国博覧会を契機とした工業博物館設立計画を考察することは、わが国の博物館

史研究の一助として意義あるものと考える。 
日本万国博覧会以前のわが国における博覧会と工業博物館の略史について簡単に整理すると、
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以下のようにまとめることができる。明治 10（1878）年から明治 36（1903）年まで内国勧業博

覧会が都合 5 回開催され、その後も各地で博覧会が開催された(6)。樋口秀雄らはそれを契機に殖

産興業型の博物館が生まれたことを指摘している(7)。その後は各地に商品陳列所が設置された(8)。

しかしながら、犬塚康弘によると商品陳列所は物産品の販売が目的であり、学術的配慮がなく博

物館とみなすことは困難とする考えが定着していた(9)。 
大正に入ると、わが国に科学や理工学を扱う博物館の緊要性が強調されるようになった。その理

由は、第一次世界大戦によってドイツ製の化学薬品や原材料の輸入が途絶し、あらゆる科学分野

で自立する必要が生じたことである(10)。大正 3（1914）年の化学工業調査会の発足によって理化

学研究所や臨時窒素研究所が設立され、軍事費の膨張は一方において機械工業を中心にした軍事

工業の発展を促した(11)。熟練労働者の技能に依存するのではなく科学を基にした工業、すなわち

「科学と工業の結合」が基本概念となった(12)。この時期、高等工業学校が増設、整備されて技術

者が多数育成されるとともに、一般公衆への科学知識を深める目的で「科学」、「理工学」の分野

の資料を収集、保管、陳列する博物館の振興が図られた(13)。 
このような経緯を踏まえ、昭和 6（1931）年 11 月 2 日、東京科学博物館（現国立科学博物館）

が開館し、昭和 7（1932）年 3 月 1 日から別館で工業部門の常設展示が公開されるようになった

(14)。東京科学博物館は当初ドイツ博物館をモデルとする工業博物館として計画されたものの(15)、

関東大震災によって損傷した東京帝室博物館の天産資料を受け入れることとなり、事実上の自然

史博物館となった(16)。 
著者は、工業教育改革運動の中心的存在であった機械工学者の加茂正雄がドイツ博物館をわが

国に紹介し(17)、東京科学博物館の設立に影響を与えたことを論じた(18)。さらに著者は、東京科学

博物館が工業博物館として不十分であることに不満を持つ工学者らが、日本工学会を母体として

東京歩兵交渉跡地に工業博物館を設立する運動があったことを明らかにした。この日本工学会に

よる工業博物館設立運動は、昭和 8（1933）年 4 月頃から始まり、昭和 9（1934）年 11 月から昭

和 10（1935）年 12 月まで展開されたものの、実現に至らず終息した(19)。 
これとほぼ同じ時期、紀元二千六百年記念事業として日本万国博覧会の開催が検討されていた

(20)。椎名仙卓らは、日本万国博覧会終了後、機械館、電気館、化学工業館等のいずれかを恒久化

して工業博物館を設立する計画があったと述べている(21)。しかしながら、このようなごく短い記

述が認められるだけで計画立案の経緯と具体的な内容は明らかになっていない。 
そこで本論文では、史学分野の先行研究から日本万国博覧会開催の意思決定がなされる過程を

整理した上で(22)、関係者の日記、公式記録および各種文献などを新たに検討し、どのような人物

の唱導によってどのような工業博物館が計画され、様々な議論の過程でどのように修正され、な

ぜ実現に至らなかったのかを明らかにしようとする。 
 

2.日本万国博覧会開催の要望から事実上の中止に至る政治過程 

2.1.開催を期待する声の高まり 

古川隆久を参考に、日本万国博覧会の開催が決定される経緯は以下のようにまとめることがで

きる(23)。開催決定に至るまでに提出された主な計画案を表 1 に示す。 
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大正 15（1926）年、それまで内国博覧会の開催や海外博覧会への参加に腐心してきた人々が集

まり博覧会倶楽部が設立された(24)。この博覧会倶楽部が中心となり、昭和 5（1930）年 5 月 23
日、東京府、東京市、東京実業組合連合会、東京商工会議所、神奈川県、横浜実業組合連合会、横

浜市、横浜商工会議所、日本産業協会を加えた合計 10 団体の代表者が集まり、博覧会協議会を結

成して万国博覧会を開催するべく運動を開始した(25)。 
昭和 5（1930）年 8 月 28 日、博覧会倶楽部会長の古市公威は、博覧会協議会による計画案を浜

口雄幸首相ならびに各省大臣に示し、関東大震災後の帝都復興、世界恐慌後の景気対策と国威発

揚を目的に万国博覧会の開催を説いた(26)。昭和 10（1935）年の開催を呼びかけた博覧会協議会の

計画案（表 1・資料 1，以下「表 1」を省略する）は日刊紙にも掲載された(27)。 
昭和 6（1931）年 3 月 26 日、第 59 帝国議会が「日本万国博覧会ニ関スル建議」を可決して万

