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「決定実験」と「実験による証明」 

アイザック・ニュートンが用いた二つの概念の比較 

 
A Comparison of Newton’s Use of Experimentum crucis and “Proof by Experiments” 

 
多久和 理実 Yoshimi TAKUWA 

 

はじめに 

 本稿の目的は，「決定実験」1概念の歴史を見直し，それによってアイザック・ニュー

トンが用いた「実験による証明」概念との違いを明らかにすることである． 
 「決定実験」概念（しばしば英語で crucial experiment と書かれる概念）は，競合する

理論の真偽を判定することができる実験のことだと解釈されている．例えば，20 世紀

にデュエム，ポパー，ラカトシュら科学哲学者たちが現実の科学において「決定実験」

が存在するかどうかを問うた際にも，「決定実験」は理論の疑いのない証明あるいは反

証であると解釈された 2．このような後世の解釈に対して，本稿は，17 世紀に王立協会

の会員たちが「決定実験（experimentum crucis）」という用語を使い始めた際には，必ず

しもそのような決定力を持った概念ではなかったことを指摘する．以下で明らかにする

ように，当時は，学説に分かれ道があることを示して議論のきっかけを与える実験にす

ぎなかった．そして，ニュートンが 1672 年の論文で自身の「決定実験」を導入した際

にも，それまでの「決定実験」の用例に従った使い方をしていた．これは，多くの先行

研究がニュートンの「決定実験」を証明のような決定力を持つ実験と解釈しているのと

は異なる主張である 3． 
 先行研究が「決定実験」を証明のような決定力を持つ実験だと解釈していたために，

ニュートンの実験観についての研究は大きく混乱した．ニュートンは，自身の光学理論

は実験によって証明されると考えており，実験によって証明した理論は数学と同様の確

実性を持つと主張していた 4．そのため多くのニュートン研究者たちは，数学的な確実

性を求めるニュートンの実験観の代表例が「決定実験」だと考えてしまった．その結果，

                                                   
1 本稿では慣例に従い，ラテン語の experimentum crucis に「決定実験」という訳語を当て

る．ただし，より役に立つ訳語として「分かれ道の実験」を 19 頁で提案する． 
2 デュエムは，「決定実験」を一方の仮説を支持し他方の仮説を却下する実験的証明だと述

べ，補助仮説の存在を排除できない故にそのような実験は存在しないと主張した．ポパーは

デュエムに反論し，「決定実験」は実証実験に限らず，決定的な反証実験ならば存在すると

主張した．ラカトシュはポパーに反論し，実証であれ反証であれ，「決定実験」は後知恵に

よってしか存在しないと主張した．このような科学哲学者たちの論争により，「決定実験」

概念は 17 世紀の用例を踏まえないまま現代において有名になってしまっている．Pierre 
Duhem, La théorie physique: son objet, sa structure, 2e édition (Paris: Marcel Rivière, 1914), 286. 
Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Hutchinson, 1959), 78. Imre Lakatos, The 
Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, vol. 1 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1978), 111. 
3 例えば，ニュートン研究の大家であるウェストフォールは「言葉の完全な意味における決

定的な実験などありえないことは明らかである．だが当時問題となっていた二つの選択肢

だけを考慮するなら，ニュートンの「決定実験」は彼の理論の競争相手である変容説を反駁

したように思える」と主張した．Richard Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1980), 214. 
4 理論の確実性についてのニュートンの主張は，第 3 節および第 5 節で詳しく扱う． 
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ニュートンの「決定実験」は新しい光学理論を証明すると同時に当時支配的だった「変

容説」5を反証した，という歴史記述がスタンダードになってしまった 6． 
 筆者は過去に発表した論文において，ニュートンの「決定実験」の設定では変容説を

反証できないことを明らかにし，ニュートンがその後 30 年間にわたって同じ形の実験

を何度も改良していたことを示した 7．この成果は，「決定実験」が理論の証明としては

不十分だったことを示す証拠となっている．本稿ではさらに進めて，『光学講義』（1670
年頃），『光学』（1704 年） のような数学的に構成した著作では，ニュートンが命題を証

明するための実験を「実験による証明（proof by experiments）」と呼んでいたことを指摘

する．ニュートンは同じ形のプリズム実験を，王立協会に向けて手紙を書く際には「決

定実験」と呼び，自身の数学的な著作の中では「実験による証明」と呼ぶ，という名称

の使い分けをしていた．ここから，「実験による証明」こそ，確実性を持って理論を証

明するというニュートンの実験観を代表する概念であることを主張する． 
 「決定実験」概念の歴史を見直すために，本稿では，まず第 1 節でニュートンの「決

定実験」および実験観についての先行研究を概観する．そして，第 2 節ではニュートン

が 1672 年の論文で「決定実験」をどうのように導入したのかを見て，第 3 節ではニュ

ートンの「決定実験」を理論の証明と見なすことの問題点を述べる．第 4 節では「決定

実験」の用例の系譜を概観し，ベイコン，ボイル，フック，ニュートン以降の順序で「決

定実験」の用例をたどる．そして第 5 節では，ニュートンが「決定実験」概念と「実験

による証明」概念を使い分けていたことを示す． 
 
1. 先行研究 

 ニュートンの実験観と王立協会の実験哲学との間の関係性を説明することは，17 世

紀を対象とする先行研究において長らく課題となってきた 8．古いタイプの関係性の説

明は，ニュートンを王立協会の方法を継承し発展させた人物として描くものである 9．

                                                   
5  17 世紀には変容説つまり，純粋な光が本来持つ色は白色であり，それに何らかの変容

（modification）が加わることによって色彩が生じるという考え方が支配的だった．ニュート

ンの新理論では色彩は光線が持つ固有の性質であったのに対して，変容説では色彩は外部

の要因によって何度も変えることができると考えられていた． 
6 ニュートンの「決定実験」が変容説を反証した，つまり，光線の色は屈折を被っても不変

であることを示した，という見解は，例えば以下の先行研究に見られる：Westfall, op. cit. 
(1980), 214. A. I. Sabra, Theories of Light from Descartes to Newton (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981; first published in 1967), 241. Steven Shapin, The Scientific Revolution 
(Chicago: University of Chicago Press, 1996), 113. Peter Dear, Revolutionizing the Sciences: 
European Knowledge and its Ambitions, 1500–1700, 2nd edition (Princeton: Princeton University 
Press, 2009), 144. Olivier Darrigol, “The Analogy between Light and Sound in the History of Optics 
from the Ancient Greeks to Isaac Newton. Part 2,” Centaurus 52 (2010): 232. 
7 Yoshimi Takuwa, “The Historical Transformation of Newton’s experimentum crucis: Pursuit of the 
Demonstration of Color Immutability,” Historia Scientiarum 23 (2013): 113–140. 
8 シェイピンとシャッファーは，初期の王立協会で共有されていた規則を「ボイルの実験プ

ログラム」と名付け，近代科学の活動や方法をめぐる哲学を特徴づけるものと見なした．そ

の一方で，「ボイルの推奨したプログラムとニュートンの「数学的な方法」との関係はまだ

十分に研究されていない」と課題を述べた．Steven Shapin & Simon Schaffer, Leviathan and the 
Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life (Princeton: Princeton University Press, 1985), 
341. 彼らはこの課題を解決すべく，後にそれぞれの著作でボイルの方法とニュートンの方

法の比較を試みている． 
9 例えばポプキンは，「ボイル，フック，ニュートンが発展させた経験的な科学の方法は，
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一方で新しいタイプの説明は，ニュートンを王立協会の方法と対立した人物として描写

するもので，ニュートンと王立協会の間で交わされた書簡の分析が進むにつれて勢力を

増してきた 10．後者の説明において，ニュートンの方法とは自然についての知識に「数

学と同様の確実性（certainty）」を求めるもので，自然についての知識には「蓋然性

（probability）」11しかあり得ないとする王立協会の方法と対立しロバート・ボイルやロ

バート・フックをはじめとする会員たちから非難されたという 12．ボイルら王立協会の

主導的な会員たちは蓋然論者（probabilist）であり，自然についての知識に確実性を求め

ようとする人々を独断論者（dogmatist）と呼んで非難した．独断論者として学会から排

除された有名な例は 1660 年代のトマス・ホッブズであり，ニュートンも独断論の再来

として警戒された 13．シェイピンらの先行研究で，ニュートンの独断論，つまり実験に

よって証明した理論に数学と同様の確実性を求めるというやり方の代表例として挙げ

られるのが，ニュートンの「決定実験」だった 14． 
 ところが「決定実験」概念についての研究が進むと，従来の説明に大きな問題が生じ

るようになった．「決定実験」という用語は，フランシス・ベイコンが提唱した「道標

の事例（instantiae crucis）」という概念に由来している 15．そして，この概念を拡張して

「決定実験」という用語を造語したのは他ならぬボイルであり，ボイルに倣ってこの用

語を広めたのはフックであったという経緯が知られるようになった 16．すると，これま

                                                   
真実を突き止めたと主張せずとも世界について偉大で有用な発見ができることを人々に示

した」と述べた．またファン・ルーエンは，ニュートンの「経験に基づく科学の方法」につ

いて既に初期の王立協会で発展されていたものだと見なし，確実性の解釈はウィルキンス，

グランヴィル，ボイルに類似していると述べた．Richard H. Popkin, The History of Scepticism 
from Savonarola to Bayle, revised and expanded edition (Oxford: Oxford University Press, 2003), 
208–218. Henry G. van Leeuwen, The Problem of Certainty in English Thought 1630–1690 (The 
Hague: Martinus Nijhoff, 1963), 106–120. 
10  こちらの解釈の代表的な例は，ニュートンの独断論を論敵に対する戦略と見なしたサブ

ラである．Sabra, op. cit. (1981), 273–297. さらにシェイピンは，ニュートンの独断論を 17 世

紀の知的伝統の中に位置づけることを放棄し，「科学革命」など存在しなかったという主張

の根拠の一つにした．Shapin, op. cit. (1996), 109–118. 
11 蓋然性という言葉は，17 世紀半ばには「確実に真とは言えないが証拠によってかなり

支持されている」という意味で使われていた．Shapin, op. cit. (1996), 101–102. 
12  ボイルら主導的な会員たちは，自然についての知識に数学的な確実性を求めることに対

して度々警告を与えていた．例えばボイル曰く「自然学的な探究においては，我々が下す決

定が例え数学的な厳密性を有していなくとも，事実に極めて近づいているというだけで大

抵十分なのです」など．Robert Boyle, Hydrostatical Paradoxes, Made Out by New Experiments 
(Oxford, 1666), “The Preface” (page not numbered). 
13 王立協会の会員たちと独断論者たちの対立は，以下を参照：Shapin & Schaffer, op. cit. (1985). 
14 ニュートンの独断論の代表例として「決定実験」を挙げている先行研究は，Sabra, op. cit. 
(1980). Simon Schaffer, “Glass Works: Newton’s Prisms and the Uses of Experiment,” The Uses of 
Experiment: Studies in the Natural Science, edited by David Gooding, Trevor Pinch, and Simon 
Schaffer (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 67–104. Shapin, op. cit. (1996). など． 
15 ベイコンが提唱した instantiae crucis には，「決定的事例」あるいは「道標の事例」という

訳語が当てられることが多い．後世の「決定実験」概念と区別するために，本稿では一般的

な訳語として「道標の事例」を採用する．ハッキングは独自に「分かれ道の事例」という訳

語を提案しているが，それについては本稿の最後に改めて解説する． 
16 The Oxford English Dictionary (OED) の前身である分冊版 C 項が印刷された時点で，既に

「ボイルとニュートンが experimentum crucis というフレーズを用いた」ことは記録されてい
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で数学的な確実性を求めるニュートン側の概念として扱ってきた「決定実験」を，蓋然

性を重んじる王立協会側の概念として見直す必要が出てきた．現時点で，この見直しは

上手くいっていない．研究者たちは依然として，「決定実験」という刺激的な用語と美

しい実験をニュートンの実験観を語る上での代表例にしており，用語の由来には目をつ

ぶったまま旧来の説明パターンが繰り返されている 17． 
 
2. ニュートンの「決定実験」 

 ニュートンは 1672 年の王立協会宛の手紙「光と色についての新理論」において，「決

定実験」と呼ばれる二つのプリズムを用いる実験を提案した．この手紙は王立協会の会

報である『トランザクションズ』誌に掲載され，ニュートンのデビュー論文となった．

論文の冒頭では，ニュートンが新しい光学理論を考案するきっかけになった実験につい

て語られる： 
 

1666年の初め（その時，球状でないレンズを磨くのに熱中していたのですが），私

は三角形のガラスのプリズムを入手し，それを使って有名な色彩の現象を試してみ

ました．そのために私の部屋を暗くし，適量の太陽光を取り入れるのに板戸に小さ

な孔をあけ，その入口にプリズムをおいて光を反対側の壁に屈折させました．それ

によって作られる鮮やかで強烈な色を眺めるのは，初めは非常によい気晴らしでし

た．しかし少し経って，より慎重にそれを考えてみると，私はそれが細長い形をし

ているのに気付いて驚きました．それは，受け入れられている屈折の法則に従うな

らば，円形になるはずだと予想していました18． 
 
ニュートンは，このスペクトルが細長くなるという効果が，ガラスの厚みや「影や闇の

境界」19によるものであるとは考えにくかったと述べる．そして，厚みの異なるプリズ

ムを使ったり，光が孔を通るまえにプリズムを通してみたり，二つのプリズムを互いに

逆向きに組み合わせて光を通してみたり，という様々な実験を行った．そして，最終的

に彼がたどり着いたのが「決定実験」だと述べる： 
 
                                                   
た．A New English Dictionary on Historical Principles, founded mainly on the materials collected by 
the Philological Society, edited by James A. H. Murray et al. (Oxford: Clarendon Press, 1887–1923), 
10 vols., vol. 2, 1214. 以下，NED と略記する．しかし，ボイルについては出典が明らかにさ

れなかったため，ニュートン研究者の間ではそれ以後も「フックがベイコンの概念を覚え間

違えて造語した」という誤解が広まった．例えば，The Correspondence of Isaac Newton, edited 
by H. W. Trunbull, J. F. Scott, A. Rupert Hall, and Laura Tilling (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1959–77), 7 vols., vol. 1, 104. 以下，Correspondence と略記する． 
17 ニュートンの実験観の代表として「決定実験」を大きく取り上げている例は，Robert P. 
Crease, The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science (New York: 
Random House, 2003). BBC, “The Beauty of Diagrams: Newton’s Prism,” broadcast on BBC Four, 2 
December 2010.［日本ではDVD発売：BBC制作，髙木隆司監訳「美しき図表の世界：ニュー

トンのプリズム」丸善出版，2010年．］など． 
18  Correspondence, vol. 1, 92. Isaac Newton, “A Letter of Mr. Isaac Newton, Professor of the 
Mathematicks in the University of Cambridge; containing his New Theory about Light and Colors: 
sent by the Author to the Publisher from Cambridge, Febr. 6. 1671/72; in order to be communicated 
to the Royal Society,” Phil. Trans. 6 (1672): 3075–3076. 
19 「影や闇の境界（termination with shadow or darkness）」は，デカルトの変容説に特有の表

現「影と光の境界（les confins de l’ombre et de la lumière）」のことを指している． 
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これらの疑念を徐々に取り除いていくなかで，ついに私は次のような「決定実験

（experimentum crucis）」へと導かれていきました． 
 私は二つの板を用意し，一方の板を窓際に置いたプリズムのすぐ後ろに配置しま

した．板には小さな孔を開けておき，光線がそこを通過して，12フィート離れたと

ころにおいたもう一方の板に当るようにしました．この板にもあらかじめ小さな孔

を開けておき，入射光の一部が通過できるようにしておきました．次に，二番目の

板の後ろにもうひとつのプリズムを置き，二枚の板を通過してきた光がこのプリズ

ムを通過して屈折したのち，壁に当たるようにしました．そうしておいて，私は第

一のプリズムを手にとって，その軸の回りでゆっくりと行ったり来たりさせて，第

二の板に投射された像の様々な部分が，第二の板に開けられた孔を通過し，第二の

プリズムで屈折されて，壁のどの位置に投射されるのかを観察しました．  
 そうして私は，壁に投射される像の位置の変化によって，第一のプリズムの屈折

によって作られた像において像の端に行くような傾向の光は，第二のプリズムにお

いて，他方の端に行く傾向がある光と比較してかなり大きく屈折されることを理解

しました．よって，像の長さの真の原因は「光は屈折性の異なる光線から成る」と

いうことに他ならないと分かりました．つまり，入射角の違いを考慮せずとも，そ

れぞれの屈折性の度合いに従って，光は壁の異なる部分に投射されていたのです20． 
 
このように，「決定実験」にたどり着く前の試行錯誤からその結果にいたるまで，冗長

な経緯の説明が続いている．これは，無駄のない数学の証明というよりも，読者の心の

うちに実験の場面をイメージさせて仮想目撃者にするというボイルの文章技法に似て

いると見ることができる 21．ただ，ニュートンの説明は実験の再現を容易にするほど詳

細ではなかった．ボイルの文章技法との最も大きな違いは，ニュートンが論文で「決定

実験」の実験図を与えなかったことである．先行研究では図 1 や図 2 のような実験図が

「決定実験」の図として引用される場合があるが，これらは後に出版された『光学』（1704
年；1722 年）から取られたものなので，注意が必要である 22． 
 

文面を素直に読むと，この「決定実験」は「光は屈折性の異なる光線から成る」とい

う結論を導くだけで，色に関しては何も言っていないことがわかる．よって，先行研究

のように「決定実験」が「色彩の変容説」を反証と主張するには無理がある 23．論文「光

と色についての新理論」の中での，「決定実験」の役割は何だったのだろうか．それは，

上記の「決定実験」の説明の直後に書かれている： 
 

これを理解したとき，私は前述のガラス磨きの仕事をやめました．というのもこの

性質があるせいで，望遠鏡の性能には限度があるとわかったからです．限界がある

というのは，（全ての人々が従来考えてきたような）光学の著者たちの指示に従っ

                                                   
20 Correspondence, vol. 1, 94–95. Newton, op. cit. (1672), 3078–3079. 鉤括弧は筆者が追加． 
21 ボイルの用いた 3つの技法については，以下を参照：Steven Shapin, “Pump and Circumstance: 
Robert Boyle’s Literary Technology,” Social Studies of Science 14 (1984): 481–520. 
22 図 1 は『光学』の Fig. 18 であり，対応するのは第 1 篇第 1 部命題 2 を証明するための第

1 篇第 1 部実験 6．図 2 は『光学』仏訳第 2 版の章頭飾りにするためにニュートンが描いた

スケッチであり，対応するのは第 1 篇第 2 部命題 2 を証明するための第 1 篇第 2 部実験 5．
MS 361 (New College, Oxford), f. 45v. いずれの実験も，『光学』の中では「決定実験」とは呼

ばれていない．Isaac Newton, Opticks: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and 
Colours of Light (London, 1704), 30–32, 88–89. 
23 脚注 6 参照． 
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た真の形のガラスを求めるというのではなく，光それ自体が異なる屈折性をもつ光

線という，多くの成分からなる混合物だからなのです 24． 
 
つまり，「決定実験」は屈折式望遠鏡の限界を主張し，反射式望遠鏡を提案するための

導入という役割を担わされていた．そのためには，屈折式望遠鏡に限界を与える「光の

異なる屈折性」つまり光の欠陥だけを述べれば十分なのであった． 
 

 

 
 

図 1. 
二つのプリズムを用いる実験 

図 2. 
二つのプリズムを用いる実験(レンズ追加) 

 
3. ニュートンの「決定実験」を理論の証明と見なすことの問題点 

 反射式望遠鏡を提案するための導入にすぎなかった「決定実験」を，シェイピンらの

先行研究はなぜニュートンの独断論の代表例として挙げたのだろうか．ニュートンの独

断論を説明する際に，彼らはしばしば論文「光と色についての新理論」から次の一節を

引用する： 
 

自然学者は［色についての］学問の数学化をほとんど期待していないでしょうが，

そこには光学のほかの全ての部分にあるのと同様の確実性があると私は断言しま

す．なぜなら，それらについて私がこれから述べますことは仮説ではなく，大変厳

密な結果であり，他のものではないからとか，すべての現象を説明できるからそう

なのだ，などという単なる推論による憶測なのではなく，直接，何の疑いも挟む余

地のないような仕方で，実験という手段によって示されたものであるのです．これ

らの実験についての経緯の説明（historical narration）は記述を退屈で不分明なもの

にするでしょう．よって私はまず理論を述べ，その後で多くの実験からほんの一，

二の事例を確認のために添えることにしましょう 25． 
 

伝統的に自然学に属するとされていた「色についての学問」に対して，数学に属してい

る光学と同様の確実性を要求する，というニュートンの主張には，彼の独断論者として

の態度がよく表れていると言える．そのため，冗長な経緯の説明を省くために添えられ

た一，二の実験のうちの一つが「決定実験」だと解釈すれば，確実性を持って理論を証

明する実験の例として「決定実験」を挙げるのはもっともな流れかもしれない． 
 けれども筆者は，「決定実験」と上記の独断論は性質が異なるものであることを二つ

の根拠から主張したい．第一の根拠は，論文の構成である．「決定実験」が登場するの

は論文の冒頭であり，反射式望遠鏡の提案の導入になっている．そして，反射式望遠鏡

について述べた後には，「光は異なる屈折性の光線から成る」という主張を繰り返して

論文の前半部が終わる．論文の後半部は「次に，色の起源が明らかにされるような，光

                                                   
24 Correspondence, vol. 1, 95. Newton, op. cit. (1672), 3079. 
25 Correspondence, vol. 1, 96–97. 
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線の別の重要な欠陥について説明しましょう」26という一文で始まる．つまり，色につ

