母校一その歴史

信州大学繊維学部70年の歩み
第2圃入学志願港278名．合樽者，養蚕科37名，

4月

明治39年，政府は高等尊門学校の増設を言十画し，こ

製糸科37名，計74名．

れに対して長野累は蚕糸専門学校設立を具申して運動
を展開した，同40年，牧野伸顕文部大臣は，わが国産

職員定員を校長1人，教授14人，助教授10人，

5月

書記5人と改正．乾繭場，貯炭庫竣エ．

晶中蚕業が璽要な地位を占め，その盛衰が国の経済に

至大の関係を有することに深く意をとどめ，蚕糸業教

67

岡田前文部次官来校し，講演。

月月

校外実習，視察はじまる．

育機関設置の議を第24帝国議会に提lliし，その協賛を

大正元年

経て本校が創立された．校舎は同42年9月から創立嶽

明治43年
3月 勅令第66号を以て上田蚕糸専門学校の設立を公

9月

明治天皇大喪遙拝式を挙行．

11月

本校工事終了，文部雀建築課出張所閉鎖．木校
規則中学科課程，休日その他改正．

大正2年

布．職員定員を校長1人，教授4人，助教授4

胡瑛来中華罠国青海屯墾使来校，参観物置竣

3月

人，書記3人と定む．

8月

雨天体操場，銃器霞場，農場建物竣工．

8月

35万円をもって着工された。

文部省視学官針塚長太郎校長に就任．本校の位
醒を長野県小県郡上田町と決定，告示．本校事

工．

第3回入学志願者166名．合格者，養蚕科35名，

4月

製糸科31名，計66名．

務所を文部省1柚ご開設・

12月

本校規則を制定，公布．生徒募集，養蚕科，製

FD6

飼育実験室その他竣一丁。

月月

上田万年東京帝大文科大学長来校し，講演．

糸科を併せ約100名．

職員の定員，教授を13人に改正．直轄諸学校長

明治44年

職務規程改正．

2月

事務所を本校内に移転．

3月

上田と東京で第1圓入学試験を施行．職員の定

8月

参観．松浦専門学務局長来校し，講演・

員を，校長1人，教授6人，助教授4人，書記
4月

4人と改正．

10月

開校式を挙行・校内開放．

第1回入学志願者401名．合格者，養蚕科49名，

11月

顕微鏡室竣工．

大正3年

製糸科45名，計94名．勅語謄本を下賜．始業式
入学宣誓式を挙行，真野実業学務局長晦席．授

2月

養蚕教室焼失，校友会雑誌第1号創刊．

業を開始．全校桑植実施．実業専門学校長会議

3月

第1回卒業式を挙行。養蚕科45名，製糸科40名，

選禾斗7名．

に上京中の針塚校長参内し，拝謁仰付けらる．
6月

伊東元帥，土方前宮相・樺山海軍大臣来校し，

校長針塚長太郎文部省視学官兼務を免ぜらる．

4月

製糸科33名，計66名．、

御真影並びに親書の教育勅語を下賜．校友会発
会式を挙行．校歌を募集制定デ

学畜貯幸艮告㌶ノぎ1巻第1号禽lj；「IJ．

第4回入学志願者133名．合格者，養蚕科33名，

6101112 月月月月

参観規程を制定．

10月

前文部大臣小松原英太郎が来校し講演．

第1回運動会を挙行．

11月

校舎新築竣工す．

沢柳政太郎前文部次官来校し，講演．

12月

福原文部次官来校．物晶会計規程細則並1こ帳簿

節二製糸工場竣工．

大正4年

様式を制定，

1月

寄宿舎竣工．同窓会設立．

東京，広島及び本校の三箇所で第2回入学試験

2月

学生制服規程を改正，

を施行．

3月

学校規則中授業料を改正．寄宿舎規程を制定．

明治45年

3月

一20一

御手植．

第2回卒業式を挙行．養蚕科本科32名，選科3

4月

名．製糸科木科31名．選科2名。

10月

第5回入学志願者112名．合格者，養蚕科30名，

12月

第4回陸上大運動会を挙行．

職員定員教授を16人，書記を6人に改正．大学
昇格運動起こる・

製糸科29名，計S9名．同窓会報第1号創刊．山

10月

階宮芳麿王殿下来校，参観
針塚校長朝鮮の蚕糸業を視察・御真影を下賜

11月

創立5周年記念式を挙行．大正天皇御即位奉祝

大正9年
3月

第一輯発行．

4月

大正5年
針塚校長御沙汰書に関して訓話．

3月

高木兼寛貴族院議艮来校し，講演．第3回卒業

「修己寮」と命名．

6月

本校規程を改正し，保証人を廃止．

本科23名．

9月

紡績工場竣工・

鎮6回入学志願者139名．合格者・養蚕科35名・

10月

創立10周年記念祝賀式を挙行同窓会御真影奉安

式を挙行．養蚕科本科27E・選科6名，製糸科

殿を母校に寄贈，蚕霊供養祭はじまる．10周年

製糸科25名，計60名．

記念講演会事件起こる．記念大運動会を挙行

第2回陸上大運動会を挙行．皇后陛下並に皇太

す，

子殿下の御真影を下賜．
11月

大正10年

立太子奉祝式を挙行，賀表奉呈．生物学教室お
19臼QJ

よび製図教室竣工．

月月月

4月

第7回入学志願者321名．合格者，養蚕科392，

4月

，

米人ハリス博士来校し，講演．工場増築．

11月

師団対抗演習を見学．宮岡海軍中将，小原陸軍
少将及び山口弾正来校し，講演・

10月

第6回陸上大運動会を挙行・審…ド喉議事件起こ

12月

本校規程rh授業料を改正．

る。

校長排斥同盟休校劇牛起こる．革新団血判連箸．

名．製糸科本科18名，選科1名，絹糸紡績科本

科7名，選科3名．

名，製糸科本科16名・選科4名．
第8圓入学志願者258名．合格者，養蚕科32名，

L

．1

第12圓入学志願春118名．合格者，墾蚕科21名，

第二製図室を増築瀞・

第7回陸上大運動会を挙行．・10周年記念事業御荊

製糸科31名，網糸紡績科14名，計66名．1

7月

鰐淀員教授を14人に，助糊受を9人に改正

8月

10月

第3回陸上大運動会を挙行．長距離競争はじま

10月

・1一一

真影奉安所竣工．

る．

t

t・lN

大正12年

大正8年
2月

校友会特別基金募集．

3月

第6回卒業式を挙…行．養蚕科本科28名，選科3
時9回入学志願者197名．合格者，養蚕科32名，

t

3月

第10回卒業式を挙行．、卒業生68名tl・1・ド・lU；

4月

物理教室増築．物理化学実験室竣工．・

9月

10月

製糸科25名，計57名．

唄酬
L−C

5月甘茶会展覧会はじまる・・∴・Sl，

名，製糸科本科16名，選科1名．

7月

」

4月

製糸科32名，計64名．

5月

：い

3月第9回卒業式を挙行．養蚕科本科30名，選科3

第5回卒業式を挙行．養蚕科本科26名，選科1

4月

｛

1

大正11年

大正7年

4月

第11回入学志願者108名．合格者，養蚕科14名・

製糸科22名，絹糸紡績科8名，計44名．

9月

月月

1

名，製糸科本科28名，選科4名・

製糸窄卜本科・32名・

製糸科36名，計75名・

り臼り0

1

第8圓卒業式を挙行．養蚕科本科18名・選科7

第4回卒業式を挙行．養蚕科本科21名，選科6
名，

同志会報発行．
紡績実験室，第二製図室竣工．

大正6年
3月

第10回入学志願者351名。合格者，養i蚕科18名，

製糸19名，絹糸紡績科14名，計51名．寄宿舎を

1月

10月

第7回卒業式を挙行．養蚕科本科26名》選科3
名，製糸科本科28名，選科3名．学術報告欧文

式を挙行．御大典奉祝提灯行列太郎登山を挙行．

4月

1

関東大震災起こる，

。，．」

皇太子殿下本校に行啓，校庭に「ヒマラヤすぎ」

一21一

・

1：

㌧1射t．．：1

読

蚕霊供養塔建立，開恨式を挙行．第81亘1陸上大
運動会を挙行．

絹糸紡績科新設．第1回入学生10名．

，

大正13年

｝

盗

・

1、

1

3月

第11回卒業式を挙行．卒業生40名，教員無試験

4月

規則中学科課程の一部を改正．

行．高崎連隊軍琳濃習に参加．人造絹糸製造室
竣工．

検定に養蚕科指定。

6月

瓦斯消毒蜜竣工．

8月

金卜塚校長朝鮮諦1旨少H視察・

10月

第9回陸上大運動会を挙行．

11月

学校規則中入学に関する件を改正．

11月

御大典祝賀式及び提灯行列を挙行．御大典記念
蚕糸学講演会を開催．

12月

銃器室竣工．

昭和4年
月月月

1004

養蚕室附属火焚室改築，煮繭室竣工．
第16圃卒業式を挙行．卒業生76名．乾繭室竣工．

大正14年

第1g回入学宣誓式を挙行，養蚕科32名，製糸科

3月

第12回卒業式を挙行．卒業生69名，

4月

職員定員助教授を8人に改正．陸軍現役将校配
属，軍事教錬を実施．病理実験室を増築．冷蔵

37名，網糸紡績科15名．
10月

伊勢皇大神宮遷宮蓬拝式を挙行．松本連隊軍菓
演習に参加．第14圓陸上大運動会を挙行．

庫竣工．

5月

規程中校務分掌規程を改正，

11月

松村秀美氏理事長就任．

10月

第10回陸上大運動会を挙行，

12月

講堂新築竣工

11月

創立15周年記念高等大講演会を開催．

昭和5年
3月

第17回卒業式を挙行，卒業生98名．

第13回卒業式を挙行．卒業生83名．機械室竣工。

4月

第20回入学宣誓式を挙行．

部長制を改め科長制を実施．

5月

「日本i蚕糸総覧」創刊丹発行．

大正15年
347

月月ハ月一

7月

開校20年記念祝賀式中止を声明．

10月

撒育勅語漢発40周年記念式を挙行．

12月

生理実験室及び付属貯桑室竣工，下足外套置場

職員定員教授を17人セC，助教授を9人に改正．
1年志願兵特例を公布．
10月

第11回陸上大運動会を挙行．

11月

薬品庫，機械墜及び物置その他竣工．

12月

機械製糸場増築．大正天皇崩御．昭和と改元．

竣工．

昭和6年

遙拝式を挙行．

昭和2年
1434

月月日月

2月

両陛下御真影下賜さる．

3月

第18圓卒業式を挙行，卒業生，養蚕科30名，製
糸科31名，絹糸紡績科12名，計73名．

蚕糸化学工場及び実験室竣工．
第14回卒業式を挙行．卒業生61名．

4月

製糸科38名，絹糸紡績科15名，計96名．学科課

【D

製糸教婦養成科新設．軍教学生点呼実施．

9 nU

満州事変勃発．

程を変更．

針塚校長転勤誤報事件起こる．

9月

図書閲覧室竣工．

10月

第12回陸上大運動会を挙行．

11月

体育デーをトし，対級駅伝競走，遠足を挙行．

人造絹糸研究室竣工．
針塚校長還暦祝賀式を挙行．

1

1

書庫竣工．

昭和7年
3月

第1回代議員会開催
12月

第19圓卒業式を挙行．卒業者，養蚕科35名，製
糸科37名，絹糸紡績科12名，計84名．満州上海

職員定員中助手2名を増加．

事変出征軍人家族慰問金募集事業実施．

昭和3年
3月

第21回入学志願者504名．合格者，養蚕科36名，
製糸科36名，絹糸紡績科20名，計92名．

第17回入学志願者378名，合格者，養蚕科43名，

8月

「千曲時報」発刊．

第15回卒業式を挙行．卒業生68名．無試験入学

4月

第22圓入学志願者413名．合格者，養蚕科444，

，

製糸科39名，絹糸紡績科23名，計106名．

制度実施．

菅平にヒュッテ建設（廼設費700円）．瓦斯発生

4月

産業教育展覧会に出品．

5月

防火演習実施．米国絹業協会派遣生糸格付協議

室を教婦養成科新教室に改築竣工．上田蚕糸専

会一行来行．

門学校女子学友会創立．

7月

10月

7月

蚕糸学雑誌創刊．

御真影奉戴式を挙行，第13圓陸上大運動会を挙

9月

人造絹糸研究室竣工．

11月

第1回校内菊花展覧会開催．馬術部誕生．

一22一

12月

職員定員助教授を8人に，助手を1人に改正．

4月

蚕糸科45名，絹紡織科25名，計107名．

昭和8年
3月

第26圓入学志願者689名．合格者，養製科37名，

第20回卒業式を挙行．卒業生，養蚕科33名，製

5810

月月月

鮮満在隊卒業生に慰聞品発送．
満州国農事視察団来校．

糸科34名，絹糸紡績科15名。計82名．自動車々
庫竣工．

本校で農蛋実業専門学校庶務主任事務協議会開

4月

第23回入学志願者564名．合格者，養蚕科41名，

催。日本文化講義河野国学院大学長「我が国体

7月

満州産業建設学徒研究団に参加．

と日本精神」．教育勅語奉読式を挙行．

製糸科40名，網糸紡績科21名，計102名，

11月

11月

昭和12年

絹繊維化学処理研究室竣工．蒲生俊興氏理寓畏

2月

就任．

第21回卒業式を挙行．卒業生，養i蚕科31名，製
糸科27名，網糸紡績科11名，計69名．

4月

3月

工．
針塚校長信濃教育会長就任．第24回卒業式を挙

行．卒業生，養蚕科26名，製糸科27名，絹紡織

第24回入学志願者468名．合格者，養蚕科40名，

科18名，計71名。

製糸科41名，綱糸紡織科23名，計104名．絹糸
紡績科を網糸紡織科と改称．アンモ＝アコンプ

4月

第27阿入学志願者541名．合格者，養蚕科34名，
製糸科32名，絹紡織科30名，計96名。

レッサー室竣工，

5月

人絹工場運転開始．

5月

日本文化講義国民精神文化研究所員大串兎代夫
「日本国民の覚悟」．スキー小屋，製糸実験室竣

昭和9年
3月

高松宮殿下本校台臨．

日本文化講義東京帝大名替教授服部宇之吉「人
道」．

6月

「大学高専号」献納機に寄附．

10月

西寮口出町に移転，高嶽寮と改称．

11月

始業時間を変更．本校々旗制定，披露式を挙行，

満州柞蚕業者来校，視察．日中戦争勃発・

職員生徒南北信地区御親閲に参加．運動会経費

生徒主事及び主事補専任となる．校内特設防護

12月

67Qり

を節約，関西風水害義摘金に寄附（62円59銭）

団結成．H本文化講義東京帝大名誉教授文学博
士村川堅固「世界史的に観たる我国の使命」．

行．

関東高農蚕大会に柔道部優勝．
10月

11月

第22回卒業式を挙行．卒業生，養i蚕科35名，製

12月

成科室竣工．
第25回入学志願老532名．合格者，養蚕科40名，

校友会歌「大いなるかな浅間山」選定．

昭和13年

1月

製糸科45名，紡織科25名，計110名。

日本文化講義東京文理科大学助教授加藤仁平
「新興報徳教育」，

5月セリプレーン検査室改築竣工．
10月

日本文化講義東京帝大名誉教授高楠順次郎「血
の文化と智の文化」．

糸科29名，網紡織科13名，計77名．製糸教婦養
4月

国民精神総動員週闘実施．教育勅語捧読式を挙
行．学校応召者慰闇を申合せ．

第1回蚕糸談話会を開催。

3月

東京高蚕養i蚕科35名来校，参観．

物理学談話会発会．実業教育50周年記念式を挙

昭和10年

2月

月月月

満州国日本視察団来校．本校創立25周年記念式

2月

達訓練実施。永井農林雀蚕業課長来校，講演．

および祝賀式を挙行．記念展覧会，学術講演会，
提灯行列，校内一般公開．針塚校長寿像建立，

「実業学校号」献納寄附．

本校応召者家族の慰問行脚を挙行．防空警報伝

3月

学生に服装訓令．第25回卒業式を挙行．卒業生，

除幕式挙行．

養蚕科29名，製糸科26名，絹紡織科18名，計73

11月

千曲会館建設．

名．針塚校長退任留任運動起こる。針塚校長退

12月

平塚農林省中野蚕業試験場長来校，視察．

任．教授井上柳悟校長に就任．

4月

昭和11年

製糸科41名，網紡織科30名，計112名．

1月

針塚校長渡満．

3月

蚕種人工艀化室，生糸倉庫，栽桑室竣工．第23

校内第

1回囲碁大会開催．製糸研究室竣工．副手会創
設．

圓卒業式を挙行．卒業生，養蚕科30名，製糸科
24名，網紡織科11名，計65名。

第28測入学志願者707名．合格者，養蚕科41名，

5月
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日本文化講義国学院大学教授文学博士田中義能

6月

「国家と国材潮．