国博覧会の開催が前進するかに見えた(28)。ところが同年 9 月 18 日に勃発した満州事変によって

昭和 10（1935）年の開催案は遠のき、昭和 15（1940）年に開催を延期する主張が現れるように

なった。 

計画案名称

会期
予算
会場

（名称なし）

昭和10年4月～10月
2500万円

京浜間適当の地（新聞には芝浦埋立地）

  （名称なし）

昭和15年3月～10月

2500万円
月島、新越中島の埋立地

「皇紀二千六百年紀念万国大博覧会開催に就て」

　　昭和15年3月～10月
5000万円或はそれ以上

京浜間川崎市六郷川河口以西大師町及び其地先一帯の埋立地

「紀元二千六百年記念日本万国大博覧会開設計画書」

　　昭和15年3月15日～8月31日
2000万円

東京市と一部横浜市

「紀元二千六百年記念日本万国博覧会概要」

　　昭和15年3月15日～8月31日
3500万円

東京市（月島埋立地）および横浜市（敷地未定）

  「紀元二千六百年記念日本万国博覧会概要」

昭和15年3月15日～8月31日

4450万円
東京市（晴海、豊洲等）および横浜市（山下町等）

出所：各種資料より著者作成。資料6は資料5の予算増額により改定された同名の計画概要である。

紀元二千六百
年記念日本万
国博覧会事務

局

昭和13年2月25日
（発行）

6

博覧会
協議会

昭和7年7月29日2

3

4

5

阪谷芳郎

万博協会

万博協会

昭和7年8月
（発行）

昭和10年2月11日

昭和12年8月21日

表1　日本万国博覧会の開催決定に至るまでに発表された主な計画案

資料 発表日 発表者

昭和5年8月28日1 博覧会
協議会
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昭和 7（1932）年 4 月頃、紀元二千六百年記念事業として昭和 15（1940）年に万国博覧会を開

催することが検討され始めた(29)。これを立案したのは大蔵次官、大蔵大臣を務めた後、東京市長、

貴族院議員などを歴任した阪谷芳郎である(30)。 
阪谷の活動に喚起された博覧会協議会は、昭和 7（1932）年 7 月 29 日、第 1 回万国博覧会実行

委員会を開催し、紀元二千六百年を記念した万国博覧会の計画案（資料 2）を示した(31)。そして

商工省に対し、同年 10 月 31 日、万国博覧会開催の趣意書を提出するとともに、同年 11 月 31 日、

社団法人日本万国博覧会協会（以下、法人格を除き「万博協会」とする）設立の認可申請書を提

出した(32)。これに対し、商工省は財政難であり大蔵省次第と回答し、昭和 8（1933）年 9 月、社

団法人の認可についても不許可の指令を発した(33)。しかし博覧会協議会は社団法人の認可を待ち

きれず、昭和 9（1934）年 5 月 31 日、任意団体として万博協会を設立した(34)。 
他方、阪谷は、昭和 7（1932）年 8 月、具体的な開催の規模と会場に関する提案書「皇紀二千六

百年紀念万国大博覧会開催に就て」（資料 3）を印刷製本し(35)、昭和 8（1933）年 3 月 20 日、第

64 帝国議会貴族院本会議にて斎藤実首相に質問したが(36)、斎藤の答弁は消極的なものであった。 
 

2.2.開催決定から事実上の中止へ 

昭和 10（1935）年 2 月 11 日、万博協会は「紀元二千六百年記念日本万国大博覧会開設計画書」

（資料 4）を発表した(37)。それまで財政難を理由に万国博覧会の開催に消極的であった政府は、

わが国の経済回復を見て次第に前向きな姿勢に転じることとなった(38)。同年 10 月 1 日、岡田啓

介首相の指示により紀元二千六百年祝典準備委員会（以下、「祝典準備委員会」とする）が設置さ

れた(39)。祝典準備委員会には阪谷を委員長とする特別委員会が設けられ、3 回の議論の末、「紀元

二千六百年祭典祝典其ノ他奉祝記念事業準備要綱」と「日本万国博覧会ノ開催ニ関スル件」がま

とめられ(40)、昭和 11（1936）年 2 月 13 日の祝典準備委員会第 3 回総会にて承認された(41)。これ

により紀元二千六百年祝典事業の一つとして日本万国博覧会を開催することが確定した。 
昭和 11（1936）年 2 月、内閣及び商工省内に日本万国博覧会を管轄する課の設置に関する追加

予算が計上された(42)。同年 7 月 1 日、祝典準備委員会が廃止され、これに代わり官制によって内

閣に紀元二千六百年祝典評議委員会と同祝典事務局（以下、それぞれ「祝典評議委員会」、「祝典

事務局」とする）が設置された。祝典評議委員会の委員長に就任したのは阪谷である(43)。同年 8
月 27 日には商工省商務局に博覧会監理課がおかれ(44)、同年 11 月 27 日の閣議決定により、博覧