いて書かれているのは後半部だけなのである．上記の独断的な一節が書かれているのは，

後半部の二文目以降であり，その後に，光と色についての 13 箇条の理論が列挙される．

まとめると，論文の前半部と後半部は，形式（経緯の説明か，数学的か）の面でも，内

容（屈折性か，色か）の面でも，性質が異なる 27．そのため，前半部に登場する「決定

実験」が，後半部に登場する 13 箇条の理論の確認のために添えられた一，二の実験の

うちの一つだという解釈は成り立たない． 
 第二の根拠は，王立協会側の校閲である．上記の独断的な一節は論文「光と色につい

ての新理論」からの引用と言われることが多い．しかし，それは不正確である．正確に

は，ニュートンの手紙からの引用であり，先の一節は『トランザクションズ』誌に載っ

た論文には印刷されなかった．印刷されなかったのは，次のような経緯のためである．

1672 年 2 月 6 日付のニュートンの手紙は，早くも 2 月 8 日の王立協会の会合で読み上

げられ，翌週 2 月 15 日の会合ではロバート・フックが検討結果を報告した．この，「考

察」と呼ばれるフックの報告は非常に手厳しいものであった．フックはニュートンの理

論は仮説にすぎないと主張し，「それが唯一の仮説だとは思えないし，数学の証明のよ

うに確実であるとも思えない」と批判した 28．フックは，蓋然性を重んじる王立協会の

規則に背いた独断論者として，ニュートンを非難したのだ．その結果，2 月 19 日付の

『トランザクションズ』誌に論文を掲載する際に，事務総長ヘンリー・オルデンバーグ

が不適切だと思われる文章を削除してしまったのである．この削除された部分について

は，公刊されている書簡集に詳しく記載されている 29．後半部は独断的な一節が大胆に

削除されてしまった一方で，前半部は「決定実験」を含めてほとんど改変されなかった．

ここから，「決定実験」という言葉や用法に関しては，王立協会の規則に合っていると

判断されたのだと考えられる． 
 以上の二つの根拠から，手紙「光と色についての新理論」の前半部と後半部は，形式

の面でも内容の面でも性質が異なっていたと筆者は主張する．前半部は王立協会の流儀

に合い，後半部は流儀に合わないために拒絶されたのだった．よって，ニュートン「決

定実験」を数学の証明のような決定力をもつ実験と解釈するのは不適切である． 
 
4. 「決定実験」概念の系譜 

 ここで一度，ニュートンが 1672 年の論文を書く以前にどのような「決定実験」の用

例があったのかを見ておこう．実は，ニュートン以前の「決定実験」の用例はボイルと

フックのものしか知られていない (表 1.)．よってニュートンは，この二人の用例から

「決定実験」概念を知り，どのように使えばいいのかを学んだということになる 30． 
 1672 年にニュートンが自身の「決定実験」を導入して以降は，この実験に対する賛否

の手紙が王立協会に寄せられたこともあり，ニュートンの「決定実験」のことを固有名
                                                   
26 Correspondence, vol. 1, 96. Newton, op. cit. (1672), 3081. 
27 論文の前半部と後半部で形式が違うことに関しては，ピーター・ディアも指摘している．

ただし，ディアは前半部を根拠に「ベイコンの方法を王立協会が理解しニュートンが洗練さ

せた」という主張を組み立てている．Dear, op. cit. (2009), 143. 
28 Correspondence, vol. 1, 113. 
29 Correspondence, vol. 1, 105. 削除された部分は，次のように改変されて印刷された．「これ

［色の起源］に関して，まず理論を先に述べ，その後でそれをテストするために一，二の実

験を残りの見本として与えることにします」．Newton, op. cit. (1672), 3081. 
30 ニュートンは論文中でフックの『ミクログラフィア』に言及しているため，執筆時にはフ

ックの用例を知っていたはずである．Correspondence, vol. 1, 99. Newton, op. cit. (1672), 3084. 
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詞のように指す用例が多くなった．その期間にも，フックやホイヘンスの著作にはそれ

ぞれ独自の実験を「決定実験」と呼んだ用例が存在する．17 世紀の用例に共通するの

は，それ以前の用例を真似しながら徐々に広まっていたという点である．1704 年にな

ると「決定実験」は辞典に載るようになり，きちんと定義されるようになった． 
 

表 1. 17 世紀の experimentum crucis 用例 
年代 著者 著作 内容 ベイコン由来を明記 

1620 F. ベイコン 『ノヴム・オルガヌム』 instantiae crucis 定義  

1662 R. ボイル 『空気のバネと重さに関する弁論』 水銀柱 〇 

1665 R. フック 『ミクログラフィア』 ガラス板干渉 〇 

1672 I. ニュートン 「光と色についての新理論」 2 つのプリズム × 

  この後，ニュートンのプリズム実験を指す用例が約 20 件 

1674 R. フック 『地球の運動を証明する試み』 年周視差 × 

1694 C. ホイヘンス 5 月 29 日付ライプニッツへの手紙 氷州石 〇 

1704 J. ハリス 『学芸事典』 experimentum crucis 定義 × 
 ゴシック体は当時出版されたもの 
 
4.1. フランシス・ベイコン 

 この節では，フランシス・ベイコンが「決定実験」の元になった概念をどのように提

唱したのかを見ていく．ベイコンが「道標の事例」について書いたのは，『ノヴム・オ

ルガヌム』（1620 年）の第二巻である．ベイコンは「破壊の部門」と呼ばれる第一巻で

人間の精神を取り巻く 4 つのイドラを摘発し，「建設の部門」と呼ばれる第二巻で新し

い帰納法を提示した．「道標の事例」は，新しい帰納法の補助手段として紹介された 27
個の特権的事例のうちの第 14 番目であった： 
 

特権的事例の一つとして，第 14 に「道標の事例（instantiae crucis）」をあげよう．

この語は，分かれ道に立てられて，それぞれの道の行く先を指示し表示する十字

（crux）から転用したものであって，これを私は「決定的事例」とも「裁決的事例」

とも呼び，また，ある場合には，「神託的事例」とも「命令的事例」とも呼ぶことに

している．その理由は次の通りである．すなわち，ある本性の探究に際して，それ

と一緒にいくつもの本性が生起することが度重なって，通例のようになっているの

で，二つの，時にはもっと多くの本性のうちいずれに，探究されている本性の原因

を帰属させるべきかについて，知性が決定しかね，ためらう場合に，「道標の事例」

は（探究されている本性に関する限り）これらの本性のうちの一つとの交わりは信

用のおける断ち切りがたいものであるが，もう一つとの交わりは変わりやすく引き

離されるあることを明示し，こうして問題は解決され，前者の本性は原因として受

け入れられ，後者の本性は捨てられ退けられるのである．したがって，この種の事

例は，非常に明るい光を投ずる，いわば大きな権威をおびたものであって，解明の

過程は，ときとして（quandoque）この事例において集結し，この事例によって完成

される 31． 
 
ベイコンはこの後，「道標の事例」の具体例として，潮の干満，日周運動，重さ，磁石

と接触した鉄釘の極性，月の実体，投射体の運動，焔の膨張，焔の消滅といった八つの

                                                   
31  Francis Bacon, Francisci de Verulamio, summi Angliae cancellarii, Instauratio magna. Multi 
pertransibunt et augebitur scientia (London, 1620), 258–259. 
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本性の探求について，競合する理論の対立構造（潮の干満についてならば，海水の前進

後退説と上昇下降説）がわかるように列挙した．そして，具体例を紹介した後に，以下

のように述べて，この第 14 番目の特権的事例についての説明を締めくくった： 
 

私がこの事例についてかなり長々と取り扱ったのは，人々が蓋然的な推理によって

ではなく，「道標の事例」と光をもたらす実験とによって自然について判断するこ

とを，少しずつ学び知って，それに習熟するようにさせたいと思うからである 32． 
 
「決定実験」という用語は，ベイコンの「道標の事例」と，それを導く「光をもたらす

実験」という二つの言葉が後の時代に融合されて誕生したのだと考えられている 33．「道

標の事例」は，確かに他の特権的事例と比べて比較的丁寧に説明されているとは言え，

この事例だけが 27 の事例の中で特に重要視されているわけではない．実際，ベイコン

が第二巻の最後に全ての特権的事例を列挙した際にも，他の事例と同列であり，全ての

事例が複合的に新しい帰納法の助けになるとされた 34．ベイコンによって導入された

「道標の事例」を見る限り，その概念を引き継いでいる「決定実験」は証明のような決

定力を持つ概念だとは思われない． 
 科学哲学者イアン・ハッキングも同じことを指摘しており，「解釈の過程はときとし

てそこで終わり，完成される」という表現に注目して，「道標の事例」は「ときとして」

決定的なだけにすぎず，直ちに競合する理論を却下するものではないと解釈している 35．

一方の道を進んだとしても，他方の道は即座に却下されて消えるわけではなく，ハッキ

ングの言葉で言えば「足跡をたどって引き返す」36ことも可能な概念なのである． 
 
4.2. ロバート・ボイル 

 この節では，ベイコンの「道標の事例」の概念を引き継いで，ボイルがどのように「決

定実験」という用語を導入したのかを見ていく．ボイルが「決定実験」という用語を最

初に使ったのは，『空気のバネと重さに関する学説の弁論』（1662 年）という本の第 5 章

「山の頂上でのトリチェリの実験とその他の試行において起こったことについての（現

在の論争に関する）考察」の冒頭だった．この章でボイルは，トリチェリの水銀柱の上

部に現れる空間の解釈についてフランシス・リヌスに反論した．この論争において競合

していたのは，ボイルの主張する空気の重さ説（空気の重さによって水銀は上方に押さ

れる，空間の変化は圧力による）と，リヌスの主張する真空嫌悪説（真空を嫌うために

水銀は上方に引かれる，限界があるため空間が生じる）であった： 
 

しかしながら，その効果が圧力に由来しようと引力に由来しようと（一般に言えば，

                                                   
32 Ibid., 273. 
33 例えばローンは，「決定実験」という用語が「道標の事例」と「光をもたらす実験」の混

同によって誕生したと指摘をしている．ただし，この混同を行ったのはフックであると誤解

している．J. A. Lohne , “ Experimentum crucis,” Notes Rec. Roy. Soc. 23 (1968): 179. 
34 ベイコンは「道標の事例」の役割を，「離別の事例」とともに「誤った形相や原因を受け

入れぬように守ることによって知性を助ける」とまとめている．Bacon, op. cit. (1620), 357–
360. 
35 ハッキングは，ラカトシュら科学哲学者たちがベイコンを誤解していると指摘する．Ian 
Hacking, Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 249–250. 
36 Ibid., 251. 
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実際には後者は前者に還元できるように見えるけれども），もしもそのような効果

が，圧力が原因であり引力が原因ではない場合に，従うべき理由がある実験を見つ

けたならば，我々は満足することができるでしょう．そして，そのような「決定実

験（experimentum crucis）」（我らが著名なヴェルラム卿の言葉）は，パスカル氏の見

事な観察によって我々にもたらされました 37． 
 
ベイコン（領地ヴェルラミウムからヴェルラム卿と呼ばれた）は「決定実験」という用

語を使わなかったにもかかわらず，ボイルはこのようにベイコンの言葉として広めた．

ここでボイルが「決定実験」として言及しているパスカルの観察というのは，1647 年に

行われた，トリチェリの水銀柱をピュイ・ド・ドーム火山の山頂に運び上げるという実

験だった．パスカルの実験によると，麓から約 3000 フィートの高さの山頂では水銀の

高さが 2 と 1/4 インチだけ下がったという．水銀柱を運び上げた高度と，水銀の高さの

相関を述べた後，ボイルは次のようにまとめた： 
 

よってこの注目すべき現象は，明らかに我々の仮説に従い，敵対者の仮説に従わず，

この実験は両者の間の論争を判定するように見えます．なぜならこの場合，実験者

は（他の実験でしているように）管中の水銀の下降が引き起こされるのは，外の気

圧の現象によるのではなく，（容器中の）外の空気の超自然的な希薄化や膨張のせ

いだと装うことができないからです 38． 
 
このように，ボイルにとっては「論争を判定する」ように見えたパスカルの実験であっ

たが，リヌスにとってはそうでなかった．既にリヌスはパスカルの実験の追試を別の低

い山で行っており，麓と山頂で水銀の高さに違いを見出さなかった．ボイルが「決定実

験」という用語を最初に使ったのは，彼にとって論争を判定するように思われる実験が，

論敵にとっては説得力を持たないという状況を読者に訴えるためであった． 
 ボイルは続けて，イングランドの山々でパスカルの実験の追試が行われたこと，自身

も「器用な人物」39の助けを得てウェストミンスター寺院で追試を行ったこと，などを

記録した．しかし，多くの追試報告や目撃者が存在するにも関わらず，ボイルは決して

自分の仮説が確実なものだとは述べなかった．ボイルは個々の追試で水銀の高さが下が

る程度にばらつきがあったことを認め，個々の場所や時間における空気の密度やその他

偶然によるのだろうと補助仮説を追加することで自身の仮説を守った． 
 ボイルの用例からわかる「決定実験」の特徴をまとめると，第一に，進行中の論争に

おいて分かれ道になり得る実験を当事者が提案している．第二に，必ずしもこの実験に

おいて論争は決着せず，補助仮説が追加されたり，補強のための別の実験が紹介された

りしている．よって，「決定実験」は冗長な経緯の説明が続く実験報告の導入のような

役割を担っていたと言える． 
 
 

                                                   
37 Robert Boyle, A Defence of the Doctrine touching the Spring and Weight of the Air, proposed by 
Mr. Robert Boyle, in his new Physico-Mechanical Experiments; against the objections of Franciscus 
Linus (London, 1662), 48. 
38 Ibid., 49. 
39 Ibid., 52. 「器用な人物（ingenious man）」とはフックのことを指していると解釈されて

いる．The Works of Robert Boyle, edited by Michael Hunter and Edward B. Davis (London: 
Pickering and Chatto, 1999–2000), 14 vols., vol. 3, 52.  
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4.3. ロバート・フック 

 歴史上二番目に「決定実験」という用語を使った人物として知られているのは，ボイ

ルの助手を務めていたフックである．フックは『ミクログラフィア』（1664 年）の観察

9 の冒頭において，薄くはがした白雲母に色の筋が現れる現象（現在では薄膜干渉とし

て知られている）を観察した．フックは続いて，2 枚のガラス板を押し付けるという実

験を考案し，白雲母と同様の色を見出した．さらには，薄く伸ばした透明液体や薄く吹

いたガラス，薄い透明な泡などにおいて同様の色を作り出した．フックは 2 枚のガラス

板の実験について，次のように述べた： 
 

しかしながら，あらゆる種類の色が透明物体の中でつくられるということは何より

も大変注目すべきことです．デカルトは，彼のいわゆる小球が屈折によって極性を

得ると考えていますが，この場合にはそのような屈折はまったく生じません．とい

うのは，平滑な板の場合には（デカルトの『気象学』第 8 章第 5 節の原理によると）

二度目の屈折は，彼の仮定した回転小球を調整して，それ以前の一様な運動に戻し

てしまうことになるのが明らかだからです． 
 この実験はそれゆえ，我らの偉大なヴェルラム卿が「決定実験（experimentum 
crucis）」と呼んでいるものの一つであり，私たちが色の真の原因を研究するための

方針を決める上でのひとつのガイド，道標として役に立ちます 40． 
 
このように，フックは 2 枚のガラス板の実験を「決定実験」の一例だと主張した．「我

らの偉大なヴェルラム卿」という表現は，ボイルの「我らの著名なヴェルラム卿」とい

う表現に似通っている．フックは前節で扱ったボイルとリヌスの論争に助手として携わ

っていたため，その際にボイルの「決定実験」の用例について学んだのだと考えられる．

フックは自ら導入した「決定実験」について次のように説明を加えた： 
 

［この実験は］次のようなほかならぬ否定の情報を我々に与えます．色の生成には

プリズムに見られるような大きな屈折も必要でないし，プリズムとガラス球の両方

に見られるような「光と影の境界」41も必要としません．同様に我々は今，それが

どんな肯定的で積極的な指示をもたらすのか知りたいので，もう少し詳細かつ厳密

にそれを調査する必要があります．よりよく行うには，光と屈折の本性に関して一

般的な何らかを仮定することが必要となります 42． 
 
フックはこのように，ガラス板の「決定実験」がデカルトの光学理論を否定する情報を

与えると言いつつも，具体的にどのような学説を肯定するのかは断定しなかった．「決

定実験」は，この時点でデカルトの光学理論以外の道が存在していることを示すだけで，

分かれ道の先がどうなっているのかについては明かさなかった． 
 フックはこの後，ダイヤモンドの発光についての機械論的な考察から「光は媒質の脈

動である」という仮説を展開した．光の脈動の強弱の順番によって様々な色彩現象を説

明することを試み，最後に白雲母に戻ってきて色の筋がどのように生じるのかを説明し

た．フックはこの仮説が確実なものだとは述べなかった．フックは仮説を検証するため

                                                   
40 Robert Hooke, Micrographia: or, Some physiological descriptions of minute bodies made by 
magnifying glasses (London, 1665), 54. 
41 「光と影の境界（determination of light and shadow）」は，デカルトの変容説に特有の表現

「影と光の境界」のことを指している．脚注 19 参照． 
42 Hooke, op. cit. (1665), 54. 
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には，色を生じるのに必要な板の厚さの最大値や最小値を求めることが必要だと認めた．

しかし，「これらの色づいた板はあまりにも薄く，また私の顕微鏡はあまりにも不十分

なため，これまでのところ成功していません」と述べ，今後の研究に期待しながら観察

9 を終えた 43． 
 フックの用例からわかる「決定実験」の特徴をまとめると，第一に，既存の学説に反

論を試みる際に方針を決めるガイドを論争の当事者が提案している．第二に，この実験

だけでは分かれ道の一方について否定的な情報を与えただけであり，もう一方の道に何

があるのか知るための新たな仮定や実験の導入が議論の中心になっている．よって，「決

定実験」は一連の議論の導入のような役割を担っていたと言える．既に論争になってい

るのか，これから論争を始めるのか，という違いはあるものの，章の冒頭で議論を始め

るきっかけとして「決定実験」を利用している点はボイルの用例と共通している 44． 
 
4.4. ニュートン以後の「決定実験」用例 

 改めて第 2 節のニュートンの「光と色についての新理論」を振り返ると，ニュートン

はボイルやフックの用法に忠実に「決定実験」概念を利用していたことがわかる．彼ら

の用法には，「決定実験」を手紙（ボイルやフックの場合には著作のある節）の冒頭で

導入し，続いて冗長な経緯の説明を伴いながら本題の内容を展開する，という共通点が

存在する．「決定実験」は分かれ道の存在を知らせて議論のきっかけにするものであるか

ら，ニュートンが手紙の後半部で言及した（そして手紙では具体的には内容を明かさな

かった）「数学的な確実性を持って」理論を証明する実験とは性質が異なるものであった． 
 ニュートン以降の時代の用例についても簡単に見ておこう．ニュートンの「決定実験」