学生の出欠調厳格となる，卒業乏1…戦没者慰霊祭

第1回集団勤労作業を実施．東京高蚕生約40名

を執行す。

7月

宮場内紅葉山御養蚕所揮観並に見学．日本文化

5月

来校，参観．出征兵士家業を学生勤労奉仕．

谷原義一文部霧提業教育課長来校，視察．鹿児

講義国学院大教授文学博士田中義能「時局と武

島高農養蚕科生16名来校，参観．上田蚕糸専門

士道の原理」．本校職員定鼠中教授を19人に，

助教授を9人に，助手を2人に改正．

学校1玄到民i貯蓄組合設立．

6月

8月

内ケ崎文部次官来校，視察．

9月

防空訓練実施．

10月

吉田農林省蚕糸局長来校，視察．満州国農業視

学生喫煙場所を指定．

7月

体育デーに傷病兵慰問す．国民精神作興詔書奉

8月

鼠藤沢親雄「東亜新秩序の建設」．本校関係出

9月
10月

昭和14年
製糸実験室増築竣工．

3月

長髪禁令．学生服装訓令改正．第26回卒業式を

11月

日本文化講義元商工大臣海軍中将伍堂卓雄「国

織科17名，計79名．校友会誌「ちくま」と改題．

防国家に就いて」。
12月

第29回入学志願者680名．合格者，養蚕科37名，

1月

本校関係戦没者慰霊祭を挙行．紅葉山御養蚕所
3月

糸科28名，絹紡織科28名，計95名．紡績実習工

将校配属令公布15周年記念御親閲に参加．青年

場増築．繊維化学教室および実験室新築．学生
集団作業指導巻訓練を受講，

第1回興亜勤労報国隊学生隊大陸へ派遣．全国

4月

計98名．文部省科学研究費下附．

日本文化講義元帝大教授塩谷温r日本精神とi比
5ハ0

界平和」．養成科の徽章決まる．

月月

8人に改正．

校，視察，

御親閲拝受記念連合演習に参加．国民総動員実

78Qレ

月月月

全国高等専門学校競技大会中止．

｛］

学生義勇軍夏期訓練に参加・

行委員会を組織，

日本文化講義鶴見祐輔ril堺の情勢と日本の地

大陸研究の「直毘会」生まる．

位」．

10月

上田蚕糸専門学校報国隊を結成．

「日本学問の特質と国文学」．

11月

実弾射撃演習を実施・

第27回卒業式を挙行．卒業生，養蚕科29名，製

12月

学年短縮，第29國卒業式を挙行．卒業生，養蚕

一

糸科26名，絹紡織科26名，計81名．病理付属貯

科29名，製糸科31名，絹紡織科31名，計91名。

修業生は選科5名．学生義勇軍冬｝明訓練に参加

桑室竣工．

4月

干曲寮を新設．紀元2，600年記念植林を施行．

職員定貴教授22人をこ，助教授を10人に，書記を

満州国視察団来校．岩佐文部省実業学務局長来

昭和15年
．
1月 日本文化講義東京帝大教授文学博士久保va

第31圓入学志願者287名．合格者，養蚕科37名，
製糸科34名，網紡織科27名，繊維化学科38名，

高工大会に柔道部優勝．

3月

第28回卒業式を挙行．卒業生，養蚕科39名，製

臣吉沢謙齋「最近の国際情勢と今後の趨勢」．

学徒に賜りたる勅語を下賜．

12月

「千曲時報」を「干曲会報」と改題．日本文化
講義東京帝大名誉教授桑木厳翼「科学と文化」．

拝観並に軍事見学実施。日本文化講義前外務大

11月

学級主任を設置．

昭和16年

高嶽寮にラジオ新設．

10月

校友会解散，上田蚕糸専門学校報国団を結成．

挙行．卒業生，養蚕科31名，製糸科31名，絹紡

製糸科35名，絹紡織科33名，計IOS名。東寮，

9月

本校創立30周年記念式及び皇紀2，600年記念式
を挙行．

2月

7月

学生体力章授与式を挙行．学生生徒の生活新体
制を公布．

征戦没者11柱の慰霊祭を執行．

5月

社団法人「千曲会」設立．鈴木長野県知事来校．
新校舎地鎮祭を挙行．

読式を挙行．日本文化講義日本精神文化研究所

4月

第2回興亜勤労報国隊学生隊大陸へ派遣．八ケ
岳勤労作業講習会を受講。

察団来校．
11月

繊維化学科新設．第1回校内除草清掃を挙行．

第30回入学志願者626名．合格者，養蚕科38名，

大東亜戦争勃発．蚕糸総覧，東亜繊維総覧と改
名．

製糸科33名，絹紡織科29人，繊維化学科34名．

一24一

昭和17年

1月

昭和19年

週番制を設く．敬礼を挙手注目に改む．特設防

1月

護団を改組，自衛団を編成，文部省r戦時学徒

3月

千曲会幸艮廃干lj．

陰1戒5条」を通r閾ES．

2月

巻3号）

日本文化講義東京帝大講師田辺尚雄「日本を中

4月

上田繊維専門学校と改称．網紡織科を紡織科と

心としたる東亜音楽」．

3月

改称．養蚕，製糸両科を統合蚕糸科となる．繊

日本文化講義理化学研究所員理学博土仁科芳雄

維農業科を新設．

「元素の人工変換と其の応用」．報国団の内容を

9月

刷新．学徒体育振興会主催第1回大学高専行軍
関東大会に出場．冷蔵庫および図書閲覧室増築，

第32圓卒業式を挙行．

昭和20年

4月

学校授業停止，勤労動員さる．本年入学生は中

寄：宿舎病室新築，

4月

学校勤労動員先にて待機．

第32回入学志願者310名．合格者，養蚕科41名，

89

終戦．勤労動員解除．

月月

製糸科31名・綱紡織科31名，繊維化科38名，計

学校再開。戦晦関係諸訓令廃止．第33圓卒業式

141名．修練科を新設。報国隊，自衛団防空訓

を挙行．

練実施．
月月月

職員定員教授を23人に，書記を7人に改正．

10月

学校報告団解体．自治的校友会再編を通牒i，

12月

蚕糸科，紡織科に専修科を設置．井上柳梧校長

第1回学生行軍競技会を開催．

退任。伊藤武男校長に就任．

日本文化講義文部省教学局指導部長文学博士近

9月

昭和21年

藤寿治「日本世界観と東亜の建設」．大H本学

3月

修業年限3年に復活．生徒主事制廃止．

徒体育振興会高専大会を開催．

4月

蚕糸科を養蚕科，製糸科に分離．

第30回卒業式を挙行．養蚕科32名，製糸科26名，

10月

絹紡織科26名，繊維化学科30名，計114名．
工0月

陸軍被服廠粕谷少佐一行来校，視察．
運動場を拡張．明治節をトしマラソン大会を挙行．

12月

製糸教婦養成科を製糸教婦科と改称．

11月

2月

1月

新専門学校令公布．さらに6ヵ月学年短縮．

2月

郡山長野県知事来校，視察．

4月

第33回入学志願者408名．合格者，養蚕科37名，

3月
4月

第34圓卒業式を挙行．「教育基本法」「学校教育

新学胡6・3・3・4制実施．校友会自治組織
に発足．

学校同窓生戦没勇士の慰閲祭を執行．御親霊拝

5月

受記念式を挙行．

単科大学昇格運動起こる．文部省1連含軍司令
部へ陳情．3繊維専門学校昇格協同運動展開．

日本文化講義京都帝大教授文学博土木村素衛

6月

「総力戦と愛国心」．檜垣農林事務宮来校，特別

講義
文部省主催大学高専集団勤労作業学徒講習会に

「上田繊専新聞」発刊、農蚤生物及び食料科学
講習会を開催．

9月

第31圓卒業式を挙行．卒業生，養蚕科34名，製

上田繊維研究会創立．長野県高専校長会議総合
大学闇題に関して建議，

8月

参加，防空壕設置．

10月

糸科29名，絹紡織科21名，繊維化学科33名，計

千曲会報再刊．

天皇陛下本校に親臨．科学研究室を設置，国民
科学蚕桑科学講座を開催．

117名．
11月

蚕糸科及び紡織科の専修科を廃止．昇格期成同

法」公布．

計138名．

9月

本校教職員組合結成．

盟会結成。

製糸科37名，絹紡織科29名，繊維化学科35名，

8月

「日本国憲法」公布．繊維産業振興講演会開催．

昭和22年
1月

昭和18年

6月

校内大運動会復活．全国高等専門学校体育大会
復活，

11月

5月

学徒動員令実施．

針塚前校長寿像供出．東亜繊維総覧廃刊（第15

昭和23年

出陣学徒壮行並に仮卒業証書授与式を挙行．仮

3月

卒業者養蚕科13名，製糸科14名，網紡織科9名，

4月

繊維化学科13名，計49名．

第35圓卒業式を挙行．製糸科繭糸実験室竣工．

大学設置準備委員会信州大，繊維大の二本立に
決定．
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6月

部祭を開催．

県議会単科大学昇格を再確認．署名運動を展開．

11月

第1圓文化祭を開催．校友会雑誌「常陵」創刊．

12月

大学設li委員本校現地視察．

昭和28年

昭和24年

3月

学部第1回卒業式を挙行．大学本部庁舎落成．

4月

第5回入学式を挙行．

3月

大学昇格県民大会開催．第36圓卒業式を挙行，

8月

繊維学部へ三笠宮殿下来学．

5月

信州大学設置．結城朝恭学長事務取扱となる．

9月

伊藤学部長再選．

信州大学繊維学部発足，養蚕学科，製糸学科，

11月

文部雀委嘱蚕業講座開講．

昭和29年

紡織学科，繊維化学科を設鷹．研藤武男学部長

6710

に就任．学生陰1治会発足．

2月

繊維学部へ高松密殿下来学．

皇太后陛下本学部を参観

3月

第2園卒業式を挙行．

信州大学第1圓入学式を挙行．

4月

第6回入学式を挙行．繊維学部専攻科設置．

繊維学部第1圓運動会を開催．学部本館竣工．

9月

高橋学長退任，佐藤武雄学長に就任．

月月月

蒲生教授日本学術会議会員に当選．「信州大学

昭和30年
3月

新聞」誕生・

を挙行．

信州大学繊維学部開設，上田繊維専門学校創立

11月

4月

40周年，本館落成記念祝賀会を挙行．

11月

大学昇格期成同盟会解散．信州大学繊維学部後

月月月

繊専第37回卒業式を挙行．

3月

第4回卒業式を挙行．

信州大学第2圓入学式を挙行，

4月

第8回入学式を挙行．

高橋純一学長に就任．繊維学部上田繊維総合研

5月

儒州大学繊維学部学生後援会発足．

究所設立．

7月

同窓精神昂揚学内懇談会．蚕糸学と絹に関する
講演会開催，

信州大学学部共通細貝ll制定．学部職業斡旋部を

9月
10月

設置．信州大学「学報」創刊．

8月

東信干曲撒育研究会創立．

信州大学開学式を挙行．日本昆虫学会第10回大

10月

就職斡旋部発足．

昭和32年

会（八木成政委員長）開催．
日本蚕糸学会中部支部研究発表会本学部で開催．

11月

全国繊維学部農場長会議開催．

昭和31年

援会発足．学園理髪開設．
346

第7圓入学式を挙行．学部振興委員会発足．教
職員停年制実施．

昭和25年

2月

第三圓卒業式（繊維学部専攻科第1回修了式）

3月

第5圓卒業式を挙行．入学志願者

i蚕65・糸74

。紡183・化313，網糸の構造発刊．

昭和26年

上田繊維専門学校第38回卒業式並に閉校式を挙

4月

第9回入学式を挙行．

行．繊維農業科廃止．校友会誌「常陵」特別記

5月

養蚕科に放射線応用研究室新設・

念増刊号発行．

6月

第1回開学記念駅伝マラソン挙行．

蚕糸別科を設置．第3圓入学式を挙行，

7月

伊藤学部長三選．

尚学会発会，第1圓繊維学会木校で開催．

8月

千曲会東京事務所開設．

6月

繊維学部学友会設立．信州大学紀要発刊．

12月

林貞三教授学術会議第4期会員に当せん．

8月

第1回文部賓共済組合北関東地区体育大会開催．

10月

信州大学策1回総合体育大会開催．

3月

第6圓卒業式を挙行・

信州大学繊維学部研究報告発刊．

4月

第10回入学式を挙行・

7月

佐藤学長逝去，大学葬執行．

8月

伊藤武男学長に就任．林貞三学部長に就任．三

3月

4月
5月

12月

昭禾027年

3月

蚕糸別科第1回卒業式を挙行．

4月

第4圃入学式を挙行．繊維学部規程制定．教職

昭和33年

大学（信大，東京，京都）繊維学部体育大会は
じまる．

員適格審査会に関する規程廃止．

7月

10月

高橋学長世界教育者会議に出席・

第1回学生関東地区大学体育大会開催．繊維学

9月

日本学術会議・母校共催公開講演会開催．

12月

信州大学協議会規程制定．
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昭和34年
月月月月

5

10月

昭和38年

千曲会母校振興委員会発足，

1月

教養統合闇題再燃紛糾．

第7回卒業式を挙行．

3月

第1閲信州火学永年勤続者表彰式を挙行。第11

第11回入学式を挙行．

圓卒業式を挙行．本学部に高分子工業研究施設

信州大学一般教育整備委員会規程制定．学生会

開設．繊維機械学科研究室及び実験室竣工．

発足。

4月

繊維化学工学科新設．第15回入学式を挙行．

開学10周年記念学生総合体育大会開催．

6月

高分子工業研究施設建物竣工．

7月

財団法人上田繊維科学振興会設立，

12月

楓ケ丘信州大学千曲寮竣工

昭和35年
信州大学職員福祉会発足．

134690

第8圓卒業式を挙行．

昭和39年

小泉清明学部長に就任．第12馴入学式を挙行．

2月

小泉学部長三選，

千曲会報第100号発行．

3月

第12圓卒業式を挙行。

信州大学学生歌「叡知みなぎる」選定，

4月

大学院（繊維学研究科修士課程）設置（繊維農

繊維学部創立50周年記念式を挙行．記念講演会，

学，紡織工学，繊維工業化学）．第16回入学式

物故者慰霊祭，寮祭，農覧会等を開催．蚕糸・
繊維両学会開催．
11月

を挙行．繊維化学工学科実験研究室竣工．
511

月日刀

繊維学部改新期成同盟発足．荻原清治氏理事長

干曲会，上田市教養課程松本地区統合に反対決

に就任．

議，山口定次郎氏埋薯長就任．

昭和36年

昭和40年

2月

上田繊維科学振興会設立．

3月

第9圓卒業式を挙行．

4月

学科再編成，繊維機械学科新設，製糸学科廃止．

6月

34

第13回卒業式を挙行．

大学院に繊維機械学専攻増設．第17圓入学式を
挙行．

養蚕学科を繊維農学科，紡織学科を紡織工学科，

5月

繊維化学科を繊維工業化学科と改称．第13回入

8月

韓国蚕種協会長等一行学部視察．

学式を挙行．

9月

蚕糸学糖統合間題起こる．ソ連農業視察団養

学部改新祝賀会を開催．繊維学専攻科規程を一

大学生と合岡ゼミナールを開催．

7月

信州大学学位規程制定．

8月

第1圓信州大学学生夏期合宿セミナー開催．

10月

第14回コPイド化学討論会p第10回レオロジー

10月

上田商工会議所繊維学部充実のため文部賓外に
要望書提出．

第2回学生歌「青空の心すみ」を発表．

昭和41年

昭和37年

3月

繊維学部旧本館全焼．千曲会母校火災復興対策
を推進．
小泉学部長再選，

3月

第10回卒業式を挙行，繊維機械学科実験研究室

第14回卒業式を挙行，紡織工学潜1実験研究室竣
工．

4月

2月

柳沢延房学部長に就任．信州大学教養部松本に
設置．紡織工学科を繊維工学科と改称，第18回

竣1二．

4月

学部祭を大学祭と改称、繊維工業化学科創立25
周年言己念祝賀会を挙そ予．

12月

討論会開催．

1月

繊維化学工学科研究実験室及び講義室竣工．

蚕班来学視察．繊維工業化学大学院生名古屋工

部改正．

11月

繊維学部学科課程を改正．

入学式を挙行．信州大学機構改革委員会発足．
6月

繊維工学科実験研究室竣工．

第14圓入学式を挙行．繊維工業化学科に有機合

9月

石田蚕糸局長本学部視察．

成化学講座新設．

11月

小林運美氏理事長に就任．

7月

信州大学教授連合大学管理間題に関し声明．

12月

繊維学部附属高分子工業研究施設規程制定．

8月

三村一学長に就任．

昭和42年

10月

科学技術ゼミナール発足．

3月

第15回卒業式を挙行．武道館移転，

12月

信州大学永年勤続者表彰規程制定．

4月

大学院に繊維化学工学専攻増設．第19回入学式
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第20回卒業式を挙行・