会監理課の諮問機関として紀元二千六百年奉祝記念万国博覧会監理委員会（以下、「万博監理委員

会」とする）が商工省内に設置された(45)。 
昭和 12（1937）年 8 月 6 日、第一次近衛内閣の成立を受けて開かれた第 71 特別議会において

「抽選券（宝くじ：著者注）付回数入場券発行に関する法律案」が通過した(46)。その直後の 8 月

21 日、万博協会は「紀元二千六百年記念日本万国博覧会概要」（資料 5）をまとめた(47)。同年 9 月

18 日、万博協会は念願の社団法人として登記され、日本万国博覧会の主催者となった(48)。同年 12
月になると開催予算が 4,450 万円に増額され、概要（資料 6）も改定された(49)。 
ところが、日中戦争の長期化により、昭和 13（1938）年 7 月 15 日、政府は日本万国博覧会の

開催延期を閣議決定した(50)。事実上の中止宣言であった。 
以上を要約すると以下のようにまとめることができる。経済の活性化を目論む東京府、東京市、
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神奈川県、横浜市、各市商工会議所などが万国博覧会開催の声をあげたが、当初、政府は財源不

足を理由に消極的な姿勢を見せた。その後、経済の好転、抽選券付回数入場券の発行による財源

強化もあり、紀元二千六百年の記念行事の一つとして日本万国博覧会の開催が決定された。文意

からも明らかであるが、阪谷は日本万国博覧会の開催決定を導いた功労者の一人である(51)。 
 
3.日本万国博覧会の陳列館の恒久化による工業博物館設立計画 

3.1.阪谷芳郎と工業博物館 

本章では、阪谷や阪谷に近い工学者らの言説と、日本万国博覧会の公式計画書ならびに各種の文

献資料を読み解き、日本万国博覧会後の工業博物館設立計画の推移を検討する。 
昭和 7（1932）年 8 月に阪谷が発行した「皇紀二千六百年紀念万国大博覧会開催に就て」（資料

3）には「皇紀二千六百年記念事業経営法案要綱」が含まれている。その第 1 条第 1 項には「東京

若クハ其付近ニ於テ凡五千万円予算ヲ以テ万国大博覧会ヲ開催シ会期ヲ八ケ月トス但会場ノ一部

分ハ閉会後政府ニ寄付シ工業博物館トシテ永久記念ニ存続スル様設計ス」と明記されている(52)。

昭和 7（1932）年 8 月の段階で、阪谷は日本万国博覧会の計画案に工業博物館の設立を盛り込ん

でいた。それは、万国博覧会終了後、一部の陳列館を恒久化して実現しようとするものであった。

この時期が重要である。同年 3 月には、東京科学博物館の工業部門（別館）が開館していること

を指摘しておく。 
昭和 8（1933）年 5 月 2 日、秋保安治は、同年 5 月 27 日から開催されるシカゴ万国博覧会の視

察を含む欧米出張の直前、挨拶のため阪谷を訪ねた(53)。阪谷の日記によると、このとき阪谷は秋

保に「皇紀二千六百年奉祝大博覧会ノ件ヲ話ス（工業博物館ノ計画共）調査視察ヲ頼ム」と述べ

ている (54)。秋保も「皇紀二六〇〇年記念万国博覧会に対する余の私見と計画の大要」として阪谷

から示された資料の内容について、 
皇紀二六〇〇年の記念事業として世界博覧会を京浜間の中央六郷川の両岸に宏大なる地を選

びて開催し其建物の一棟を永久的不燃質のものとし、博覧会閉会後は其出品中有力なるもの

を玆に集めこれを核心として、科学的工業的資料を整備し、今日欧米にあるが如き大規模の

工業博物館と為し、其周囲の博覧会建物取払い後の空地を一大公園となし、海外より来る観

光客を爰に誘致する 
と記述している(55)。昭和 8（1933）年 5 月の段階で、阪谷は工業博物館を京浜間に設立する案を

持っていたことが示されている。 
日本万国博覧会の主要主題は何か。永山定富は、工業の基礎根底に潜む純粋科学の重要性とその

価値を表明することと述べている(56)。このことは「科学と工業の結合」を示すことと言い換える

ことが可能で、日本万国博覧会の工業部門の陳列品は工業博物館の陳列品として相応しいことが

誘導される。万国博覧会の陳列品収集力を活かし、一部の陳列館を恒久化することで容易に工業

博物館が実現する可能性が示されている。 
さらに、阪谷は、昭和 8（1933）年 5 月 20 日に「皇紀二千六百年紀念万国大博覧会開催に就て」

（資料 3）を加茂宛に送付している(57)。同年 4 月から 6 月は、日本工学会が傘下の 13 学協会に

委員の選出を乞い、工業博物館の設立運動を開始した時期である(58)。日本工学会案との摺合せを

行った可能性が推測される。 
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昭和 8（1933）年 9 月 8 日に帰国した秋保は同年 10 月 3 日に阪谷を訪ね、渡米前に依頼された