の追試をめぐって大きな論争が起こったこともあり，1672 年以降はニュートンのプリ

ズム実験のことを固有名詞のように指す用例が多くなった 45．その中でもフックとホイ

ヘンスは独自の実験を「決定実験」と呼んでいるのでその用例を紹介しよう． 
 フックは『ミクログラフィア』を出版してから 9 年後に，『地球の運動を証明する試

み』（1674 年）という著作の冒頭で再び「決定実験」という概念を利用した．ここでフ

ックが「決定実験」と呼んだのは，ティコ・ブラーエやリッチョーリが試みた年周視差

の観測であった．年周視差の観測は，ティコ体系とコペルニクス体系の分かれ道となる

と考えられていたが，彼らは視差を見つけることはできなかった．フックは「観察はよ

り高い精度を必要とするので，この［ティコらの］「決定実験」は力を持ちません」46と

                                                   
43 Ibid., 47–67. 観察 9 の考察の続きにおいて，フックは「道標の事例（instancia crucis）」と

いう用語も使っている．この言葉は，ベイコンの instantiae crucis を単数形（instantia crucis）
にして英語風に綴ったものだと考えられる．透明な球表面において斜めの波動によって生

じる色を計算した際に，フックの仮説では色の生成を説明できるがデカルトの理論では色

が生じないことになる． 
44 フックの「決定実験」はベイコンの用例やボイルの用例とは異なり，競合する理論の対立

構造がはっきりしていないという点はドミトルも指摘している．Claudia Dumitru, “Crucial 
instances and crucial experiments in Bacon, Boyle, and Hooke,” Society and Politics 7 (2013): 45–61. 
ただし，脚注 43 で挙げた「道標の事例」では対立構造になっているので，あまりこの違い

を強調する必要はないと考える． 
45 表 1 で省いた，プリズム実験のことを固有名詞のように指す「決定実験」の用例の一覧

表は，筆者の修士論文を参照．多久和理実「18 世紀イタリアにおけるニュートン光学理論

の受容」東京工業大学，2010 年，20–21 頁． 
46 Robert Hooke, An Attempt to Prove the Motion of the Earth from Observations (London, 1674), 4. 
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述べ，より高い観測精度を実現するために工夫を凝らした天頂儀を導入した 47．このよ

うに，フックの二度目の「決定実験」の用例も，分かれ道の存在を知らせて議論のきっ

かけにするものだった． 
 クリスティアーン・ホイヘンスは 1694 年 5 月 29 日付のライプニッツ宛の手紙の中

で，「決定実験」という概念を利用した．ホイヘンスは王立協会の会員たちとの文通の

中でこの概念のことを知ったようである 48．ホイヘンスが独自に「決定実験」と呼んだ

のは，氷州石による複屈折であった．ホイヘンスは，複屈折を光の粒子説と波動説の分

かれ道となる事例だと考えた．ホイヘンスは，ニュートンの光の粒子説では互いに進路

を妨げないように希薄で分離している必要があるので，レーマーが計算したような光速

を説明できないと考えた．さらに続けて，「彼ら［ニュートンやその支持者たち］の仮

説は屈折の法則，特に氷州石の屈折を説明できず，私にとってヴェルラム卿が呼ぶ「決

定実験」として役に立ちます」49と述べた．ホイヘンスはこの後，複屈折を説明する仮

説を具体的に紹介することはなかった．ホイヘンスの用例は，否定の情報を与えて話題

を提供したに過ぎなかった． 
 18 世紀に入ると，この時代の研究でしばしば参照される『学芸事典』（1704 年）に「決

定実験」という用語が掲載された．これによって「決定実験」概念は，それ以前の用例

を真似しながら徐々に広まっていく段階を脱し，次のようにきちんと定義が与えられる

ようになった： 
 

「決定実験（experimentum crucis）」とは，異なる道が交わるところに立てられて，

旅人を正しい進路へ指示する十字（cross）のような実験で，人々を指示し導いて，

彼らが問うている事物の本性の正しい知識へと向かわせるものである 50． 
 
この項目ではベイコンの名前こそ言及されなかったものの，ベイコンが提唱した「道標

の事例」によく似た説明文が与えられている．一方，「色」の項目ではニュートンの「決

定実験」が「異なる屈折性」を示す実験として紹介され，「トリチェリの実験」の項目

ではボイルの「決定実験」が水銀上昇の原因の判定方法として紹介された．既に論争が

決着しつつある実験例が紹介されたことによって決定力が強調される側面はあったも

のの，辞典で定義されたのはボイルの用例に忠実な「決定実験」であり，ニュートンが

目指していた「数学と同様の確実性」をもって理論を証明する実験とは異なるものであ

った．18 世紀に出版された他の辞典でも，同じ説明文が引き継がれた． 
 
5. ニュートンの「実験による証明」 

 「決定実験」がボイルの方法に則った概念だとするなら，これはニュートンの独断論

を表すものだとは言えない．では，ニュートンの独断論が表れている概念は何なのだろ

うか．それは，ニュートンが数学的に構成した著作の中で実験をどのように扱っている

                                                   
47  フックは自身の装置によって年周視差を観測したと主張したが，学界では認められなか

った．詳しくは以下を参照：中島秀人『ロバート・フック』朝倉書店，1997 年，209–212 頁． 
48 例えば，1672 年 7 月 1 日付の手紙でニュートンの「決定実験」について王立協会に質問

を書き送っている．Oeuvres complètes de Christiaan Huygens, edited by D. Bierens de Haan, 
Johannes Bosscha jr., D. J. Korteweg, A. A. Nijland, and J. A. Vollgraff (The Hague: Martinus Nijhoff, 
1888–1950), 22 vols., vol. 7, 185. 
49 Ibid., vol. 10, 613. 
50 John Harris, Lexicon technicum; or, an Universal English Dictionary of Arts and Sciences (London, 
1704), “experimentum crucis” (page not numbered). 
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のかを見ればわかる． 
 ニュートンの独断論が最もよく表れている著作は，『光学講義』である．これは彼が

1670 年頃にケンブリッジ大学のルーカス講座で行った光学についての講義録であり，

死後 1729 年になってから出版された 51．『光学講義』は第 1 部「光線の屈折について」

と第 2 部「色の起源について」の二部構成になっている．第 1 部は講座の前任者である

アイザック・バローに倣った伝統的な幾何光学の境界線の内側での議論であり，第 2 部

からニュートン独自の挑戦が始まる．第 2 部の初回である第 1 講のまとめを見てみよ

う： 
 

ところで，何も数学的学問に関係ないと言われているような色の本性についての考

察に私が着手する間に，私が職務の境界線を越えたと見なされないために，もしも

私が再びこの企ての理由について注意を促すならば，それは無駄ではないでしょう．

屈折の特性と色の特性の間の密接な関係は，確かにあまりに大きいので，別々に説

明することができません．一方の特性について正しく知ることを望む人は，他方を

知らねばなりません 52． 
 
このようにニュートンは幾何学，天文学，地理学，光学，静力学のような数学的科目を

教えるべきルーカス講座において色について扱うことを弁解していた．というのも，光

の反射や屈折を扱う光学は，伝統的に数学 (幾何学) に属する量的な学問だとされてお

り，一方で，色は伝統的に自然学に属する質的な学問だとされているからである．とこ

ろが，ニュートンは屈折性と色がどちらも光に固有の性質だと気付いてしまった．その

ため，数学の講義の中で屈折性と共に色についても扱うというのだ： 
 

色の生成はあまりに多くの幾何学を含んでおり，色についての知識は多くの証拠に

よって立証されているので，ほかならぬ色自身のせいで，このように数学的学問の

境界線を少なからず拡大することに私が着手することが可能なのです．なぜならば

ちょうど，天文学，地理学，航海術，光学，機械学が，それらの中で，自然学の事

物について，天や地や船舶，光，そして位置の変化について扱うとしても，数学的

知識だと見なされているように．このように，例え色が自然学に属しているとして

も，数学的な推論によって扱われる範囲では，色についての知識は数学的であると

見なされるべきです 53． 
 
ニュートンはこのように，自然学に属していた色を幾何学の中に取り込むことによって，

数学の境界線を拡大することを試みた．そして，質的に扱われてきた色を量的に扱うた

めに導入したのが実験であった．そのため，第 2 部第 1 節のタイトルとして「色につい

ての学説をプリズムの実験によって証明する」54ことを宣言している．このように，数

学的な推論に準ずる確実性をもつものとして扱われている実験のことを，本稿では「実

                                                   
51 講義録は MS Add. 4002 と MS Dd. 9.67 という二種類の手稿が存在する．前者が全 18 講

なのに対して，後者は増補改訂されて二部構成の全 31 講になっている．ニュートンの死の

翌年に，MS Dd. 9.67 の第 1 部だけが英訳されて出版された．MS Dd. 9.67 全体が出版された

のは死から二年後であった．Isaac Newton, Lectiones opticae, annis 1669, 1670, et 1671 in scholis 
publicis habitae; et nunc primum ex MSS. in lucem editae (London, 1729). 
52 Newton, op. cit. (1729), 152. 
53 Ibid., 152–153. 
54 Ibid., 145. 
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験による証明」と呼ぶことにする 55．「実験による証明」は『光学講義』の中でも第 2 部

第 1 節だけに見られる形式であり，伝統的な幾何光学の境界線の内側で議論を進める第

1 部や，「様々な色の現象」を列挙する第 2 部第 2 節には登場しない． 
 「実験による証明」という形式は，後に出版された『光学』（1704 年） の第 1 篇にも

登場する．『光学』の第 1 篇は数学的に構成されており，次のような一文から始まる： 
 

本篇での私の意図は，光の諸性質を仮説によって説明するのではなくて，推論と実

験によって提案し，証明することである 56． 
 
ニュートンはこのように数学に倣った形式で構成することを宣言し，最初に「従来光学

で研究されてきたものの要点」57を定義および公理とその解説という形で述べた．そし

て，第 1 篇第 1 部では屈折性についての 8 つの命題を，第 1 篇第 2 部では色についての

11 の命題を導入した．それぞれの命題の後には，「実験による証明（proof by experiments）」
という見出しが付いた実験リストが与えられ，命題を証明した．「実験による証明」は

『光学』の中でも特に数学的に構成されている第 1 篇第 1 部および第 2 部だけに見られ

る形式である．ニュートン環についての観測を列挙する第 2 篇や，回折現象についての

観測を列挙する第 3 篇には見られない 58． 
 『光学講義』および『光学』に登場する「実験による証明」には次のような特徴があ

る．まず，証明すべき命題の直後に配置されているということである．これは，否定の

情報を与えるだけに留まったり実験結果の支持する内容が不明確だったりした「決定実

験」とは大きく異なる特徴である．ニュートンは，まず理論を命題として与えて，「実

験による証明」を続けた．また「実験による証明」は目的の命題を証明するのに特化し

た実験であるので，自然状態からかけ離れた人工的な設定であることが多い．ベイコン

の実験が「自然の秘密を白状させるために拷問する」59ものであるとすれば，ニュート

ンの「実験による証明」は，どのように拷問すれば目的の命題について白状するのかを

調べ尽した上で，最も効果的に白状するものを経緯や失敗事例の説明を省いて簡潔に紹

介したものと言えよう 60． 
 「実験による証明」と「決定実験」の概念の違いをより具体的に理解するために，「決

定実験」と呼ばれた二つのプリズムを用いる実験と同じ形の実験が「実験による証明」

として扱われた場合にどう記述されているか見てみよう．二つのプリズムを用いる実験

                                                   
55 『光学講義』および「光学の基礎」には，「実験による証明」という名詞ではなく，「実験

によって証明される」というフレーズが登場する．Ibid., 152. MS Add. 3970 (Cambridge 
University Library), f. 409r. 
56 Newton, op. cit. (1704), 1. 
57 Ibid., 12. 
58 正確には，第 2 篇と第 3 篇には観測の列挙ではない部分も存在する．第 2 篇第 3 部は天

然物の永久色についての 20 の命題を含む．しかし，これらの命題は論証されるだけで実験

が与えられていない．また，第 3 篇の後半では 31 問の「疑問」が (初版では 16 問) 列挙さ

れる．これらは問題提起だけで論証されておらず，証明となる実験も存在しない． 
59 Bacon, op. cit. (1620), 118. 
60  経緯や失敗事例を省いた簡潔な説明しか載っていないため，同時代の学者たちがニュー

トンの「実験による証明」を追試するのは困難だった．追試の困難を解決するために，王立

協会の公開実験において実験主任ディザギュリエがどのような工夫や情報を補ったのかに

ついては，筆者の研究ノートを参照されたい．多久和理実「ニュートン・プログラムはどの

ように受容可能になったのか」『技術文化論叢』16 号，2013 年，1–20 頁． 
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は，手稿を含むニュートンの著作物のうち 16 点に登場する（表 2）．最初の 1 点は「色

について」という題の学生時代の実験ノートであるが，この時点では 64 種類の実験が

列挙されるだけで実験の結論や役割はまだ明確になっていなかった．うち 11 点は，王

立協会に送ることを念頭に置いて書かれた手紙とその草稿であり，「決定実験」という

名称を用いていた 61．残り 4 点は，数学的に構成した『光学講義』『光学』およびその

草稿であり，「実験による証明」という役割が明記されていた．名称の違いから，ニュ

ートンは，王立協会に向けて手紙を書く場合には「決定実験」と呼び，自分の著作の中

で数学的に扱う場合には「実験による証明」として扱う，という使い分けをしていたこ

とがわかる． 
 

表 2. ニュートンの著作に登場する 2 つのプリズムを用いる実験 
年代 著作 名称 内容 形式 

c. 1666 MS Add. 3976「色について」 実験 44 
実験 45 

異なる屈折性 
色の不変性 

 

c. 1669 MS Add. 4002「光学講義」草稿 1 第 3 講命題 2 異なる屈折性 実験による証明 

c. 1670 MS Dd.9.67「光学講義」草稿 2 第 2 部第 2 講命題 1 
第 2 部第 3 講命題 2* 

異なる屈折性 
色の不変性* 実験による証明 

1672 2月 6日付ニュートンの手紙 

「光と色についての新理論」 
experimentum crucis 異なる屈折性  

 4月 13日付ニュートンの手紙 

パルディのへの回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

 6月 10日付ニュートンの手紙 

パルディへの回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

 6月 11日付ニュートンの手紙 

フック「考察」への回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

1675 11月 13日付ニュートンの手紙 

リヌスへの回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

1676 2月 29日付ニュートンの手紙 

リヌスへの回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

 8月 18日付ニュートンの手紙 

ルーカスへの回答 
experimentum crucis 異なる屈折性  

 11 月 28 日付ニュートンの手紙 
ルーカスへの回答 

experimentum crucis 異なる屈折性  

1678 3 月 5 日付ニュートンの手紙 1 experimentum crucis 異なる屈折性  
 3 月 5 日付ニュートンの手紙 2 experimentum crucis 異なる屈折性  

c. 1690 MS Add. 3970「光学の基礎」 実験 6 397r 
実験 25** 420r 

異なる屈折性 
色の不変性** 実験による証明 

1704 『光学』 
第 1 篇第 1 部実験 6 
第 1 篇第 2 部実験 5** 

異なる屈折性 
色の不変性** 実験による証明 

c.1722 MS Add. 3970 手紙草稿 experimentum crucis   
*   2 つのプリズムを用いる実験のヴァリエーション（第一のプリズムの後方にレンズを追加） 
**  2 つのプリズムを用いる実験のヴァリエーション（第一のプリズムの手前にレンズを追加） 
ゴシック体は当時出版されたもの 

 
 『光学講義』および『光学』において「実験による証明」として扱われる場合を詳し

く見てみよう．「異なる屈折性」についての命題と「色の不変性」についての命題に対

して，それぞれよく似た二つのプリズムを用いる実験が証明として割り振られている

（図 3 から図 6）62．実験配置をよく見てみると，「色の不変性」の証明として扱われて

                                                   
61 ただし 1677 年 9 月に王立協会の事務総長オルデンバーグが亡くなったため，1678 年の

手紙は論争相手であるアンソニー・ルーカスに直接送られている． 
62 『光学講義』においては，第 2 部命題 1「異なる色は異なる屈折性の光線に対応する」と

第 2 部命題 2「光線の形相あるいは色を生じる傾向は，屈折によって変わらない」が，それ
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いる実験には，二つのプリズムに加えてレンズが追加されている．これは，第一のプリ

ズムと板の小孔だけでは光線の色を十分に分離できないため，第二のプリズムで屈折さ

せた際に隣色が混入して色が変わってしまうという問題に対処したためである．二つの

プリズムを用いる実験は，「第一のプリズムで大きく／小さく屈折した光線は第二のプ

リズムでも再び大きく／小さく屈折される」という結果から「異なる屈折性」の証明と

しては十分であっても，第二のプリズムで隣色が混入してしまうために「色の不変性」

の証明として不十分だったのだ 63．そのため，ニュートンはレンズを用いて光線の幅を

絞ることによって色の分離精度を上げて「色の不変性」の証明を実現した．結果として，

『光学講義』の中でよく似た形の二種類の実験がそれぞれ異なる命題の証明として登場

することになった．さら『光学講義』の草稿が書かれてから『光学』が書かれるまでの

30 年余りの期間に，レンズの位置を第一のプリズム後方から前方に移動するという改

良も行われた（図 4 と図 6 を比較）64．ニュートンの「実験による証明」概念とは，こ

のように目的とする命題の証明に最適化された実験であり，最適化することによって数

学のような確実性を可能な限り追求していた． 
 「実験による証明」と「決定実験」の概念の違いをまとめる．第 2 節で見たように，

二つのプリズムを用いる実験が「決定実験」と呼ばれていた時には，それまでの「決定

実験」概念の用例に従って分かれ道の存在を知らせるだけで，対応する理論は断定され

なかった．そのため，この実験が「色の変容」と「色の不変性」の分かれ道であると誤

解した学者たちが追試を試みた際に，隣色が混入するという実験結果が大きな論争を巻

き起こしてしまった 65．一方，ニュートンが数学的に構成した『光学講義』および『光

学』の中で「色の不変性」の「実験による証明」として紹介したのは，二つのプリズム

を用いる実験にレンズを追加して色の分離精度を上げたものだった．目的とする命題の

証明になり得る精度まで改良された「実験による証明」こそ，数学のような確実性を求

めていたニュートンの実験観を代表する概念であると言える． 

                                                   
ぞれ「異なる屈折性」と「色の不変性」に当たる．『光学』においては，第 1 篇第 1 部命題

2「太陽光は屈折性の異なる光線からなる」と第 1 篇第 2 部命題 2「全ての均質光は，その

屈折性の度合いに応じた固有の色を持っている．その色は反射と屈折によって変化させる

ことはできない」が，それぞれ「異なる屈折性」と「色の不変性」に当たる．それぞれの命

題には証明として複数の実験が配分されているが，本稿では「決定実験」概念との比較を目

的としているため，二つのプリズムを用いる実験だけを取り上げる．また，『光学』の本文

には「色の不変性」を証明するための実験図が含まれていない．しかし『光学』仏訳第 2 版

では，図 2 で引用したスケッチを基にした第 1 篇第 2 部実験 5 の実験図（図 6）が章頭飾り

として導入された．章頭飾りの右上には「屈折された光は色を変えない（Nec variat lux fracta 
colorem）」というモットーが書き込まれている．Isaac Newton, Traité d’optique, 2e édition, traduit 
par Pierre Coste (Paris, 1722), 1. 
63 『光学講義』の第 2 部命題 2 において，レンズなしの場合に実験が完璧ではないことを

ニュートンは認めている．例えば，隣色が混入するために，黄が赤と緑を生じ，緑が黄と青

を生じ，青が緑と紫を生じた．Newton, op. cit. (1729), 164–165. 
64  レンズをプリズムの前方に持ってくることによって，レンズの絞る作用が光線の幅に大

きく影響を与えて，プリズムによる分散はあまり影響を与えないように工夫している． 
65 隣色が混入すると「屈折によって新たな色が生じた」という結論になってしまい，変容説

の証拠と解釈された．詳しくは以下を参照：Takuwa, op. cit. (2013), 120–123. 
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図 3. 

『光学講義』「異なる屈折性」の証明 
図 4. 