月同月月

349

を挙行，

田呪平学部畏に就任．第24匡杁学式を挙行・

長野県高等技術研修セソター上田支部本学部に

7月

オ＿ストラリア羊毛研究所鈴木英吉氏来学講

設魁．

繊維工業化学科実験研究室竣工・

11月

134810

演．

日本化学会上田地方大会開催．

g月

昭和43年
教養部校舎竣工落成式挙行．
月月月月月

第16回牢業式を挙行・

白樫侃学部長に就任．第20圓入学式を挙行．
池田雄一郎学長に就任．

日本昆虫学会信越支部信州昆虫学会討論会開催．

10月

昭和48年
2月

東信理科学研究会開催．

3月

第

4月

第25回入学式を挙行．

10月

月月月月

3468

上田繊維科学振興会主催学術研究講演会開催．
11月

加藤静一信州大学学長就任．

昭和49年

第21回入学式を挙行．

倒ll伏学保健管理セソタ槻矧11騒

日本蚕糸学会中部支部研究発表講演会開催・日
本機械学会北陸支部総会研究発表講濾会開催．

明治100年記念式典挙行・教養都体育館竣工・

昭和44年
第17回卒業式を挙行．学部内道路舗装完成．

21回卒業式を挙行，

月月

34一

第22圓卒業式を挙行．

田口亮平学部長再選．第26回入学式を挙行．附

大学本部事務局封鎖さる．学園紛争上田にも波

属高分子工業研究施設に高分子物性研究部11『増
及．

12月

昭和45年
∩04

月月

設．日本農業気象学会講演会開催．

繍職械学会信激鰯窓会及び講演会開催・
第18回卒業式を挙行・

5月

第16回三繍駄学スポーツ大会．ヒ畔騰

9月

カリフt

白樫学部長再遮第22回入学式を挙行・本聯〒

11月

鍛工．学部食堂新築・口本蚕糸学会第40大回

12月

大型機器，質量分析装置設置．

昭琴P5e年

会開催．共通講座一般電気講座増設．

6月

ルニア大学ギート博士来学講演．

日本化学会東海支部長野地区講演会開催．

第16回国立大学繊維工学教育研究集会本学部で

13

月日月

開催。繍江学糖に関する要難を文部大臣

成．

に提出．

7月

蒋平研修施設着工・

8月

蚕糸学教育統含見送り・

9月

学部硝子室落成．

10月

繊維学会本学部で開催．信州大学改革委員会中

日本繊維機械学会信越支部総会講演会開催．

第23圓卒業式を挙行，繊維農学科実験研究室落

4月

北条野正学部長就任．第27回入学式を挙行．カ
リフォルニア大学ヤソグ博士来校講演．

昭和51年
1月 学坐食堂増設．日本繊維機械学会信越支部総会
講演会開催・

闘討議資料発表配布．

第24回卒業式を挙行。

11月

菅平研修施設落成・

3月

12月

学部校舎落成・

4月

第28回入学式を挙行・

10月

西ドイツ原子核研究所シ・ナーベル1牡来校講

昭和46年
1月

学部管理・共通棟落成・

3月

第19回卒業式を挙行・学生食塑客成・

4月
5月
7月
8月
11月

新学生寄宿舎落成・

昭和52年

第23回入学式を挙行。日本農業気象学会開催．
第13回三繊維大学スポーツ大会上田wモg・

3月

第25回卒業式を挙行．

化学工学協会東轍部研究交流セミナー開催・

4月

北条舎征学部舗選第29圓入学式を挙行第
11亘170周年言己念事業〜阜…侮｝i委員会結成．

日本化学会高校教育夏季ゼミ移剛崔．

長野県1黙保護シンポジウム開催・

昭和47年
1月 タンパク質の物性・反応性研究ゼミ開催．
2月

演．
11

5月

7月

第19回三繍駄学スポーツ大会上剛陥
第1回高分子錆体若手研究会開催．公開講座

繊維の融科学基齢座・緻旨管霊湘二学の翻
催．

附属図書館繊維学部分館落成．
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10月

日本機械学会北陸信越支部長野地方講演会開催．

学講座設置．ニュージーランド。カソタベリー

日本繊維機械学会信越支部総会講演会開催．
11」ヨ

大学ウィルキソス教授来学講演．

カロ藤肖争一信少卜r大学学長再選．

昭和53年

6月

第25圓国立大学繊維工学教育研究集会開1崔．

7月

公開講座やさしい科学開催．

3月

第26圓卒業式を挙行．

9月

新干曲会館建設地鎮祭挙行。

4月

機能高分子学科増設．第30匝1入学式を挙行．

10月

日本化学会東海支部上田地方講演会開催。

6月

中部支部計測部会長野地区講演会開催．

11月

加藤静一信州大学校長三選．

7月

公開講座やさしい科学教室開催．

9月

附属農場実験研究棟落成．

3月

第28回卒業式を挙行．

10月

日本繊維機械学会信越支部総会講演会開催，

4月

第32回入学式を挙行．新干曲会館竣工．日本蚕

11月

日本蚕糸学会中部支部総会研究発表講演会開催．

昭和55年

糸学会第50圓大会開催．高分子加工・崩壊学講

昭和54年

座設置．

1月

第1回国立大学共通一次入学試験実施．

3月

第27圓卒業式を挙行．機能高分子学科実験研究

月月

学内交通規制実施．公開講座やさしい科学開催．

蜜落成．

4月

第22匝1ヨ繊維大学スポーツ大会上田開催，

繊維学会関東支部上田地区講演会開催．第4回

北條野正学部長三選．第31回入学式を挙行．機

能高分子学科に生体高分子学及び反応性高分子

高分子錯体若手研究会開催．
8月

体育館建設起工．

上田蚕糸専門学校設立から開校に至るまで
山
明治38年の日露戦争の終結を契機として，わが国は

1埼

寿（蚕14）

100，000円

明治41年度

世界にその存在が認められ，国内的には，各方面特に

100，000円

42年度

財界は異常な活況を呈した．国内経済の発展充実を期

98，939円

43年度

するには，真っ先に，斯業にたずさわる人材の養成が

言十

298，93gi：［j

必要であるとの考え方から，時の文部大臣牧野伸顕氏

長野県議会は，政府の要請による上記寄附を，いさ

は，明治39年高等専門学校増設の必要を認め，明治41

ぎよく受け入れ，重ねて政府の意向により，下記の如

年以降に，小樽に高等商業学校，米沢に高等工業学校，

く寄附する旨を議決した．

新潟に医学専門学校，鹿児島に高等農林学校と，地域

20，000円

巨月治441r一度

的な分散設立を意図したが，長野県への設置は全然考

35，000P］

45年度

45，0001：『1

46年度

えていなかった．

このことを知った長野県議会は，蚕糸業は輸出の大

計

宗として実力を発揮してきており，日本一の養蚕県で
ある長野県に，蚕糸専門学校を設立すべきであるとの

100，000円

当時，長野県の1ケ年間の総予鋒額は，約200万円
であったことからして，頗る大問題であったのである．

声明をかかげ，政府に執拗に迫まった．この長野県民

さて政府は，学校の設立を長野県とのみ発表したの

の悲願が聴きいれられるところとなり，明治40年（19

であるが，その後が大変であった．県内各地すなわち

07年）第24議会において，その創立経費が計上された

上田（上田，小県），長野，松本（松本，東筑摩），諏

のである．しかし，政府は財政不如意の故をもって，

訪（上諏訪，岡谷）および飯田の5ケ所が，学校招致

設備費その他の経費として，明治41年より43年に至る

に名乗りをあげ，翫烈な争奮運動が展開されたのであ

3ケ年間に・下記のような寄附を求めてきたのである．

る．上田町議会が，学校設立の最適地として，文部大
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58，000石，生糸35，000〆を産していたのである、

臣に提出した意贈中に掲げた主なる理由は，次の通

こうした情勢を踏えて，明治41年4月真野実業学務

りである，

局長一行が入信，候補地を1週間にわたって一巡し，

1上田は，表鄭本貫通の信越繍こ接し，帝都を隔

つぶさに現地を踏査した．その間に上田，長野，松本，

てること急行列車で，6時間程度であって，交通の

諏訪および飯田を視察されたわけである．上田には4

便なること・

2

月13日，14日の両Ei来られ，常田方面，常盤城裏・大

全園養蚕の中心として繭，生糸およびこれら生産

輪寺方面その他を視察し，22日に帰京された．

資材の集散地であること．

明治25年に，全国で噛矢の蚕業学校が設立されて

越えて5月9日，位置を上田と決定，敷地を常入地

おり，県下は勿論のこと・全國各地から来り学ぶ者

籍踏入堀の内とする旨，図面を添えて県庁に通牒され

が多く，本邦屈指の蚕業教育地であること．

てきた，これを受けて地元，上田においては，直ちに

3

敷地の買収に着手し，11月13口に，文部省から前田属

4県立TLT病予防事務所・また糊ブよ蚕鯛業組合が

が来田され，石田上田町長等立合の下に，敷地の引渡

あり，蚕種の検査されるもの多く，全国第1位であ

業務を完了した．

ること．

敷地総面積

5繭，生糸1贈の鱒，乾燥，金融齢の麟が

25，236．6坪

道路，溝渠を除き

悉く備っておること．

24，658坪

郊外に平坦な適地が数ケ所あり，また附近に神川

価格

33，664円68銭

および依田川の激流があり，発電力に當んでおるこ

地主

61名，117筆

と．

1坪当り 1門36銭5厘余 であった．
学校招致に対して，小県および上田は，下記の金額

6

7

土地が高燥で水質佳良，風土病，伝染病少なく，

を寄附した，

物資の供給が容易であること．
8 住民および学生の風紀順良で，教育の成果があが

建設費地元負担金

100，000円
内

っておること．

その他の理由をあげ，最後に蚕糸専門学校の如き特
経常費地元負担金

殊の学校の位置は，あまねく蚕糸業に関連する，一切

内25，000円小県

…

瞬

ン

．ヒ田

当時，上田町の年予箪額は22，000〜23，000円程度で

l
l
−tntm［

上田

25，000円

可なるを確信すると結んでいる．

・

小県

55，000円
50，000円

の事業の円満に発達した，小県郡の上田に選定するの

『，

45，000円

あったことから考え，6年間に8万円もの寄附を負担

y一

し，学校招致に踏み切ったことは，如何にその要望の

口

高かったかを推測するに足りる．

この運動に参加した委員の主な顔ぶねよ，委員長
中島精一（小県蚕種1司業組合長），副委員畏・石田四方

太（上田町長）1他県会議員，地元各界の代表者十数氏
であった．

これに呼応して中央においては，41年8月1日，創
立委員として，下記六氏を任命した．
針塚長太郎（文部省視学宮）
1

三吉

ﾝt・

米熊（小県蚕業学校長）

佐々木忠次郎（理博）

本多岩次郎

また，意見書中に長野，松本および諏訪などの欠点

朝比奈晃十

明治41年12月23日から3日間にわたり，第1圓創立

までも掲げてあるのは・その争奮戦の如何に甚しかっ

たかを物語るものである．事実，小県は2万有余の戸
数を有し，蚕糸業に従事しないものは，ほとんどなく，
桑園5，000町歩，1ケ年間の産額は蚕種100万枚，繭は

吉武栄之進（文部省視学官）

委員会を開き，校名を上田蚕糸専門学校と呼ぶことと

し，学科や建築に至るまでの大方針を汐淀し，42年9
月工を起すに至った．
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明治43年3月勅令第66号をもって，その設遣が公布

以上教職貴の任用は，有力な推薦者と，針塚校長の

され，針塚長太郎が校長に任ぜられ，創立事務所は文

手腕によったもので1校長自身が38歳の若さであり，

部省内におかれた．蚕糸専門学校設立の目的は，日本

他は推して知るべきである．人材の少なかった当時と

の蚕糸業を最も有利に経営し，発展させるための人材

して，斯界に得難い篤学の士を集め得たことは，特筆

を養成するにあるので，その線に沿って学則も明治43

に値する．科学と技術の尊重，これが当時，針塚校長

年に制定，公布された．、

の真意であったのである．創立日浅くして，独創的か

学科は，養蚕科と製糸科の2科を置くこととし，修
業年限，入学資格などが決められた，第1圓の生徒募

つ有益な研究が続々として発表され，・学界ならびに業

界に稗益を与えたのであるt

集は，明治44年1月告示，入学試験は3月27日から4
日間，東京高等師範学校と小県蚕業学校の2ケ所で行

校風：針塚校長は常に「質実剛健」

「進当難局挺身

従事」を唱導して，誠意の無い技術的策動を戒しめ，

われた．

「至誠を以て努力を重ね，一歩一歩前進せよ」と教え

志願者

「合格者

養蚕科

製糸科

188名

2ユ3

401

この針塚精神は，教職員ならびに生徒に乗り移り，

43

90

卒業後もこれを忘れず，その後脈々として続き今日に

47

、

計

た．

始業式は，4月17日に新築の本館二階講堂で行われ

至っている．

，

校歌：東京帝国大学の上田万年博土の作詞で，作曲

た．来賓として官公衙長，学校長，県郡会議員，上田

町会議員，区長，新聞諸岩など百余名が臨席，厳粛の

は東京音楽学校にi委嘱されたもので，校風がそのまま

裡に行われ，入学宣誓式は翌18日に行われた．

素直ににじみ出ている．

創立当時の教職員の陣容は，次の通りである．

御園の為にますらをが

法学士・阿形輝司，農学士・勝木喜薫｝工学士・大

蚕糸の道を究めつつ

滝照太郎，文学士・和田仙太郎，農学博ニピ・大森順造，

冨の基を開かむと
つくす誠のあと見よや

夜を日につげる労働に

1

神の恵そやどるなる

、

農学士・三吉米熊，農学士・「川瀬惚次郎，農学士・北

身にしむ汗は世をすくふ深ぎ同情の涙にて1

島鍼雄，三谷徹，工学士・朝比奈晃十，新楽金橘，理

都の花は見ずもあれ吾等は徳を＝

学：ヒ・築地宜雄，工学士・石倉新十郎，水井寿一郎，

干曲の川に光る月の

平本常三郎，農学士・井上柳悟，原田親雄，農学士・

御国の為にますらをが富の基を開かむと、

早川直瀬

蚕糸の道を究めつつつくす誠のあと見よや

「
1

馳

・、

」

1

ICして

1

、

r

1

1

、

∵

清ぎその名を歌はれん

・

1

k

・
l

i

、

1

開校当時の思い出
蒲生俊興（信州大学名誉教掻蚕1）
我等の母校上田蚕糸専門学校が蚕糸業に関する初め
ての文部直轄専門学校として上田町常入に開設された

松村季美君の氏名が無かったので，学校からの合格通
知は受けても同君は半信半疑で小さくなっていたらし

のは明治43年（1910）の8月頃であり，その後第H亘1

く，撒務課で松村君をさがしたが，見付からなかった

の入学生募集を官報に公示されたのが，その年の11，

ので，養i蚕製糸両科を通じ，第二席だった私が，松村

2月頃かと覚えている．私幸いに入学が許可せられた

郡こ代って入学生を代表して宣誓文を読むことになっ

ので四月中旬，当時蒸汽機関車による稚氷トンネルを

た．

，

dl

こえ，上野・上田間凡そ八時間位かかって初めて信州

旧本館の今の第四教室が入学宣誓式場に充てられ，

地へ向った．上田では松尾町の馬場孝旅館にて，二泊

先生方は左右に分れ東側には三吉先生，三谷先生等々，

し，4月17日の入学式に列席した．所が第一圓生の官

西側には阿形先生，勝木先生等々が控えて居られ，三

報広告には沢山の誤記があり，首席で入学許可された

吉先生を針塚校長かと間違えていた，暫くして係員の
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r趨立」という号令と共に燕尾服の颯爽たる針塚校長