調査の結果を報告した。阪谷の日記には、「秋保安治（小石川原町一四七）欧米博物館視察帰京ミ

ュンヘン及チカゴ工業博物館ノ話アリ」と記載されおり(59)、秋保が模範とするべき先進工業博物

館としてドイツ博物館とシカゴ科学工業博物館を阪谷に推したことが示されている。 
 

3.2.工業博物館設立の合意 

阪谷による日本万国博覧会開催の提案は即座に受け入れられたわけではなく、政府は財源不足

を理由に消極的な対応を見せた。昭和 8（1933）年 10 月以降、万国博覧会後の工業博物館設立に

関する記述が途切れる。日本万国博覧会の資金調達を巡り議論が重ねられ、その後、一時的な経

済の回復によって日本万国博覧会開催の機運が次第に高まってくると、万博協会は陳列館の具体

案を提案するようになった。 
昭和 10（1935）年 2 月 11 日に万博協会が発表した「紀元二千六百年記念日本万国大博覧会開

設計画書」（資料 4）によると、東京市の主会場に 24 の陳列館を置くことが計画されており、そ

の中には機械館（建坪 2,000 坪）、電気館（同 3,000 坪）、化学工業館（同 2,000 坪）の 3 館が含

まれていた(60)。この 3 館の名称と建坪はこれ以降も維持された(61)。 
昭和 10（1935）年 10 月 24 日、岡田首相邸において開催された祝典準備委員会幹事会におい

て、阪谷は「万国博覧会費用約五千万円敷地約百万坪（敷地ハ特ニ研究ヲ要）但終了後一部分ハ

記念工業博物館トシテ永久保存（後略）」とした計画を示している(62)。それまでは阪谷の私的な構

想に過ぎなかった工業博物館の設立が、岡田首相の同意を得て正式に検討されることとなった。

同年 10 月は日本工学会による工業博物館設立計画が暗礁に乗り上げた時期と概ね一致している

点に留意しておきたい。 
 

3.3.既存館を活用した工業博物館へ 

日本万国博覧会の開催決定とともに工業博物館設立計画が動き始めた。昭和 11（1936）年 1 月

7 日、祝典準備委員会第 1 回特別委員会が開催され、委員長の阪谷が奉祝ならびに記念事業の一

つとして日本万国博覧会を開催し「工業館ハ将来永久ニ残スコト」と明記した「皇紀二千六百年

祝典要綱（阪谷試案）」を示している(63)。これを基に議論が重ねられ、「紀元二千六百年祭典祝典

其ノ他奉祝記念事業準備要綱」と「日本万国博覧会ノ開催ニ関スル件」がまとめられた。 
この 2 案を承認した昭和 11（1936）年 2 月 13 日の祝典準備委員会第 3 回総会において、阪谷

は日本万国博覧会を含む記念事業の実施には各省の所管に分属する関係上、内閣総理大臣の下に

祝典事務局を置いて具体化する必要があると述べている(64)。このことは、常設の工業博物館を具

体化するためには関係省庁すなわち文部省との調整が不可欠であることを示している。この時点

では、椎名らが指摘しているように(65)、化学工業館、機械館、電気館のうちの一部を恒久化する

ことによって工業博物館が実現するかに見えた。 
ところが、昭和 11（1936）年 10 月に刊行された雑誌の中で秋保は以下のように述べている(66)。 

其後の推移を窺うに阪谷男爵の主張も種々の事情に拘束せられたるものにや、場所は月島な

どと言はれる様になり、恒久博物館を記念として遺すことすら此博覧会計画より解消した様

にも見受けられるに到ったことは実に遺憾至極と考へて居つたのである。處が幸ひに昨今に
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到りて場所は阪谷男爵の主張と異なるにしても其規模は相当程度に縮小せられるにしても再