『光学講義』「色の不変性」の証明 
  

 
 

図 5. 
『光学』「異なる屈折性」の証明 

図 6. 
『光学』「色の不変性」の証明 

 

6. 結論 

 「決定実験」は，実験によって証明した理論に数学と同様の確実性を求めるというア

イザック・ニュートンの実験観を代表する概念ではなかった．ニュートンが 1672 年の

論文で導入した「決定実験」は，ボイルやフックの「決定実験」の用例に忠実であり，

論争に分かれ道があることを示して議論のきっかけを与える実験にすぎなかった．「決

定実験」概念は，数学的な確実性を求めるニュートン側の概念ではなく，蓋然性を重ん

じる王立協会側の概念であると見直さなくてはいけない．ニュートンの実験観の代表と

なるのは，『光学講義』および『光学』の数学的に構成された部分に登場する「実験に

よる証明」概念である．ニュートンは，実験を命題の証明になり得る精度まで改良して

から，証明すべき命題の直後に「実験による証明」として配置していた． 
 

おわりに 

 17–18 世紀に「我らがヴェルラム卿の」という枕詞と共に語られていた experimentum 
crucis は，あくまでもフランシス・ベイコンの経験に基づく帰納法を想定しており，数

学の証明のような強制力を持つ概念ではなかった．本来のラテン語の「（分かれ道にあ

る）十字の実験」という意味を離れて，現在イメージされるような数学の証明のような

強制力を持つようになったのは，「決定的な実験（crucial experiment）」という英訳を与

えられた時点だと考えられる 66．英語の crucial という形容詞は，本来はラテン語の crucis
に由来する「十字の」という意味しか持っていなかった．この形容詞が「決定的な」と

いう意味で初めて使われたのは，ジョン・ハーシェルが『自然哲学研究に関する予備的

考察』（1830 年）の中でベイコンについて解説した時だと言われている 67： 

                                                   
66 例えば，イグナス・パルディが 1672 年 6 月 30 日付の手紙でニュートンの「決定実験」

についてフランス語で「十字の実験（experience de la croix）」という訳語をあてていること

から，当時は文字通りの意味で理解されていたことが推測される．Correspondence, vol. 1, 205. 
67 “crucial”の本来の意味は「十字の」であり，「十字切開（crucial incision）」のような熟語で

使われた．NED, vol. 2, 1214. 
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ここで，ベイコンが「決定的事例（crucial instances）」と呼んだものの利用を我々は

見出します．それは，各々が一方を選ぶような同様の類推を持っている二つの原因

のうち，どちらかに決めるように前進させる現象です．ここで同じく，単なる受身

の観測とは区別されるために，実験が有用であると気付きます．我々は組み合わせ

を作って「決定的（crucial）な種類の実験」を行い，両原因のうち，一方が故意に

除外され，他方が故意に認められるように実行に移します．結果として生じる現象

と試験されている分類との一致，不一致によって我々は判定を決めるのです 68． 
 
ハーシェルの英訳を契機に，「（分かれ道にある）十字の実験」は，一致，不一致を判定

するように道を選択させる「決定的な実験」に様変わりを始めた．同時に英語の crucial
という形容詞が「決定的な」という意味を持つようになったために，experimentum crucis
とその英訳である crucial experiment は，「決定的」であるという言葉の先入観から逃れ

られなくなったと考えられる 69． 
 イアン・ハッキングは，ベイコンが科学哲学者たちに誤解されていることを嘆き，「決

定的」と解釈されることの多いベイコンのinstantiae crucisについて「もっと文字通りの，

そしておそらくもっと役に立つ訳語は「分かれ道の事例（instances of the crossroads）」

というものであろう」と述べた70．ハッキングは17世紀のexperimentum crucisの用例につ

いては何も言及していない71．しかし筆者は，「我らがヴェルラム卿」を掲げる初期の王

立協会での用例については，ハッキングに倣って「決定実験」ではなく，「分かれ道の

実験」と翻訳することを提案したい．このような訳語を与えれば，数学的な「実験によ

る証明」を目指していたニュートンの独断論との違いが明確になり，混同されることは

なくなるだろう．18世紀から19世紀のハーシェルに至るまでのexperimentum crucisの用

例がどのようになっていたのかについては，今後の研究の課題として残されている． 
 

本研究はJSPS科研費 16J05232の助成を受けたものです． 
 
  

                                                   
68 J. W. Herschel, A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy (London, 1830), 150–
151. 鉤括弧は筆者が追加． 
69 脚注 2 および 3 参照． 
70 Hacking, op. cit. (1983), 249. 
71 ハッキングは，17 世紀のボイルやフックらの用例も知らないし，19 世紀のジョン・ハー

シェルの英訳のことも知らないようだ．ハッキングは，ベイコンの記述と 20 世紀の科学哲

学者たちの批判を見比べただけで，その鋭い感性によって「道標の事例」および「決定実験」

をめぐる議論の問題点に気付いてしまったようだ． 
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A Comparison of Newton’s Use of Experimentum crucis and  
“Proof by Experiments” 

 
Abstract 

 
Yoshimi TAKUWA 

 
   This study demonstrates that contrary to the prevalent perception that Isaac Newton’s 

experimentum crucis was experimental proof of his optical theory, the typical experimental 

approach to prove his theory with mathematical certainty was “proof by experiments.” 

   The term experimentum crucis originated from Francis Bacon’s instantiae crucis and was 

brought into use by early members of the Royal Society, notably Robert Boyle and Robert Hooke. 

Boyle and Hooke used this term at the start of their arguments to characterize such experiments 

as showing that there is a fork in the road in the theories at issue. When Newton introduced his 

version of experimentum crucis in the beginning of his letter “New Theory about Light and 

Colours” (1672), he was using the term in the same manner as Boyle and Hooke had done. In 

contrast, in the latter half of the letter where Newton insisted that his theory had mathematical 

certainty, he did not specify an experiment with which to prove that the color of a light ray is not 

mutable by refractions. Thus experimentum crucis should not be deemed as an approach designed 

by Newton in pursuing mathematical “certainty,” but one applied by him to follow those early 

members of the Royal Society who attached importance to the “probability” of knowledge on 

nature. 

   In fact, I argue that Newton was well aware that the setup of his experimentum crucis was 

insufficient to prove the immutability of colored rays and subsequently made improvements. In 

the mathematically composed parts of his Lectiones opticae (c. 1670) and Opticks (1704), Newton 

improved every experiment so that it reached enough accuracy to prove his propositions. He 

presented his theory about light and colors as propositions, each followed by its “proof by 

experiments.” This method, rather than experimentum crucis, was Newton’s typical approach to 

pursue mathematical “certainty.” 
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「四元数およびそれに関連する数学の研究促進のための国際協会」 

が目指したもの 
 

A Brief History and Aims of the “International Association for Promoting the Study 
of Quaternions and Allied Systems of Mathematics” 

 
中島研究室 

益田 すみ子 Sumiko MASUDA 
 

1. はじめに 

 明治期に活躍した物理学者であり後に技術者となった人物に，木村駿吉(1866-1938)が
いる 1．彼は，アメリカ留学中に四元数に関する国際協会の立ち上げに関わった．明治

半ばに一人の日本人が，国際的な学協会を提案しその設立が実現したのである． 
 この協会は 1899 年に設立され，「四元数及びそれに関連する数学の研究促進のための

国際協会(International Association for Promoting the Study of Quaternions and Allied Systems 
of Mathematics)」と称する(以後これを国際四元数協会とよぶ)．本稿では，日本とも深い

関係を持つこの協会について，その設立の経緯と活動を明らかにする． 
 
1-1 先行研究 

 国際四元数協会については，四元数とベクトル解析の歴史に関連して，いくつかの文

献で言及されている．しかし，そこでは本協会を，四元数信奉者による四元数の普及の

みを目指した協会であるとしている． 
 たとえば，クライン(F. Klein)は，19世紀数学史の代表的著作である『19世紀の数学』

で，最初に四元数を提案したハミルトンおよびその四元数について「たゆまぬ努力によ

ってついに1843年，彼は4元数，すなわち適当な4項からなる数を発見し，その後はもっ

ぱらその研究と普及に専念した」と書いている．さらに，「まもなくダブリンでは４元

数が何者にもまさって数学的関心の的になった；それどころか公式の試験科目になり，

それを知らないとカレッジの卒業はほとんどあり得なかった」としている2．クライン

はハミルトンの四元数に対する態度を数学的信仰と称し，ハミルトンに同調する学派も

また硬直と偏狭という点では師をも凌ぐと批判している．続けて，アイルランドにおい

てハミルトンと「4元数主義者」が排他的態度で四元数に熱狂し，彼らの「最終的な目

標は ―昔も今も― 4元数の関数論であり，これによって全数学は全く新しく，力強く包

                                                   
1 木村駿吉の生涯については，以下の研究がある．小松醇郎「木村駿吉の業績」『数学セミ

ナー』25 号(1986 年 2 月), および『幕末・明治初期数学者群 下』吉岡書店, 1991 年, 388-429
頁; 岡本拓司「科学と社会 国家・学問・戦争の諸相」『数理科学』サイエンス社のうち，

「第 6 回木村駿吉の経験 (1)」No. 590 (2012 年 8 月), 「第 7 回木村駿吉の経験 (2)」No. 591 
(2012 年 9 月), 「第 8 回木村駿吉の経験 (3)」No. 593 (2012 年 11 月), 「第 9 回木村駿吉の経

験 (4)」No. 594 (2012 年 12 月). 後に『科学と社会―戦前期日本における国家・学問・戦争

の諸相』サイエンス社, 2014 年, にまとめ刊行． 
2 F. クライン (彌永成昌吉監修, 足立恒雄・浪川幸彦監訳, 石井省吾・渡辺弘訳) 『クライ

ン：19 世紀の数学』共立出版株式会社, 1995 年, 185-193 頁. 原著は Felix Klein, Vorlesungen 
über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert I (Berlin: J. Springer, 1926), 182-191.  



「四元数およびそれに関連する数学の研究促進のための国際協会」が目指したもの 
 (益田 すみ子) 

24 
 

括的に解明されると期待」し，その目的を推進するために国際四元数協会の設立があっ

たと説明している3． 
 また，同様の評価を行っているもう一つの例として，ケッヒャー(M. Koecher)とレン

メルト(R. Remmert)を挙げることができる．エビングハウス(H.-D. Ebbinghaus)等 7 人の

著者と 1 人の編集者が共同執筆し，数の全体像を示した『数 下巻』で彼らは，「人々は

4 元数的関数論について夢想し，数学全体への全く新しい洞察を得ようと欲した」とい

い，「このようなユートピア的な目標の奨励」のために国際四元数協会が設立されたと

断定している 4． 
 これらに対し，科学史家クロウ(M. J. Crowe)は『ベクトル解析の歴史』で，本協会の

設立を，四元数とその後新しく登場したベクトル解析との論争により生じた結果であり，

本協会はベクトル解析を推し進めたとしている 5．しかしこれらの根拠は示しておらず，

クロウの記述からはどうして国際四元数協会がそのような役割を果たし得たのか理解

できない． 
 
1-2 本稿の目的と構成 

 本稿では，国際四元数協会の提案から終焉までを，主として会報の内容を分析するこ

とによって明らかにする．これにより，協会の目的が変化したことがわかる．当初は四

元数を発展させ普及させることを目的に提案された協会であったが，提案が公表され実

現を探る中でその目的は変化し，四元数を基礎として生まれたベクトル解析を発展させ

普及させることを目指すようになっていった．本稿では，協会の目的の変化の過程と理

由を明確にし，最終的に協会が果たした歴史的役割を探る． 
 以後，第 2 節で四元数からベクトル解析が提唱されたことを確認した後，協会が提案

されてから設立されるまでの経緯をたどる．第 3 節で，これまで十分明らかにされるこ

とのなかった同協会の活動を，主に協会の会報『四元数及びそれに関連する数学の研究

促進のための国際協会会報(Bulletin of the International Association for Promoting the Study 
of Quaternions and Allied Systems of Mathematics)』(以下『会報』とよぶ）の分析から明ら

かにする 6．第 4 節では，設立以来協会を支え続けたマクファーレン(A. Macfarlane, 1851-
1913)と，彼の論敵であり協会設立後には協力者となったノット(C. G. Knott, 1856-1922)
に焦点を当て，彼らが本協会の活動において目指したものを明確にする．最後の第 5 節

で以上をまとめる． 
 

2. 国際四元数協会の提案から設立まで 

2-1 背景――四元数からベクトル解析へ 

 国際四元数協会について検討する準備として，四元数の誕生とそこからベクトル解析

が生まれた経緯をここで確認する． 

                                                   
3 前掲注 2, 191 頁 (原著 189). 
4 H.-D. エビングハウス他, K. ラモトケ編集 (成木勇夫訳)『数 下巻』シュプリンガー・フ

ェアラーク東京, 1991 年, 219-224 頁. 原著は H.-D. Ebbinghaus et al., Zahlen (Berlin: Springer-
Verlag, 1983), 131-134.  
5 M. J. Crowe, A History of Vector Analysis (Dover Publications Inc., New York, 1994, first 
published by the University of Notre Dame Press in 1967), 218. 
6 この『会報』は以下のサイトで閲覧できる．https://catalog.hathitrust.org/Record/000548057  
本稿で検討した協会の 9 冊の『会報』は，千葉大学名誉教授田中國昭氏より拝借した．ここ

に，心より感謝申し上げる． 
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 アイルランドの数学者であり天文学者であったハミルトン(W. R. Hamilton, 1805-65)は，

複素数が 2 次元平面に対応することから，3 次元空間の位置と運動を反映する複素数の

拡張を模索していた．しかし彼は，幾何学的な解釈と一致する数体系を構築するには，予

想に反して 3 次元ではなく 4 次元にする必要があることに気づき，四元数を提案した 7． 
 ハミルトンによる四元数が世界で広く知られるようになり，さらにベクトル解析が生

まれるきっかけを作ったのはマクスウェル(J. C. Maxwell, 1831-79)の教科書『電気磁気

論』である8．その裏には，スコットランドの科学者テイト(P. G. Tait, 1831-1901)の働き

があった．テイトは，エディンバラ大学及びケンブリッジ大学で学び，後にエディンバ

ラ大学の教授となった科学者である．ケンブリッジを卒業した翌年の1853年，彼はハミ

ルトンの著書を読み四元数に大きな関心を抱き，1858年以後は文通によりハミルトンと

連絡を取るようになった9．1867年にテイトは『初等四元数論』という入門書を著し，四

元数を発展させわかりやすく紹介した10． 
 テイトは，四元数を物理学に応用することを考え，幼い頃からの同級生で親友であり

ライバルでもあったマクスウェルとも議論を重ねた 11．マクスウェルもまた四元数が電

磁気学に利用できることを認め，1873 年に『電気磁気論』を出版するにあたり，デカル

ト座標を用いた式に加え，より簡潔に表現できる四元数による表記を載せた 12．19 世紀

末から 20 世紀初頭にかけてマクスウェルの『電気磁気論』は広く読まれ，そこで用い

られた四元数もまた注目を浴びることになった．後に触れるように，国際四元数協会の

提案者や活動の中心となる人々もまたこの本に親しんでいた． 
 1880年代になると，ギブス(J. W. Gibbs, 1839-1903)やへヴィサイド(O. Heaviside, 1850-
1925)によって四元数より明快で使いやすい近代的なベクトル解析が作られていく13．熱

力学や統計力学に関する研究で知られるアメリカのイェール大学の物理化学者ギブス

は，最初の近代的なベクトル解析を考え，1881年に学生向けの冊子にまとめた．この冊

子は1901年になってギブスの学生だったウィルソン(E. B. Wilson, 1879-1964)により『ベ

クトル解析』として編集され出版された14．ギブスがベクトル解析の導入に興味を持っ

たのは，マクスウェルの『電気磁気論』を読んだことがきっかけだった15． 
 一方，イギリスのヘヴィサイドもまた，マクスウェルの『電気磁気論』を読み，そこ

に示された四元数の煩雑さを解消するためにベクトル解析を開発した．ヘヴィサイドは，

ロンドンの下町に生まれた電信技手であり，学校教育は14歳までしか受けていない．独

                                                   
7 “Note-book 24-5, entry for 16 October 1843,” Edited by H. Halberstam, and R. E. Ingram, The 
Mathematical Papers of Sir William Rowan Hamilton Vol. III Algebra (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1967), 103.  
8 J. C. Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism (London: Constable and Company Limited, 
1873).  
9 C. G. Knott, Life and Scientific Work of Peter Guthrie Tait (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1911), 12-15, 119-141.  
10 P. G. Tait, An Elementary Treatise on Quaternions (Oxford: Clarendon Press, 1867).  
11 前掲注 9, 5-7. テイトとマクスウェルは 10 歳の頃から Edinburgh Academy のクラスメー

トであり，二人はエディンバラ大学・ケンブリッジ大学と同じ道を歩んだ． 
12 前掲注 9, 143-152. マクスウェルが四元数を用いた個所は，前掲注 8 の Volume Two, 256-
257． 
13 本稿では，ギブスとへヴィサイドにより提唱された，四元数のベクトル部とは異なる計

算規則を伴う体系をベクトル解析とよぶ． 
14 E. D. Wilson, Vector Analysis (New Haven: Yale University Press, 1901).  
15 前掲注 5, 152-153.  
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学で電磁気学を学ぶ中で，1885年から1887年にかけて電磁場を表すために独自にベクト

ル解析を導入した16． 
 ギブスとヘヴィサイドは同じ時期に互いに独立に新しいベクトル解析を導入したが，

共にマクスウェルの『電気磁気論』で取り上げられた四元数がそのきっかけとなってい

る． 
 1890 年代になると，従来の四元数の伝統にこだわるテイトを中心とした人々と，四

元数から離れて新しくベクトル解析を提唱したギブスとヘヴィサイド及び彼らの支持

者達との間で論争が始まる 17．数学的な美しさや完成した体系を追求しようとする四元

数支持者と，物理学特に電磁気学において，使いやすく理解も容易な形式や表記法を取

り入れようとするベクトル解析支持者の論争であったと捉えることができる． 
 国際四元数協会の設立は，まさにこの論争の時代を背景に1895年に木村駿吉により提

案された．実際に協会が発足したのは，1899年になってからである．  
 
2-2 国際四元数協会の提案 

 1895年，米国留学中だった木村駿吉はオランダのモーレンブルック(P. Molenbroke, 
1864-1945)を訪ね，四元数の普及と発展を目的として国際四元数協会の設立を企画した．

この時の事情を木村が書き残した資料などから明らかにしよう． 
 そもそも木村はどこで四元数に出会ったのだろうか．明治20年代(1890年前後)の日本

では，四元数は高等数学の一分科として帝国大学を始めとする理学・工学などの高等教

育機関で教えられていた．木村が学んでいた帝国大学理科大学物理学科で四元数の教育

に当たった教師は，留学先のケンブリッジ大学で数学を修め，東京大学(1886(明治19)年
より帝国大学に再編)の教授となった菊池大麓(1855-1917)と，スコットランドからのお

雇い教師ノットであった18． 
 木村は，ノットから電磁気学の講義を受けた．教科書は，マクスウェルの『電気磁気

論』である 19．このように彼は四元数のベクトル部を用いて電磁場を表すことに親しん

でいた．また，木村は卒業後には大学院へ進み，ノットの指導で実験を行い『帝国大学

理科大学紀要』にノットと連名で論文を掲載している 20． 
 木村の四元数との本格的な出会いは，1893年9月にアメリカへ留学してからである．

1年間在学したハーバード大学で，ジェームス・パース(J. M. Peirce, 1834-1906)の四元数

の講義を受けた．J. パースの父ベンジャミン・パース(B. Peirce, 1809-80)は，1833年から

ハーバード大学で教え，アメリカにおける最初の偉大な数学者と言われ，また四元数論

者であった21．息子のJ. パースは父ほど独創的な研究はしなかったが，父を引き継ぎ同

                                                   
16 前掲注 5, 162-163. 及び，B. J. Hunt, The Maxwellians (Ithaca: Cornell University Press, 1991), 
68-72, 104-107.  
17 クロウは，1890 年から 1894 年を特に取り上げ，8 つの雑誌で 12 人の科学者が 36 の論文

を通して論争したと述べている．前掲 注 5, 182.  
18 公田蔵「日本の数学教育とベクトル：この百二十五年 (数学史の研究)」『数理解析研究

所講究録』1317(2003), 190-191 頁; 公田蔵「明治前期における「西洋高等数学」の教育 (数
学史の研究)」『数理解析研究所講究録』1546 (2007), 238-241 頁.  
19 東京大学史史料研究会編『史料叢書東京大学史東京大学年報第二巻』(1993 年, 東京大

学出版会), 355-356 頁.  
20 C. G. Knott and S. Kimura, “On Certain Thermoelectric Effects of Stress in Iron,” 『帝国大学

紀要理科』第 4 冊 (1891 年), 341-356 頁.  
21 前掲注 5, 125-127.  
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じハーバード大学で四元数を熱心に講義した22．木村はJ. パースに四元数を学び，電磁