ぶりで張切ったものである．殊に当時日本の大学高専

が着席せられ，やがてトントソと中央の教壇に登段せ

では，新進の学問であった遺伝学を講じた学校は一つ

られて，朗々と式辞を述べられたことが思い出される．

かくして第一回入学式から五十年を経過し先般の母校

もなく，本校でも所定の学科目ではなかったが，蚕種
学の一部として篤学の田中長三郎先生が，ヨハンゼン，

創立50周年記念式においてもまたもや私が五干名の卒

ドフリース，ベーツソソ，コルレソス等の原書から直

業生を代表して，祝祠を捧呈する機会に接したことは

接に明解な調子で講義せられ，私は今でもそのノート

何という奇縁であり又生涯における無上の光栄とする

を保存している位である．そのわけは私が卒業する時，

病理の新田助手に貸しておいたそのノートを，殆んど

所である．

入学の翌日から養蚕，製糸両科生約百名が旧正門南

原稿なしで講義された田中先生が，後に丸山舎の依頼

側の圃場の天地返しや桑苗の植付作業を約二週間位課

で日本で最初の遺伝学教科書を書かれる時に多少の参

せられ，専門教育とはかくやあらむかと不平満々たる

考ともなったらしく，従って間違えていた箇所などは

先生が親しく御証下さった筆の跡繊っている由緒

ものがあった・

当時の授業で最も異色のあったのは勝木教授（後の

ある貴重なノートだから永久保存としているわけであ

蚕糸試験場技師）の養蚕学の講義であった．先ず養蚕

る．その後私が東大理学部の植物学科に学んだ当時，

学を難で講義するといわれCh・pter

藤井健次郎先生からも植物形態学の一部として遺伝学

tory

of

1

Th・His

Sericultureと黒板に書かれたあとは静かに，

の講義を受けたことがあるが，これは上田在学中田中

まるで英語の書取りの様に読まれたので到底書取れな

先生から習った内容の方が蓬かに精しく，大変参考に

かったから，全文を黒板に書いて頂いたのをノートに

なったことを思出す、

当時の先生方は極めて若く，新楽，三吉，三谷先生

写し取ることになった，それから数週間して図書室で
Silk

and

Silkworrnという英書があったので借りて

は50才位で，針塚校長は正に40歳，阿形先生が34，5

見ると，勝木先生が講義したそのままの英文とわかっ

才，その他の先生は何れも20台という血気蔽渕たるも

た．ま磁学，物理学及気象学は築地教授（後の中央

のであり，特に針塚先生が常にわれ等に訓辞せられた
『身を挺して進んで難局に当れ』という所謂針塚精神

気象台技師から松本高等学校長）が担当せられ・物理

学はW・t・。・のHigher

Phy・icsの原書を持参し

て，これをその場で日本語に雛訳し講義して居られた．

をモットーとし，汗の体験による労働の神聖を鼓吹さ
れたものである．

従て私は早速その原書を丸善から取寄せて参考とした

当時は校内には寄宿舎が無かったから東寮（現在の

ので物理学には割合に興味を覚えることができた．そ

上常田の滝沢氏宅）西寮（現在の下常田の寿食堂）南

して夏期休暇中の宿題は・水空気及土慶諸の熱伝導

寮（踏入の細川氏宅）北寮（現在の大門町）の外寮に

率が与えられて，その三層毎に，地表面セこおける温度

分宿したが，在宿一年足らずで町内の下宿に移る者も

の一日中の較差がゼロになる所謂恒温帯に達する深さ

多かった・

養蚕実習は毎年春，夏，秋蚕の3回宛，3学年共飼

を計算せよというのであった．尚気象学については，

姓がかわった雲を発肌た時には蚕児飼育中の生徒

育し，第3学年の養蚕は所謂研究飼育であり，私は大

を呼び集めて，巻周雲や巻雲などの説明をしてくれた

森博士の下で膿病の病原体探究試験をやり，同期の篠

E，熱のこもった教授振であった・尚三谷先生の製糸

原善次君と共に蚕種庫内の冷暗所において弱璃製の乳

学水井寿一郎先生（後の長野蚕業試験場長）の夏秋蚕

鉢と乳捧で膿汁中の多角体を12時間も磨砕した上，ラ

論，田中長三郎先生（後の台北大学教授）の遺伝学，

イヒェルトの限外濾過装置で濾過した上，下液を別々

新帰朝者大森順造先生の微生物及蚕体病理学，川瀬惚

に接種試験を行ったことなどは忘れられない．それか

次郎先生（後の策大農学部教授）の無機，有機化学，

ら養蚕樂習の試験を課せられたこともある．即ち一人

麻生慶次郎先生（東大教授）の肥料学，原田親雄先生

宛呼ばれて蚕室内に入ると数人の助乎が各関門毎に居

の独乙語，和田仙太郎先生の英語1ヒ島鱗洗生（後

られて，そこを通過する時に天候（晴），温度何度，湿

の鹿児島高農教授）の栽桑学，馴i直瀬先生の農蚕業

度何％と黒糠に書いてあり，例えば「第3齢5日目の

経済学，阿形輝司先生の法制及経済学，新楽金橘先生

蟻量一分の給桑をせよ」といわれる．暗記した標準表

の実践倫理と論語講義，尚後に独乙留学新帰朝の井上

に従て硬軟桑混在の桑葉中から3齢盛食期に適わしい
鍛の桑勲選んで適当の劉桑寸法と給桑量とを答え・

柳梧先生の生理化学と繊維学など各夫々特徴ある講義
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、

庖丁を用いて適当に釧桑，これを空白の蚕座上に給桑

初めは仲間が20人以上もあったが，次第に減って卒業

して見せることによって，一一…e採点されるということ

当時は6，7人位になっていた．

であった．中には飼育技術に長じていた向山隆福君
（後の大阪高工教授理学博：ヒ）の如きはもう停食にし

勿論当時は封建時代でもあったせいか教室内の生徒
の席は学業成績の順位で後から定められ，最後列の左

ましたといって何もせずに出て来た渚もあったが，こ

右両端には選挙によって選ばれた正副総代が着席する

の霜は殆んど百点に近く，多くの生徒は落第点をとっ

ことになっていた．又第1学年の成績によって上位か

て了ったことがある．

ら一乃至三人が特待生に選ばれて，授業料が一ケ年間

又一年級の第一学期には職員生徒が全員で太郎山登

免除されていた．

山のレースを行ったことがあるが，頂上では先生対生

私は大正3年上田を出てから大学や蚕糸試験場など

徒で相撲をとったが，阿形先生（当時34才）が数人の

で約9ケ年道草を食っていたが大正12年4月再び母校

生徒を倒して優勝し，又勝沐先生は柔道の手をつかっ

の教官として着任し，当時は第11回生が3年生，12圓

て闇題をかもしたことなどを覚えている．

生が2年生，13fi1生が1年級という学生諸君に若い助

当時の上田市内にはようやく電燈が一戸に一灯位宛

教授として養蚕学と蛮体生理，解剖学を講じたが，そ

附き始めた頃で，水道や瓦斯などはなく，従って田舎

れ以来35年の長年月，母校に教鞭をとり，昭和33年3

に下宿する者は学校のかえりにビール壌に石油を買っ

月定年制によって退官し，今日信大名誉教授の称号を

て帰ったものである．

授けられ，傍上田蚕種協同組合顧問としてお手伝をし

当時の外国語は英語一点張りとなっていたが，われ
われから第2外国語として養蚕科はドイツ語，製糸科

て老後を送っている．大学時代に多i勢の学生をして研

究して頂いた未発表の論文が多数有るので，その取纏

はフラソス語の教授を願い出で，朝の7時頃から一時

めなどに大童となり，幸いに健在で活動している次第

間宛週2回，自由選択の講義として，ドイツ語は原田

である・

先生，フラソス語は和田先生の損当で開講せられたが，

（昭和35年10月31日）
（干曲会報No，10「oより）

紡織科の起源
香山清和（紡3）
上田蚕糸専門学校は文部省直轄学校として明治44年
から授業を開始された．東京と京都の高等蛋糸学校は

力と真野局長のご好意により増額され辛うじて実現の
可能性が出た．

それより前に正式のi直轄学校（この正式認可は上田よ
り後）ではないがi蚕業講習所として設立されたため，

教官としては機械科出身の工学土を主任とし，その
下に高工出身者を入れる事となり東京帝大出身の工学

考えられなかった絹糸紡績機械を設備されたのである．

士石倉新十郎先生と東京高工教員養成所出身の平本常

本校の創立委員であった文部省実業学務局長真野文二

三郎先生が新任された，当時網糸紡績は鐘淵紡績KK

工学博：ヒの下に農科大学教授佐々木忠次郎先生，西ケ

と當士瓦斯紡績KKがやっている丈で対立し，秘密主

原蚕業講習所（後の東京高蚕）本多岩次郎氏等と共に

義を採り外来者の見学は絶対禁止であった，先に着任

創立委員であった東京高等工業学校教授吉武栄之進氏

し助教授となった平本先生を網紡の実際を知るために

（後同校校畏，本校嘱託）らの意見により網糸紡績機

恩師吉武先生の依頼もだし難く鐘紡上京工場工務主任

械が加えられ，高田商会技師池田善四郎氏らの設計に

佐竹規方氏（私が関東紡績平塚工揚在職中顧問として

より機械設備が外国へ発注（当時国内産は殆んどなか

1年位勤務し私が資料提出者となり常に親しくしたが

った）された．然し予算は養蚕科が主，製糸科がこれ

何十年間もの工場統計を製作所有していた驚くべぎ人

に次ぎ，・その残額では原動機械係，工場建物の予算も

で，これが非常に参考になった）が何処でも児学出来

ない有様であったのを初代校長針塚長太郎先生のこ努

るように油差工として採用した．少し遅れて着任した
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のである．大正6年平本先生は東洋紡績に転職され
（それ故紡織科生は誰も教わっていない），その後名

古屋高工紡織科出身の清水寛孝（旧姓藤掛）先生が助
教授として着任され，紡績へは糸4卒の森山二郎先生
が助教授として勤務されるようになった．この森山先
生が石倉新十郎校閲森山二郎著の絹糸紡績正編（ペニ
ーまで），同続編（主にペニー以後）の2冊を丸善株
式会社から出版された．これは石倉先生の鐘紡等で得
た資料に母校へ据付けられた英国グリソウツド社製絹
紡機の写真調査を加えたものであるが，鐘紡に遠慮し
石倉先生も同じ目的で富士紡技師長持田巽氏（私も面

森山先生著としたものであろう．当時工業書は丸善株
式会社出版でないと一流とは云えなかった．また紡織

識がある）が先生の先輩である事がわかり恩師の紹介

関係の我が国の著書は漸く出始めた頃で外国書の訳書

で面会，実習を依頼したら拒絶された．それで更に吉

が大部分であった，然るにこの著書は外国書によらず，

武先生の紹介で郡山紡績KK支配人若麻績安治氏に会

写真図面等も殆んど母校の機械によっていた．そして

い同氏の好意により実習出来たが，これはペニーまで
とノィル紡績しかない．それで平本先生と文通し京都

再版まで出たのであるから当時相当貴重がられた．又

へ行き初対面されたのである．当時平本先生は既に職

ても紡績工場では許さなかったから串田製作所炉本校

工生活に見切りをつけ西陣其の他の撚糸機織などの実

の円形硫綿機等をスケッチし製作（同時に改良）発売

地調査をやっておられた．石倉先生も平本先生の方法

し，その試作機を本校に寄付した．

機械も外国製だけで国内のメーカーが製作しようとし

に従い鐘紡京都支店の職工募集に応じ採用されたが倉

斯くして大正2年には完全に実習が出来るようにな

庫と精練の手伝いだけだったので役に立たない．それ

』り糸1はこの講義実習を受け田中一男（健在），遠藤文

で思い切って滝沢定次支店長（私も面識がある）へ書面

平，高田茂重郎（健在？）の諸氏は絹紡会社に就職し

を出し実状を訴えた．すると直ちに職工は免職になっ

た．糸1年後の製糸科卒は相当の数が絹紡会社に就職

た．然し滝川氏は先生の熱意に感動し武藤山治社長を

した．

石倉先生は大正8年から約1ケ年の予定で米英等へ

動かし岡山工場の実習を許可した．しかし，鉛筆，ス
ケール，ノート，書籍は持参しない，工場長，工務主

留学を命ぜられ，その際米国からノイル紡用のミュー

任以外とは絶対話しをしない，工場の秘密は後日学生

ルeカード等1式（タビス・ハーバー社製，このメー

にも洩らさないという誓約書を書かせられた，それも

カーのものは日本には殆んどなく独逸ハートマン社製

山名肇工場長，飯野八三郎工務主任の寛大に助けられ

が普通）を発注して帰国された．

実習の成果は大いにあがった．機械が到着したとの事

紡織設備は完成したがなかなか科の独立は許可され
なかった．大正7年秋，文部省会計課長山崎達之輔氏

で石倉・平本両先生は帰校したが，足りない設備の多
いのに驚いた．農業系の人許りで工業の事は全然わか

（後農林大臣）が来校された際，針塚校長阿形輝司先

らなかったためである．製糸科助手の岩田清丸氏（現

生らが実状を説明懇請しそれが効を奏したものの如く，

姓小林，健在）に転じて貰い1ケ年の後運転が出来る

翌大正8年絹糸紡績科が創設され同年4月第1回生が

ようになった．大正2年4月からは目崎三郎先生（健

入学したのである．そして到着したミユール設哺の据

在）が助手として入り撚糸機織部に当り，機械組立て

え付けを手伝った．然し同科の設備は他2科に比し不

に来ていた高田商会社員の船越泉氏も助手に採用され

十分で製糸科に間借りするものが多かった．後から工

紡績部に当り原動に正村正登氏が，紡績に藤戸久吉氏

学士岡徳次郎先生が加ったが森山二郎先生は転職，新

がそれぞれ傭われた．作業が出来るようになったので

たに野口新太郎氏（紡2健在），私（紡3）が加った．

京都，桐生から熟練工星野徳松，青山ヨシ，原田郁，

その代りに石倉先生は講師になると云う訳で教職員に

内藤末野の4氏を傭い入れ操業に当って貰うと共に数

就ても他2科に見劣りしていた．これに対し学生数が

名の見習い業手を入れて練習させた．そして始めて絹

少いと云うかも知れないが，それは設備数の関係で志

紡糸が出来た時は全校職員が不思議そうに見物したも

願者は第2志望の他科へ廻わされることも相当あった，
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又講義実習に於ても紡科生は養蚕の講義実習をやるの

製糸は工業であるのに農業と考えられていた．本当は

に蚕科生は紡織の講義実習はやらないと云う不公平が

製糸科，網紡織科の2科は工業であり農業は養蚕科］

あった．これは私が3年の時（大正12年）下級生から

科しかない．むしろ工業主体の学校ではないか．それ

申し出があり廃止になった

が当時は農業主体で工業に関する常識のない人が多く

網糸紡績科という名称も

他の高工が皆紡織科（東京が毛紡，上田が絹紡の外，

教職員，設備共養蚕科は十分満され，製糸科はやや劣

名古屋1米沢1桐生，福井は綿紡，L京都は紡績でなく、

り，絹紡織科ぽ問題にならない

機緯科）踏あるので同様にす6よう串願したが絹とい，

そして私達は高工の教職員とは親しく，高蚕の教職員

という状態であっだ，

う字はつけなくてはいけないと云われ絹紡織稗と改名・

嘩砲らな嘩鯉如た・攣1よ学界と：して徽

されだ．更に高工では色染科があるのに上田はなく紡

維学会に属し養蚕科と製糸科は蚕糸学会に属したゼ教

嚇就生が鎌の議薙をや・た．1その恥礎，

官たる正式の資格を得る事は博士号の取得である．そ

絹糸実習を私がやりその方面に卒業生を就職させた．

れも養蚕，製糸両科は農博であり，網紡織科は工博で

これ等は本来蚕糸化学教室（繊維工業化学科の前身）で

なければならない．当時養蚕科で農博を取る事は可能

やるべぎであるのに農学士古谷栄蔵先生は色染でな

1生が十分あるが，製糸科では相当困難になり，絹紡織

く

精練漂白論をやり，ずっと後になってから会田源作教

科に於ける工博の取得は殆んど不可能であった．私ば

授（桐生高工色染出，健在）が来り色染をやるように

途中で母校を辞めて満州へ就職したが，その原因の1

なったが始めからこの形になって居れば色染でも高工

部にはこめことがあらだのである．絹紡織科には実習

と殆んど同様であったろう．人造網糸実験室は加美好

工場はあるが教官の研究設備は皆無に近かった．この

男氏が創設され蚕糸化学教室に属していたが，網の敵

点はむしろ科にはなっていない蚕糸化学教室の方が最

を研究するのは不可と加美氏は追い出され停止してい

初の耐火建築が行われた程，絹紡織科より勝っていた．

たのを私が井上柳梧先生にお願いし借用したのである．

要するに当時としては上田蚕糸専門学校へ絹紡織科を

若し加美氏が引続きこの研究に従事していたら京犬に

作った事は不合理であって高工へ入れる方が適当であ

もひけをとらない立派な研究が完成したと思う．1これ

ったかも知れない．母校1こ絹紡織科が完全に存在出来

らは何れも紡織科の入員，経費の不足を増大させた原

るためには母校の内容を変更することと，他に同様な

因の1つとなった．

形式の学校のある專が絶対必要であった．

大体母校は重点が農業に置かれ工業は軽視された．

繊維化学科のできたいきさつ

倉沢美徳（蚕2）
野

口

新太郎（紡2）

昭和10年前後は，人絹工業界は正に花盛りの盛況で，

然と文部按の処置を待ってはいられない，この際非常

更に昭和13年には，合成繊維ナイロンが登場し，以来

手段を使っても・同窓会全会一丸となって，一大運動

いろいろな合成繊維が相次いで出現するという有様で

を展開し，是が非でも繊維化学科の新設を実現し様と

あった．

決意し，「繊維化学科新設期成同盟会（蒲生，倉沢，

母校では昭和2年に，蚕糸化学実験室内で実験工場

林，野口の各教授が委員）」を結成Uた．

を建設し，研究業績も相当に上ったので，その後2年
続けて，繊維化学科の新設を文部省に申請したが，実
現しなかった．

かくて，或は小山邦太郎代議士ほか地元選出国会議
員に依頼したり，或は農林省及び中央業界の要路で活
躍する卒業生（原田兵衛，田1：1敏夫，上野栄仁，野崎

清氏等在京同盟会委員）を通じで文部省に対し種々の

しかし合成繊維時代の到来は，最早目腿の問題と目
されるに至り，母校当局及び同窓，特に同窓は最早漫

強引な運動を展開した，
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繊維化学科校舎全景
その時，文部省は，新設学科の建物とその他の設備

