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的は「資料館は、法人が設置する大学の研究成果及
び近代科学技術に関する資料の展示並びに大学の
教育機能の活用により、近代科学技術の啓発及び
教育研究に資することで、社会に貢献することを目
的とする。」とされ、第3条には、目的達成のために、
（1）　近代科学技術に関する資料、法人及び大学の
歴史に関する資料等の収集、整理、保存及び展示に
関すること。（2）　教育、学術、文化等に関する諸
機関との連携及び協力に関すること。（3）　大学の
教職員、学生及び一般市民の科学に係わる知識を
育成する事業に関すること。と規定されている。

2．現状
　現在、当館が所蔵している資料は、大別して
（1） 器具、機器類として

（a）  計算機の歴史に係わる道具、機器類、コン
ピュータ

（b） エジソンの電球、蓄音機
（c） タイプライター、真空管、昔の実験器具など
（2）史料、書籍として

（a） 物理学校文庫、小倉文庫、寺尾文庫、下浦
文庫として保管されている、和算書を中心
とした江戸時代の和本

（b） 主として明治期の教科書類を扱う物理学校
教科書文庫

1．歴史
　東京理科大学近代科学資料館は、東京理科大学
創立110周年を記念して、故二村富久氏のご寄付
を基に建設されたので、二村記念館とも呼ばれて
いる。本館は、明治39年に神楽坂に建設された木
造2階建の校舎の写真を基に、その外観を復元し
たものであり、明治の面影を残す文化財的かおり
のする建物として、神楽坂の観光スポットの一角
をなしている。したがって、日常の来館者の多く
は神楽坂を訪れる観光客である。火曜から土曜の
10時から16時まで無料で開館している。
　現在、本館が所蔵する機器や資料は、本学関係者
ならびに歴代館長の多大のご尽力とご援助により
集められたものであり、今日の本館の存在はこれら
先人の献身的ご努力の賜物である。従来、館長およ
び館員1名だけで運営されてきたが、21年度から
は本館の活動と関わりの深い4名の外部の方に「協
力員」という立場でご協力いただいている。このよ
うに、限られた人たちだけで運営せざるを得ない
状況から、本館の存在やその活動は、必ずしも学内
の教職員、学生に周知されていなかった。私が館長
を仰せつかった平成22年度からは、「東京理科大学
近代科学資料館規程」が制定され、全学的な運営委
員会の下で、企画・運営が行われる体制が整えら
れた。因みに、規定の第2条に定められた本館の目

館長　館長　竹内　伸竹内　伸
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また、今回開催する「録音の歴史」特別企画展の展
示物の主要なものを中心とした「録音の歴史」も
常設展示とすることも検討している。
　2階では、年に数回行う特別企画展のスペースと
して利用すると共に、映像室を設置し、常時、約20
分ほどの一般市民が興味をもつ科学・技術関係の
映画を流し、来館者が休憩しながら鑑賞できるス
ペースを設ける。従来、特別展示、自由研究教室な
どの特別企画は、館長と館員のみ（21年度からは協
力員が加わり）企画・運営されてきた。今回の「録
音の歴史展」もその一環として企画され、2階で行
う最初の特別企画展である。そのポスターの一部を
掲載する。土、日には昔の録音機による録音を再現
する企画も行われるので、是非、多数の方のご来館
を期待している。今後の特別企画のあり方について
はさまざまな議論が行われたが、当面、本学の教員
が行っている研究の中から、一般市民が関心を持つ
テーマを選び、研究室の協力を得ながら、一般市民
の啓発と本学のPRを兼ねた企画を中心に行う計画
である。是非、教員の方々のご協力をお願いしたい。

　以上のように、本館は、単に珍しいものを「見せ
る」科学博物館から、「学べる」科学博物館を基本コ
ンセプトにしたいと考える。そして、神楽坂という
立地条件を最大限に活用して、本学の建学の理念
「理学の普及」に貢献できる、存在感のある科学博
物館として、その機能を果たしたいと願っている。

（c） 東京物理学校の歴史資料などである。
　現在、1階の展示室には「計算機の歴史コー
ナー」「物理学校記念コーナー」「エジソンコー
ナー」の展示が行われ、入り口近くに理科実験
コーナーが設けられている。
　また、下記のような特別企画展が催されてき
た。「125周年記念企画：物理学校―設立者・教員・
卒業生の功績展（平成18年）」「関孝和展（平成20
年）」「統計計算の歴史（平成21年）」「戦中戦後の物
理学校（平成21年）」「パソコンの歴史展」、今年度
は「パソコン展」に引き続き10月下旬から「録音
の歴史展」を開催する（後述）。
　普段の来館者は、神楽坂を訪れた一般市民が大
多数であるが、その他、学校などからの団体の見学
者、オープンキャンパス、ホームカミングデーなど
の機会に多数の来館者がある。本学の学生、教職
員の来館は少数である。1年間で平均すると、1日
当たりの来館者数は約20名である。この数は、神
楽坂を訪れる人の数に比べればごく少数である。

3．今後の本館の運営
　前述のように、今年度から、当館は、運営委員
会で議論して運営されている。これまで展示ス
ペースとして1階のみが利用されてきたが、9号
館の改修にともなって2階の事務室及び会議室が
空くことになり、今秋から2階のスペースも当館
で利用可能になる。これを契機として、これまで
あまりにも狭隘で、各コーナーの境界も定かで
なく、倉庫に近い印象を与える展示情況を、抜本
的に改めたいと考えている。基本的に、1階を常
設展示場とし、雑多なものは極力整理し、わが国
only oneの内容の展示に絞る計画である。1つは、
古代の算木から、算盤、17，8世紀から発達した
機械計算機、計算尺、電卓を経てコンピュータに
至る計算機に関わる最も充実した所蔵品を基に、
これまで不十分であった一般市民に分かりやすい
解説を付した「計算機の歴史―算木から量子コン
ピュータまで―」の展示を行う。「物理学校・東京
理科大学の歴史」コーナーを充実し、わが国の近
代化に果たした役割を分かりやすく解説したい。
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