び此博物館計画問題の博覧会関係者間に台頭し来れるを聴くを得るは実に当然の事であるべ

きだが、吾人の甚だ喜びを禁じ得ない處である 
日本万国博覧会の一部施設の恒久化による工業博物館設立計画がいったん破棄され、その代替

案が検討されているように読み取ることができる。 
実際、昭和 11（1936）年 12 月 21 日に開催された万博監理委員会第 1 回総会では、「主催者側

（万博協会：著者注）に於ては博覧会終了後記念施設として建国記念館及国際見本市会館を残さ

うと計画して居ります」との説明がなされ、新たに特別委員会を設置し本件の継続審議を付託し

ている(67)。 
結局、昭和 12（1937）年 2 月 15 日の万博監理委員会第 2 回総会において、万博監理委員会特

別委員会委員長の阪谷は、建国記念館、国際見本市会館、万国発明文化館の 3 館を記念施設とす

ることを万博監理委員会会長の伍堂卓雄に答申した(68)。工業博物館を記念施設として遺そうとす

る記述は見出せない。昭和 11（1936）年 2 月から同年 12 月までに間に、当初阪谷が描いた工業

博物館設立計画は阻却された。これに代わって既存施設を拡張し、陳列品を移設して工業博物館

を設立しようとする計画が浮上してくる。 
 
4.東京科学博物館の拡張計画への転換 

4.1.日本万国博覧会の陳列品の移設による工業博物館の実現 

昭和 11（1936）年 12 月、東京科学博物館の拡張計画が提出された(69)。秋保は、昭和 6（1931）
年の東京科学博物館開館後、すぐに手狭となったことを理由として、自然史展示室の拡張と工業

部門の充実を企てた。昭和 9（1934）年、拡張工事費として 350 万円の予算を要求したが、国家

財政の逼迫によって承認が得られないままでいた(70)。そこで、紀元二千六百年奉祝の冠を戴いて

予算の獲得を目論見、昭和 7（1932）年 3 月の工業部門（別館）の開館時に不十分であった工業

博物館としての体裁を整えようとした(71)。 
東京科学博物館が印刷、製本した「皇紀二千六百年記念東京科学博物館拡張計画案」には以下の

ように記述されている(72)。 
我国は皇紀二千六百年を迎ふるを祝福する為め一方には本邦に最初の万国博覧会の開設あり、

（中略）本館の陳列場にして相当面積の準備が出来て居りますれば、居ながらにして世界各

国最進の科学及工業に関する有益なる標本、機械等の陳列資料が博覧会出品中より得らるゝ

のでありますから、本館事業進展の上から此記念計画は実に唯一無二の好機と言はねばなり

ません。（中略）此の機会にせめて一個なりとも相当規模の科学工業博物館の存在を彼等に示

し得ることは本邦の面目上よりも極めて重要なる事柄であると信じ、此記念拡張計画を立て

敢て之を大方に公表する所以であります 
東京科学博物館の増築を実現し、日本万国博覧会で陳列された科学と工業に関する資料を移設

する計画と判読できる。 
この拡張計画は、本館に隣接して工業館を増築し本館に接続させることを骨子としていた(73)。

そのことは予算概算申請資料からも明らかである。建築、附帯工事、設備および本館工業館連絡

地下道設置からなる拡張計画予算総額 3,507,539 円のうち、工業館の新築に関わる予算金額は
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2,843,175 円と総額の 81.1％を占めており、実質的には工業館の増築を企図したものと考えてよ

い(74)。秋保の計画はドイツ博物館を参考にした当初計画実現の捲土重来を期したものであった(75)。 
この工業博物館設立に対する資金援助も合意が形成されつつあった。荒木貞夫の回顧録には、

