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村松高等学校東京同窓会第 56 回大会 

2013 年 6 月 1 日 11:30-15:00 東京グランドパレスにて 

午餐講演 「校門がとりもつ絆」 

第 2 回高校卒業生 大橋秀雄 

 

 
―――講演記録――― 

 

はじめに： 今年の 1 月末、級友の篠川恒夫さんから電話があり、東京同窓会で話をするよう依頼

を受けました。近年すっかりご無沙汰している同窓会ですので、その資格なしとして辞退の言葉が喉

まで出ましたが、あるアイデアがぱっと閃いてしまいました。それは母校の正門にまつわる話で、こ

れなら面白く聞いていただけるかも知れない、という閃きです。それで、つい引き受けてしまいまし

た。会長の金子鶴男さんからもたびたび電話を頂き、万端アレンジしていただきました。ありがとう

ございます。 

 前もって話の筋をご紹介します。我々の母校村松高校の歴史を遡ると、明治 36 年創設の県立工業

学校に辿りつき、校門だけが当時を伝える唯一の建造物となります。その校門は、一対の正柱がイギ

リス式煉瓦積み、脇の副柱がフランス式で、その英仏共存の貴重性もあって、明治の記念碑的建造物

として登録有形文化財の指定を受けました。誰が、どういう意図でそれを作らせたか？その疑問に答

える史料は、高校の歴史を遡っても見当たりません。 

 私のもう一つの母校は東大工学部機械工学科で、東大機械同窓会の会員でもあります。私は昨年、

明治 12 年卒の第一回卒業生 5 人の足跡を辿ってみました。その中の一人荒川新一郎が、県立工業学

校の初代校長に就任し、校門の建設に強い影響を与える立場にあったことを見付けました。荒川は卒

業後直ちにイギリスに留学して紡織技術の研鑽を重ね、帰国後はわが国の紡織産業の啓発・育成に献

身しました。当時の紡績二大先進国はイギリスとフランスでした。荒川は、二国に対する敬意を、校

門を使って形に表した。これが、私が描くロマンです。 

 私の二つの母校の歴史を遡ると、校門を介して繋がっています。まさに「校門がとりもつ絆」です。 

 

自己紹介：本題の前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は東京で生まれ、東京で育ちまし

た。敗戦の前年、昭和 19 年に旧制の都立四中（現戸山高校）に入学しましたが、その直後父が北京

で戦病死しました。享年 50，陸軍中将でした。母に、父の跡を継いで立派な軍人になりなさいと洗

脳され続けたので、翌年東京陸軍幼年学校に入学、陸軍軍人への道を歩み始めました。しかし 4 ヶ

月半にして敗戦、即廃校となりました。校長から「これから親許に帰り、文化国家建設に努力せよ」

と訓辞を受け、敗残兵姿で満員の上越線にぶら下がって母の元に帰りました。 

 母は、姉二人と弟を連れて、旧十全村新屋の父の生家に疎開していました。典型的な農家で、祖父

母と後を継いだ父の弟一家と同居させてもらいました。転校先については、加茂農林がいいという祖

父の薦めを母が必死に断って、村松中学にお願いして 2 年 2 組に編入させてもらいました。昭和 20

年 9 月から田んぼの中の一本道を 1 里歩いて往復する通学が始まりました。その家が、次の写真の

ように昔のままの姿で残っています。正直言うと、手入れが良いせいか当時よりも立派に見えます。 
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冬の通学がたいへんだろうと心配した母が、村松の搦手に家を買って引っ越してくれました。しか

