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第 178回 小金井市東京農工大の本多岩次郎像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年 12 月 15日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。東京五輪―パラの開催期間には、東京都の感染者数は 4-5千人/日と

なったが、閉会すると二千人以下に収まっている。やはり、五輪の影響が絶大だっ

たのは明白である。 

10月 17日以来、東京都での患者数は 50人/日以下になり、10 月 28日以来は 11

月 9日まで 31人/日以下を保っている。このような急激な減少は好ましいが、原因

を解明して今後のリバウンドに備えなえればならない。このような感染状況を考慮

して、私と家内は 10 月 31日から 11月 9日まで大阪に滞在した。私はこの機会を利

用して、銅像探索を出来る限り決行した。173回の記事/fでは、奈良市の銅像探索

の探索記を記載した。また、大阪で早川徳次像と石坂泰三像を探索し、その探索記

を 174回の記事/fに記載した。 

私は東京に帰宅してから、東京での銅像探索を再開した。11 月 17 日には、豊島

区の野尻父子像と長谷川良信像とを探索し、その探索記を 175回の記事/fに記載し

た。11 月 26日には、板橋区の淑徳中学校・高等学校を訪問し、本校に設置されて

いた輪島聞声像と里見達雄像とを探索し、その探索記を 176 回の記事/f に記載した。

12月 3日には、渋谷区のドラえもんみらいのとびら像と田中薫・千代夫妻像を探索

し、その探索記を前回の記事/fに記載した。 

本記事を書き終わって、「次はどの銅像を探索しようか？」と思案していると、

東京農工大学科学博物館のサイト（２）のサイト/）で次のような記事を発見した。 

12 月 7 日（火）より一般開館を再開しました。2020 年 3 月 7 日から 2021 年 12 月 6 日まで、

640日と長期の臨時休館となりました。未だ予断を許さない状況ではありますが、再び多く

の方に展示をご覧いただけることを大変うれしく思います。 

 本博物館には、本多岩次郎先生の胸像があり、本像は１）のサイト/に収録され

ていない。そこで、私は 12月 10日に本像を探索した。本稿はそれらの探索記であ

る。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は青文字で記載す

る。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-173.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-174.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-175.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-176.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-177.pdf
https://www.facebook.com/tuatmuseum/
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）東京農工大学の概要と略歴 

 この科学博物館（以後、本館と書く）は、東京農工大学小金井キャンパス（東京

都小金井市中町 2-24-16）にある。本キャンパスと本館の地図を、図１に示す。 

 

図１．東京農工大学小金井キャンパス（緑と青の部分）と科学博物館（赤の部分）

の地図、本図は、３）のサイト/lより借用。 

 