気学への応用面だけではない四元数の幅広さと面白さを知った．留学中の1894年に，帝

国大学理科大学の先輩であり恩師である田中館愛橘(1854-1952)へ送った手紙では，ハミ

ルトンの四元数に忠実であることにこだわっていたテイトの著書さえ批判している23．

四元数のベクトル部を幾何学に応用するテイトの教科書から離れ，拡張された複素数と

しての四元数を扱うパースの講義は，木村にとって印象が深かったことがわかる． 
 しかし，木村は1年後にイェール大学のギブスの下へ移る．J. パースの四元数の講義

には未練を残しながらも，これを除くハーバード大学での勉学に物足りなさを感じたか

らである24．1894年の秋からギブスの指導で2年間学び，球関数に関する論文で1896年秋

に学位を取った25．すでに述べたように，ギブスこそが，ベクトル解析の発案者の一人

だが，木村は四元数への関心を率直にギブスに語っていた26． 
 木村は1895年の夏休みに，四元数の普及と発展を目指す協会の設立へ向けた準備のた

めに，ヨーロッパへ行きオランダのモーレンブルックを訪ねた27．彼らはそこで相談を

し，同年10月発行の『ネイチャー』誌に連名で国際四元数協会の設立の案内と協会への

参加を呼び掛ける記事を掲載した28．この記事から彼らの計画の意図がわかる．彼らは

ここで，四元数のベクトルが物理学に使われることについては，疑問の余地がないが，

それらが有意義であるゆえに，多くの物理学者が四元数の理念を除いたベクトル理論の

新しい形式を発明しようとしていると主張している．しかし，彼らがみる限り，それら

は数学的思考の理論的発展というよりむしろ表記法のシステムであるという．さらに，

四元数への新しい表記法の導入は今後ますます盛んになると予測し，そのために四元数

やそれに関連する数学の研究成果を報告し合い，表記法に関する意見を交換する必要が

あるという．そこで，四元数およびそれに関連する数学に興味を持つ人々が手を結ぶこ

                                                   
22 河田敬義「1930 年以前のアメリカ数学史 (日本の数学と比べて)」『上智大学数学講究

録』上智大学数学教室 No. 20 (1985 年 4 月), 26 頁; J. K. Whittemore, “James Mills Peirce,” 
Science, New Series, Vol. 24, No. 602 (1906): 40-48.  
23 木村駿吉「在米理学士木村駿吉氏ノ書状」『学士会報』第 82 号 (1894 年 12 月 20 日), 22-
23 頁.  
24 前掲注 23, 23 頁.  
25 イェール大学博士論文: S. Kimura, “Studies on the General Spherical Harmonics,” (1896).  
26 「博物館に貝を見るの記」『東洋学芸雑誌』12 巻 168 号(1895 年), 462-470 頁 で，巻貝の

殻の形成過程を，四元数を用いて考察しているが，その際ギブスからコンパスを借りたこと

が記されている．また，博士論文にもギブスから，四元数を用いた球関数の特性に関する考

察をテーマに与えられたが，この問題に関して，四元数は有効でなかったと書かれている． 
27  木村とモーレンブルックが知り合った経緯については，木村は書き残していない．この

年までに，モーレンブルックはオランダで論文と著書を発表しているので，木村がそれを読

んで連絡したと考えられる．P. Molenbroek, Theorie der Quaternionen (Leiden: Brill, 1891); P. 
Molenbroek, “Over de toepassing der quaternionen op de mechanica en de natuurkunde,” 
Verhandlingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 2 (1893): 1-38; P. 
Molenbroek, Anwendung der Quaternionen auf die Geometrie (Leiden: Brill, 1893).  
28 P. Molenbroek, Shunkichi Kimura, “To Friends and Fellow Workers in Quaternions,” Nature, Vol. 
52 (1895): 545-546. 彼らは同様の記事を，『サイエンス』誌にも掲載した．P. Molenbroek, S. 
Kimura, “To Those Interested in Quaternions and Allied Systems of Mathematics,” Science, 2nd Ser. 
Vol. 2, No. 42 (1895): 524-525.  
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とを目的に「四元数の推進のための国際協会」を設立することを提唱すると表明してい

る29． 
 この『ネイチャー』誌への参加呼びかけの記事の本文は，8月7日付であるが，これに

続いて同記事には，9月2日付けの追伸があり，友人からの助言によりこの協会の活動範

囲を広げるために名称を「四元数及び関連する数学の研究促進のための国際協会」と変

更することにしたと記している30．実は彼らは，8月に『ネイチャー』誌にこの記事を送

ると同時に，英国やドイツの研究者たちにも案内を送っていた31．それへの反応を直ち

に取り入れたのである．このように，協会設立の発案者である木村とモーレンブルック

は，あくまでも四元数を広め発展させることを協会の目的とし，しかしそれに関係する

領域の議論も歓迎しようとした．結局，四元数に限定せず広く関連する分野を含んだ名

称が，協会設立の際の正式名称となる． 
 協会の名称の変更については，ノットと並ぶテイトのもう一人の弟子でありながらベ

クトル解析を支持したマクファーレンが，広い視野を持つ必要性から修正に反対する余

地はないと賛意を示し，続けて以下のように述べている． 
 
ベクトル解析が発展し，否定されずに正規に解析学の分派として提案されるとき，

多くの熱心な学者と多くの豊かな応用が現れ，最後にはそれが広く行き渡ることを

期待する．ここで，その実用性を証明するための議論は必要ない．モーレンブルッ

ク氏と木村氏による動きは，この幸福な結果を早めるだろう32． 
 
マクファーレンは，木村たちの協会設立の呼びかけが，新しいベクトル解析が世に認め

られるきっかけとなるものと期待しているのである．この名称の変更は，本協会の活動

のその後を予言するものとなった． 
 
2-3 国際四元数協会の設立 

 国際四元数協会が設立されたのは，1899年1月であった．設立から2年後の1901年3月
に発行された2巻目の『会報』の「会長挨拶」に，2代目会長になったジョリー(C. J. Joly, 
1864-1906)がこの間の事情について報告している33 ．以下，これに従って設立の経過を

まとめよう． 
 木村が投票用紙を用意し役員選挙を行った結果，テイトが会長に選出されたが，健康

上の理由で会長職を辞退した．また，木村が総書記に選ばれたが，彼は日本へ帰国しな

ければならず，ジョリーによれば木村は遠隔の地日本で総書記を務めることは不可能で

あると考えた．一方，会計に選出されたモーレンブルックは，健康を害し引き受けられ

なくなった．このような状況から，木村とモーレンブルックはアメリカのハサウェイ(A. 
S. Hathaway，1855-1934)に協会設立のその後を依頼した．そこでハサウェイは，1897 年

                                                   
29 原語は，International Association for Promoting the Quaternions.  
30 前掲注 28，“To Friends and Fellow Workers in Quaternions,” 546.  
31 木村駿吉「廻文に添へて東洋學藝雑誌記者足下に一書を寄す」『東洋學藝雑誌』第 170
号(1895(明治 28)年 11 月 25 日), 560 頁.  
32 A. Macfarlane, “Discussion and Correspondence,” Science, 2nd Ser. Vol. 3, No. 55 (1896): 99-
100.  
33 ジョリーは，アイルランドの数学者・天文学者．ダブリン大学の天文学教授．ハミルト

ンの『四元数原論 (Elements of Quaternions)』(1866)の第二版を 1899 年と 1901 年に出版

し，その補遺も出版した．このように，アイルランドではハミルトンの後の世代を担う存

在であったが，1906 年に腸チフスにより 41 歳で急逝した． 
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のトロントにおける英国科学振興協会の大会で，協会の設立を相談するために会合を持

つことを提案した．これに応じたダブリンのトリニティカレッジの教授フィッツジェラ

ルド(G. F. FitzGerald, 1851-1901)の推薦により，初代会長にケンブリッジ大学のボール(R. 
S. Ball, 1840-1909)が，また総書記にはマクファーレンが選ばれた 34．マクファーレンは

会計も兼ねることになった．このように，実際の協会設立に携わった人々は，モーレン

ブルックや木村より年長の，アイルランドとスコットランド出身の人々であった． 
 ジョリーは，協会の利点について次のように書いている． 

 
これからは協会を成功させるために，最善を尽くすのみである．現在協会には 60～
70 名の数学者からなる会員がいるが，我々には，本拠地も会合のための場所もな

い．我々の協会は近しい親交によって刺激し合うことはできないが，各国から参加

した会員が種々の考えを提供し合える点は強みである． 
 
このように彼は，各国の多様な考えや情報を広く集めることが可能であることこそが，

同協会の特長であると考えていた． 
 続いてジョリーは，協会として出版目録の作成計画を発表し，それへの協力を要請し

ている．この出版目録については，3 節で明らかにする．さらにジョリーは，世界中の

大学とカレッジにおける四元数とそれに関連した数学分野のカリキュラムについて調

べ，まとめたいと書いている 35．以上のように，会員が世界中に散らばり郵便で連絡し

合うことしかできない協会の欠点を逆に活かし，広く各国の情報を集めることを活動の

目標に協会は出発した． 
 

3. 国際四元数協会の活動 

3-1 協会のあらまし 

 最初の『会報』が 1900 年 3 月に発行され，前年 1899 年の 1 年間の活動が報告され

た．『会報』はその後，1 年から 3 年おきに全部で 9 巻が発行された．各『会報』の内容

は，「役員紹介」，「会員名簿」，「会計報告」，「会則」に加え，「会長挨拶」，「書記の報告」，

「逝去者の追悼文」である．さらに 1905 年以降には，マクファーレンや彼の後を継い

で総書記になったショー(J. B. Shaw, 1866-1948)による，四元数やベクトル解析に関わる

表記法や基本概念についての議論，後述する出版目録刊行後の追加を記した「出版目録

増補」が掲載された．また，掲載された書籍や論文についてのショーによる論評も掲載

されている． 
 『会報』の発行部数は，1904 年の会計報告のみに 500 部と記載がある．他の年の印刷

代を比較するとこれとあまり変わらないので，毎回 500 部程度の発行があったと考えら

れる．会員数に比べ大変多いことから，会員以外による購読の要望も多かったと推測で

きる． 

                                                   
34 ボールは，アイルランド出身の天文学者．ダブリンのトリニティカレッジの教授を経

て，1892 年からケンブリッジ大学の天文学・幾何学の教授． 
35 1908 年 3 月発行の『会報』「マクファーレン会長の挨拶」に，ノットが各国のカリキュ

ラムの調査を進めていることが記載されているが，完成させ公表するには至らなかった．

マクファーレンは，「…すべての講義の十分な情報を持つことは，興味深くまた刺激的で

ある．どこでベクトル解析が常時教えられているか，どんな教科書が使われているのか，

どんな学生が学んでいるか，重要な試験科目に認められているか，訓練や手法として学生

達に何が効果的か，など．」と期待を語っている． 
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 以下の表に協会の各時期の会長とその出身地，及び会長就任中の活動場所，その時期

の総書記を記す．協会の全期間に渡り，マクファーレンが中心的な役割を担っていたこ

とが分かる． 
 

時 期 会 長 出身地 活動場所 総書記 
1899 年 ボール アイルランド イングランド マクファーレン 

1900~1907 年 ジョリー アイルランド アイルランド マクファーレン 
1908~1913 年 マクファーレン スコットランド カナダ ショー 

 
 協会の会則と会員の構成から，協会の運営の実態を明らかにする． 
 
【会則】 
 協会が設立された1899年に『東洋学芸雑誌』誌で木村が行った協会への勧誘から，木

村とモーレンブルックが考えた最初の規則草稿が，そのまま会則として採用されたこと

が読み取れる36．彼らは，協会の運営からは遠ざかったが，彼らの最初の働きは引き継

がれていた． 
 会則から，会員がお互いに集まることも儘ならない状況の中でも，各国の国別書記が

各自の国を取りまとめる形で，郵便による選挙と全会員による合議制で協会が運営され

るよう考えられていたことがわかる．会長・総書記・会計・国別書記を任期2年の役員

とし，選挙で決める．立案または規則変更の発案があれば，国別書記が署名し総書記が

回覧し，3か月間会員の意見を募り，会員の5分の3以上の賛成で決定となる．このよう

に，会員が遠く離れたさまざまな国々から参加している協会だが，郵便によって全会員

がその運営に参加できるよう工夫されていた． 
 また，国別書記には，会費を集めることと，各国で出版されたベクトルに関わる論文

についての年報を作ることが義務付けられていた．ここに，木村とモーレンブルックが

協会提案時に主張した，研究成果を互いに報告しあうという，設立の目的が生かされて

いる． 
 
【会員】 
 9冊の『会報』に掲載されている「会員名簿」から，1899年3月の協会発足から1913年
末に協会が閉じるまでの会員の動向を読み取ることができる． 
 会員数は，常に60～70名で推移し，この間に一時期でも会員になった人は95名である．

その3分の1の32名が14年間に退会しているが，このうち11名は追悼文や没年から死亡に

よることが明らかである．例えば協会への参加に意味を見出せなくなるなど，死去以外

の理由で退会した会員は21名すなわち全会員の22パーセントより少ないと推測できる．

会員の増加があまり見られない一方で，減少も比較的少なかったと言えよう． 
 会員はどのような国から参加したのだろうか．発足当時はアメリカ・イギリス・フラ

ンス・オランダ・カナダ・日本・ロシア・ドイツ・オーストリア・イタリア・オースト

ラリア・スイス・スペイン・ベルギーの14か国からの92名で，後にインド・アルゼンチ

ンから3名が加わった．なかでも多いのは，アメリカからの会員25名とイギリスからの

                                                   
36 「雑報」『東洋学芸雑誌』第211号(1899(明治32)年4月25日), 171－173頁. 木村はここで，

「和蘭國ドクトル，モーレンブルックおよび小生の始唱せし四元法協會は今年一月に創立

せられ前記二人の規則草稿に基きて左の役員を以て其の事務を開始せる會員たらんする諸

君は一年分の會費を添へて小生まで申し込まれ度し」と書いている． 
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23名で，この2か国で半数に達している．この会員構成から，四元数やベクトル解析に

対して主にアメリカとイギリスの研究者達の関心が集まっていたことがわかる．なお，

イギリスの会員23名のうち，スコットランドが4名，アイルランドが9名である．しかし，

このほかにマクファーレンやボールのように出身地がスコットランドやアイルランド

であっても，会員登録時にイングランドや他国に居住していた会員もいるので，スコッ

トランドやアイルランド出身の会員は実際にはもっと多いことが推測できる． 
 会員の職業をみる．名簿に職業を明記していない会員や職種が明確でない会員もいる

が，教授，講師などとして大学等の高等教育の場で教えていると見られる会員が 62 名

と最も多い．次いで技術者と中等教育の教師が各々6 名，軍人が 2 名，あとは編集者，

家庭教師，銀行員などが 1 名ずつである．また，博士号を持っていることが明記してあ

る会員は 95 名中 28 名であった．一方，オランダに Mrs.の敬称のついた会員がおり，女

性会員が一人いたことがわかる 37． 
 以上のように，同協会の会員は，多くが科学の教育及び研究に従事しており，その他

の会員も殆どが科学や技術に関わる職業の人々で構成されていた．しかし，然るべき人

名事典などに記載があって後世まで名を知られた数学者・科学者は 20 名未満で全体の

2 割程であった 38．すなわち，この協会を支えた人々の多くは，自ら独創的な研究によ

り数学の一分野を切り拓くことはしなかったが，四元数や関連する数学の分野に関心を

持ち，その動向を知ることに積極的な人々であったと言える． 
 日本人会員は，木村を含めて 4 人おり，協会の設立時から終了するまで参加していた
39．彼らは，当時の日本人としては高い教育を受け，高等師範学校・高等学校・中学校

等の教育の現場で働いた教育者である．しかし，日本で四元数の普及やベクトル解析の

受容のために働くことはしなかった． 
 
3-2 『出版目録』の刊行 

 1904 年に，協会により 86 頁からなる『四元数及び関連する数学の出版目録

(Bibliography of Quaternions and Allied Systems of Mathematics)』(以下『出版目録』とよぶ)

                                                   
37 Anne Geertruida Kerkhoven-Wijthoff (1859-1953) という名で，アムステルダム大学の自然

科学・数学の最初の女子学生だった．1923 年にはオランダ数学学会の名誉会員になった．

オランダの科学史家 Ernst Homburg の 2014 年 2 月 3 日付メールの情報による． 
38 『科学者伝記辞典』(D.S.B.)に掲載されている会員は 14 人．またセントアンドリューズ

大学数学科が経営しているウェブサイトのマクチューター数学史アーカイーブスにも 14
人が取り上げられている．それぞれの 14 人中 10 人が両方に載っている．Charles Coulston 
Gillispie, editor in chief, Dictionary of Scientific Biography (New York: Charles Scribner’s Sons, 
1970-1976); Noretta Koertge, editor in chief, New Dictionary of Scientific Biography (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 2008); MacTutor History of Mathematics archives, Created by John J. 
Ö’Connor and Edmund F. Robertson, School of Mathematics and Statistics, University of St 
Andrews, Scotland; http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/BiogIndex.html 
39 木村を除く 3 人は，以下の人々である． 
 隈本有尚(くまもと・ありたか，1860-1943) 帝国大学理科大学星学科修了．修猷館中

学校長,文部省視学官，京城居留民団立中学校(朝鮮総督府中学校)校長． 
 波木井九十郎(はきい・くじゅうろう，1867-1919) 東京物理学校卒業．第二高等学校

数学教授(木村が留学から帰国後に同僚)，後に広島高等師範学校教授． 
 元田傳(もとだ・つと，1867-1948) 帝国大学理科大学数学科卒業．海軍機関学校教

授，ヨーロッパへ留学し，のちに東京高等師範学校教授． 
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が刊行された 40．先立つ 1901 年の『会報』に，当時の会長ジョリーは『出版目録』刊

行の目的を，「この分野の研究に役立つ文献を広く知らせるとともに，世界に散ってい

る会員が一体感を持つようになることである」としている．現代のように情報網が行き

渡っていない当時，多くの文献を網羅した『出版目録』の刊行は，協会最大の成果とな

り，上記の２つの目的を十分に果たした． 
 『出版目録』は，四元数および関連事項の著者をアルファベット順に並べ，各著者の

論文や著書の表題を発表の年代順に掲載したもので，331人の著者の1,175件の文献が掲

載されている．『出版目録』出版後の関係文献は，1905年以降のすべての『会報』に「出

版目録増補」として挙げられている41．『会報』に追加された文献の合計は1,217件で，

上記の『出版目録』掲載の文献数に加えると総計2,392件の四元数およびベクトル解析に

関連する文献の目録を作ったことになる42．掲載文献は1806年以降1913年までの100年
以上に渡る．クロウは『ベクトル解析の歴史』で，この『出版目録』及び『会報』の「出

版目録増補」を用いて，四元数からベクトル解析への研究者の関心の推移を検討してい

るが，「経験から，私は関連する文献の少なくとも97％がこの目録に網羅されていると

推定する」と書いている43． 
 また 1904 年度の会計報告によると，『出版目録』は 600 部印刷された．前記の『会報』

と同様に，会員数をはるかに超える部数が発行されており，『出版目録』の需要の多さ

がわかる．『出版目録』の刊行は，世界各地に会員がおり，各地の四元数関係の出版物

のタイトルを集めることが容易であった協会だからこそ成し得た事業であった．また，

『出版目録』の刊行以後の 6 巻の『会報』にも，毎回多数の文献が「出版目録増補」と

して追加され，その総計は『出版目録』掲載の文献数を凌駕している．こうした事実は，

会員の『出版目録』へ寄せる期待と協会への信頼を表しているといえよう． 
 

4. マクファーレンとノット 

 マクファーレンとノットが本協会で果たした役割は大きい．そこで，両者の関係と彼

らの協会への関わりを明らかにすることにより，協会の目的の変化を検討する． 
 
4-1 活動の担い手：マクファーレン 
 マクファーレンは，1890 年代の四元数支持者とベクトル解析支持者との論争の中で

は，ベクトル解析を支持していた．彼はなぜ，四元数を支持する木村等が提案した協会

の活動に積極的に参加したのであろうか． 
 マクファーレンの死を受け，1913 年 6 月の『会報』には総書記ショーの追悼文が，ま

た『ネイチャー』誌にはノットによる追悼文が掲載された 44．2 人の追悼文から，マク

ファーレンの生涯をまとめると以下のようになる． 
 マクファーレンは，1851 年にスコットランドで生まれ，18 歳でエディンバラ大学に

入学した．優秀な成績で卒業し，1875 年に数学と物理学で修士号を取り，1878 年には

テイトの下で，電気放電に関する実験をテーマとして博士号を取得した．その時に参考

                                                   
40 本書は The Cornell University Historical Math Monographs Collection の以下のサイトで公開

されている：http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=math;idno=03030001 
41 “Titles for Supplement to Bibliography of Quaternions” などのタイトル． 
42 各『会報』に掲載された出版目録の追加文献数は，1905年(23), 1908年(356), 1909年(452), 

1910年(227), 1912年(48), 1913年(111)で合計1,217件となる． 
43 前掲注 5, 109-117, 144-145. 
44 C. G. Knott, “Dr. Alexander Macfarlane,” Nature, Vol. 92 (1913): 103-104.  
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としたのは，マクスウェルの『電気磁気論』であったという．その後，彼の関心は実験