し昭和 21 年 5 月の村松大火で全焼して、また新屋に逆戻りです。合計 2 年ほど新屋から通い続けま

した。照りつける夏の日も、吹雪で道が見えなくなる冬の日も。お陰で、都会育ちのひ弱な体を、傘

寿を過ぎても人並みに歩ける頑強な体に変えてもらうことができました。有り難いことです。 

国債でもらった父の退職金はインフレで紙くず、軍人恩給は停止、おまけに火事で丸焼けと、母に

は経済的に一番苦しい時期でした。私は「高校を出たら働いてちょうだい」と言われるものと思って

いましたが、高 3 になる前、母がこう言ってくれました。「助けてあげることはできないけれど、自

力でやるなら大学に行きなさい」いまから思うと、母からもらった一番大切な贈り物です。東京に出

ると結婚している姉の家に居候ができる、月謝の安い国立大学以外は考えられない、ということで東

大を目指しました。塾もなし、模擬試験もなしの一発勝負でしたが、運良く入ることができました。

東大の入試問題は素直ですから、学校で習ったことの基本をわきまえていれば、あとは若干丸暗記す

るだけで済みました。 

東大理科一類から工学部機械工学科に進学して昭和 29 年に卒業、直ちに石川島重工業に入社して

ガスタービンの設計課に配属されました。当時の社長は土光敏夫さんでした。後に臨調会長に就任し

て、国鉄の民営化など行政改革の推進役になったことはよく知られています。入社後 1 年もすると、

外国文献に頼りっきりの開発設計より、外国に行って文献を作る立場に回りたいという思いが強まっ

てきました。ドイツは敗戦国ですが、ジェットエンジンを 初に作ったように技術には長い伝統があ

ります。ドイツ政府留学生試験を受けたところ、受かってしまいました。会社在籍のまま、西ドイツ

のブラウンシュバイク工科大学で 2 年間研究を続け、ドイツの工学博士をもらって帰ってきました。

するとやがて、母校の機械工学科から戻って先生にならないかという話が持ち上がりました、学科の

長老教授が土光社長を訪れて移籍交渉をしたとき、土光さんは「会社に残って技術者を続けることも、

大学で技術者を育てることも、どちらも大切な仕事です。どれを選ぶかは、本人に任せます」と答え

たと伝え聞きました。心にしみる名言です。私は育ててくれた会社への不義理を十分自覚しながら、

大学に移る道を選ばせてもらいました。在籍 5 年で石川島を退社し、28 才のときから東京大学講師

として新しい道を歩み始めました。 

その後、助教授、教授と 33 年間東大で教育と研究に従事し、60 才で定年、名誉教授となりました。

その後縁あって新宿にある工学院大学の教授に就任し、学長 9 年、理事長 8 年を含めて 19 年勤めた

あと、80 才を直前に 2 年前退職しました。以来毎日が日曜日の気楽な生活を送っております。 
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振り返ると、私の人生は 30 前までは波乱の連続でしたが、それ以降はシナリオ通りの坦々たる展

開となりました。温かい支援を受けながら、チャレンジを続けた若い頃を懐かしく思い出します。 

 

校門：ここで本題に戻ります。松高の正門が 5 年前に登録有形文化財に指定され、がぜん注目を浴

びるようになりました。鈴木重行校長にお願いし、カメラ部長君が撮ってくれた 近の写真を下に載

せます。誰もがその脇を通り続けた懐かしい校門です。私は４年半ここを通りましたが、ああ古そう

な煉瓦造りの校門があったという程度の認識しかありませんでした。その認識を深めようというのが、

今日の話となります。 

 

校門の後ろに見える校舎は新しいもので、ここにいらっしゃる大部分の方には、下の木造校舎の方

が思い出の宝庫になりますね。 

 正門の脇に案内板が建っていて、登録年月日、構造・形式、歴史や特色が詳しく載っています。そ

の一部を再録すると、「正門は、明治 36 年に開校した新潟県立工業学校の正門として建造されたも

のです。いずれの門柱も煉瓦造で、柱頭にコーニスをつけて飾っています。中央の一対はイギリス積

みで、通用門側の脇柱はフランス積みとして変化をつけています、新潟県初の工業学校に建てられた
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記念碑的な校門で、国土の歴史的景観に寄与する貴重な文化財として、国の登録有形文化財に登録さ

れています」 

 

案内板には、二つの煉瓦積みの違いが、絵入りで紹介されています。その部分を拡大して解説した

のが次のスライドになります、小口だけの段と、長手だけの段を交互に積み上げるイギリス積みは、

強度が高く煉瓦が節約できるもっとも一般的な積み方です。小口と長手が交互に並ぶ段を積み上げる

フランス積み（フランドル積みともいう）は、装飾性に優れています。また小口の色を濃く焼き上げ

ることによってパタンを際立たせることができます。松高の正門は、その典型といえます。 

 

県立工業学校： さて、県立工業学校と松高の祖先村松中学は、全く別の学校ですが、工業学校の校

地校舎を引き継いで村松中学が発足したことから分かるように、深い繋がりがあります。この辺りの

いきさつは、村松高校創立 100 周年記念誌「誇りを胸に」の「見る辿る編」と「歴史を繙く編」に

かなり詳しく紹介されています。 

三条中学を開設してから二つの実業学校を設立する県の方針に従って、明治 36 年に県立の工業学

校と農林学校が同時に開校しました。3 年後に両者とも地名を加えて村松工業学校、加茂農林学校と

名前を変えました。工業学校は、染織科と機械科の 2 学科からなり、近在の養蚕地をバックに機業

で栄えていた村松の特色が生かされています。しかし、交通が余りにも不便で、広く県下から生徒を

募るのに適さないということで移転論が持ち上がり、明治 42 年に長岡移転が決まりました。移転後

は長岡工業学校、現在は長岡工業高等学校として歴史を引き継いでいます。その跡地に、明治 44 年
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村松中学が設立されました。中学の設置については、五泉と村松の招致合戦になりましたが、跡地を