 ウィキペディアによれば、東京農工大学（以後、本学と書く）には府中キャンパ

スと小金井キャンパスとがある。前者には本部と農学部等があり、後者には工学部

等がある。その略歴を以下に記載する。 

東京農工大学は 1874 年に設立された内務省勧業寮内藤新宿出張所に設置された学問所が前

身となっているが、農学部と工学部は 1949年に新制大学の東京農工大学として統合される

までそれぞれ全く別の教育機関としての変遷を辿った。 

①東京農林専門学校：1874年に内務省勧業寮内藤新宿出張所に農事修学場として設置され

る。1877年には農事修学場とは別に内務省樹木試験場が設立される。農事修学場は 1878年

に駒場農学校となり、1881年に農商務省が設立されると駒場農学校および樹木試験場は同

省の管轄教育機関となる。1882年に樹木試験場は東京山林学校と改称。1886年には両教育

機関を統合した東京農林学校が開校、本科と別科が設置されるが、別科が東京農工大学の

前身となる。別科は 1890 年に帝国大学農科大学に統合される際、乙科となる。この乙科が

その後、1898年東京帝国大学農科大学実科、1919年東京帝国大学農学部実科と東京帝国大

学内での変遷を経て、1935年に東京高等農林学校として東京帝国大学から独立する。1944

年には東京農林専門学校へ改称。1949年に新学制が施行されると、東京農工大学の農学部

となった。 

②東京繊維専門学校：1874年に内務省勧業寮内藤新宿出張所に蚕業試験掛として設置され

る。1884年に主管庁が農商務省へ移管され、農商務省蚕病試験場となり、1882年には取り

扱い範囲が拡大されて蚕業試験場と改称する。1891年には農商務省仮試験場蚕事部と改称

されるが、1893年には元の蚕業試験場へ戻る。さらに 1896年に蚕業講習所、1899年に東

京蚕業講習所、1914年に東京高等蚕糸学校と改称され、1944年には東京繊維専門学校とな

った。1949年に新学制が施行されると、東京農工大学の繊維学部となった。繊維学部は養

蚕農家の衰退とともにその役目を終えたと判断した東京農工大学は、1962年に繊維学部を

工学部に改称した。1965 年に大学院農学研究科、1966年に大学院工学研究科がそれぞれ設

置された。2004年には国立大学法人化した。 

https://web.tuat.ac.jp/~museum/information/guide.html
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（３）東京農工大学科学博物館の本多岩次郎像 

 ４）のサイト/によれば、本館の沿革は次の通りである。 

東京農工大学科学博物館の歴史は明治 19年（1886年）、東京農工大学工学部の前身である

農商務省蚕病試験場の「参考品陳列場」にはじまります。昭和 27年（1952年）、博物館法

に基づく「博物館相当施設」に指定され、昭和 52年（1977年）には工学部附属繊維博物館

として制度化されました。平成 20 年度より「東京農工大学科学博物館」へと名称を変更し、

工学部附属から全学化された科学博物館へ、繊維に特化した博物館から、本学の農学・工

学の研究成果を発信する基地として、またこれまで以上に研究・教育活動に重点をおいた

大学博物館施設としての生まれ変わりが期待されております。 

 本館の見学方法は次の通りである。 

開館時間 10:00 –17:00(入館は 16:00まで）、入館料：無料、休館日 日曜・月曜・祝日・

5月 31日（創立記念日）・その他夏季冬季特別休館等あり。 

従って、外部の者でも本学構内に自由に立入り可能で、本館に入場できるようで、

大変有難たかった。私は 12月 10日の午前 10時過ぎに JR東小金井駅に到着し、そ

こから歩いて 10分ほどで東門に到着した。その写真を図２に示す。本図のように、

校門は開いており、守衛所はなかったので、構内に自由に入ることが出来た。本校

は国立大学だけあって、構内は広々としていた。 

 

 

図２．東京農工大学小金井キャンパスの東門 

 

 

https://www.tuat-museum.org/%e6%9c%ac%e9%a4%a8%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/
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 構内に人が殆どいなかった。駅から学生さん達が沢山歩いて来ていたので、授業

があるのであろう。また、私のような見物客は他にはいなかった。構内の庭園は綺

麗に紅葉していた。その写真を図３上に示す。この庭園の奥に本館があった。その

写真を図３下に示す。 

 

 

図３．上：学内の庭園、下：科学博物館とその玄関。 
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 本館は一般公開中なので、私は堂々と入場することが出来た。館内は１階と２階

に展示室があった。私は目指す本多像の所在が分からなかったが、兎も角２階から

廻ってみた。すると、廊下から第５展示室に胸像があることを見つけた。その写真

を図４上に示す。 

 

 

図４．上：廊下から見た本多像、下：室内の本多像の周辺。 
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 室内の本多像の周辺を、図４下に示す。胸像は部屋の隅に設置されていて、その

左横の壁には「本多岩次郎」と題する説明文があり、右横のケースの中には記念品

が納められていた。図５左には本多岩次郎像を、図５右には台座正面の題字を示す。

題字には「本多岩次郎先生像」と書かれていた。 

 

  

図５．左：本多岩次郎像、右：台座正面の題字。 

 

 本多像の背後には多少の空間があったので、私はそこに潜り込んで本像背面を撮

影した。その写真を、次ページの図６右に示す。それには次のように書かれていた。 

昭和四十六年十一月二十一日 

贈 東京農工大学 

製糸学科七十年記念協賛会 養蚕栽桑学科卒業生有志 

立体写真 発明者 盛岡勇次 
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図６．左：本像背面の彫文、右：本像左横の壁に貼られた説明文。 

 