分が教育のためといって懇請すれば，きっと応諾して

費15万円程度の用意さえできれば，その実現も不可能

くれると思う」と自信の程を語った．尚「武井重役は決

ではないという情報を得た．

して加美氏のような条件は出さないだろう．立派な繊

この情報に力を得た期成同盟会は，15万円の捻出方

維化学科をつくってくれというだけだと思う」と語った．

法を考えたが，結局業界か或は同窓の篤志にすがる以

これらのことを再び報告の結果，何の条件も出さな

外方法はあるまいということになった．

いという武井重役を第1候補とし，同重役にお願いを

同盟会委員が何回か鳩首協議の結果，製糸3回卒，

始める前に，森田氏に上田まで来て貰って，詳細の打

当時新興人絹KK取締役技師長加美好男氏はどうか，

合せをした．

加美氏は金もあり，研究にはなかなか熱のある人だか

横浜に帰った森田氏は在京委員と連携をとり，武井

ら大いに脈はある．そこで，われわれ2人（倉沢，野
口）が打診に行くことになった．

重役を訪問し，業界が合成繊維時代の到来を目前に控
え，上田に繊維化学科の新設を強く要望していること

加美氏の邸宅は神戸の六甲山の麓にあって，素晴し
く広大かつ豪壮で，その応接室で会談した．結局加美

を力説して協力を懇請した所，武井重役も森田氏の所
説に賛意を表して協力を快諾した．

そしてその翌日森田氏は，武井重役に随行して文部

氏の回答は，条件付賛成即ち今日本の学会及び業界で

望んでいるような，立派な繊維化学科がでぎるなら賛

省に出頭し，文部次官に面会して，上田に繊維化学科

成し協力もするという返事であった．2人はこの回答

を新設して欲しい旨をお願いし，その新設費として15

を持ってすぐ上田に帰り，校長および同盟会に報告し

万円寄付することを告げたところ，次官も武井氏の好

た．

意に感謝の意を表し，繊維化学科新設のことを概ね了

その報告の席上，もう1つの検討の価値ある話が出

解したという．

これで同窓会が約1年有余にわたり，火の玉となっ

た．それは，長野県生糸共同出荷組合横浜出張所勤務
の森田三郎氏（糸4回卒）が，

「教育のためなら或実

業界の重鎮から寄付して貰う自信がある」ということ

て奔走した繊維化学科新設の運動は一応決着した訳で
あるが，ここに1つの問題が起きた．

武井重役が，上田に繊維化学科をつくるため，文部

であった．

省へ15万円寄付する噂は，間もなく片倉社内の噂に上

そして加美氏とその実業界の重鎮との2人を候補者
として具体的折衝に入ることになり，野口が神戸（加

り，従来3校平等主義をとってきた立前上，たとえ1

美氏），横浜（森田氏）を一廻りしてこれに当った．

重役個人の行為でも一波乱は免れないと見ていた折柄，

加美氏との2回目の会談では，新設する繊維化学科

東京及び京都高蚕から抗議が持込まれるに及び，片倉
当局では単に一重役個人の行為として捨て置けなくな

の教官人事に関する条件があった．

森田氏のいう業界の重鎮とは，当時の2〜3年前ま

り，急拠重役会議の結果，武井重役の上田に対する寄

で長野県上伊那郡辰野町で，武井製糸KKを経営し，

付は一旦取消して，改めて片倉が3校へ新科増設を条

当時は片倉製糸紡績KKに合併し，その重役をしてい

件tlこ，15万円に10万円を追加して25万円ずつ寄付する

る，令名高い武井覚太郎氏であった．森田氏は，

ということで落着した．

「自
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たのである．

後に郡是製糸も片創こならって31交に3万円宛拠出

以上の快挙は，業界の動向とその将来を展望した同

してこれを支援した．

窓生が母校の発展を願う熱烈な母校愛の結晶であると

かくて上田には昭和15年に繊維化学科が新設され，

1年遅れて東京に栽桑科が，京都に蚕種科が新設され

いえよう．

繊維化学科設立迄
小松忠一郎（紡3）
繊維化学科の増設については昨年11月上旬（8日頃

最近10数年間に於ては古谷栄蔵教授を迎えて醸酵精

か）井上校長の上京を機会に本雀との交渉が好転して

練法に一大起源を与え，更に川瀬教授の後任として赴

此所に設立準備が兆し，其後一期｝こ決定的のものに進

任せられた故金子英雄教授には網糸のコロイド化学的

んで来たのであって，誠に本邦にとり，斯業界にとり，

研究をなされて，此方面の斯界の先駆をなしたるに惜
しくも中途で天折し，更に金子教授の後をおそった新

亦本校にとって誠に塵賀すべき事である．

本校が此の科の設立希望を抱かれたのは今より十数

進気鋭の士，奥正巳教授セこは已に繭糸色素の研究と云

年前にして，其後今日に至る迄実に幾星霜，幾度か挫

い，セリシソ定着法研究と云い定評をもち，亦今後も

折に遇い，変更を余儀なくされたのであるが，今回紀

期待する所大と云わねばならぬ．

蚕糸化学科の増設計画をしたのは已に大正13年であ

元2600年を記念する事業に相応しくも誕i生する運びと

なったのである．固より関係官庁と篤志後援音との御

って爾来針塚前校長と井上現校長とにより本省との折

好意による所絶大にして，之に対して深甚なる謝意を

衝が絶えず行われて来たのである．偶々昭和12年頃，

表すると共に針塚，井上の新1日両校長の深慮断行と有

故金子教授が武藤理化学研究所及東洋紡績科学研究所

力なる同窓諸先輩の陰の努力とは夢にも忘れる事は出

の招聰を受けた際，小生（小松忠一郎）が同氏の命に
より之を視察し，続いて11月20日に阪大理学部繊維科

来ない．

私は千曲時報編輯の責任者として殊更それを強調し

学研究所設立記念講演会へ，金子教授と共に招待され

て一般会員諸賢にお知らせすると同時に「同窓の力」

て下阪した（此記事は千曲時報93号に掲載）．其の後

を識って戴き更に自尊心の擁護を一日も弛せにしない

帰校，金子教授と共に直ちに蚕糸化学科の名称を繊維

様お願いする次第である．

化学科に変更すべく井上現校長（当時教授）に具申懲

尚序に発表し得る今日迄の経過，過去の業績及今後

懸し，弁上校長もそれを諒として爾来文部省との諒解

の方針に対する私見の一端を掲げます故に新設繊維化

もなったのである．更に小生等は故金子教授と共にそ

学科に対する諸兄の認識を新にして，意気を高揚し新

の新設の急務を針塚，井上両校長にも告げ，増設期成

しく生れたものを如何に善導するか幾多残された使命

同盟会の化学科内設置迄も計画して，以て文部省との

を自覚して戴きたい．

折衝及篤志後援者依頼の具体案をも練るべく井上現校
長，古谷，金子両教授等と会合する事数回を重ねた．

増設迄の経過
再校は創設以来i蚕糸化学方面に井上柳梧教授（現校

然るに昭和13年2月突如として金子教授急逝し，続

長）を，蚕桑化学方面に川瀬惚次郎教授（元東大教授）

いて校長の更迭となり，其後一頓挫となりて昭和14年

を擁して斯界の化学方面に荘重な地歩を踏みて，亦学

に至り，更に第2学期を迎えて同窓諸先輩の奮起活動

校としても一大重要なポイソトとしても居ったのであ

となりて今日に及んだものである．最後に同窓各位と

る．之と同時に朝比奈晃十教授（現日清レーヨン会社

共に喜を分つと同時に繊維化学科設立の過去の陰の努

技師長，口清紡績科学研究所長）を工業化学に迎えて

力者故金子教授の霊にも告げて喜んで戴ぎたいのであ

人造絹糸製造に於ける本邦の端緒を開き，その門下に

る．

進むべき方針に対する私見

人造繊維界の優秀な技術者をはぐくみ来たのである．
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科は種々なる方一nyWW

pm

・

幽は共に天絹の敵であって亦共に味方でもある，蚕

、

糸繊維の科学的研究も一面人造，合成両繊維の研

面から見て広範

究と相侯つべき物でなければならない．又之に教

囲の使命のある

わる点は多い．

は井上校長の記

色染化学

即ち高等工業学校の色染科に類するもの

事によっても明

で，本校設立主旨の横の連繋から見ても当然専攻

瞭である．之は

されなければならぬ．

多少私の持論に

目下繊維科学研究方面より見るも花形は何と云って

なるかも知れな

も繊維化学方面であって，斯かる三分野をもって進む
ことが既設の養蚕，製糸，紡織の三科から出る技術者
をより内容を充実せしむる上にあつかって肝要と思う．

かくしてこそ羊毛，麻，其他代用繊維等の研究も自ら
関連して起きて来るものと思う．

方薗を学生に専難

已に発表せられた関係学術報文

攻せしむべきな≒

創立以来巳に30年，その間本校に於て成った蚕糸化

れど種々の角度ttt「「

学関係の研究業績は，井上校長，川瀬元教授及故金子

や学校の特質等から見て自ら重点を置くべき所がある

教授等の発表されたものが数に於ても質に於ても筆頭

べきである．本校の如きはその色彩は蚕糸化学，人造，

にして，其他大小実に二百数拾報文を数え誠に蚕糸化

合成繊維製造化学，色染仕上化学の三分野となるべき

学殿堂の誇を燦として斯界に示した感は充分であった．

ではないか．亦本省及学校の方針もそんな所にあると

殊に井上校長のアミノ酸の研究，更生絹糸の研究，川

9

思われる．

蚕糸化学

瀬元教授の蚕桑化学及蠣油化学の研究，故金子教授の

本校の使命が蚕糸業方面へ向う可き優秀

絹糸のコロイド化学的研究等は当時恐らく斯界の視聴

なる技術員の養成にある故に此め方面の専攻者を

を集め，その説に魅せられたもので，現在将来と難も

必要とする．

科学研究の基礎となるであろう．

人造繊維製造，合成繊維製造化学

人造合成両繊維

（千曲時報第120号，昭和15年4月15日）

繊維農業科の創設と終末の回想
町
昭和16年戦局は大東亜戦争に発展し，学年短縮によ

田

一博（元繊維学部教授，蚕21）

生産技術を教え込むことを発想された．

そして翌17年

り12月卒業式を行い，卒業生は或は戦列に赴き或は職

の新学期から同教授が「繊維動物」，斎藤実教授と町

場に就いたが，蚕糸業の衰退は愈々その度を深め，斯

田が「繊維植物」の講義を始めた．

業界に進める者は極めて少なく，養蚕科卒業生就職の

先年繊維化学科が創設された頃から母校は蚕糸教育

世話を一手に担当していた倉沢美徳教授はいたく苦慮

から全繊維教育を指向すべきであると云う声が業界の

していた．

同窓生からも校内にも高まってきた．そこで倉沢教授

時たまたま東洋紡の南方戦域における直営棉作農場

は南方・大陸の戦撫地域における繊維資源の開発なら

匠勤務していた宮沢久雄君（蚕27・昭15卒）から同教

びに動植物繊維の生産加工技術者養成を目的とした繊

授宛の便に「養蚕に見切りをつけ蚕糸以外の繊維原料

維農業科の創設を企図され，斎藤教授と構想を立て，

生産に目を向けるべぎだ」とあったのが動機となって

町田に新科の学科課程の作成を指示された．町田は北

同教授は養蚕科の学科課程の中で絹以外の天然繊維の

大農学部を始め盛岡，宇都宮，東京，岐阜，宮崎，鹿
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児島等高農校等め農科の学科課程を取寄せ参考として，

当用地が見当らない．遠方でも止むを得ないとして町

基礎的農…学の上に動植物繊維の生産加工技術を学習す

田は隣村和村（現在東部町）の知人を介して同村の鳥

るに相応しい学科課程を編成した．

帽子1⊥1麓に希望にかなった個人耕作農場（約10ha）を

繊維農業科当初の学科課程
学

科

目

学
灘為機羅業亜物

科

日

見つけ取敢えずその半分を借用することに話をつけ実
学

動

科

物

習に供用し，後年これを全面的に蚕糸統制会社が購入

目

実

して学校に寄付するという経過で大室農場が設定され
験

植物病理及

た．この農場の購入に当っては蚕糸統制会社が井上校

応用微生物実験

長に一切の行為を委任してあり，町田は校長の命によ

応用昆虫実験

り，和村産業組合児玉彦衛専務の助力を得て耕作者塚

物理及化学実験
繊 維 実 験
農 学 実 験
工 場 実 習

農業土木実習
農

場

実

習

定期実験実習
校
定

外
時

実
修

習
練

田茂氏と産業組合ほか数人の地主との交渉に奔走し引
続いて同農場の管理と整備に専念した．学校から12㎞
離れたこの農場における毎週の実習には，当初は学校
より生産資材を積んだ荷車を引いて徒歩或は電車で大
屋まで行きそこから徒歩で往復し，21年にはトラック

で往復する終日実習で，食糧不足の折柄学生・指導教
官の労苦は並大抵ではなかった．

一方において倉沢教授はさきの繊維化学科創設の際

新設農業科の教官としては佐藤春太郎教授を科長に

にご尽力を願った同窓生農林省在職の原田兵衛，上野

倉沢，斎藤両教授，町田助教授，半田孝康講師（蚕28，

栄仁氏等に依頼して，農林省の側面的支援体制作り

台北大卒）が養蚕科より移り，さらに繊維作物担任・

と

文部省への働ぎかけを進めてもらい，両省の反応，情

繊維動物担任教官候補者を東大に求めたところ，20年

報を得た上で繊維農業科新設の要求申請の段取をした．

3月に前者担任の吉田鎮雄教授が着任，同年7月大滝

この年に来年度の新規要求として文部省に申請したゐ

吉郎（蚕29）副手を採用，21年3月家畜実習担任に堀

は繊維農業科の新設だけでなく，校名を上田繊維専門

江清三（麻布獣医専卒）助手を採用，22年に繊維動物

学校に改称，絹紡織科を紡織科に改名，養蚕・製糸の

担任の川端吉成助教授が東大から着任，23年には水田

両科を統合して蚕糸科に改編等の事項もあった．これ

作指導教官として長野農試より上原淑助助手を迎えて

ら何れの申請も文部省で採択された．特に繊維農業科

農業科の教官組織ができた．なお実習農場が標高950

の新設には農林省（山崎達之輔大臣）と大東亜省（青

mに在ることからD21年より農林省八ケ岳開拓訓練所

木一男大臣）の共鳴が大きく作用したと聞いた．そL

長久保佐土美氏を「高冷地農業」の非常勤講師に依頼

て翌19年4・月には繊維農業科の第1期生を迎えたので

した．教官室は教婦養成科の教室を農場に移転して当

ある．

てられた．

22年4月に新学制6334制が実施され，高専が大
学に昇格することになるや，母校を単科の繊維大学に
する昇格運動が地元に展開され，翌23年4月には大学
設置委員会が信州大と繊維大の2本立を決定すると昇
格運動は高調熾烈を極めたが，24年に入ると信州大学
に統合昇格と決牢された．ところがここに重大問題が

示達された．それは従来の5科より1科を減じて4学
科で昇格とのことであった．この問題で議論が沸騰し
た．その一方は伝統ある蚕糸教育を継承して養蚕・製
糸・紡織・繊維化学の4学科構成を主張し：・われわれ

これに先立って農業科の実習農場の増設が必要であ

繊維農業科教官は大学と専門学校とはその目的使命を

ることから，従来の農場は桑園5haだけであるので，

異にするのであるから，従来の学科を解消して，より

新科申請と同時に桑園隣接の水田・畑の購入を手配し，

学聞的な構想で繊維農学，繊維工学，繊維化学の3学

他に10ha程度の畑地の物色にかかった．市内には該

科で出発し，後年1学科を補充することを主張した．
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ロ

かくてわが繊維農業科は過去5年に亘って入学生を

双方の論旨が再三検討された結果教授会で採決され，

残念ながら一票の差でわれわれの主張が敗れて新設の

迎え，26年3月最後の卒業生を送り出すとともに上田

維繊農業は廃止，養蚕・製糸・紡織・繊維化学科の4

繊維専門学校の閉咬式が行われ消滅したのである．
（写真は最近の農場）

学科構成の信州大学繊維学部として発足した．

付属農場・発展略史
町

博（元繊維学部教授・農場長，蚕21）

田

ち，農場・倉沢美徳，庶務係・大滝吉郎，企画係・半

母校には創立の当初から桑園だけではあったが，農
場と称し，技術教育と訓育の場として重要な部局を占

田孝康，繊農作物係・吉田鎮雄，同園芸係・町田博，

めていた．昭和5年退職された岩崎喜三郎農場主任の

養蚕桑園係・関博夫，養蚕農園係・斉藤実，畜産係・

あとを受継がれた倉沢美徳主任の指名で私が病理学教

川端吉成，繊化試験圃係・坂口育三，大室農場係・町

室から農場に移ったのは昭和14年4月であった．

田博．この年学内農場には緬羊舎（85．8m2）と収納舎
（135．3m2）が建てられた．

当時農場の規模は5．96haの桑園の中に大正元年建
立の農場教室兼農具舎，堆肥舎，物置，農夫舎（合計

昭和24年大学に昇格，信州大学繊維学部となったが，

838．2m2）と昭和11年建立の栽桑室（硝子室49．5m2）

繊維農業科は廃止となった．農場は大学設置法に基づ

があり，農夫は農夫舎に住込の山岸荒之助氏ほか5名

いて学部付属農場として官制化され，管理職の農場長，

がいた．その後運動場の拡張や増設された繊維化学科

農場主事が置かれ，専任助教授1，助手1および所属

校舎敷地として桑園が転用されたが，昭和19年繊維農

雇傭員が定員化された．農場経費も校費とは別に積算

業科が新設されるに及び，隣接の水田・畑合せて1．6ha

されるようになった．28年には農場事務室に会計係か

を購入拡張するとともに学校から12km離れた鳥帽子

ら初代事務係長宮原大正治氏を迎え，納谷留蔵氏と女

山麓（現東部町和区大室南平）に区画整理された畑地

子1名が事務をとった．それからは農場運営は軌道に

林地を1時借用，次いで購入（前者もこれも蚕糸統制

乗ったが，学内農場は引続き新施設（高分子工業研究

会の寄付），学外農場（9．75ha）を設定した．当時は学

施設，学部食堂，官舎等）に，また農場の施設（蚕室

生が勤労動員，勤労奉仕にかり出され，経常的農場実

の移改築，機械蚕室，硝子室）に圃場を割愛し，現在
の耕作面積は3．5haとなった．学外の大室農場は宿泊

習を展開したのは21年4月からであったろうか．

農場が拡大し作付が多様化したため実習指導と管理
運営を円滑にするために農場規程が作られたのは22年
6月であった．その業務組織は次の通りであった．即

実習にもランプで不便していたが，30年に電気が入り

続いて電話が通じ，車の通れる道路ができたが，34年
に7号および15号台風により建物，樹木に大災害を受
け，翌年には管理棟が新営され収納舎，納屋が補修さ

れ鶏舎が新営され，町営水道が引き込まれた．さらに
牛舎，農夫宿舎が建てられ，気象観測装置が自動化さ
れ，天柞蚕飼育網ハウスが増設されるほかトラクター

を始め近代的農業機械が整備され，夏期宿泊実習は学
生に頗る好評であった．その後学内農場には農場研究
管理棟（鉄筋2階建680m2）が新築され一応付属農…場
の体裁が整えられた．

農場の研究業績はそれぞれの専門学会誌に発表した
ほか農場業績報告として35年10月に第1号を出して以
来，大体隔年に発刊し本年第11号を数えている．また
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全国の大学付属農場45で結成している全国大学付属農