そのまま利用できる利点と、城下町の格式が決め手になったようです。これで、県下の旧城下町には

すべて中学が揃ったことになります。 

工業学校開設当時の写真が残っており、当時の面影を伝えています。メリハリのある洋風建物が軒

を連ね、残っていれば当然文化財でしょう。煉瓦造りは正門と煙突だけでしたが、正門だけが残りま

した。 

  

当時の生徒の回想が、工業学校同窓会誌に残されています。「明治洋風的な校舎と 新式を誇る機

械が立ち並ぶ実習工場が軒を連ね、紺碧の空に高く聳える大煙突が印象的だった。校門には、いかめ

しい煉瓦造りの高い門柱が建てられ、門を入ると直ぐ左側に守衛所があって、生徒はその前を通るた

びに守衛さんに一礼した。・・・・」当時を彷彿とさせる素晴らしい記述です。校門は開校時からシ

ンボル的存在でした。 

 ついでに、同時に発足した加茂農林の正門と比較してみます。下の写真のように、堂々たる煉瓦造 

の門柱で、ほぼ同時期に建てられました。目を凝らして煉瓦積みを調べると、正柱はイギリス積みで

すですが、脇柱の方は英仏いずれでもない折衷式のようです。加茂農林高等学校の学校案内を見ると、

東大農学部の正門を模して建てられたと紹介されています。私が調べたところ、当時の東大農学部（駒

場）の正門は木造で、むしろ本郷にあった一高の正門に似ています。 

 

 一見すると、立派なコーニスや門に続く並木道など、村松の正門より壮大に見えます。しかし二つ

の校門写真を並べてみると、建造物としての美しさは村松に軍配が上がります。文化財の指定は、特
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色ある煉瓦積みに負うところが大きいようです 

ここで話の核心に進みます。「誰が、どういう意図で、英仏共存の門柱を作らせたか？」煉瓦職人

の思いつきだった、という説もあり得ますが、それではロマンがありません。この謎に対するヒント

は、村松に残された記録を辿っても見当たりません。長岡工業高等学校の安達弘哉校長に協力をお願

いしましたが、長岡の大空襲で古い文書が全焼してしまったせいか、校門の思い出を語る回想が出て

来るだけでヒントには至りません。ヒントは思いがけぬ方向からやって来ました。 

 

工部大学校： 私のもう一つの母校は東大工学部機械工学科で、私は東大機械同窓会の一員です。退

職後暇が増えたので、同窓会名簿の 初に載っている 5 人の第一回卒業生がどのような人生を辿っ

たか調べてみることにしました。昨年秋は 3 ヶ月ほどこのため没頭しましたが、年末に刊行された

東大機械同窓会名簿追補編にその結果を公表しました。非売品なので、一般の目に触れることはあり

ません。ヒントは、その調査の過程で見つかりました。 

 ここで、物語の舞台となった明治という時代をざっと振り返ってみます。維新とともに始まった明

治は近代日本の幕開けの時代でした。下のスライドのように、明治 10 年の西南戦争で内部的対立を 

乗り越え、明治 18 年の内閣制度導入で伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任して統治機構の近代化を

果たしました。日清戦争と日露戦争の勝利によって極東の強国としての地位を固め、大正に引き継ぎ

ます。古い伝統を脱ぎ捨てて西欧化、工業化に巧みに順応し、それぞれが坂の上の雲を目指してひた

すらに走り続ける時代でした。工業学校が設立された明治 36 年と、村松中学が設立された明治 44

年は、明治の幕引きに近い時代でした。 

 

 維新とともに誕生した明治政府の 大の課題は、欧米に追いつくことでした。産業革命を経て目覚

ましい工業化を果たした欧米から先進機械を輸入するだけでは、先がありません。自国で作れるよう

にするには、先ず人材育成が急務です。それを強く自覚した政府は、明治 6 年に工業技師を育成す

る大学を設立しました。 初は工学寮と呼ばれましたが、明治 10 年に工部大学校と改名しました。

先生はイギリスから招聘した御雇い外国人で、講義はすべて英語でした。明治 12 年の第一回卒業式

で、23 名の日本初の工学士が誕生しました。専門は土木、建築から鉱山、化学に及びますが、うち

5 人が機械科卒で、東大機械同窓会第一回卒業生として名を連ねています。その 5 人の一人に荒川新

一郎という人物がいます。彼が工業学校の初代校長に就任して、私にとっての二つの母校を繋ぐ架け
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橋となった事実に、探しているヒントが隠されていると直感しました。 