研究から数学や物理数学へ移っていった．1885 年にアメリカへ渡り，テキサス大学の

物理学の教授となった．1895 年にはペンシルベニアのリーハイ大学へ移り，2 年間勤め

た．その後，カナダのオンタリオにおじが遺した広大な牧場へ移り，そこでベクトル代

数学の研究に没頭した．協会の総書記，後には会長として活躍したのはこのカナダ時代

である． 
 ショーによれば，マクファーレンは生まれつきの科学者であり哲学者であって，当初

論理学と哲学を目指そうとしたが，真の哲学は数学と自然科学にあることを確信したゆ

えに，数学と自然科学を目指したと言う．ショーは，マクファーレンが 1912 年 6 月の

『会報』において示した「ベクトル表記が満たすべき 15 の条件」に，彼の考え方の特

徴が見られると指摘している．この 15 の条件から，マクファーレンの表記に対する理

念の特徴が見られる例を探すと，「4．表記と座標幾何学の原理の間には理論的な調和が

あるべきである」，「5．物理的原理にも調和するべきである」，「14．組織だった解析的

なものであるべきで，互いに論理的関係のない略語を使わない」，「15．明快な表現を用

いる．∇はこの良い例である」などを挙げることができる．彼は，ただ物理学に応用で

きる便利な数学を構築しようとしたのではない．四元数やベクトル解析を含めた数学の

諸理論が調和することを常に念頭に置いていた． 
 マクファーレンは，師であるテイトを中心とした四元数を守ろうとする人々に反対し，

ベクトル解析の受容を推進しようとした．しかし，以下に示すようにテイトの考えを否

定する姿勢は持っていなかった．むしろ，ハミルトンの四元数に魅かれるテイトをよく

理解していた． 
 マクファーレン自身が語ったテイトへの思いは，以下の記事にみられる．1906 年に

急逝した前会長ジョリーに代わり選出されたマクファーレンの新会長としての挨拶が，

1908 年 3 月の『会報』に掲載されている．その中でマクファーレンは，テイトについて

「テイト教授は，ハミルトンの表記に対しどんな改良にも反対したと思われている．し

かしそうではなかった」と記しており，テイトはハミルトンの表記法をできる限り保持

してきたが，発展には新しい表記法も必要であると考えていたと指摘している．さらに

マクファーレンは，「テイト教授は，ハミルトンの表記法が改善を要求していることを

信じていた．しかし，ひとたび改良がなされると，改良はさらに続くだろうと考えたの

で，テイト教授は改良が遅いことを望んでいた」と書いている．すなわち頑なにハミル

トンの四元数を守ろうとしているように見えるテイトも，新しいベクトル表記を導入す

る必要性を理解していたという．しかし，一度その導入が始まるとその作業が次々に続

くことを予想し，テイトは拙速を避け慎重に進めることを望んでいたと，マクファーレ

ンは見ていたわけである．彼はここに，テイトの見解と自分のそれの共通性を認めてい

たと考えられる． 
 また，クロウも『ベクトル解析の歴史』でベクトル解析派に立ったマクファーレンに

ついて，「彼は彼のベクトルシステムを，四元数の多少の欠点を取り去りながら四元数

の伝統の中で作ろうとした．彼には，四元数及びハミルトンやテイトを攻撃する気持ち

はなかった」と書いている 45． 
 主に四元数を支持する人々により提案された協会の中で主導的立場に立ったマクフ

ァーレンの意図は，協会において自分が支持するベクトル解析が四元数と調和する形で

発展するよう努めることだった．マクファーレンは，エディンバラ大学における勉学の

中で，物理学に応用される数学に興味を持ち，四元数への関心も深かった．しかし，師

                                                   
45 前掲注 5, 195-196.  
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であるテイトの四元数への傾倒に引きずられることはなく，独自の道を歩んだ．彼は協

会を舞台に，四元数から生まれたベクトル解析の受容を推進した人物の一人である．け

れどもマクファーレンは，四元数と新しく生まれたベクトル解析を対立させて議論を進

めるのではなく，双方を調和させ，より優れた理論を作り上げようとしたと言えよう． 
 彼は，四元数やベクトル解析に共通する概念を確立し，そのもとで表記法を統一しよ

うと努めた．1905 年 4 月の『会報』に掲載されたマクファーレンの「ベクトル解析の表

記と基本的概念に関する議論」と題した文章の中で，自身の見解として「表記は，解析

の基本的な原理について合意に達するまで統一できない」と書いている．また，1909 年

6 月の『会報』における会長挨拶でも，「四元数やベクトル解析の概念の統一や調和は，

記号が決定される前に成し遂げられるに違いないと私は考える」と書いている．すなわ

ち，表記法の改善に際しても，数学全体の調和のためにどうすればよいかという視点を

忘れなかった．1912 年 6 月の『会報』には，総書記ショーによる「ベクトル表示の表記

比較」と題した文が掲載されており，ハミルトンを始めとするこの分野の主な研究者た

ちの表記法を比較している 46．同じ『会報』で，ショーのこの比較についてマクファー

レンも解説を行っている．このような表記法の統一の作業に当たり，マクファーレン等

はただ便利なだけの表記を避け，原理的に正しくどの立場からも満足できる表記に統一

しようと努めていた． 
 マクファーレンは，四元数を起源として誕生したベクトル解析を，理解しやすく使い

やすいだけでなく，四元数を引き継ぐ形で発展させ広めようとしたのである． 
 
4-2 協会の支援者：ノット 

 マクファーレンと大変似た境遇にいながら，逆の立場に立ったように見えるのがノッ

トである．しかし，実は以下に示すようにノットも，マクファーレンと同じく，四元数

から誕生したベクトル解析を，四元数を引き継ぐ形で発展させ広めようとした． 
 ノットは，1856年にスコットランドで生まれた47．マクファーレンより5歳若い．マク

ファーレンの後輩としてエディンバラ大学のテイトの下で学び，1879年に実験研究で博

士号を取得した．彼もマクファーレンと同様，その頃から数学に関心を持ち，「エディ

ンバラ数学学会」の設立にも加わった48．1883年に東京大学の教師として日本へ赴任し，

8年間日本で過ごした．1891年の帰国後には再びエディンバラのテイトの下へ戻り，テ

イトを支え続けた．テイトの後を継いでローヤル・ソサエティ・エディンバラの総書記

を務め，1901年のテイトの逝去後には，テイトの伝記『ピーター・ガイスラー・テイト

                                                   
46 「ベクトル表示の表記比較 (“Comparative Notation for Vector Expressions”)」.  ハミルトン，

グラスマン，テイト，マクスウェル，ギブス，へヴィサイト，ウィルソン，マクファーレン

を含む 28 人の著書や論文から表記法を比較している．以下に，その最初の部分を引用する． 
 Notations for One Vector 
Greek letters, Hamilton, Tait, Joly, Gibbs. 
Italics, Grassmann, Peano, Fehr, Ferraris, Macfalane.  
Heun writes a(＿), b(＿), c(＿) 
Gothic letters, Maxwell, Jaumann, Jung, Föppl, Lorentz,Gans, …. 
Clarendon type, Heaviside, Gibbs, Wilson, Jahnke, …. 

47 ノットの足跡については，以下の 2 つの追悼文による． 
Archibald Milne, “Cargill G. Nott, D.Sc, LL.D., F.R.S.,” Proceedings of the Edinburgh 
Mathematical Society 40 (1921): 50-51; E. T. Whittaker, “Cargill Gilston Kott, LL.D., F.R.S., 
General Secretary,” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 43 (1924): 237-248.  
48 “Edinburgh Mathematical Society” 1883 年設立． 
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の生涯と科学研究』を著し49，テイトとケランドの共著『四元数入門』の第3版を編集し

た50． 
 ノットは，ベクトル解析は四元数を超えるものではないと考えていた．例えば，日本

からの帰国直後に発表した論文においてノットは，四元数とベクトル解析についてまと

めたうえで，「四元数の門がベクトル解析の真の入口になる」と自らの見解を主張して

いる51．ノットによれば，四元数は基本的に幾何学的な概念であることに価値があり，

単位ベクトルの二乗は負であることは自然な結果であるという．さらに彼は，ギブス等

の主張するベクトル解析の便利な表記は，四元数から学べるものに対し重要なものは何

も加えていないと断定している．この10年後にもノットは，「四元数とベクトル解析の

間に対立はない．なぜなら，ベクトル解析のシステムは四元数の中にあるのだから」と

同様の主張をしている52． 
 ノットは国際四元数協会で役員として働いたわけではないが，日本における弟子であ

る木村駿吉が提案し，かつての論敵であったマクファーレンが総書記や会長を担った協

会の活動を創設以来の会員として支えた．第 2 節で述べたように同協会でカリキュラム

の調査を企画したが，担当したのはノットであった．彼はなぜ論敵のマクファーレンに

協力したのだろうか． 
 クロウは，1890 年代において，ギブスとへヴィサイドらベクトル解析派が四元数に

もよく通じていたのに対して，四元数派ではノットだけが，彼の反対者たちのベクトル

解析について熟知していたと評価している 53．マクファーレンがベクトル解析派の立場

を取りながら四元数の優れた面を理解していたと同様，ノットもまた四元数派の立場を

取りながらベクトル解析の利点を理解していた．従って，マクファーレンが協会の活動

の中で，四元数との調和を図りながらベクトル解析の発展を目指すことを知り，ノット

も協力することができた．対立しているように見えた二人は，互い同じ目的を持ってい

た．テイトの弟子であった二人は，共通の基礎を持っていたと言える． 
 ノットのベクトル解析への接近を示す文章がある．協会の終焉から 2 年後の 1915 年

に，ヘヴィサイドの『電磁気論第 3 巻』が出版された 54．ノットはこの書評を『ネイチ

ャー』誌に載せた 55．まずヘヴィサイドへ敬意を表し，次いで昔の議論を再び持ち出す

ことは無意味であると断り，「我々は“テイト”を“ヘヴィサイド”に，“四元数”という言葉

を“ベクトル”に代えることで真実を手に入れる」と書いている．このように，電磁気学

に応用するためにベクトル解析を案出したヘヴィサイドを，四元数を物理学に応用しよ

うと努力したテイトと同格に扱ったのである． 

                                                   
49 前掲注 9． 
50 P. Kelland and P. G. Tait, Introduction to Quaternions (3rd ed., London: Macmillan and Co., 
1904, 1st ed. 1873).  
51 C. G. Knott, “Recent Innovation in Vector Theory,” Proceedings of Royal Society of Edinburgh 19 
(1893): 212-237. この論文は，クロウが『ベクトル解析の歴史』で，四元数とベクトル解析

の論争においてもっとも重要な論文であると評価している(前掲注 5, 201).  
52 C. G. Knott, “Vector Analysis,” Philosophical Magazine, series 6, vol. 4 (1902): 614-622. 第 2
節で触れたように，ギブスは考案したベクトル解析を冊子にまとめ，1901 年に弟子のウィ

ルソンがこれを『ベクトル解析』として編集し出版した．この記事は，ウィルソン編集の

本のノットによる書評． 
53 前掲注 5, 216.  
54 O. Heaviside, Electromagnetic Theory, Vol. iii (London, 1915).  
55 C. G. Knott, “Electromagnetic Waves,” Nature, Vol. 94 (1915): 557-558.  
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 ノットはどうしてこのように変化したのであろうか．彼は前述のように，当初からベ

クトル解析が四元数の一部であると考えていた．また一方で，電磁場を表すにはベクト

ル解析を用いることが妥当であることを理解することができた．ベクトル解析が提案さ

れ受け入れられる過程を体験してきたノットは，ベクトル解析が四元数を否定しそれに

とって代わるのではなく，四元数を起源としてベクトル解析が成立し，そのことが広く

知られるようになったゆえに，そうしたベクトル解析なら認めることができるようにな

ったと考えられる． 
 マクファーレンは協会が木村らによって提案された際，「数学解析全体の論理的な調

和と統一を視野に入れるべきである」と主張している 56．この言葉は，国際四元数協会

で活動する人々の根底にあった姿勢である．ノットもこれを十分理解し，納得してマク

ファーレンが活動の中心にいる同協会に協力することができたと考えられる． 
 
4-3 協会の終焉 

 1913年8月28日に，当時会長だったマクファーレンが急死した．国際四元数協会の活

動を支えたのはマクファーレンであった．マクファーレンの下で総書記として働いたシ

ョーの報告によると，最後となる1913年6月付の『会報』はマクファーレンにより既に

用意され殆ど発行できる状態にしてあったという． 
 筆者が実物を見た1913年の最後の『会報』には，この『会報』が送られる前に届いた

とみられるパンフレットが挟み込まれていた．マクファーレンの急逝を受けて，総書記

ショーが，役員選挙を呼びかけたものであった．そこには，2年以上前からショーとマ

クファーレンの間で協会の状況について手紙のやり取りがあり，協会の幕引きについて

検討していたことが語られている．ショーによればマクファーレンは，会員の増加があ

まりみられず，会員の会報への反応も少ないと感じていたという．ショーはパンフレッ

トの中で，マクファーレンの死を受けて新会長の選挙を呼びかけ，その新会長の下で今

後の協会の方針を決定することを提案している． 
 これ以後会報は発行されず，第一次世界大戦の開戦と重なったこの時期に会長選挙が

行われたかどうか不明であるが，最後の『会報』にはショーの「今年の末で事務のすべ

てが終了する」という言葉が残されているので，協会はマクファーレンの死に後押しさ

れ，この年に終焉したと見てよかろう 
 

5. おわりに 

 1890 年代から 1900 年代初頭まで，四元数とベクトル解析を巡る激しい論争があった．

論争を契機に国際四元数協会が生まれた．最初に木村駿吉とモーレンブルックが協会の

設立を提案した際に目指したのは，四元数の普及と発展であり，新しく生まれようとし

ているベクトル解析は，あくまでも四元数の一部であるべきとの考えであった．しかし，

これまで検討してきたように，この目的は時とともに変化した．協会が設立された時に

は，四元数とともに関連する数学の分野を推進することが，協会の名称にも明記された．

この変化を巡り，協会参加者の中で論争が起こることはなかった．物理数学の世界で「ベ

クトル解析」が持つ意味合いが，「四元数と対立する新しいシステム」から「四元数の

一部を引き継ぎ発展したシステム」へ変化し，協会はむしろこのベクトル解析の発展と

普及に役割を果たした． 
 変化の鍵となったのは，マクファーレンとノットであった．ノットはテイトとともに

ベクトル解析に反対する立場で行動していたが，マクファーレンが同協会の活動の中心

                                                   
56 前掲注 32． 
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に立った協会の活動ではマクファーレンに協力した．ともにテイトの弟子であった彼ら

二人は，新しく誕生したベクトル解析が四元数を起源としており，四元数とベクトル解

析が多くの共通点を持つことを最初から理解していた．協会の提案時に木村たちは，四

元数及び関連する数学の情報交換と四元数の新しい表記法の導入の検討を目指した．設

立後には，『出版目録』の刊行と同時に，関連するシステム全体に調和する表記法が議

論されるようになっていった．協会の活動におけるマクファーレン等の努力が，四元数

とベクトル解析の対立を乗り越え，四元数から新しく生まれたベクトル解析を数学の一

分野として発展させ普及させることを助けたと言える．国際四元数協会は，ベクトル解

析が四元数から成立したことを，広く数理物理学の世界へ認識させ，その役割を終えた

と言える． 
 以上のように，本協会は熱狂的四元数信奉者らによる四元数の普及を目指したもので

はない．協会設立の経緯と活動の詳細な検討から，本協会が四元数やベクトル解析を調

和した体系として統一的に発展させることを見据えた活動を目指したことが明らかに

なった．それは，ベクトル解析の普及に繋がるものであった． 
  



「四元数およびそれに関連する数学の研究促進のための国際協会」が目指したもの 
 (益田 すみ子) 
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A Brief History and Aims of the “International Association for Promoting the 
Study of Quaternions and Allied Systems of Mathematics” 

 
Abstract 

 
Sumiko MASUDA 

 
   W. R. Hamilton (1805-65), a famous Irish mathematician and astronomer, published his first 
paper on the number system of quaternions in 1844. By the 1880s, quaternions became well 
applied to physics, and especially to electromagnetism. The development of the vector analysis 
came as a result of this. From the 1890s to the early 1900s, a debate between supporters of 
quaternions, like P. G. Tait (1831-1901) and C. G. Knott (1856-1922), and those of the new vector 
analysis, like J. W. Gibbs (1839-1903) and O. Heaviside (1850-1925), took place. This debate led 
to the idea of the “International Association for Promoting Quaternions and Allied Systems of 
Mathematics” in 1895. Due to the challenge of determining who would fulfill the roles of a 
president and secretaries, the association was finally established in 1899 and remained in 
operation until 1913. 
   This essay traces the foundation of the association and indicates that the objectives of the 
association changed over time. The association published nine bulletins which provide a good 
record of its activities. Originally, the association aimed at promoting quaternions, but its goal 
eventually shifted toward the development of the vector analysis. At first, the supporters of 
quaternions were afraid that quaternions would be rejected. As time went on, however, both the 
supporters of quaternions and of the vector analysis arrived at the understanding that the vector 
analysis was convenient when applied to physics. They further agreed that the vector analysis 
would be based on quaternions, and as such the vector analysis was not essentially different from 
quaternions.  
   Association members sought to harmonize quaternions with the vector analysis by eliminating 
differences between the two. Their efforts through this association contributed significantly to the 
diffusion of new vector analysis based on quaternions. 
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近代沖縄糖業史における「発展」を問い直す 
 

Reconsidering the Meaning of “Progress” in Okinawa’s Modern Sugar Industry 
 

洲見 菜種 1 Natane SHUMI 
 

１． はじめに 

 １-１ 序文と本稿の目的 
 砂糖と言えば白い砂糖を思い浮かべる人が多いと思うが，沖縄の砂糖と言われればど

うであろうか．黒い砂糖，すなわち黒糖を思い浮かべる人が大半であると予測する．サ

トウキビ（甘蔗）の生育に適した亜熱帯気候に属する沖縄では現在でも黒糖は基幹作物

であるが，大正明治から昭和初期にかけては沖縄の県外移出物の 80％以上を黒糖が占

めていた．近代以降の沖縄における黒糖は基幹作物であると同時に，唯一の換金作物で

あったという意味で経済的に，17 世紀初頭の薩摩藩の侵略から本格的に始まった生産

であったという意味で政治的に，良くも悪くも沖縄の象徴なのである． 
 本稿ではこれまでの沖縄糖業の歴史記述について２つの問題があることを指摘する．

１つ目は沖縄糖業史の中で多用される「発展」や「進歩」という概念が歴史家の立ち位

置に基づくものでありながら，分蜜化が行われていないだけで「沖縄の糖業は発展して

いない」と述べている点である．２つ目はその立ち位置に関するもので，歴史家が農民

ではなく製糖会社側の視点に立って歴史を記述してきたという点である．この２点に検

討と批判を加えることが本稿の目的である．そのために，まず１章で沖縄における製糖

会社の歴史や産糖高という基礎知識を紹介する．２章で沖縄糖業を記した著作を取り上

げ，技術史家の中岡哲郎の日本の技術史観に対する考えや，先住民であるアイヌと日本，

ロシアという国家の歴史を論じた歴史学者テッサ・モーリス＝鈴木の『辺境から眺める』

内の「進歩」に関する論考を引用することで，沖縄糖業の歴史記述で頻繁に用いられる

「発展」という概念を再検討し，さらにそこでは製糖会社の視点のみが見られるという

前述の２点を指摘する．３章では製糖会社に対する農民の「抵抗」が存在していたこと

を取り上げ，製糖会社側の目線で描かれてきた沖縄糖業史の新たな側面を論じる．４章

では結論を示し，最後に筆者の意見で本稿を終える． 
 本論に入る前に基礎知識として沖縄糖業の歴史を軽くではあるが振り返りたい．沖縄

のサトウキビ栽培が本格的に始まったのは 1611 年の薩摩藩による侵略後であり，その

主な目的は琉球王国が背負った借金を黒糖で返済するためであった．以降現在に至るま

で長らく黒糖生産が続けられることになる．沖縄最初の株式会社が製糖会社であったこ

とからも沖縄におけるサトウキビの重要性が分かるだろう．その製糖会社の設立者であ

った阿波出身の中川虎之助は，19 世紀末からの洋糖の輸入量増加による和製糖業の没

落に危機感を抱き，八重山に商機を見出した．また南大東島はもとはアホウドリ捕獲事

業の一環で発見された無人島であったが，後に「砂糖の島」と呼ばれるほどに黒糖生産

が盛んになる．離島から始まった近代沖縄糖業であったが，沖縄本島には官営の製糖工

場が設置され，その後買収や合併を繰り返しながらも 1945 年の第二次世界大戦期の沖

縄戦によって製糖工場は全滅するというのが大まかな流れである． 
 
 