7代

町田

博

41．4〜54．3

場協議会の下部組織である関東信越地区大学農場協議

8代

武田

晃

54．4〜現在

会の総会並に研修会を過去3回に亘って開催した．

主事

終りに官制化後の歴代農場長，農場主事および事務

町田

係長を記すと，

初代

田口亮平

昭26．4〜30．3

農場事務係長

博26．4〜

田中茂光

38．2〜

押金健吾

45．4〜

宮原大正治

28．4〜

小林

藤助

37．8〜

市川馬之助

40．4〜

30．4〜32，3

児玉

寛

50．4〜

3代倉沢美徳

32．4〜33．3

倉沢

昭

55．4〜

4代矢木博

33．4〜38．1

終りに私情を言えば，農場は短命であった繊維農業

5代町田博

38．1〜39．3

科の残身と思い，ある時学部長から講座へ移るよう言

6代田口亮平

39．4〜41．3

われたが，農場専任として農揚の充実発展に終始した．

2代斎藤実

（写真は大室農場）

戦後の上田繊維専門学校
繊維農業科を紹介する

（昭和22年）

究実習農場としている（之を大室農場と称す）．当農場

昭和19年4月母校が繊維専門学校と改名すると共に

は今尚整備途上にあるのであるが已に学生宿舎，農夫

従来の養蚕，製糸の両科を統合して蚕糸科とし，紡繊

舎収納舎，畜舎等約180坪（建坪）あり農夫一家族と緬

科は廃科された高工の紡織施設を吸収して拡充すると

羊20余頭，牛1頭が居る．（標高900m以上）

共に繊維原料生産を担当する繊維農業科が新設されて，

校内の方は既設の外には教官室，学生更衣室，収納

名実共に繊維に関する一切の技術指導者養成機関とし

舎を設けたのみで，畜舎，加工室は現在建設準備中で

て飛躍的の発展をして以来，已に本科も今春第1回の

ある．

卒業生を社会に送り出したのである．

当時は緊急な繊維資源の開発並びに能率的生産を果
すべく主として南方，大陸にその技術指導者を送らん
として師弟共に真剣な研修を展開したのであるが，想
外の終戦を見て止むなく当初の目標を転向する事とな
り，勿論従来の動植物繊維原料の生産並に加工教育の

特色を維持しつつ其の基礎をなす一般農業に重点を置
き，就中，当校所在地の地域性が高冷地的農業の研修
に適合している点，又我国農業の進展の差しづめの活

路の一つに標高を高めた農地の開拓拡張にある点，又
斯る開拓地に於ける農業が労力の点からは勿論生活的

高冷地農業，有畜農業に関してはその方面の大家，

現八ケ岳高等農事講習所長及農林省開拓研究所中部支

にも大小家畜を導入した有畜農業でなければならぬ点
（小家畜として山羊，緬羊，兎等繊維動物は必ず登場

所長の久保佐土美先生を講師として教授指導を願って

すべきものである）等の観点から「高冷地農業」にも

いる．第一回卒業生の就職先は農政局，開拓局，畜産

目標を置き進んで来ているのである．

局，県庁農務課及開拓課，資材調整事務所，作物報告

施設としては先ず校内桑園5反歩を農場に転換し続

所，農事試験場，農業会，種畜場，開拓指導農場，地

いて隣接する農地を購入して現在校内に畑8反歩，田

方学校等である．新分野開拓の意味で同窓生各位の今

6反歩を有し，続いて校外二里余の和村大室山麓に約

後の御鞭錘と御支援を期待する．

10町歩の林地耕地を購入し高冷地農業，有畜農業の研
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その後の養蚕科

受けた機械が少くない．更に又当時工業専凹学校に於

戦時中蚕糸業縮減の影響に依り又地方に於ては繊維

ける繊維関係の学科は廃止され，之等の設備は繊維専

農業科の新設のため昭和19年胡，養蚕・製糸の両科
を統合して蚕糸科とせしも終戦と共に蚕糸業が新日本

門学校に移管される喜になったため本校へは米沢工専

建設に当り極めて重要性を帯ぶるUこ1，

紡織科の設傭が移管になった．従ってあれやこれやで

Oしに依り，再

本校紡織科の設備は又一段の充実を見るに至った．

び昭和21年4月，蚕糸科を握蚕，製糸の二科に分離し
開校以来の競争率を突破したる優秀なる新入学生を迎

次に職員関係では第二代科長として紡織科の基礎確

え活発なる新発足をなし．又一方蚕糸科として入学し

立1こ尽捧された岡徳治郎教授勇退・その1麦へは野口新

た2，3年生も学生の熱烈なる希望に依り養蚕専攻，

太郎教授が昇進就任した．尚紡織科に於ては更に終戦

製糸専攻の二分科に分れ極めて真剣に勉学に精進して

後の新使命に対処するため職員陣容の強化を企図し東

居る現在本科の職員は蒲生俊興教官を科長とし，佐藤

京工大出身古里孝吉教授，東北帝大機械出身一志淑夫

利一，八木誠政，山口定次郎，松尾卓見，関博夫・竹

講師，母校紡織科出身後長らく東洋紡にて技術研究に

田寛，古平福紀の教官講師諸氏と副手数名である．

従事していた佐ma−一郎講師の三新人を聰しその陣容に
一段の清新さを加えた・

その後の製糸科
戦時中の蚕糸業の圧縮は我校の発展と共に養蚕及製

蚕糸科紡織科の専修科
文部省の指令に基き蚕糸並塗に紡織業技術春の一ケ

糸両科の合併が成立した．即ち蚕糸科の誕生である．

蒲生教授のもとに着々整備を進めつつありたるも本校

年短期養成の目的を以て昭和20年12月復員の中等学校
卒業者を両科約30名入学せしめ斯業に関する全般の教

余体としての既設備は縮少の余儀なき次第であった．

育を重点的速成的に実施して今年2月卒業させた．

此の間にあって教婦養成科は昭和19年より1年制とし

熔続し，蚕糸科専修科が階的セ・昨年1月より1個

尚本専修科は今年より廃止した．

年の過程を以て増設せられた．然るに終戦後蚕糸が再

その後の繊維化学科
今時大戦中繊維化学科牽生も勤労動員等のため講義

び重要なる見返り輸出品として増産を要請せられ・こ

、

実験に相当な短縮を余儀なくされたが終戦後の虚無状

こに再び優秀なる技術陣の育成を求めて旧来の養蚕及

態を脱却じ七からは漸次軌道に乗6て来た・学生の素

製糸の両科に分科し失々の形態を整へるに至った．

質に於ては現在の所断然他を圧している状態である．

即ち一時養蚕科として統合の際第一製糸工場を紡織
科の拡充へ，教婦科教室を新設の繍任1農業科へ害腰し

去る2月古谷科長には功成り名遂げられて勇退になり

たがその後この埋合せに麓二工場と旧乾繭室を改造し

講師として尚授業を担任され，奥教授が科長に就任さ

て前者を煮繭から生糸検査に至る工程を施設し後者は

れた．喚新科良は種々の抱負を持って居られ藤故，

教婦科み教室となし，更に1日教婦科予科生徒蜜を工作

今後の活躍は刮1ヨに値するとは思われる．特に学生の

室とし生徒控室を二室に分けて夫々生徒の雲験室とし

就職に関し℃ぽ敏腕を揮われて居る．

職時中秋田鉱山専酵校へ栄転された佐職太郎教

ぼ

尚縦醐入した腔雄飢て教婦癖ゆ実習室1作
法室となし却って一L段の整備を施した．

／＋咽，1

現躰科磯即瀬三娠の詐確田潤；瀬清
治，白井美明，」大滝照太郎，内田卓夷1挿田今朝一5
内藤栄吉の教官，講師諸氏と副手数名，教婦三名である．

紡織科の拡充
昭和19年4月校名改称を機に科名も従来の絹紡織科

授の後任として前舗離応用僻科長力嘩瀦搬
が着任された．須田教授も古谷科長の勇退と同時に講

師とな。た．そし煉京文漱鵬の西沢一麟筋
教授に昇進された．西沢教授は酵素化学を専攻され，

1
生気溺刺として学位への軌道を突進している由・人造

齢翻の綴が久しく娯中であ・たが涼締夫
L

が紡織科と改称される審になg，．同時にテρ設備も木
拡充される事になった．即ち戦時中国家の方針として
ト

我国繊維工業は第一次整理，第二次整埋，第三次整理
，

コ

と縮少又縮少の一途を辿り殊に高級製品陶の設備は最

早我国には将来とも必要なきものとして惜しみなく廃
棄される事になった．そこで本校では此状勢を見て！c
れ等廃棄の運命にある高級紡織機械中教育及研究上特
殊価値あるものに対し，転用保存の申請をして譲渡を

し

桜田研究室より隅田隆太郎氏が教授として着任され教

麟は畷と強花幽た．一
大平教授，会田教授ゲ坂口助教授，阿久津助手，皆健
在で敗戦後のあらゆる悪条件と戦いつつ研究に精進さ
1

，

へ

れて居る．

ら

コ

している，
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1

圏
ド

（千戯1会幸侵Nα3学
1

「

昭22．9．5より）

信州大学繊．維「

w部の発足

（昭和24年）

幾多の紆余曲折を経て上田の繊維学部は玄玄に発足を

とと，試験案内を見る機会が少かった為でもあった

見た．綜合大学の一学部としてではあるが今回の新制

ろう．更に入学者の殆ど全部が長野県人であったこ

大学にとり特に重点がおかれている一般教養課程一人

とは本学部が日本の繊維大学ではなく，信州一（地

文，社会，自然科学等一の教育を上田の一学部で実施

方一の一学部にすぎぬのだとの狭い視野の世評の反

出来るようになったのは，矢張り文部省や大学設置委

映のようで，今更乍ら単科昇格の出来なかったこと

員会や国会等が上田の特殊事情や自主性を認めざるを

は残念に思われてならない．

得なかった証拠であると考えられる．信大繊維学部と

制帽，制服一制帽及徽章は従来の帝大形角帽である．

しての現状を略記してみよう．

襟章やバッチで各学部は区別されるであろう．

1．名称一信州大学繊維学部．4年制．残存している
専門学校は信州大学上田繊維専門学校とよぶ．

2．学科及講座一〇養蚕学科（養蚕及蚕体生理学講座，
栽桑講座，蚕種及遺伝学講座，蚕桑病理学講座，繊

維農学購座．以上5講座）

○製糸学科（製糸学講

座，製糸原料学講座，絹糸学講座．以上3講座）
○紡織科（紡績学講座，機械学講座，繊維物理学講

座．以上3講座）

○繊維化学科（天然繊維化学講

座，人造繊維化学講座，高分子化学講座，色染化学講

座以上4講座）
ものも多い．

以上の他学科目は講座に属さない
定員一各学科共定員30名

職員の移動一教職員として教官数名が新任されたが

3．学部長一上田繊維専門学校長伊藤武男博士が学部
長の任命を受けた．

志賀教授の犀職以外は大な筍変化なく，近く新制大
学職員として発令されるものもあり，今後4年の後

4．人学資格者一本年3月新制高校卒業生及旧制高校，

には全部大学職員として移行される筈．但し事務職

専門学校1年修了者又は之と同等以上の資格を有つ

員は数名が松本の本部事務局へ転勤されたし今後も

もの．

一部職員は転勤の止むなきに至る模様である．

5．入学試験一6月21，2，3の3日間上田及東京の二
個所に於て筆答試験と身体検査を行った．但し入学

信州大学

信州大学本部は松本く連隊跡）におかれた．大学は

者決定の考査には筆答試験の他出身学校の内申書及

医，文理，教育（男女師範及青師合体し長野分校と

進学適性検査を重要視した，

松本分校とに別れる），工，繊維及農の7学部から

・

入学式一7月12日入学式を挙行した．

成り，教養学科課程（ジュニアーコース）は上田，

・始業式一9月1日（7月は休暇とし9月から授業を

松本（文理）及び長野（教育）の3校に置かている．

始めた）．

・

学長は文理大学長の務台理作氏，東北帝大元総長熊

入学状況一入学者は120人で競争率は定員各学科30
名に対し何れも超過し平均1，5倍であった．

谷岱蔵氏等を県側と協調して幾度か依頼の交渉を行
ったが遂に不調に終り今日依然として目鼻がつかな

又上田繊専からの大学への入学者は21名で内2p名は

い．

そのまま．，上田繊維学部へ入った．此の中養蚕科か

繊維学部内新機構

らの入学者は14名で最多であった．尚受験者の少な

事務的には学部長の下に事務長があり，此の下に庶

、

かったことは入学試験の時期が6月ともなり受験者

務，会計及厚生補導等の係がある．又他に本部の図

はもはや出身母校をはなれ各家庭や職場に就いたこ

1書館と関連して学部に図書分館があり分館長が出来
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（3）従来のグラソドの方へはテニスコートが移され

る．

たし，野球場や陸上競技のトラック，ハレー7ハス

更に又之等学部の運常及び事務を円滑ならしめる

為に，糊こ厚僻鱒委員6名が選ばれて従来の教務

ケヅトの施設が完成されるはずである．

課及び学生課の運営の大綱を決めることになった，

（4）別所寮一別所温泉常楽寺塘ヨ南側の地に職員厚

尚従来の各科の科長制を廃して各科主任をおき一過

生施設として憩の家，別所寮（仮名）が新設

渡期に於ては馴肋5科の他tlこ文科，理科の2科を

された．干曲会員も利用せられ度い．

加えた一学科と学部又は学部長との連絡交渉等の任

学制改革対策委員会一大学昇格を目標として校内で

に当ることにした。尚図書分館には図書委員会をお

は対策委員会を早くから組織し学科，講座，学科目，

き，図書館運営の方針を決めることになっている．

職員，其の他昇梱こ伴う一切の対策や大学設置認可
申請書等を作製し，殊に単科大学昇格の為に最善の

建物の新設及施設拡充
（1）本館の新設一千曲会館の北Mll・道路の南側には

努力を尽した．

木造二階建，上下延500坪の本館が増設せられ落成

大学開設準備委員会一大学開設に関しては教授会を

の日も近い．之は学部長室その他一般車務室の他教

もって全般に亘っての決議機関であることとし，此

養学科所属教官の教室に当てられる予定である．

の為に対策委員会を解消し，更に開設準備委員会を

（2）旧本鰭の方は全部学生の教室及び集会室等に変

組織して新発足に遺憾なきを期している。
（千曲会報Ne．39昭24．10．20より）

更される・

繊維機械学科の新設に当って
柳沢延房（元繊維学部長）
本学部から文部霧へ提出の繊維機械学科新設の申請

重な御意見，御指導を仰ぎ度い．

幸に大学本部からの御支援を受け，研究室，実験室，

は1月18日予箆委員会並びに閣議を通過し，国会の決
定をまって大学設置審議会にかけ，そこで正式の決定

工場等の建物は本学部全体の改築計画と歩調を合せ，

を見るのであるが，新設の可能性を見込んで着々その

強力に推進されて居り，設備も文部雀を初め県や地元，
業界からの御厚志により非常な期待と希望とをもって，

準備を急、いでいる・

新設予定の繊維機械学科の学生入学定員50名，講座

数5，教官陣容15名，うち学部内の5名の教官が本学
科に移る予定で，残り10名の新しい教官を他から迎え

その計画を進めている，

新任教官の招聰は時節柄相当の困難が予想されるが，
これまた学内一致協力して優秀な教官の招致を期して
いる．

ることになる．

繊維機械学科は文部省で初めて認可する新学科であ

最後に講座内容にっいてであるが，基礎専門科目に
特に重点を置き，これ等を講座夘こ纏め，総てこれを

る．現今繍磯械は極度の発展を遂げ，機構精度，
能率の点から高度の基礎知識と技術を必要とするに至
り，且つ「安かろう悪かろう」4〜日本製品の悪評から

必修科目とし，また繊維機械学科としての一つの特微
をもたせるために，一般の機械学科にない繊維化学機

脱して，世界の水準を凌駕する高性能の優秀機械の生

械講座を盛り，現在異常な用途分野を拡張しつつある

産は，現在日本の使命である経済伸長の立場から真に

機械材料の化学的知識や一般化学機械の問題も修得さ

急務であると考えられる．

せる予定である．

新しい学科新設である丈にその講座内容，履修方法，

設備等も大いに研究し，しかも現在の要求にマッチし
た漸新な若さに濫れ，且つ内容の充実した特徴をもつ
学科に致し度い．そのためには各方面の識者先輩の貴

尚他学科との連携を密にし，工場管理，品質管理，
電気工学，自動制御等の学科国も準備し，また希望に
応じて他科の学科園も自由セこ聴講出来るよう編成され
ている．
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念のため講座及び学科目の大要を次に記す．

維機械実験H

第1講座（応用力学講座）

第5講座（繊維化学機械学講座）

機械力学，機械振動学，弾性学，応用力学演習

繊維機械材料学，材料化学，化学機械学，繊維機

第2講座（繊維機械学講座）

械実験皿

繊維機械学，繊維機械設計法，機械製作法，繊維

講座外基礎科ロ

機械実習

工業数学及び演習，応用物埋学，工業力学，材料

第3講座（熱及び流体工学講座）

力学，工業物理化学，機構学，水力学，流体力学，

熱機関，熱工学特論，流体機械学，繊維機械実験

熱力学，流動学

1

他に学外実習，卒業論文

第4講座（繊維測定機械学講座）

他科との共通学科目省略

繊維機械測定1，同H，繊維測定機械設計法，繊

（千曲会報N・．135

以上
昭36．3．1より）

繊維機械学科創設の頃を回顧して
高木春郎（繊維機械学科教授）
繊維機械学科は昭和36年に発足しました．その前後
の状況の一端を，記億の中から，また若干の資料を参

の第1ページの改組要領のみを記載すると次のとおり
です．

考にして書いてみたいと思います．

敗戦で貧困のドン底から復興してきたわが国は，昭
和30年代に入り諸産業は技術革新がなされ，さらに高
度成長に向って科学振興が叫ばれて参りました．繊維
産業も高分子化学とそれに伴う合成繊維の発達により