上のスライドに示すように、工部大学校は明治 19 年に発足した帝国大学に工科大学として併合さ

れ、帝国大学はのち東京帝国大学、東京大学と改名して現在に続いています。なお工科大学は、大正

に入って工学部と改名されました。東大機械は、工部大学校機械科の末裔に当たります。 

  

明治 10 年に竣工した工部大学校の校舎は、上の写真のように煉瓦造りの堂々たるものでした。場

所は東京の中心霞ヶ関です。明治政府が工業人材育成にいかに力を入れていたか、口先だけでなかっ

たことが、この写真から伝わってきます 

 第一回卒業式の記念写真も残されています。全員が官費生なので、お揃いの制服正装姿で写ってい

ます。この中で知名度が高いのは、東京駅舎を設計した辰野金吾と、消化薬タカジアスターゼを発明

した高峰譲吉でしょう。問題の荒川新一郎は、 前列で昂然とした姿で写っています。 

 

荒川新一郎： 荒川の生涯を辿るのに、たいへん苦労しました。分かった主要な経歴を次のスライド

に示します。このうち、33 才で農商務省を退官するまでは、古い人名録や官員録（公務員名簿）で

経歴追跡が容易でしたが、いったん民間人になると、霧の中に消えたように捜索が難しくなります。 
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荒川が、明治 36 年に新潟県立工業学校校長に就任したことは、国立公文書館に残されている辞令

を検索しているときに見つかりました。工業学校長（中学校長相当）は官吏のうち奏任官に当たりま

す。文部大臣が発令しますが、内閣総理大臣を介して天皇陛下に奏上し、御璽を押していただいて手

続きが完了します。下左は文部大臣菊池大麓の発令状、下右は内閣総理大臣桂太郎の奏任状で、明治

天皇の承諾を示す天皇御璽が、職務の重さを伝えています。なお昔は奏任官、勅任官（局長相当）、

親任官（大臣相当）が高等官と呼ばれました。いまでも内閣組閣直後に皇居で認証式が行われるのは、

親任官の伝統が生きています。 

 

 荒川という人物は、調べれば調べるほど興味津々、伝記本にまとめればさぞ面白くなるでしょう。

工部大学校を卒業して直ちに英国留学、帰国後は洋式紡織の第一人者として紡績産業の育成強化のた

め東奔西走の日々を送りました。しかし、33 才の若さで農商務省を退官してしまいます。退官後は、

渋沢栄一が社長をしていた京都織物の経営苦境を僅か 2 年で立て直し、社長を替わって欲しいと懇

請されますが、あっさり断って去って行きました。荒川には親族や知人に明治の政財界にわたる有力

者が揃っていましたが、それらの人脈を活用するどころか、かたくなに付き合いさえも拒んで一匹狼

を通しました。その高すぎる自負と狷介な性格が、自らの可能性を行き止まりの小路に押し込んでし

まったようです。村松という辺鄙な町に新設される工業学校の校長を引き受けたのは、誰か有力者の

説得によるものでしょう。引き受けた以上、彼のこだわりと完全主義を強く押し出したに違いありま
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せん。実習工場に、 新鋭の輸入機械をそろえたのもその現れです。 

 日本が西洋の紡織技術をどのように導入したか、下にまとめてあります。薩摩藩は洋式紡績にとく

に熱心で、日本初の紡績所を鹿児島と、次いで境に建設しました。紡績機械はすべてイギリスから輸

入しました。 

 

 荒川は、イギリスに留学して 6 都市の 25 の紡績工場で実習を重ねた経験もあり、イギリスを熟知

していました。また京都織物の経験からも、ジャガード織りなど装飾織物に強いフランスの先進性を

十分認めていました。紡織の第一人者が、染織科を目玉とする工業学校の創立校長を引き受けるに当

たって、学校のシンボルである校門に、その二つの国に対する敬意と感謝を託したい、そう思ったに

違いありません。 

 

おわりに： この説を裏付ける証拠はありません。しかし、それを否定する証拠もありません。史実

と思っている歴史のなかにも、実は多くの想像が含まれています。私の説はロマンに過ぎません。し

かし、私の二つの母校を繋いでくれる「校門がとりもつ絆」は、捨てがたいロマンです。 

私の謎解きを熱心に聞いていただき、たいへん有り難うございました。次に校門を見るときは、ぜ

ひ秘められた歴史を思い出してください。 

 

終わり 

 

 

注：この講演記録は、パワーポイントを使った講演をもとに、読み物としての記録に改編したもので

す。スライドは同じですが、説明にはかなりの修正・加筆があることをお断りします。 

荒川新一郎の生涯については、東大機械同窓会名簿に載せた『東大機械同窓会第一回卒業生 ―5

人の足跡を辿る―』をご参照ください。 http://hideo3.on.coocan.jp/docs/5grads.pdf 

からダウンロードできます。 

 

 