                                                   
1 2017 年，神戸大学国際文化学部卒業． 
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 １-２ 沖縄における製糖会社の歴史と当時の産糖高 

 
図 1：沖縄における製糖会社の系譜 

 
（注 1：年号はその会社が沖縄に工場を所有していた期間を表わしている．注 2：こ

の図での八重山は石垣島のことである．石垣島は沖縄島から南西に約 410km の場所

に位置し，沖縄島，西表島に次いで県内で 3 番目に面積の大きい島である．南大東島

は沖縄島から東に約 400km の場所に位置する島である．） 
 
 これらの会社について特筆すべきは，赤嶺村生活信用生産購買組合以外は地元の株主

が皆無であり，本土の糖商が牛耳っていたことである．また本社が沖縄に置かれず，多

くの製糖会社の設立に当時の沖縄県知事の奈良原繁（1834〜1918, 在任期間 1892〜1908）
と日比重明（1848〜1926, 在任期間 1908〜1913）が密接に関わっていた．明治から昭和

初期にかけて沖縄に設立された製糖会社は少なからず植民地経営的な企業体質を有し

ており，当時の日本政府と密接な関わりを持った国家的企業だったのである． 
 もう１つの基礎知識として，明治から昭和にかけての沖縄県の産糖高と製糖の過程で

糖蜜を取り除く分蜜糖と糖蜜を取り除かない含蜜糖である黒糖の内訳を図 2 のグラフ

にまとめた．年によって産糖高は上下するものの長期的に見ると右肩上がりなことが分

かる．沖縄の産糖高は 1930 年代前半をピークに確実に増加していた．また，戦前の沖

縄糖業の最も大きな特徴はその内訳にある．沖縄県が製糖の過程で糖蜜を取り除く分蜜

化への方針を打ち出したのにも関わらず，1908 年に初の分蜜糖工場が建設されてから

分蜜糖の割合が全産糖量の 3 割を超えることは無かった．その最も大きな理由は沖縄で

はサトウキビの売買が農民の判断に委ねられており，黒糖製造が自由にできたことであ

ったとされている．工場搬入者への保護が薄く，サトウキビを工場へ原料として売るよ

りも自家製糖をして黒糖として売った方が利益になったというわけである． 
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図 2：沖縄の産糖高とその内訳 
 
（沖縄県農会編『糖業彙報』第 4 号（沖縄県農会，1933 年），琉球政府編「沖縄県統

計集成」『沖縄県史』第 20 巻（資料編 10）（琉球政府，1967 年）より筆者作成） 
 
２． 沖縄糖業の歴史記述について 

 ２-１ これまでの沖縄糖業史の記述の傾向 

 

表 1：沖縄糖業に関する著作 

出版年 著者名 著書名 発行 

1896 年 謝花昇 『沖繩糖業論』 奥島憲順 
1916 年 朝武士獅子雄 『糖業より観たる沖繩』 内外糖業調査会 
1922 年 河野信治 『台湾沖繩糖之市場及糖業政策』 内外糖業調査会 
1924 年 藤田親義， 

瑞応村智慧 
『琉球と鹿児島』 藤田親義 

1930 年 福岡縣内務部 『沖繩縣小作ニ関スル調査』 福岡縣内務部 

1932 年 河野信治 『日本糖業發達史 （生産篇，消費

篇，人物篇）』 
日本糖業発達史編

纂所 

1933 年 沖縄製糖 『臺灣糖業視察談』 沖縄製糖株式会社 
1935 年 藤井国武 『沖繩糖業論』 藤井国武 
1952~1958 年 河野信治 『日本糖業之展望』第 1~4 巻 丸善株式会社 
1982 年 川平成雄 「「ソテツ地獄」の断面」 沖縄文化協会 
1985 年 金城功 『近代沖縄の糖業』 ひるぎ社 
 

 ここでは沖縄糖業の歴史記述の傾向を分析する．冒頭の１つ目の問題点と繋がるが，

結論から述べると「沖縄の糖業は発展しなかった」という論調が非常に多い．沖縄糖業
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は当時の日本植民地統治の一大プロジェクトであった台湾糖業と比較して「進んだ」「近

代化・合理化された」台湾，「遅れた」「原始的な」沖縄という枠組みの中で語られてき

たのである．上の表で主要な書物をあげたが，この中から代表的な著作を 3つ紹介しよう． 
 まずは河野信治について考える．製糖技師であった河野は，昭和初期に中国の四川省

に製糖工場の建設を計画し，1933 年には東京で軍用に一口サイズの黒糖を製造する工

場を設立する．また，頻繁に台湾を訪れており，後藤新平や新渡戸稲造，鈴木商店の金

子直吉など財政界人との繋がりも強かった．戦前から戦後に渡って砂糖に関する多くの

本を出版しており，理論と実践を兼ね備えた人物であった． 
 河野は 1922 年に出版した『台湾沖縄糖之市場及糖業政策』において，日本の砂糖市

場，鹿児島の糖業，沖縄の糖業，台湾の糖業について述べ，「沖繩縣の糖業が唯だ黑く

塗られて居ると云ふ事は世界的進歩に遅れたものであ」り，「三百年以上の歴史を持っ

て居る沖繩黑糖の製造法は極めて幼稚なものであって何年立っても先づ以つて改善の

見るべきものがない」と書いている 2．台湾と沖縄を並べて記しているが市場や糖業政

策の面からみて沖縄の糖業は「幼稚」であり黒糖は「粗惡糖」だと言う論調が貫かれて

いる．さらに河野は 1932 年に『日本糖業發達史』と題して生産編，人物編，消費篇の

3 部作を執筆する．生産編では沖縄のことを「黑糖亡國 3」と称し，その黒糖生産は家

庭工業を脱しないとして次のことを述べている． 
 
 農民が只だ單に甘蔗を栽培すると云ふ本職を離れて工業も商業も彼等の一手に行

はれて居る．或る時は農業家或る時は工業化亦た或る時は資本主と云ふ譯であって，

自然農業の發達のみに専念する事が出來ない．甘蔗の發展せざる正に理ありと云ふべ

きである．何處に農民の進歩がある．而して又た何處に収穫の改善があるであろふか．

臺灣の農民には専念がある．研究がある．指導がある．改革がある．而して沖繩には

此の事なきは甚だ農業の爲め惜しむべきことである．産業が分業化せざる限り，其製

品及其の事業は進歩すべきものではない 4． 
 

 以上のように沖縄の糖業が「発展」しない理由を農民自らが黒糖を生産しており，分

業化が行われていないためだとする．そして台湾の農民には専念と研究と指導と改革が

あるのに対して沖縄の農民にはそれがないと持論を展開する．1922 年の著書とほぼ変

わりなく日本の糖業の発展を担ってきたのは台湾であり，沖縄の農民による工業と農業

が未分化な黒糖生産がその足を引っ張っていると言うのがこの著作での河野の主張で

ある．また河野は戦後においてはっきりと戦前の沖縄の糖業政策は失敗だったと記して

いる 5．河野は戦前戦後を通しての沖縄糖業に関する著作を残している数少ない人物で

あって，彼の論調が沖縄の糖業を語る上での基礎になっていると考えてよいだろう． 
 ２つ目に 1933 年に沖縄製糖株式会社の取締役と社員が糖業の視察に台湾（旧字体で

は「臺灣」）を訪れた際の報告書である『臺灣糖業視察談』を見てみる．視察の内容が

まとめられた本書には，台湾糖業の現状，台湾農民が沖縄の糖業をどのように見ている

のか，防風林や灌漑の必要性や栽培方法や堆肥方法の改善策が書かれている．その中で，

沖縄の糖業が台湾と比較して劣っているという見方が随所に表れている．それは以下に

示す視察の目的からも明らかである． 

                                                   
2 河野信治『台湾沖縄糖之市場及糖業政策』(a)，内外糖業調査会，1922 年，263，281 頁． 
3 河野信治『日本糖業發達史 生産篇』(b)，日本糖業発達史編纂所，1932 年，437 頁． 
4 同上，453 頁． 
5 河野信治『日本糖業之展望 第４巻』(c)，丸善株式会社，1958 年，153 頁． 
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 視察の第一目的は沖縄縣の糖業と云ふものが，臺灣の糖業と競争して行けるものか

何うか，現在沖縄の糖業が臺灣に較べまして非常に劣つて居るのでありますが，其の

原因は何所にあるのか，それは今後沖縄が勉強をすれば追ひ付いて行けるのか何うか，

追い付いて行くのには如何なる方法を講じなければならぬか，之れが今度の臺灣糖業

視察の目的であります 6． 
 

 そして視察の結果から「沖縄の進歩が遅れた理由」という節を設け，自然条件は大差

がないのになぜ沖縄は台湾と比べて「進歩」していないかの理由を考察している．台湾

ではサトウキビの植え付けの時から全ての畑において「一切の栽培指導を強制的に出来

る仕組み」になっているが，沖縄では原料をどうするかは農民の判断に委ねられている

から台湾のような指導ができないとし，「工場丈けの關係から申しますれば臺灣は會社

の指導が非常に有力に集中的に行はれるのでありまして、此點は一つの原因だらう」と

指摘する 7．また，ただ思いついただけと断りを入れながら「臺灣人は支那の福建省と

廣東人とでありますが，支那人は古来營利観念の非常に發達して居る人種」であると，

恐らく当時としては珍しくない偏見と差別を含んだ人種観を持ちだして台湾糖業発展

の理由を説明する 8．そしてその台湾人と比較して， 
 
 本縣（＝沖縄県 引用者補足）も仲々算盤の細かい方も多くありまして，黒糖が高

くなり相だから工場搬入を見送つて自家製糖をするとか，黒糖が安いから今の内に工

場に餘計に搬入しておこうとか，仲々算盤に敏感な方も無いではないのでありまする

が，この様な眼先の，一時的の，部分的なことでなしに，大局から見て，全體的に見

て，何れが採算上終局的に有利であるかを見定めて，其の方を徹底すると云う風の營

利観念が，臺灣の人の方が發達して居るのでは無いかとも思はれます…9 
 

と，沖縄の農民が工場にサトウキビを運び入れないことを「眼先の，一時的の，部分的

なこと」と表現し，沖縄が「進歩」しない理由に農民の営利観念が発達していないこと

を挙げている．最終的にこの視察の結論は「合理化」へと導かれる．沖縄も合理化すれ

ば，台湾のように農家も裕福となり，会社の成績も良くなるというわけである．この視

察談は，当時の製糖会社が沖縄の糖業や農民をどのように見ていたのかを今に伝えてい

る．ここでは沖縄糖業が「発展」しない理由の多くが，製糖会社が農民を管理できない

ことに求められているのである．経済的な競争相手である台湾から学び，沖縄へ「経済

観念」や「合理化」の導入を試みることは全うな意見に思えるかも知れない．しかし，

この報告書には台湾でのサトウキビ経営が植民地支配に立脚していることへの批判や

台湾農民と製糖会社の関係についての記述はない．内地，台湾，沖縄の構造的な問題を

取り上げないままに，沖縄の糖業が分蜜化を目指す根拠として，近代化や合理化が達成

された理想郷としての台湾像が描かれているのである． 
 次に時代を進め，沖縄返還後の 1980 年代の沖縄糖業の書かれ方についてみてみる．

近年に至るまで明治から昭和初期にかけての糖業に触れた書物は数多く存在するが，糖

業はあくまでも当時の沖縄の政治・経済を語る上での一要素とされ，真正面から糖業を

扱った本として出版されたものは元沖縄大学教授の金城功が書いた『近代沖縄の糖業』

                                                   
6 沖縄製糖株式会社『臺灣糖業視察談』沖縄製糖株式会社，1933 年，2 頁． 
7 同上，30-31 頁． 
8 同上，32 頁． 
9 同上，32 頁． 
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しか見受けられなかった．この『近代沖縄の糖業』は 1985 年に沖縄糖業についての入

門書として出版された．本書は沖縄糖業の概観と題された第１章で近世から明治期にか

けての沖縄糖業の歴史が書かれ，第２章で明治期の沖縄糖業，第３章で砂糖消費税と糖

業問題について書かれており，この 1 冊で沖縄糖業の大枠は掴めるといった内容であ

る．しかしこのような入門書においても，台湾糖業に対する政府からの補助が認められ，

沖縄への補助が認められなかった理由について次のように推測している． 
 
日本精製糖業の発達との関連で考えた場合，忘れてはならないのは沖縄の黒糖は，

日本精製糖業の発展に寄与するところが，台湾の糖業にくらべ，ほとんどなかった

ということではなかったろうか 10． 
 
 このように「忘れてはならない」と念を押して沖縄の黒糖が台湾に比べて日本の精製

糖業の「発展」に寄与しなかったと述べている．この本は比較的農民に同情的に書かれ

ているのだが，沖縄の分蜜糖化が進まなかったことを「日本精製糖業の発展に寄与しな

かった」ことと受け止め，「発展」とは一体何かを疑わずに当時の尺度の中で台湾と沖

縄の糖業を論じている．これこそが『辺境から眺める』の中でテッサ・モーリス＝鈴木

が批判する「一部の研究者たちが自明のものとして有する，例えば「進歩」といった潜

在的想定そのもの 11」の好例なのではないだろうか．１-２で見たように沖縄の産糖高

は増加しており，数字だけを見れば「発展」していると言えるのかも知れない．しかし

河野や金城は黒糖ではなく分蜜糖を生産することを「発展」と呼んでいるため，沖縄の

糖業は「発展」しなかったという結論に至るのである． 
 
 ２-２ 「発展」を問い直す 

 ２-１で取り上げた著作は一部ではあるが，社会運動家であった謝花昇（1865〜1908）
を初めとして戦前の沖縄糖業では長らく黒糖ではない分蜜糖化が叫ばれていた．管見の

限り，沖縄における黒糖の社会的な特殊性を肯定的に論じたのは後に南日本新聞社長と

なる藤田親義（？〜1948）だけであった． 
 ここからは冒頭で示した２つの問題点に話しを移す．まずは１つ目の沖縄糖業の歴史

記述に頻繁に登場する「発展」という概念についてである．直前で記したように，沖縄

糖業史においては分蜜化が「発展」と呼ばれている．詳しく述べると，家族経営により

製造された含蜜糖（沖縄）から近代的で製糖工場で製造された分蜜糖（台湾）へ生産方

法を近代化や合理化の論理を用いて移行することを「発展」と呼んでいるのである．家

畜や人力でサトウキビを搾り，糖蜜を取り除かない製糖方法は原始的で「発展」段階が

低い物とされる．しかし，そこでは引用した金城の文章のように近代化や合理化，植民

地化への根本的な問いが立てられないままに分蜜糖を製造して生産高を上げ、国家に貢

献することが「発展」とされる．台湾が「発展」の成功例として取り上げられ，それに

近づくことが沖縄の後進性を打破することに繋がるという単純な図式のもとで語られ

ているのである． 
 技術史家の中岡哲郎は日本の技術観の成立において，「西欧を鏡として自らの姿を「歪

んだもの」とし，それを正すべくひたすら鞭打ってきた」と述べているが，これは台湾

と沖縄の関係にも当てはまると考える．すなわち沖縄糖業を論じてきた人々の多くが台

                                                   
10 金城功『近代沖縄の糖業』ひるぎ社，1985 年，163 頁． 
11 テッサ・モーリス＝鈴木著，大川正彦訳『辺境から眺める―アイヌが経験する近代』みす

ず書房，2000 年，18 頁． 
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湾を鏡として沖縄の姿を「歪んだもの」として捉え，ことさらにその「歪み」を強調し

てきたと言えないだろうか．河野の黒糖は「世界的進歩に遅れたもの」や「黒糖亡国」

は象徴的である．技術的な差異である含蜜糖と分蜜糖という本来なら同列で語られるべ

き区分を，その社会の「発展」段階を表わすものとして結びつけ，黒糖生産を続けてき

た沖縄の社会の「歪み」として表現してきたところに問題がある．政府の糖業政策や企

業の体質を批判するよりも，台湾糖業と比較することによって沖縄で長年行われてきた

黒糖生産という文化的な営みが幼稚，前近代的，伝統主義的と直さねばならぬものとし

て表現されてきた． 
 こうした議論は，ハーバード・バターフィールドが『ウィッグ史観批判―現代歴史学

の反省』内で批判した「ウッィグ史観」または「発展史観」に通じるのではないだろう

か．この著作の中でバターフィールドが直接的に「ウィッグ史観」の定義について言及

した箇所は少ないが，「ウィッグ史観」とは，人間の歴史を進歩の歴史と位置づける歴

史観であり，「要するに，（中略），とりわけ一般化したがるものであり，あいまいな思

弁をしたがるもの 12」と説明している．科学史家の村上陽一郎は「ホイッグ史観」を「現

在の立場から見て正しいと思われるものを歴史の中に探し当てながらその展開，もしく

はより正確には，その発展を跡付ける，という形で，歴史の叙述を行う，という方法論
13」と定義している．これらの理論が沖縄糖業の歴史記述における「発展」という概念

に応用できるかは丁寧な検討作業が必要であるため，ここでは類似点があるのではない

かという話題・問題提示に留める．しかし，沖縄糖業史における「発展」は問い直す必

要がある概念だということは間違いないと考える． 
 
 ２-３ 沖縄糖業の歴史を物語る様々な視点 

 この節では冒頭で示した問題の２つ目である歴史家が農民の視点を欠き製糖会社や

政府の視点から歴史を記している点を指摘し，第３章への繋がりを確認する． 

 これまでの沖縄糖業の歴史記述の問題点は，沖縄糖業史を記してきた人々の中に，沖

縄をいかに台湾のように統治し，発展させるのかという植民地官僚や製糖工場側の目線

が自らの価値や規範として「内在化」していることであると考える．前述の『臺灣糖業

視察談』内の台湾のように製糖会社が農民を管理する体制を理想とする考えや，沖縄の

進歩が遅れた理由を突き止める姿勢が河野の著作にも見られる．つまりこれまでの沖縄

糖業史は製糖会社側に感情移入して書かれてきたと言っても良い．製糖会社とサトウキ

ビを運び込む農民という大きく分ければ２つの立場が存在するにも関わらず，片方の視

点のみで論じられてきた．そこに問題があると考える． 
 そこで第３章ではもう片方の登場人物である農民の，特にその抵抗運動に焦点を当て

たい．抵抗運動を取り上げたからと言って，沖縄の糖業は劣っていなかったと主張する

ものではない．むしろ製糖会社と農民の複雑な関係性を記述し，そうした「進んでいる

/劣っている」または「発展した/発展しなかった」という単純な言葉尻を追うことから

抜け出すために農民の行動を取り上げるのである．この作業により先行研究に大きく反

論できるとは思わないが，本稿で当時の農民を扱った新聞記事や報告書を提示すること

で，少なくとも製糖会社と農民の両者の主張のバランスを取る一助になるはずだ．「専

念」や「研究」がないと批判されていた沖縄の農民は決して物事を考えず，声をあげな

                                                   
12 ハーバード・バターフィールド著，越智武臣訳『ウィッグ史観批判―現代歴史学の反省』，

未来社，1967 年，105 頁． 
13 村上陽一郎「ホイッグ史観の超克は何をもたらすか」『現代思想』21（9），青土社，2013
年 8 月号，11 頁． 
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かったわけではなく，明確な意思を持ち，それを行動で示した例が少なからず存在する