体質が大きく変って参りました，このすう勢は蚕糸業
を中心に創立され発展してきたわが繊維学部に大きな

影響を及ぼし，若い世代から次第に見離される傾向が
顕われてぎました．何とか繊維学部を新しい時代にマ
ッチしたものに改革しなければとの空気が学部の内外

轄鐡鷹鯉◎◎灘臨満脇義紘

に台頭してきました．いろいろの意見，いろいろの動
きがありましたが，これらが全体としてまとまり，ま

信州大学繊維学部改組要領（昭和35年5月）

た実現の見込みの大きい学部の大方針として内外に示

学部の機構を，最近の科学技術教育の方針と繊維

されたのは昭和35年です．

産業の動向に適応させるために，既存学科を改組

しかし，ここに至るまでの数年間の学部首脳の苦労
は並々ならぬものがあったようです．同窓会関係の了

（学科内容の改組及びこれに伴う1学科新設）する
と共に時代の要望に答えて学生の増募を行う．

承も必要の様でしたし，また学部でまとまった良いと

a．養蚕学科を繊維農学科に改称する．

思われる案でも，他学部や文部省の内諾が得られなけ

b．製糸学科の1部と紡織学科の1部をもって紡織

れば実現の見込みが立ちません．例えば高分子工学科

工学科に改組する．

の新設の案は文部省側の時期尚早との意見で引込めざ

c．繊維化学科を繊維工業化学科に改称拡充する．

るを得なかったようです．

d，繊維機械学科を新設する．製糸学科と紡織学科

内外のコソセンサスの上に昭和35年5月に「信州大
学繊維学部改組案概要」なるものが出されました．そ
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のうち繊維機械に関する学科目を移行する．

e．毎年の学生募集定員は繊維農学科は従来どおり

30人とし紡織工学科，繊維工業化学科及び繊維機

50名に増員になり，この学科との競合を避ける意味で

械学科はおのおの50人とし総体としては現在定員

も，また機械工学の基礎学力ty他大学の機械工二学系学

125人を55人増加して180人とする．

科より劣らぬようにする意味でも，発足当初より特に

また3これと前後して前々から計画されていた繊維

繊維に力点を置かないカリキュラムを組みました．つ

学部改新期成同盟会の設立に向っての動きも活発にな

まり，全国の大学の工学部には必ずある機械工学系の

り，同年6月には有力な政治家，塵業人，同窓会など

学科の仲間に割り込もうという方針で始めたわけです．

と大学側が一丸になった同会が発足しました．そして

大海の中へ小舟で漕ぎ串した感じで，第一圃生を社会

上記学科の改組拡充のほか高分子工業研究施設の設立

へ送りLLIすまでは，正直のところ教官一同不安な気持

援助のため，1億3000万円目標の窃付募集の活動も開

を持っていました。この教官の気持は自然学生諸君に

始されました。

も直感的に伝わったようでaそれがかえって他力本願

1

このよう．な状況下で繊維機械学科は昭和36年4月に

的でない積極的な勉学態度をとる一助になったように

第1回の新入生を迎えました．昭和34〜35年頃の計画

私には感じられました．第一回生が4年次に進んだ昭

段階では，私共他学科より移行予定の教官は，学生定

和39年は産業界全般好景気で，就職は教官も学生自身

員40名位を望んでいたのですが，当時機械技術者の不

もびっくりするほど好成績で・学生と共に万才を叫ん

足は著しく，文部省側の意向と聞いていますが，50名

だことが思い出されます．

原稿の依頼を受けてはじめて，来春で繊維機械学科

となりました．その代り純増教官や一般職員も思いの
ほか多く割当られました．学科の建物も，学部ではは

ができて丁度20周年を迎えることに気付き驚いている

じめでの鉄筋3階720坪が・36年度と37年度に半分ず

ところですが，最後に蛇足を2・3書き添えて責任を

つできて完成しました．学生も大よろこびでしたし，

解除させて戴きます．

現在繊維学部の6学科の建物で，繊維機械学科の最

他学科の教官や学生からは羨ましがられたものです．．

それでは繊維機械学科に移行した私共教官は万万才
の気持で挙？旗かと云うと，むしろ逆で気の重し1昂日

も古いものになってしまいましたが，・上にも一一・Sk書き

ましたように，半分ずρβ年がかりででぎたものです．

を鞭てい梓とが思咄趣ます・．最抑晦騨

悟側の半分は36年度に，、東側の半分は翌年建築されま

官の不足でした．，．定員上は教授、5，助教摂5、，助矯5

，した．ところで，こ尊1に二寸画白い証拠が残っている

を・与えられたのですカ㍉「その充足は困難を極めぎした．

ので紹介しておきます．西側には石炭ストーブによる

因k昭和35年ρ群「繊維機械学科設置認可申請書

I

r

」

暖房のための曽階から屋上まで筒抜けの煙道があt）．

Sk

が提串されてい奪すが，この中の教員予霜表にに承授

すが，東側にはありません．エネルギー源が石炭から

5名と助教授5名ρ倉計10名り氏名が並んで瞬ます．

石油に移行した時期を端的に示していると思います．

内訳昧学部内からの移行4名と学外からの6名ですが，

1昭和35年9尺に提出された繊維機械学科設置認可申

現実に学外から就任した教官は1名も居りません．．昭

講書は144ページ1からなる冊子で，学科新設に伴，う事

和36年度，

ゆ

37年度の学科会議の認繰をみますと，教官

務官のご苦労の｝端がうかがえますが，その中1こは学

充足の作業に関連した記事が各所に見られます．数10

部の講師以上の傘教官の担当学科目や経歴も記載され

通の手紙を出したり，手分けして北は仙台から南は広

ています．1さらに基本給の月額まで記載されています

．島まで各大学や研究所へ知合いの教授を訪ねたりした

（2年後蝶出された繊維化学工学科のにはないようで

報告，それらの結果有力候補として上った7・8名の

すが）．それによりますと最長老の教授の基本給が5

リスト．個々にアタヅクした結果，いずれもそれぞれ

万8千300円です．

の事情から実現に至らなかった報告記事等々．．教官会

また，改新期成同盟会は宿舎も学部へ寄贈しており

議で他学科の先生方にご協力をお願いしたことなども

ますが，昭和37年4月に竣工したものの1坪当．りの工

思い出されます．第1回生が3年次1こなった昭和38年

事費は5、万円弱です：

度にM教官を迎えたのが学外から就任1した最初と記億

1

，

原稿を書きながら，20年間に1よ，今さらながら，大
きな変化があったものだと感じているところですi、

しています．

第二に繊維機械学科の卒業生が，どの程度の価値で
社会に迎えられるかの不安がありました・改組により

紡織工学科（あとで繊維工学科に改称）の学生定員が
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繊維化学工学科創設あれこれ
隅

田

隆太郎（繊維化学工学科教授）

昭和30年から始まった高度成長政策が軌道に乗った
昭和36年，文部省から国立大学における理工系学生増
募計画について照会があった．これは，文部省が昭和
36年度より始めた理工系学生16，000名増募の10ケ年計

画を，業界等の強い要望で3ケ年間で実現することに
なり，急処各大学に照会されたものである．

これを受けた昭和36年6月14日の教官会議では，4
時間半になんなんとする討議のすえ，結局は，

（1）化学工学科と応用電気科の2学科新設を回答する．
両学科とも頭に繊維の文字を入れない．
（2）化学工学科は37年度に，応用電気学科は38年度に
それぞれ開設する計画で概算要求を出す．

昭和38年度の概算要求も，最初は化学工学科の新設

（3）化学工学科は4講座，学生定員40名を骨子として
具体案は繊維工業化学科で作制すること．

ということで繊維の文字はつけずに文部省に提出した．

ところが文部省からは，工学系の科については信大内

などが決定された．この教官会議では，繊維学部の将

に工学部があるから，工学部の諒承を得ているかどう

来が熱心に検討され，工学系の方向に進むという意見

かをきつく質された．小泉清明繊維学部長が森本弥三

が大勢を占めた結果，前記2学科の新設ということに

八工学部長に諒解をとりに行ったところ，「化学工学

なったのであるが，将来工学士ばかり出す学部にする

科は工学部にあるべぎ学科で，当工学部でも新設を予

というところまでは決定されなかった．なお2学科以

定しているので，諒承できない」ということであった，

外には，高分子工学科，管理工学科などが検討された．

そこで，小泉学部長のお供をして，再度工学部長を

繊維学部からの脱皮が問題であったので，何れの科名

訪ねた．私は新設しようとする化学工学科の内容や化

にも繊維の文字を入れなかったのが，大きな特徴であ

学工学という学問について詳しく述べ，諒解を求めた．

った．

当時工学部の機械工学科に化学機械を私が非常勤で教

37年度の概算要求では，工学部の精密機械学科が優

えに行っていたことも手伝ったのだろう，あのやかま

先され，二大学で1学科増程度という文部省の方針も

しい森本学部長が，

あり，繊維学部には新科は認められず，繊維工業化学

学科なら諒承しましょう」ということになった．

科に有機合成化学講座増設が認められたにとどまった．

これが繊維化学工学科になった経緯である．

なお，昭和36年には信州大学繊維学部改新期成同盟
会が結成され，始め小坂善太郎代議士に会長をお願い

「上に繊維をつけて，繊維化学工

その後，繊維学部と工学部で，新科を作る時には，関

係する学科間で互に話しあってきめることなり，さら

する予定であったが，外務大臣にご就任のため辞退さ

には，工学部と繊維学部の工学系とあわせて信大の工

れ，木内四郎代議士を会長にお願いし快諾を得た．こ

学部という考え方で，新科を要求して行こう，と申しあ

の期成同盟会には柳沢健太郎氏が熱心に協力され，そ

わされた．工学部に合成化学科が新設された時も，この

の関係で帝人の大屋普三社長が何回か上田にもお越し

申しあわせにより事前に協議され，高分子の合成と化

になり，寄付金集めに大いに力を貸してくださった．

学工学は合成化学科に入れないことになったのである．

後でも述べるが，この期成同盟会の政治面，金銭面に

以上のようなことで繊維化学工学科新設要求となっ

わたる絶大なご支援がなければ繊維化学工学科が新設

たが，文部省はさらに既存学部の整備を要求し，繊維

されなかった，と言っても過言ではない．

工業化学科より少なくとも教授1，助教授1，助手1，
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最悪の場合は教授1，助教授2，助手2を新科に移す

春山氏は当時の村劇蜘…大学課長（現日本育英会理噂：

べきだと主張した。

長）を傍らから主流に引き入れた方である事実だけで

そこで「信州大学繊維学都繊維化学工学科新設とこ

も，その大きな力を想像できるだろう．当時春山氏は

れにともなう既存学科の整備要項」が作成されたtそ

ゼンソク持ちで，何時も飴をなめておられ，お訪ねす

の要項には，

ると私たちにも飴をねぶらせてくれてよもやま話の後，

（1）繊維農学科の科目一部を工学系学科に供出すると

やおら文部省の後輩に「繊維学部の分は是非頼む」と
電話してくれるのであった．

ともに学科内容を刷新充実する．

そのうち，村山大学課長が私たちの設営した夕食に

（2）繊維工業化学科より化学工学に関する学科Elを新

来てくれることになった．この席には杉田局長も同席

設の繊維化学工学科に移行する．

（3）繊維工業化学科は繊維化学工学科への移行学科目

した．こちらと一緒に会食してくれるようになれば，

を繊維農学科供出分でうずめるとともに一部改組を

大体文部省は通ると考えてよいらしい．その席では，

行う．

大学局内の課長はもちろん，重だった人に挨拶に廻る

というようなことが含まれていた．後のことになるが，

よう注意してくれた．局議，省議の際

繊維化学工学科は全講座新設になり，繊維工業化学科

挨拶に来なかった」という有力な課長がいると駄目に

「おれの所に

からの移行はなくて済み，したがって繊維農学科から

なるとのことでもあった．

昭和37年9月6日，文部賓は38年度国立大学埋工系

繊維工業化学科への供出は沙汰止みになった．

しかし，この要項をまとめるのに，小泉学部長が繊
維農学科の科内会議で大きな声をはりあげて大奮闘を

学生増員計画を発表し，その中に繊維化学工科学設置
も入っていたのである．

昭和37年8月には学長選挙があり，第二次で後数票

したなど，いろいろのことがあった．

文部省への運動は，小泉学部長はあの通りじっとし

で当選という絶対優勢であった伊藤学長が，決戦投票

てはいられないご性分でしたから，たびたび上京して

で二，三票差で三柱一学長に苦杯をなめた．その後，

直接交渉された．信大本部では，学長が前繊維学部長

村山課長の所へ行った時，「繊維学部は何をしていた

の伊藤武男学長で繊維学部のことはよくお分りでした

のか．9人も棄権したというではないか．伊藤学長が

し，喜務局長は温厚な杉田憲一局長であったので，何

負けたのはあなた方の責任だ」ときつく言われて驚い

時も事後報告で済ませていたようでした。

た．三村学長当選iに，i森本工学部長が運動した事など

小泉学部長の上京には，清水運策事務長，水崎広沖

裏話もよく知っていて余計に驚かされたのである．三

庶務係長（現繊維学部事務畏補佐）と私がよくお供を

村学長は，前年畜産学科を農学部に新設するのに，政

した．私は繊維化学工学科の案を作ったということで

治家を動かして，文部省の案にないのを無理に大蔵翁

はなく，当時補導委員長であったので，補導委員長と

段階で通したというので，当蒔文部雀の人たちに評判

してお供を仰せつかったらしい．新科の具体案は繊維

はよくなかったようである．

その後は，政治家を通して大蔵省に働きかけること

工業化学科で作成することになっていたので，補導委

と，文部省の予箕班へよく出入りして情報を得るのに

員長としてというのが無難であったのであろう．

木内代議士の院内事務室へ先ず立ち寄って作戦を練
り，それをもとに行動を開始したり，文部雀の各課を

努力した．予算班長は，後に信大事務局長になられた
西間木久氏で，清水審務長と心安く，本当によくして

まわって学部改組と新科増設案を説明したり，日本育

くださった．12月末，予算の二次復活で繊維化学工学

英会理事をされていた春山順之輔氏にご相

が通った時，まだ正式に発表できないので，握手しに

L−thVこ行つた

り，本当に精力的に運動したと思う．』それだけ運動で

来てくださったのが西間木氏であった．

きたのも改新期成同盟会が結成されて運動費も充分あ

いろいろ話はつぎないが，化学繊維協会の当時の田

ったし，木内会長以下沢山の方々のご協力があったか

代会長（当時東レ社長）にお願いして，文部省に要望

らだと現在も確信している．

書を提出して貰ったことも忘れられない，その外，お

春山氏は戦後の学制改革当時，すなわち繊維専門学

世話になった岡野審議官，宮山科学官，長崎事務官，

校が単科独立運動をした当時の大学課長で，単科運動

岡村科学官，さらに後年の水科科学官にお礼を申しあ

をされた先輩がやりあった仲である．春山氏をこちら

げたい．

の味方にできたことは，新科増設に非常に力になった．
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最後に設置申請書の教員名簿を記しておく．その後，

人事には苦労したが，始めの案を見ると感慨無最である．

38年設置申請書

教員名簿
繊維化学工学科
O印欄

講座または 職 名 氏
学 科 目

学

位

称

現

号

職

茂隆

38

東京帝国大学第二工学部 信州大学繊維学部
応用化学科卒
繊維工業化学科助教授
工学博士

助教授 滝沢

俊治

27

東dヒ大学理学部

工業物理化学
○

最終学歴および

授 黒岩

教

○

年令

名

採用予定 備

年月日
38．4．1

簾酵服工業研究39・4・・

物理学科卒

授 伊藤

竜象

33

京都大学工学部
工業化学科卒
工学博士

○

助教授 稲本

渡

41

京都帝国大学工学部
化学機械科卒

○

教

授 隅田隆太郎

43

京都帝国大学工学部
工業化学科卒
工学博士

信州大学繊維学部
繊維工業化学科教授

39．4．1

秀二

31

京都大学大学院修了
工学博士

京都大学工学部高分子
化学科助手

40．4．1

授 岩崎振一郎

61

京都帝国大学工学部
工業化学科卒
工学博士

京都工芸繊維大学教授

39．4．1

大阪大学理学部

信州大学繊維学部
繊維工業化学科助教授

40．4．1

0

教

一単位操作第1

単位操作第2

0

助教授 松沢

○

教

0

反応工学

共通基礎学科
並びに一般教
育

助教授 後藤

春雄

40

授 川村

幹

33

助教授 木下

達彦

35

教

京都大学工学部化学工
学科助教授

大学院前期修r

堺イヒ学二丁二業1（1く二設言十言果

長

東京大学大学院人文化学
研究科教育心理学専門課 長野県短期大学講師
程博士課程修了
名古屋大学理学部
名古屋大学理学部助手
化学科卒
理学博士

考

講師を経
て助教授
に昇任

39．4．1

40．4．1

38。4．1

38．4．1

高分子工業研究施設の新設
祐

呉
信州大学繊維学部もi蚕糸専門学校として発足したが

吉（元信州大学繊維学部捌受）

達の基礎に於ても高分子化合物は不可欠の役割をはた

繊維産業が天然繊維から再生化学繊維更に合成繊維へ

しつつある．又近代生活の身辺到る処に高分子化合物

進展して来た世界の大勢に即応し，更に又高分子科学

は或はフィルムとし或はラニラろティックスとして活用

の基礎無くしては到底天然繊維の改良も新しい含成繊

されつつある．これ等の高分子は繊維を構成し得る高

維の創造も有り得ないところから，つとに高分子化学

分子とは自からその内部構造を異にするものではある

及び高分子物理学の講座を設けて，新しい時代への研

が，その原料合成の過程に於て，或は資源開発の面に

究と教育に努めて来た．繊維を形成し得る物質はすべ

於て共通の基礎と技術の上に立つものである．従って

て高分子化合物であり，その中でも鎖状の分子構造を

合成繊維の発達はこれ等t般高分子工業との密接な関

持つもの丈が合成繊維となる．又原子エネルギー解放

連の中に於て始めて可能である．繊維学部は近代技術

の為の原子炉の操作に於ても，エレクトPニックス発

革新の根幹をなす高分子工業の重要性に鑑みジ天然繊
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維の改良，合成繊維の創造ばかりでなく，広く高分子

