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ゴットフリート・ワグネルの名をご存じ

の方は多いと思われるが、先日、2017 年 11

月 8 日（水）に東京青山のドイツ文化会館

において、ワグネル没後 125 年の記念講演

会が開かれた。講演会はワグネルの母国ド

イツの OAG・ドイツ東洋文化研究協会とワグ

ネルゆかりの東京工業大学の共催で蔵前工

業会、在日ドイツ商工会議所、ドイツ大使

館などの協力と後援でおこなわれ、講師に

科学史家でワグネルの研究でも知られる道

家達将（東京工業大学特命教授、名誉教授）     

を迎えておこなわれた。 

講演題目は 「ゴットフリート・ワグネ

ルの日本における貢献」－日本の陶芸を愛

し、近代化・工業化に尽くした Dr.ワグネル

－であり、道家教授は 

「ドクター・ゴットフリート・ワグ

ネ ル （ Dr.Gottfried Wagener, 

1831-1892）は、 

    ドイツ人で優れた科学者・技術者

であり、また陶芸家であって、１

８６８（明治元）年、37 歳のとき

日本に来て、日本の科学、技術、

芸術とくに陶芸の近代的な発展に

大きな貢献をし、日本で亡くなっ

た人である。・・・その内容は、従

来の経験に基づく日本の陶芸・製

陶を、先端的な西洋科学・技術を

取り入れることによって質・量と

もに飛躍的に高め、より優れた芸

術作品、また優れた工業製品を生

む基礎を 

築いたことである」 

と紹介している。講演は夜 6 時半から始め

られたが、講演にはワグネルの略年譜が配

布され、1831 年ドイツ北部ハノーファー

（Hannover）での生誕から 1892 年東京駿河

台の自宅で 61歳での永眠、青山墓地に埋葬

されたことまでかなり詳細に記載された内

容に沿う形で約１時間半にわたり丁寧に進

められた。ワグネルに就いて概略述べると、

ワグネルはゲッティンゲン大学で 21歳の時

に数学（指導教官ガウス）で博士号を取得 
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  全文は会員に配送してい

ます。購読ご希望の方は、

ihst@ihst.jp までご連絡

下さい。 
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