「第一次近衛内閣の参議のとき、むし返して、ふたたび郷、池田の両氏に話し、大蔵省も乗気に

なっていたが、遂にその実現を見ないうちに事変段階にはいってしまった」と記述されている(76)。

ここで「むし返して」とは日本工学会による工業博物館のことを意味し(77)、郷とは郷誠之助（日

本経済連盟会長）、池田とは池田成彬（第一次近衛内閣時に内閣参議）を指す。第一次近衛内閣に

おける荒木の参議の在任期間は、昭和 12（1937）年 10 月から昭和 13（1938）年 5 月のことで

ある。すなわち東京科学博物館の拡張計画が具体化される時期と重なっている。この計画は政府

にも認知され実現する可能性があったのである。阪谷が構想した日本万国博覧会における一部陳

列館の恒久化から、文部省所管の東京科学博物館に日本万国博覧会の陳列品を移設して工業博物

館を実現する計画に転換したと看取される。 
 

4.2.文部省の主導による工業博物館 

なぜ東京科学博物館の拡張に巻き換えられたのか。明確な根拠となる資料は見つからないが、昭

和 3（1928）年以降、博物館の整備を主導し博物館行政の一元化を着々と進めつつあった文部省

の意向が反映されたものと推論する(78)。同時期の国史館の建設をめぐる文部省の判断が示唆に富

む。 
日本の歴史を系統的に扱う最初の大規模な国立歴史博物館である国史館は、東京帝国大学教授

の黒坂勝美によって実質的な内容が検討された(79)。黒坂は、関東大震災からの復興を進める過程

で、東京帝室博物館が実質的に美術博物館となったことを問題視し、昭和 9（1934）年頃から、

歴史学研究の成果を集約した国立博物館として国史館を構想していた(80)。学者主導で博物館の設

立が提案された点は工業博物館と同一である。他方、阪谷もまた日本万国博覧会の会場内に恒久

的施設とする建国記念館の開設を構想していた。金子淳は阪谷の構想に黒谷が具体的な内容を与

えたことを指摘している(81)。 
ところが、常設の博物館として実現する過程で、日本万国博覧会を所管する内閣下の祝典準備委

員会、それを継承した祝典評議委員会と祝典事務局、および博物館行政を司る文部省の意見が衝

突した。建国記念館として継承するのか、会場外に新たに新設するのか、運営主体はどこかなど

様々な論点で議論が重ねられた(82)。この一連の議論は昭和 11（1936）年 2 月から同年 11 月にか

けて行われた(83)。結局、麴町区内幸町（現千代田区霞ヶ関一丁目）の旧帝国議会議事堂跡地に国

史館を設立して日本万国博覧会終了後に建国記念館の陳列資料を引き継ぐことで一応の決着をみ

た(84)。 
博物館の整備を着々と進める文部省は、日本万国博覧会終了後の工業博物館を中央博物館とし

て文部省所管の国立工業博物館とする構想を実現しようとしたのではないか(85)。まず日本万国博

覧会を所管し産業振興を目的とする商工省から工業博物館設立の主導権を移すために、同館を日

本万国博覧会会場の外に置くことを主張した。具体的には東京科学博物館の拡張と日本万国博覧

会の陳列品の移設が合理的であると論じたのであろう。その時期は、阪谷が「工業館ハ将来永久

ニ残スコト」と述べた祝典準備委員会第 1 回特別委員会が開かれた昭和 11（1936）年 1 月以降、
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万博監理委員会第 1 回総会が開催され、かつ東京科学博物館拡張計画が作成された同年 12 月以

前である(86)。 
阪谷は産業振興による国力の充実と一等国として認知される国づくりを志向した。一等国にあ

って日本にはない施設として工業博物館を捉え、そこに内外の来館者、特に国外観覧者からの外

貨獲得を目指していた(87)。阪谷は、日本万国博覧会会場跡地の工業博物館設立に拘泥することな

く東京科学博物館の拡張に同意したのではないか。 
 

4.3.学術的な視点による陳列品の選定 

東京科学博物館の拡張と日本万国博覧会の陳列品の移設によって工業博物館を実現する変更案

で調整が進められることになった。この工業博物館で優れた陳列品を公開するためには日本万国

博覧会の出品物が優れたものでなければならない。これを担保するための仕組みが昭和 12（1937）
年に検討された。 
すでに、日本万国博覧会の主要主題は、重化学工業が進展する下で「科学と工業の結合」を明示

することと合意されていたが、従来の博覧会と同様に出品物を自由公募すると特定の品目に偏重

し、工業技術の背景に潜む原理原則の体系的な理解が遠ざかる危険性があった(88)。副島千八は、

従来の博覧会では出品希望された物品を精選することなく雑然と陳列、公開していたことを指摘

している(89)。そこで、日本万国博覧会では、学術的網羅性を担保した出品分類を示し、審査を経

て一定の水準に達したもののみを公開することとした。 
「紀元二千六百年記念日本万国博覧会概要」（資料 5）には「出品部類目録委員会ハ会長ノ諮問

ニ応ジ博覧会出品目録編成ニ関スル事項ヲ調査審議スル為昭和十二年四月設置セラレタルモノニ

シテ爾来数次協議ヲ重ネ同年七月出品部類目録ノ決定ヲ為シ本委員会ハ其ノ目的ヲ達成シタリ」

と明記されている(90)。 
出品部類目録委員会は 20 名の委員で構成されていた (91)。昭和 12（1937）年 4 月 30 日には第

1 回出品部類目録委員会総会が開催され、機械工業、電気工業、化学工業の部類別擔任者としてそ

れぞれ加茂、密田良太郎、小寺房治郎の 3 名が選ばれた(92)。斯界を代表する工学者 3 名により作

成した 3 つの出品部類を表 2 示す。重化学工業の発展に沿った学術的分類がなされている。 
この分類に基づいて精選された出品物が機械館、電気館、化学工業館に陳列されることなった。

日本万国博覧会終了後にこの 3 館の陳列品から再構成される東京科学博物館の工業館は、学術的

配慮がなされた内容を有するものとなるはずであった。 
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第18部　機械工業（機械館） 第21部　電気工業（電気館）

第159類 原動機 第199類 電気事業

第160類 精密機械 第200類 発電用・送電用・変電用及配電用ノ機械器具

第161類 冷凍機械・冷暖房設備等 第201類 電動力応用装置

第162類 工作機械及工具 第202類 農業用・漁業用及小工業用ノ電気機械器具

第163類 製造機械 第203類 船舶用電気機械器具

第164類 紡織機械及附属具 第204類 電気化学・電気滲透及工業電熱ノ装置及方法

第165類 一般機械及機構 第205類 電気応用装置

第166類 軌道上走行車 第206類 電灯・照明及家庭用電気器具

第167類 道路上走行車 第207類 電気計器及電気応用計測装置

第168類 航空機 第208類 電気材料

第169類 船舶・船舶機関及補機 第209類 電気工業ノ調査・研究・改善及指導ニ関スル

第170類 金属材料及鋳造 事項

第22部　化学工業（化学工業館）

第210類
第211類
第212類
第213類
第214類
第215類
第216類
第217類
第218類
第219類
第220類
第221類
第222類
第223類
第224類
第225類
第226類
第227類
第228類
第229類
第230類
第231類
第232類