るものである．

技術，高分子科学の開発の為に新たに高分子工業研究

研究部門は完成の暁をこは4部門とし

施設を設置iした．

（1）高分子合成研究部門（新しい高分子の合成重合

今回，干曲川の辺り，繊維学部内に建てられた鉄筋

の研究）

（2）高分子物i生研究部門（高分子の構造と特性の研

コンクリート2階建，217坪（工費20，850，000円）の研

究所は信州大学繊維学部改新期成同盟会の寄付による

究）

もので，将来の拡充を予測し，第1期工事を38年6月

（3）高分子成型研究部門（レオロジーを基礎とする

30日に完了，去る7月12日新設繊維機械学科と繊維実

紡糸，成型の研究）

（4）放射線高分子研究部門（放射線による高分子の

習工場と同時に落成記念の祝賀式を挙行した．

上述の如く今國の建築は改新期成同盟会の好意有る

研究）

寄付によるものではあるが，信州大学本部の理解，繊
維学部長を始めとする学部当事者の熱意と努力に対す

昭和39年度から41年度迄に完成すべく教官定員と設
備費を申請中である．

研究設備の主なものは高分子の研究に不可欠な赤外

る長野県，上田市，北信一帯市町村の協力と援助の賜

である．又特に高分子工業の発展，高分子科学の進歩

線吸収測定装置，X線解析装置，核磁気共鳴装置等を

に深い関心と理解を持つ全園の工業会社の多大の寄付

希望しているが，購入費はすべてこれからの努力によ

によって始めて達成されたもので，吾々はここに深甚

って集めなければならない．

の感謝の意を表すると共にその責任の重大さを痛感す

（千曲会eeNo．134

昭和38年8月より）

機能高分子学科の新設をめぐって
北条欝正（繊維学部長）
繊維は高分子であり，この分野の学科をという気運
は古くからあった．34年に阪大，北大の理学部に高分

蚕糸統合等で迷惑を掛けているので学科の一つ位は簡
単に作ってくれると思ったのは全くの誤りだった．

子学科が設けられ，その分野の草分けの一人であった
呉祐吉教授がおられたので上田にもということになっ

47年4月田口亮平学部長が就任早々病に倒れられ，
僕が代理出席する機会も多かったが，先生には細大も
らさず相談した．僕の考え方に全面的に賛成して頂い

た．

34年5月の教官会議で高分子工学科の新設要求が決
定したが，高分子は旧帝大，理学部でやる様な難かし

て思い切った行動がとれた、この3年間は僕にとって
大変勉強になり，今でも感謝している，

先ず第一にそれ迄完全に破壊されていた学部と外部

い学問ということで実現しなかった．35年9月50周年
記念事業の延長という形で学部改新期成同盟会が結成

との関係の修復に最大の努力をした．

本部に足しげく通うにつれて佐々木善也局長，加藤

され，資金，政治面での強力な支援体制が作られた．

これによって学部改組（糸と紡）で繊維機械学（36

経理部長，その他の部長とも親しくなって繊維学部の

年），新設として繊維化学工学科（38年），高分子工業

立場も次第に判ってもらえる様になった．文部省の仕

研究施設（41年）が設けられた，

組の

その後教養統合（41年），蚕糸統合等々，学部にとっ

テニオハllを教えてくれたのは加藤真一氏（現

局長）だった．47年暮の48年度政府案決定の直前の数
日間本翁につめた。そこで大学事務局と本省や他大学

て不幸なことが続いた．

46年蚕糸統合の廃案を機として繊維高分子，繊維シ

との間にくり拡げられている日夜をわかたぬ予算獲得

ステム工学，生物工学の3学科新設案が将来計画委員

合戦は教官にとって全く異様なものだった，この年は

会で決定した．

事情もあって何もとれなかった，翌年は前年迄通って

繊維学部には十数年何一つ作っていないし教養統合，

いた文部省も落ちそうだと言われ米だ十分連絡のつい
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ていなかった地元の政治力を動かして何とか第一関門

うのですか！

は通した．しかし政府案決定に際して局長は駄目だ，

すよといって帰った．

経理部長も95％は見込みないとの事，僕は1％でも可

それならもう一発大きいことをやりま

その後何度も電話があり，学科をやめたらこれをつ

能性が残っていれば，あきらめないと言って羽田孜代

ける，あれをつける……等々，最後には何でも良い完全

議士に動いてもらった．終日管財班に陣取って代議士

講座をつけると言って来たが僕はすべて

と事務局の連絡をとり乍ら文部省の言う反対している

をした．それに対して何うしたら納得するのかという

所を片端から夜半迄廻ってつぶしてもらった．これ以

ので助手1名で良い，学部の将来希望する方向にと言

NO

回答

後は従来考えられない程緊密な連絡がとれる様になっ

ったら，それで良いのか？

た．

果研究施設に助手1名がついたが，これが翌年学科が

良いと返事した．その結

生れる大きい懊になったと考えている．51年秋平間氏
は新科は仲々難かしく，しかも経済学部を落としてま
で押すことは出来ない．学部長は最後までやる気か？
との事だったので僕はここまで来たので徹底的に頑張
ると言った．局長とはうまが合ってお互いに言いたい

事が話せた．彼は本省，僕は地元，県，国会に有効な
手を打って行けた．お互いに協力して第一歩から掘り
おこしをはじめた．本省の空気が変り出したのは11月

以降で課長まで上田に行くと言い出したが，これは都
合で実現しなかった．52年2月高分子について何度目
かの説明に出掛けた．この時技術教育課の係長以上全
48年秋繊農建物の改築で文部省にいた羽田さんから

員が出席して話にのってくれた．説明文は工夫を凝ら

電話で信大での順位が低すぎるので何とかする様にと

した．恐らくこんな奇妙なものを持込んだ学部長はい

の事だった．局長に連絡して即日対応してもらった。

ないでしょう．ここで機能高分子の話をした．この時

大学がこんなに早く応ずるとは考えなかったと喜んで
くれた．

の反響を確めた上で4月中旬の学部将来計画委員会で
機i能高分子の検討をお願いした．機能の名がいけない

49年秋大講座制による改組案には文部省も動いてき

となって繊維に戻す場合は何うなる？

本省は判らぬ

たが，50年学部長就任早々，学部内の賛成が十分えら

科名は通らぬ……等の発言があった．気になって吉田

れなかった．佐々木局長は学部内の事情も知って

茂庶務課長に電話したら

中の栗を拾うな

火

と言ってくれた．その代りに寮新設

の置土産をくれた．まさかその年に出来ると思わず準

文部省がくいつくものでな

いと駄目でしょうttとの返事だった．不安だったので
両方使える様に繊維（機能）高分子学科として5月上

備不足で一時混乱したが局長の配慮には今でも感謝し

旬学部を通しててもらった．（）付の奇妙な案も平

ている．

気で提出出来る様になった．6月に本省に行き繊維を

51年佐々木氏の暖かい引継により平間巌局長はすぐ
新科をつくろうと言い出した．僕は出来る筈はないと

削った．2週間ほどで新学科案が学部を通るといった
速やかな対応が時の微妙な流れにうまく乗れることに

期待しなかった．本省に出掛けた局長が繊維学部に対

もなった．その後技術教育課長が交替し，担当者が急

する厳しい態度に驚いて学部長も行けと言われた．本

にきびしくなったが平間局長の絶妙な対応で係から上

省の考え方や高分子なんかとんでもない事を既に良く

へあがるのを目撃した．

知っていたので気乗りがしなかった．技術教育課長は
最初から問題にしないので

僕は課長の言う事は判っ

経済学部と同様に県議会より政府へ請願を出しても
らう事にして母袋理事長に先頭に立って進めてもらっ

ていたので来たくなかったし貴方の顔もみたくない「1

た．僕は各党派を全部廻ってお願いした．羽田i義知議

と言った．彼はこんな時代に学科を作るのは無理で非

長や自民党は母袋が言うんだから良いよとばかり気軽

常識だと言わんばかりである．僕は今迄作ってくれて

なものであった．社会党控室では会食中全員箸をおい

今は不景気だから止めうと言うのなら判る．良い時も

て聞いてくれ，終ると拍手激励されたのは印象的であ

悪い時も作らぬと言うのは繊維学部は野垂死せよとい

った．母袋，戸塚両先輩県議の尽力で全会一致の請願
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となり，しかも本賓の審議に間に合うべく繰上げると

るからである．他の2本がこの直線上に来るチャソス

いう無理をやってもらった．西沢知事とは何度も会っ

が概算の時にくる様に年間を通して運動することがポ

た．早く切り上げようとしたらまだ良いと言って良く

イソトと考えた．

聞いてくれた．養蚕科卒だけあって内容についてもこ

学都の考え方即本部，即国会としておく事が第一条

まかく質間され面白い分野だから頑張る様にとの琳だ

件である，事務官の人事は2〜3年で変る．一人の方
とででも強く心と心で結んでおけばそれは次々と拡散

った．

知琳はこの後本省の各方面に出向いてくれたり政府

するものである．数人の学部教職員が手弁当でその場

案決定前は夜も電話してくれた．この決定前の数日間

作りに協力してくれた．学園紛争当時教養統合，蚕糸

の攻防はちょっと書ききれない．

統合等でこちれた関係を修復するのは大変であった．

平間局長は身体で確めようと各部屋を案内してくれ

同窓会と学部の間に立って共に苦労してくれたのは関

た．最後の部屋は数人が計数整理をしていた．ここで

博夫教授である．教育の立場から率直な主張を如何に

決まるのかと考えると異様な雰囲気が感じられた．局

叱られても繰返し申し上げた．この事は却って信用を

長と僕の感触が一致し，安心して内示をまたず帰学し

得ることになり学外との関係は急速に改善して行った．

千曲会の勇名は過去の激しい運動によるものでそれ

た．

学部にとって輝やかしい数々の業績をあげられた小

なりの成果はあがった．これに比べると47年以降目立

泉清明学部長とは違ったやり方をしていたことが後に

った動きがなく干曲会員には何にもしてない様に映る

なって気がついた．大学院設置，研究施設の件で先坐

かも知れない．事実は全く逆である．母袋理事長を中

とは文部雀や外部団体を何度も廻ったり，先生の代り

心にした幹部から県，国会へとつながって昼夜をわか

に柳沢健太郎さんとも何度も運動に出掛けた．文部雀

たず敏速な行動となった．また羽田代議士は緊急時に

へはそこのOBを通したり，又は直接交渉していたが

は24時間出動体制をとってくれた．さらに最も大切な

信大本部の方と同行することはなかった．当時期成同

ことは各々が独自の判断で行動をおこさない專である．

盟会の莫大な資金があったのであんな事が出来たのか

この極めて良く統制のとれた運動が100％の成功につ

と思った．この会は科学技術庁長官・木内四郎氏が来

ながるのである．僕は信大のトップ順位にある経済学

られて47年解散した．その残金20数万を学部が引継い

部を引きおろす様な発言は全くせず高分子の方も共に

で毎年8万程度使ったので，僕が学部長になる時は殆

宜しくと運動した，経済学部の方は井出一太郎代議土

んど無くなっていた．面倒なので宮原事務長に清鋒し

が動いていたが機能高分子の方も配慮してくれて一大

て0としてもらった．学部長になった当初先輩から運

学に大きいものが2コ同時に通ることになった．井出

動費も要ることだろうから100万程集めてやろうかと

代議士のご高配にも感謝している，教官会議は僕の思

の申し出があったがお断りした．同窓生の学榔長だか

いつく突発的諸問題を他では考えられないスピードで

ら金を用意して頂くのもおかしいし，それでなくとも

通してくれ又事務長以下職員は不平も言わず昼夜兼行

同窓会の言いなりになるのではとかんぐられても困る．

で事務処理をしてくれた．常に大事なことには安全弁

全くないのも気楽だとばかり今日に至っている。金を

を3コつける様にと慎重さを要求して皆をテンテコ舞

使って動いてもらうのは先方に失礼である．筋の通っ

にすることもしばしばであった．この学部，本部，地

た案なら助けてくれ通る筈である．tt人を動かすのは

元が僕の要望に応えて絶妙なチームプレー一が出来たこ

口先でも金でもない．誠意である

とも機能高分子学科設立の主要因だった．

父親から良く聞か

された言葉である，

最後にこの時点でもふれられない事が幾つかある．

学部で1つの案が実現するには5つの条件が同時に

それは僕には学部長としての任期が若干残っている．

成立する必要がある．学部，本部，文部省，大蔵省，

手の内を金部さらけ出すことは学部の為に良いことで

国会（地元を含む）である．

はないと思っている．お礼を申し上げるべき人々もい

マろトの上に扇が1本ついた小舟が五隻波にゆれて

る．しかしこれには迷惑に感じられるかも知れないの

いて，これを1本の矢で同時に射落すのである．学部

であえて伏せてある，さらに機会をみてペンをとり感

長は年1回概箕要求の時に矢を放つことが出来る．僕

謝申し上げたい．

は学部，本部，国会の扇を1つの舟に並べて固定して
おこうとした，これなら3コの扇は常に一直線上にあ
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大学院修士課程の設置のいきさつ

（H召不039壬F）

小

泉

清

明（元繊維学部長）

以上お世話になり，また健闘していただいた方々に

本学部の大学院繊維学研究科修士課程設置の申請が

心からあつくおん礼申しあげる．

大蔵省の査定を通過，39年度国家予算に計上されたこ

文部雀は大学院設躍の適格性の基準をいちおう，大

とが旧願29日文部霜から内示された．今次の国会で可

決され，別に大学院設置審議会の審査にパスすれば新

学の歴史と伝統とくに直轄学校としての経歴年数（本

年度から正式に発足することになる．昨年8月末文部

学部は50余年）教官陣容とくに学位保持者の数（本学

掴は全国に27の大学院研究科（修士課程）を設置した

部は39．2．1現在講師以上の教官定員61人のうち農博13，

い意向（文部智概算要求）を発表したが今圓認められ

工博11，理博4，医博1，計29人で約半数），科学研

たのはこの中の17研究科で，内訳は薬学3，理学2，

究費の多寡（本学部は信大の中で医学部に次く

工学6，農学2，家政学1，水産学1，繊維学1，体

学部に大学院があるかどうか（信大itこは医学部に博士

育学1である．

課程がある）などにおいて考慮するようであるが，大

），他の

学院設置審議会は建物，敷地，施設設備，図書，標本

本学部大学院の39年度実現はかなり困難な事情にあ
った．昨年大蔵省の査定でおとされた大学が名古屋工

など詳細に調べて適格性を判定する．最も力をいれる

大など5校もあり，多くの大学が数年前から申請を続

のは教官資格である．このために教官は学歴職歴とと

けてきた事情もあり本学部は3年続けて学科や講座の

もに，概要を添えた研究論文のリストを書いた個人調

増設が認められた関係などで，初めて顔を出した当学

書を提出しなければならない．

1月30日文部省から審議会の教官資格予備審査の結

部は順序からいっても無理であった．しかしすこしく

横車的であったと思われる猛運動と，幸にも大学本部

果を内示された，結果は非常によく教授は全員⑨，助

や文部省の深い理解と，学部改新期成同盟会長木内四

教授は全員合と判定された．⑨は修：ヒ論文研究の指導

郎代議士，羽田武嗣郎両先生の側面からのこ熱援もあ

と講義担当の適格者で普通は教授を対象とする．合は

って，長年の宿願であった大学院が実現したことは

講義と実験担当の適格者で助教授が対象になる．今回

（今の時点でこう断言しても差支えないと思う）ご同

認可になった他の大学ではこの資格審査に相当問題が

慶にたえないところで，小生のおぼろげな記億に誤り

あったそうだが，本学部はきわめてスムースにパスし

ないならば，専門学校時代に1〜2度大学昇格の声が

た．来る2月22日には審議会の委員と専門委員の一行

あったようだし，昭和24年の単科大学昇格運動の底流

が来学，図書，設備その他の状況をつぶさセこ調査する

にもこの要望は秘められていたのではないかと思う．

筈である．

12月29日午後3時文部省の内示を聞いて，直ちにお

なお今圓認可になる繊維学研究科の内容は別掲「募

世話になった各方面のお礼参りをすませ，深更上田に

集要項」の通り・専攻課程は繊維農学，紡織工学，繊

帰ったが，この翌日から正式の「信州大学大学院繊維

維工業化学の3学科だが，来年は共通学科（各学科に

学研究科設置認可申請書」の作成に悪戦苦斗が始まっ

共通の専11『講座よりなる．講座：応用理学，工業経営

た．1月16日までに遅滞なく文部省に提出しなければ

学，電気工学）と，学科が完成する繊維機械学科（講

ならない．冬休みではあるが遠方に旅行中の教官にも

座：繊維応用力学，繊維機械学熱及び流体工学，繊維

帰ってきて貰い，事務当局は休みを返上して超勤につ

測定機械学，繊維化学機械学）の，また41年度には学

ぐ超勤，ついに15日厚さ7cmのぼう大な申請書（タイ

科が完成する繊維化学工学科（講座：工業物理化学，

プ印刷）を作りあげた．偶然にもおおみそかには繊維

単位操作1，同∬，反応工学）の修士課程の設置を申

工業化学科の女子学生が剣岳で遭難の騒ぎがあり，奇

請することになろう．

蹟的に生還したが，暮から新年は学部はてんやわんや
の騒ぎであった．

大学院ができた場合の具体的措置については目下文
部省で検討中ではっきりしたことはわからないが，ま
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ず教官研究貨が増額になる．大学院をもたない学科目

れは39年度に予算要求して40年度実現の見込み．大学

制の大学に対して，39年度は40％増になる予定．しか

院学生のための建物増もあるが詳細ほ今のところ不明

も大学院未設の専門学科（本学部では共通学科，繊維

である．

機械学科，繊維化学工学科）にも適用されるらしい．

39年度の教官研究費は38年度の15％増（学生経費は20
％増）となり，それを基準にした40％増である．教官
定員はまず不完全講座の完全化が行われる．しかしこ
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因みに今まで存在した3学科の専攻科は大学院設腰
とともに廃止される．

（干曲会報No，140昭和39年3月1日より）