 図６右の説明文には、次のように書かれていた。 

本多岩次郎（東京蚕業講習所２代目所長、東京高等蚕糸学校初代校長）は、慶応 2年

（1866）豊後（現在の大分県）杵築藩士工藤常営の次男として誕生しました。9歳で同藩本

多家に養子入りし、以後浅草で育ちます。三菱商業学校・攻玉舎で学び、明治 16 年

（1883）駒場農学校に入学しました。 

 明治 21年（1888）卒業と同時に農商務省に技師として入省。明治 29 年（1896）蚕業講

習所の創設とともに伝習部長になりました。明治 32年（1899）に、本学同窓会の前身であ

る西ケ原蚕友会が組織される際には、その設立にも尽力しています。 

 明治 36年（1903）沢野淳所長の急逝を受け東京蚕業講習所所長に就きました。大正 3年

東京高等蚕糸学校への改称に伴い、本多も引き継いで初代校長に就任します。以後、昭和

11年（1936）逝去するまでの勤続 49年間、多くの学生を育成して日本の蚕糸業発展に貢献

しました。 

 また若くして、宮様を総裁に戴く大日本蚕糸会の参事となり、大正 10年（1921）に副会

頭に推されて生涯同会の発展に尽くすと共に、皇族との関係も深めて行きました。さらに
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蚕糸業同業組合中央会の副会長や日本蚕糸学会の初代会長などを務め、諸政策の遂行や学

術振興にも貢献しました。 

 上記の説明文に登場する、沢野淳初代所長とはどんな人物であろうか？５）のサ

イト/f や６）のサイト/4 に、沢野の略歴が記載されている。６）のサイト/4 には、

次のように書かれている。 

沢野淳（1859－1903）は明治時代の農学者。安政 6 年 4 月 28 日生まれ。農商務省にはいり,

明治 22 年ドイツの農業事情を視察。農事試験場の創設を提案,推進して,26年最初の東京場

長となった。明治 36 年 7月 25日死去。45歳。摂津有馬郡(兵庫県)出身。駒場農学校(現東

大)卒。 

また、７）のサイト/mには、図７に示すような沢野像の写真が掲載されている。

５）のサイト/fによれば、本像は東京都北区西ヶ原の農業技術研究所の玄関にあっ

たが、あちらこちらに移設され、現在は「食と農の科学館（つくば市）」に保管展

示されているそうである。本像は１）のサイト/に収録されていない。 

 

図７．東京蚕業講習所初代所長の沢野淳先生像 

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/publish/book/sansaku_006.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/publish/book/sansaku_006.pdf
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%A2%E9%87%8E%E6%B7%B3-838344
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%A2%E9%87%8E%E6%B7%B3-838344
https://www.naro.affrc.go.jp/archive/nias/silkwave/hiroba/FYI/history/chapter5.htm
http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/publish/book/sansaku_006.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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 以上の資料などにより、本多像の概要は次の通りである。 

本多岩次郎先生像 

設置場所：東京都小金井市中町 2-24-16 東京農工大学科学博物館２階第５展示室 

制作者：盛岡勇次（立体写真像発明者） 

製作時期：昭和 46年（1971）11月 21日 

寄贈者：東京農工大学製糸学科七十年記念協賛会 養蚕栽桑学科卒業生有志 

設置経緯：本像横の説明書より 

本多岩次郎（東京蚕業講習所２代目所長、東京高等蚕糸学校初代校長）は、慶応 2年

（1866）豊後（現在の大分県）杵築藩士工藤常営の次男として誕生しました。9歳で同藩本

多家に養子入りし、以後浅草で育ちます。三菱商業学校・攻玉舎で学び、明治 16 年

（1883）駒場農学校に入学しました。 

 明治 21年（1888）卒業と同時に農商務省に技師として入省。明治 29 年（1896）蚕業講

習所の創設とともに伝習部長になりました。明治 32年（1899）に、本学同窓会の前身であ

る西ケ原蚕友会が組織される際には、その設立にも尽力しています。 

 明治 36年（1903）沢野淳所長の急逝を受け東京蚕業講習所所長に就きました。大正 3年

東京高等蚕糸学校への改称に伴い、本多も引き継いで初代校長に就任します。以後、昭和

11年（1936）逝去するまでの勤続 49年間、多くの学生を育成して日本の蚕糸業発展に貢献

しました。 

 また若くして、宮様を総裁に戴く大日本蚕糸会の参事となり、大正 10年（1921）に副会

頭に推されて生涯同会の発展に尽くすと共に、皇族との関係も深めて行きました。さらに

蚕糸業同業組合中央会の副会長や日本蚕糸学会の初代会長などを務め、諸政策の遂行や学

術振興にも貢献しました。 
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