出所：『紀元二千六百年祝典記録　第9冊』88-89頁より著者作成。

セルロイド・可塑物及膠着剤

パルプ及紙並ニ其ノ加工品

人造絹糸及其ノ他ノ人造繊維

ゴム及合成ゴム並ニ其ノ用品

染料・タール蒸溜製品及染色用剤

精油・香料及化粧品

医薬品

油脂及蝋並ニ其ノ他応用製品

顔料・漆液・塗料・リノリウム及油布

表2　機械館・電気館・化学工業館の出品部類

一般化学薬品及工業薬品

電気化学ノ製品及用具

合成アンモニア製品其ノ他ノ高圧化学製品

液体燃料・石油製品及石炭乾溜製品

鞣皮革・膠及ゼラチン

ガラス及琺瑯鉄器

陶磁器

セメント・石灰及石膏類

耐火煉瓦・坩堝其ノ他ノ耐火品

マッチ・煙火・火薬・爆薬等

保温用・防水用・防火用・防腐用・防蝕用等ノ諸材料

雑化学製品

実験用ノ器具及装置並ニ化学工業用ノ器具・機械・装置・設計及模型

化学工業ノ調査・研究・改善及指導ニ関スル事項
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4.4.実現しなかった東京科学博物館の拡張 

この東京科学博物館の拡張による工業博物館の設立も実現しなかった。動物学会、植物学会、鳥

学会、昆虫学会、地質学会、生物地理学会および応用動物学会の会長名による国立自然博物館設

立請願書が示され、昭和 13（1938）年 2 月に貴族院と衆議院で採択された(93)。戦時下において

は、工業部門の拡張よりも資源開発を目的とした新自然史博物館の方を優先すると判断されたの

である(94)。このことは、同年 4 月、「不足資源の科学的補填」を目的に科学審議会が設置されたこ

とと平仄が合っている(95)。 
しかしながら、日中戦争の長期化によって新自然博物館設立計画は暗礁に乗り上げ、結局は東京

科学博物館の自然史部門の充実に収斂していく。昭和 13（1938）年 4 月、秋保に代わり館長に任

じられた水野常吉によって自然史部門の増強が進められることとなった(96)。日本万国博覧会の事

実上の中止が閣議決定される同年 7 月以前に、工業博物館設立計画は退けられていた。 
 
5.まとめと考察 

本論文で明らかになった 3 点を整理する。 
第一に、日本万国博覧会後に工業博物館を設立することを提案し、実現に向けて尽力したのは阪

谷であるが、それは工学者らの工業博物館設立運動を支援するものであった点である。 
阪谷は、遅くとも昭和 7（1932）年 8 月、日本万国博覧会の終了後に陳列館の一部を恒久化して

工業博物館を設立する計画を有していた。これは、東京科学博物館の工業部門（別館）が開館し

た 5 か月後のことである。落胆した工学者らの声を汲み上げたのであろう。 
阪谷が秋保に工業博物館設立を打診した昭和 8（1933）年 5 月は、日本工学会による工業博物館

設立計画が動き始めた時期でもある。国有地である東京歩兵工廠跡地の払い下げを前提とした日

本工学会の工業博物館設立計画と、日本万国博覧会後の跡地と建物の利用を前提とし国立ないし

それに準ずる運営が検討された工業博物館設立計画は、おそらく資金面で両立しない。阪谷は独

自に工業博物館を構想したものの、同時並行で進み始めた日本工学会による工業博物館設立計画

の推移を見護りつつ、日本万国博覧会の実現に精力を注いだ。 
そして、日本工学会の計画が暗礁に乗り上げつつあった昭和 10（1935）年 10 月、阪谷は日本

万国博覧会後の工業博物館設立を提案して岡田首相の同意を得た。このように考えると、工業博

物館の設立を唱導し主体となったのはあくまで工学者らであり、阪谷は挫折した工学者らの計画

を二度にわたり復活させようとした支援者にすぎない。工業博物館に関する専門的な知識を有し

た工学者と、政策を立案する政治家や官僚をつなぐ役割を担ったのが阪谷である。阪谷は産業振

興や外貨獲得を目的とする日本万国博覧会の中に工業博物館を位置づけることで、財界などの支

持を得て実現の道筋を描いた。 
第二に、日本万国博覧会後に構想されていた工業博物館は「科学と工業の結合」を明示すること

を目的としていた点である。永山が指摘したように、日本万国博覧会の主要主題は重化学工業の

背景に潜む純粋科学の理解増進を重視していること、東京科学博物館の拡張計画を進めた秋保が

ドイツ博物館を念頭においていたこと、ドイツ博物館の紹介者である加茂を含む工学者らが学術

的な視点から日本万国博覧会の陳列品選定に関与したことなどに鑑みると、日本万国博覧会終了

後の工業博物館はドイツ博物館をモデルとしていたことは明白である。 
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第三に、工業博物館の開設が叶わなかった理由は、日中戦争の長期化による日本万国博覧会の延

期にあるのではなく、工業博物館が文部省内で博物館整備の最優先事項として認知されなかった

点である。 
いったんは日本万国博覧会終了後に 3 つの陳列館の一部を恒久化して工業博物館が開設される

ことになったものの、昭和 11（1936）年になって、祝典事務局などと文部省の間で調整が行われ、

東京科学博物館を拡張して日本万国博覧会の陳列品を移設する計画に着地した。阪谷は工学者ら

の強い工業博物館設立の要望に応え、岡田首相の合意を得るに至ったが、常設の博物館である工

業博物館の開設となれば文部省との調整は必須であった。文部省が設立準備に関与した後に、東

京科学博物館の活用案に転換され、その後、新しい自然史博物館構想との優先順位により工業博

物館設立が阻まれたと解釈するべきである。 
当時、資源開発の重要性が指摘されていたにせよ、工業家を含めた一般市民に対し、互換性生産

や材料開発など工学的知識の普及啓発を行うことはわが国工業の重要な課題であった。すでに東

京科学博物館が事実上の自然史博物館として誕生しているにもかかわらず、なぜ、動物学会や植

物学会などの理学者は、同館の改修と組織改編ではなく、執拗なまでに自然史博物館の新設を要

求し、国会はその嘆願を採択したのか。理学と工学という領域の異なる専門家の意見が調整され

て政策決定に至ったというよりも、理学者と工学者の間に不均衡な力関係があり、そのことが工

業博物館の設立を阻んだのではないか。もし文部省ではなく、産業振興を所管する商工省の施設

として例外的に工業博物館が計画されたのであればどのような結果となったか。商工省が所管す

るに相応しい国際見本市会館、万国発明文化館の 2 施設は、日本万国博覧会後に恒久施設として

実現する道が開かれていたことを見逃してはならない。 
工業博物館設立運動はまたしても挫折する結果となった。学界、政財界、官僚が拮抗する政治力

学の視点からこのことを再検討する必要があるのではないか。 
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Unrealized Industrial Museum after the International Exposition of 
1940 as a Japan’s 2600th Anniversary Commemoration Project 
 

Koichi MABUCHI 
 

【Abstract】 
This paper gives an account of the unrealized industrial museum, which was to be 

established after the International Exposition (IE) of 1940 as a Japan’s 2600th anniversary 
commemoration project.  

In the 1910s, leading Japanese mechanical engineering professors recognized that science-
based technology would be essential for the development of Japan’s industry. Thus, in 1925, 
Dr. Masao Kamo emphasized that it was crucial to improve the national technical education 
system, and also to promote public understanding of science and technology through museums. 
In accordance with his advice, Director Yasuji Akiho designed Tokyo Science Museum (TSM), 
based on the Deutsches Museum concept. However, in this museum, the original concept was 
realized only in the annex (industry part), opening in March 1932, 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 Tokyo Imperial Museum, which 
had been destroyed by the Great Kanto Earthquake of 1923. This outcome disappointed 
leading engineering professors, and so from 1933 to 1935 the Japan Federation of Engineering 
Societies (JFES) attempted again to establish another industrial museum. However, it was yet 
again unrealized, this time due to lack of funds. Around the same time, another museum plan 
was proposed: to reuse the pavilions and exhibits of the IE of 1940. 

My research has produced the following facts: 1) Yoshiro Sakatani, the former Finance 
Minister, advocated holding the IE of 1940 in August 1932, including the idea to establish an 
industrial museum after the IE, as an alternative to the unrealized original TSM plan. In 
October 1935, just after the failure of the JFES museum project, Sakatani proposed the new 
plan to Prime Minister Keisuke Okada, and Okada agreed with it. 2) It was discussed that the 
industrial museum based on the Deutsches Museum concept would be established by keeping 
the mechanical, electrical and chemical industry IE pavilions. 3) However, Japan’s Ministry of 
Education decided in 1936 that it was better to extend TSM and to transfer exhibits from the 
three IE pavilions to the extension. Moreover, subsequently, in Feb.1938 the Imperial Diet 
called on the Ministry of Education to build a new natural history museum, including a 
mineral resources section, as the highest priority. Thus, the industrial museum project was 
still unrealized before the decision in July 1938 to call off the IE, because of the expanding war 
in China.  

 
Keywords: International Exposition, Commemorate Japan’s 2600th Anniversary, Industrial 
Museum, Tokyo Science Museum, Deutsches Museum  
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