ことを紹介したい． 
 

３．製糖会社に対する抵抗 
 

表 2：製糖会社に対する抵抗と位置づけられる動き 

年 抵抗と位置づけられる動き 

1893 年 ① 中川開墾地（石垣島）が原因不明の出火により製糖所が焼失．

この年までに入植者との軋轢により，島民によって入植者の

甘蔗畑が火をつけられる，または切り倒される事件が発生し

ている． 
1911 年 
 

糖業改良事務局の製糖工場払い下げに反対するため産業組

合が上京して農商務省に嘆願． 
1913 年 小作人が沖台会社と尚家に対し，小作地の所有権移動をめぐ

って対立（牧原争議）． 
1916 年 南大東島で，農民が玉置商会から東洋製糖への移行に反対

し，「共進会」という組合を組織して会社側と折衝を重ね，25
条の覚書を取り交わした． 

1918 年 ② 小作人が台南製糖会社に対し 20 町歩に渡って非売同盟を結

んだ． 
1919 年 
11 月 16～18 日 

東洋製糖会社大東島製糖所の人夫 400 人が日給 90 銭以上を

要求するストライキを起こし事務所を襲った． 
1926 年 台南製糖会社牧原農場の小作人中に共産党細胞組織された．

（後に会社側に小作条件改善要求を試みた．） 
1929 年 
2 月 27 日～3 月 29 日 

小学校教員によって結成された社会科学研究会（1927 年 8 月

～）が台南製糖株式会社に数項目の要求を提出した（台南社

ビラ事件）．これがきっかけとなり，研究会員 36 名（師範学

校生 10 名，訓導 25 名）が弾圧された（社会科学研究事件）． 
1930 年 
6 月 28 日～7 月 19 日 ③ 

台南製糖嘉手納工場の労働者 200 人が争議を起こした．賃上

げ，労働時間の短縮などを要求し，最終的に目的は達成され

た．支援団体として働友会が動いた． 
（補足：1922 年に沖縄初のメーデーが行われる．1929 年 6 月頃に賀川豊彦が沖縄を

訪れる）『大阪朝日新聞』，『琉球新報』，笹森儀助『南島探験』，福岡縣内務部『沖縄

県小作ニ関スル調査』，青木虹二『日本労働運動史年表』，『戦旗』1930 年 9 月号，田

港朝昭「大正・昭和期の労働運動―その発展と考察」沖縄歴史研究会編『近代沖繩の

歴史と民衆』より作成． 
 
 この章では琉球藩が琉球処分により沖縄県になった 1879 年から 1945 年までに起こ

った沖縄の農民・労働者を中心とした島民の抵抗を描く．1922 年に発行された河野信

治の『台湾沖縄糖之市場及糖業政策』では以下の様な農民の行動が書かれている． 
 
『會社糖』と稱して一番劣等な蔗を會社へ賣ると云ふ様な傾向もある．甚だしきは水

を含ませ土を着けて其の斤目を膨張させやうとするものもあるやに聞く 14． 

                                                   
14 河野信治，前掲書(a)，1922 年，380 頁． 
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 つまり製糖会社には最も質の悪いサトウキビを搬入し，中には水を含ませたり土をつ

けたりしてかさ増しする農民がいたということである．この河野の本に示されるように，

大阪や東京の糖商を初めとする内地の資本家たちに対して「権力に抵抗する組織も，手

段も持たない 15」農民たちは，サトウキビを切り倒す，畑に火をつける，質の悪いサト

ウキビを会社に運び込む，会社にサトウキビを売らない同盟を組む，そして時には工場

労働者と手を組み争議を起こすなどの様々な形で抵抗の意志を示してきた．こうした農

民の抵抗の歴史を掘り起こすことは，製糖会社側に立ち，その視点での「発展」のみを

主張する歴史記述に抗する手段の１つになると考える． 
 1879 年から 1945 年にかけて見られた農民と労働者の動きを表 2 にまとめた．本論文

では開拓初期の八重山，非売同盟の結成，労農共同のストライキという象徴的な３つの

事例を取り上げる． 
 
 ３-１ 八重山における抵抗 

 まずは沖縄島よりも先に内地の資本家による製糖会社が進出してきた石垣島におけ

る抵抗を見る．それは前述の中川虎之助が石垣島で開墾を始めた頃の 1893 年に起こっ

た放火事件であった（表 2 の①）． 
 1893 年に八重山各島を探査した笹森儀助は石垣島を訪れた際に，既に２度も中川開

墾地が原因不明の出火により家屋と製糖所を焼失する被害にあったという話を聞いて

いる．当時の中川開墾地の所員によると「是迄モ他府県移住者ノ甘蔗ニ火ヲ付ケ或ハ切

リ倒等ノ患数々アリ」，その原因は「地方人ト他府県人トノ軋轢」によるものであった 16．

この軋轢について『八重山近代民衆史』を記した三木健は内地からの入植者が旧八重山

士族の命令に従わないことや入植者が農民をそそのかし農民運動に発展することに恐

れを抱いたことにより入植者と旧士族の間に軋轢が存在したためだと解説する． 
 また，1894 年に沖縄の旧慣制度の実地調査を行った一木喜徳郎書記官は農民が開墾

に苦情を述べている理由について２つの理由を挙げている．１つ目は開墾事業が始まっ

てから牛馬の放牧が禁止され，そのために飲料水の不足などから馬牛が死んだりしてい

ることであり，２つ目は原野を開墾すれば屋根に使用している茅葺が無くなってしまう

というものであった 17．これを受けて一木は開墾に反対する農民の反発を牧畜上の関係

に加えて自己の所有地を占領されることへの反発であろうと結論づける．その他にも熊

本県人が開墾のために土地の検査を行った際に村人が土地を他人に占領されると激昂

し村をあげてその検査を拒んだという例を紹介し，これらの事件から島民の開墾に対す

る感情を窺うことができると取調書に書いている． 
 このように石垣島に製糖会社が設立された後に島外からやって来た人々の著作を紐

解くと，島民が入植によって設立された製糖会社に自らの生活が脅かされるのではない

かという感情を抱いていたことが分かる．そこには経営者側の報告書をなぞるだけでは

見えてこない人々の歴史が存在するのである． 
 
 ３-２ 非売同盟 

 次に宜野湾村で結成された非売同盟を取り上げる（表 2 の②）．特定の会社の商品を

購入しない不買運動ではなく，特定の会社に原料を売らない不売運動であることに着目

                                                   
15 三木健『八重山近代民衆史』三一書房，1980 年，29 頁． 
16 笹森儀助『南島探験』笹森儀助，1894 年，97-98 頁． 
17 「一木書記官取調書」琉球政府編『沖縄県史』第 14 巻，資料編 4，琉球政府，1965 年，

217 頁． 
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したい．事の発端は 1917 年 1 月 4 日，中頭郡宜野湾村に村会議員と有志数十名でサト

ウキビ売却に関する協議が行われたことに始まる．その協議において会社が農民から甘

蔗を買い取る際に差し引かれる製造費を減額しなければサトウキビを売却しないとい

うことが決議された 18．そして同月 6 日に宜野湾村，浦添村，中城村の３つの村委員が

（第 2 次）沖縄製糖株式会社へ交渉に向かった．しかし要求を拒否されたため，宜野湾

村では村議員区長その他各字から有志が 100 名余り集まって契約書 19を作成し，同月 9
日より不買活動が実行された 20．しかし違反者には罰金を科す規約があったものの実際

には工場にサトウキビを運び込んでも取り締まられず，かえって非売同盟規約に不満を

抱く農民も少なくなかったという．そこで最終的に 1 月 16 日にこの同盟規約は解除さ

れ，サトウキビ売買は農民の自由意志によって行われることになった 21． 
 最終的に 1 週間足らずで不買同盟は解除されたが，一連の新聞報道からは自らの待遇

を改善しようと農民たちが会社側に働きかけていたことが分かる．また同時期の琉球新

報は，サトウキビ売却問題は島尻郡では段々と軟化しつつあるが，西原，宜野湾あたり

では会社側はすこぶる手を焼いていると報じている 22．特に西原においては翌年 1918
年にも 20 程の町歩に渡って，さらに 1919 年には 2，3 の地方で 10 数町歩に渡って非売

同盟が結成され，1921 年頃にも度々紛争が生じていたという 23． 
 このサトウキビ売却問題は台湾と異なり自家製糖が規制されず農民がサトウキビの

販売先をある程度自由に決定できた沖縄において最も重要な問題であり，製糖会社と農

民の最大の対立要因であった．サトウキビを少しでも安い価格で大量に買い取りたい会

社と，少しでも高く買い取らせたい農民の利害が対立し，必然的に紛争となることが多

かった．この両者の関係が，沖縄の分蜜糖生産を 3 割以下に留め続けた最も大きな要因

であった。 
 

 ３-３ 嘉手納工場での労働争議 

 最後は「農民の要求が組織されて発生したものではなかったが，（中略）工場労働者

の争議に農民が直接参加した沖縄におけるもっとも大きな規模の争議である 24」と言わ

れる 1930 年に起こった台南製糖嘉手納工場への労働争議を取り上げる（表 2 の③）．こ

の争議は小林多喜二の「蟹工船」が連載されたことでも有名な文芸雑誌『戦旗』の 1930
年 9 月号で紹介され，全国的に注目されたことが伺える．内容は労働者と農民合わせて

200 人が低劣な労働条件に対して賃金値上げ，労働時間の短縮，休憩所，飲料水庫の設

                                                   
18 『琉球新報』1917 年 1 月 7 日「宜野湾村と甘蔗売却」宜野湾市史編集委員会編『宜野湾

市史，第 2 巻，資料編 1 (新聞集成(明治・大正期))』宜野湾市，1980 年，549 頁． 
19 宜野湾村は製糖会社への甘蔗販売に関して，製造費を 1 円 70 銭以内にすることや荷馬車

や軌道が敷設してある場所以外からの運搬費は会社が支払うことなどを盛り込んだ 10 条と

附則 3 条からなる販売契約を制定した．『琉球新報』1917 年 1 月 13 日「宜野湾甘蔗販売契

約」宜野湾市史編集委員会編，前掲書，549 頁． 
20 『琉球新報』1917 年 1 月 11 日「宜野湾の非売同盟」宜野湾市史編集委員会編，前掲書，

549 頁． 
21 同上，551 頁． 
22 『琉球新報』1917 年 1 月 17 日「甘蔗非売同盟」宜野湾市史編集委員会編，前掲書，550
頁． 
23 福岡縣内務部『沖繩縣小作ニ関スル調査』福岡縣，1935 年，175 頁． 
24 田港朝昭「大正・昭和期の労働運動―その発展と考察」沖縄歴史研究会編『近代沖繩の歴

史と民衆』沖縄歴史研究会，1977 年，179-180 頁． 
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置などを会社に要求したというものであった．当時の工場の様子は，炎天下での 11 時

間の労働に関わらず賃金は安く，時計を持っていると人夫の分際で時計を持つ位なら仕

事を止めやがれと無茶苦茶に殴りつけられるといった労働環境だったという．そこで工

場労働者は賃上げ要求のためにストライキに入り，そのストに近隣の村々の農民が結束

したというわけである．この大規模な争議は，結果的に県下の各組合の応援委員団と左

翼の指導などによって 3 週間で「要求の全部を通した争議」となるのであった 25． 
 以上見てきたように，沖縄の農民は本土の糖商や中央政府が推し進める近代的な製糖

業を手放しで受け入れていたわけではなかった．これらの多くは２-２で取り上げた著

書には書かれていないが，農民や労働者は放火，非売同盟の結成，ストライキなどの方

法で少なくはない抵抗の意を示してきたのである．こうした個別研究を進めて農民の姿

を描くことで，製糖工場側の目線で書かれがちだった沖縄糖業史の厚みがさらに増すと

考える． 
 
４．結論 
 ここでは沖縄糖業の歴史記述における「発展」の概念と歴史家の立ち位置について，

本稿の主張をまとめる．第１章では近代以降の沖縄糖業の歴史と当時の産糖高を基礎知

識として紹介した．そして第２章ではその様な状況にあった沖縄糖業を，歴史家は「発

展」という概念を用いて台湾との比較で沖縄を非難し，製糖会社側の視点のみに立って

歴史を描いていることを指摘した．第３章では従来の歴史記述とは異なって農民側の視

点から見た沖縄糖業をその「抵抗」に焦点を当てて論じた．このように製糖会社だけで

はなくそこに実際にサトウキビを運び込んでいた農民の歴史を提示することで「発展し

た/しなかった」という文言にとらわれることのない様々な人の営みが垣間見ることが

出来ると主張した． 
 今までの沖縄糖業の歴史記述は特に戦後において，まさに本論稿の１-２のように製

糖工場だけに着目しその系譜を表面的になぞったものか，製糖工場をあたかもピラミッ

ドの頂点に置きそこから農民を見下ろすものが大半であった．しかしそのような見方で

は「発展」という概念を批判することは不可能であるし，戦前の沖縄製糖の歴史の根底

を流れる植民地主義を否定することは出来ないと考える．  
 これらの抵抗運動やここでは論じることのできなかった黒糖特有の文化などを鑑み

ると，沖縄の糖業は必ずしも「発展しなかった」というものではなく，農民たちが恐ら

く無意識的にだが「発展させなかった」とも言えるはずだ．琉球処分後，行政主導の分

蜜化政策が行われた一方で，沖縄で黒糖が作り続けられたという行為自体が日本におけ

る近代糖業政策への沖縄の蔗作農民が出した回答であり，生活の中での一種の抵抗運動

だったとも捉えることが出来ると考えている。バターフィールドの「ウィッグ史観」批

判が応用可能かという課題に加えて，今後この研究を植民地科学史の面からも位置づけ

るとすれば，「発展した/しなかった」という言説に囚われずプロセスを描くこと，すな

わち沖縄糖業の歴史を製糖工場に頼らずにそこに生きた人々との関係性を重視しなが

ら描くことが，大きな課題となるだろう． 
  

                                                   
25 『戦旗』1930 年 9 月号，戦旗社，1930 年，75 頁． 
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Reconsidering the Meaning of “Progress” in Okinawa’s Modern Sugar Industry 
 

Abstract 
 

Natane SHUMI 
 
   The history of Okinawa’s sugar industry has been written mostly from the standpoint of the 
management of sugar companies. According to this history, sugar industry in Okinawa failed at 
development in the sense that it did not achieve the advanced status as in Taiwan. As a critique 
this historiography, this paper first points out that it is based on the progressive view of history 
and raises questions about it. Then the paper moves on and looks at the history from the cane 
farmers’ side by examining other materials than official reports compiled by sugar companies, 
which reveals that there was considerable resistance to those companies. For example, people set 
fire to sugar cane fields, farmers boycotted selling sugar cane to factories, and labor went on 
strikes. Such resistance, as this paper argues, can be seen as events that shed doubt on the 
progressive view that underlies the current historiography of Okinawa’s sugar industry. 
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Miyazawa Kenji, “The Great Vegetarian Congress” 
 

宮沢賢治の「ビジテリアン大祭」 
 

Yakup BEKTAS 
 

The work of Miyazawa Kenji (1896-1933) has been receiving increasing attention 
domestically and overseas. Yet his vegetarianism and his subtle advocacy for it have remained 
relatively less known and less studied. This is a little surprising, since concern for animals 
pervades many of Kenji’s stories and poems. In his The Frandon Agricultural School Pig (1934), 
this compassion inspires a touching story of a Yorkshire pig that refuses to be slaughtered. Finally, 
Kenji’s ideas become crystallized in his “The Great Vegetarian Congress” (published after death). 
Written in the manner of a scholarly essay and mostly in the form of a play, it examines the idea 
of vegetarianism and arguments for and against it. This is perhaps the first essay in Japanese on 
modern vegetarianism. It also suggests that Kenji was following the discussions of vegetarianism 
in Europe and was reading the reports of the meetings of organizations such as the Vegetarian 
Society and the International Vegetarian Union. In fact, Kenji’s essay, which imagines a world-
wide congress on vegetarianism held in a village in Newfoundland, Canada, seems to have been 
inspired by these meetings.  

 
The Origin of Modern Vegetarianism 
 

The abstinence from animal meat for health, religious or ascetic reasons has a very long 
history, as with many Buddhist sects and some Christian orders. But abstinence purely on the 
principle of reducing cruelty to animals, which we may consider as the basis of moral 
vegetarianism, is relatively modern.1 The Utilitarian philosopher Jeremy Bentham (1748-1832) 
was among the first to compare the suffering of animals or “any sensitive being” to that of human 
beings. Their suffering, therefore, he asserted, required similar moral and legal considerations. 
Bentham believed strongly that “The time will come when humanity will extend its mantle over 
everything which breathes.”2  

In Walden (1854), Henry David Thoreau (1817-1862) elaborated similar convictions. He 
believed that animals were not different from us human beings, so “No humane being, past the 
thoughtless age of boyhood, will wantonly murder any creature which holds its life by the same 
tenure that he does. The hare in its extremity cries like a child.”3 “Preying on other animals” was 
“a miserable way” of living. We must therefore adopt “a more innocent and wholesome diet.” 
Like Bentham, he anticipated that “Whatever my own practice may be, I have no doubt that it is 
a part of the destiny of the human race, in its gradual improvement, to leave off eating animals, 
as surely as the savage tribes have left off eating each other when they came in contact with the 
more civilized.”   

Bentham and Thoreau advocated non-meat diet on moral and humane grounds. Central to 
their ideas was a deep moral concern for animals and an attitude that slaughtering them for food 

                                                           
1 It does not mean that there are no examples in history of thinkers, philosophers or religious leaders 
advocating a vegetable diet out of compassion for animals. But they do not generate continuous 
traditions.   
2 Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1823) (online, no 
pagination). 
3 Henry D. Thoreau, Walden; or, Life in the Woods (1854) in The Annotated Walden, edited by 
Philip Van Doren Stern (New York: Barnes & Noble, 1970), 344.  
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was not right. This moral stance against slaughtering and cruelty to animals appears to be the 
starting point or origin of modern vegetarianism for moral reasons, and its stricter form, veganism.  
 
Vegetarians and Vegans  

 
The word “vegetarian” appears in English in the 1830s.4 It was popularized by the Vegetarian 

Society, formed in England, in 1847, through its official publication, The Vegetarian Messenger, 
begun in 1849 in Manchester by James Simpson, the society’s first president. The following year 
the society’s office too moved there where it still operates. The Vegetarian Messenger remained 
in publication for about a century. 

In its early days, the word “vegetarianism” was stricter in meaning than it is now, and closer 
to what later became veganism. For example, in 1851, Dunglinson’s Dictionary of Medical 
Science defined vegetarianism as “the view that man ought to subsist on the direct productions of 
the vegetable kingdom and totally abstain from flesh and blood.”5 Nevertheless, beginning in its 
early days disagreements arose among the members of the society on the question of eggs and 
dairy products.6 The word “vegan” was coined only about century later to refer specifically to 
those who eschew those foods.7 
                                                           
4 The earliest known case of the word appears in Fanny Kemble, Journal of a Residence on a 
Georgian Plantation in 1838–1839 (New York: Harper and Brothers, 1863), 197–198: “If I had had 
to be my own cook, I should inevitably become a vegetarian.” But this journal was not published 
until 1863, when the word had come to a good use. Nevertheless, it suggests that the word was 
already in use. The phrase “vegetable diet” was used a year earlier in William A. Alcott’s Vegetable 
Diet: As Sanctioned by Medical Men and by Experience in All Ages (Boston: Marsh, Capen & Lyon, 
1838). The Healthian in April 1842 (No. 1, Issue 5) shows the first printed example of the word 
“vegetarian,” used in response to a question: “is the practice of eating meat noxious or good for 
man?” under the section “Flesh Diet,” where the word appears three times, again suggesting that the 
word was already in use. This journal, created by the Alcott House in London founded in 1838 based 
on the teachings of A. Brunson Alcott (1799-1888), a friend of Thoreau and Emerson, was 
incorporated in 1846 into The Truth-Tester (1845-1848) edited by William Horsell (1807-1863), a 
vegetarian in Ramsgate. The Truth-Tester became instrumental in the formation of the first 
Vegetarian Society, by the readers of this journal, members of the Bible Christian Church, and 
supporters of the Concordium (Alcott House). After becoming the first secretary of the society, 
Horsell moved to London where he continued to edit his journal The Truth-Tester renamed as The 
Vegetarian Advocate until August 1850.    
5 Robley Dunglison (1798-1869) was a British physician, who moved to the US to become a 
professor of anatomy and medicine, first at the University of Virginia, and then at the University of 
Maryland. See Dictionary of Medical Science (ed. 8, 896/2). 
6 For a discussion see, The Vegan News: Quarterly Magazine of the Non-Dairy Vegetarians (No 1; 
November 24th 1944): 1-4; The Vegetarian Messenger XLII (1945), 163.   
7 In 1944 about two dozen members of this society formed a group promoting “a truly humane, 
civilized diet.” It was opposed to consuming all animal products on “ethical grounds,” emphasizing 
“the unquestionable cruelty associated with the production of dairy produce.” See The Vegan News 
(No. 1): 1. Perhaps because of the scarcity of food during the war, more pressure was put on farm 
animals and fowls for the production of dairy products and eggs respectively, with processes 
becoming more mechanized. On their behalf, Donald Watson, the editor of their new journal, coined 
the word “vegan” to correspond to “non-dairy vegetarians.” He wrote: “‘Vegetarian’ and ‘Fruitarian’ 
are already associated with societies that allow the ‘fruits’ (!) of cows and fowls, therefore it seems 
we must make a new and appropriate word. As this first issue of our periodical had to be named, I 
have used the title ‘The Vegan News.’ Should we adopt this, our diet will soon become known as a 
vegan diet, and we should aspire to the rank of vegans.” (Ibid., p. 2) They also formed the still active 
“The Vegan Society.” 
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The Vegetarian Society (and associated societies) grew in size and membership and versions 
spread to the rest of the world. 8  To improve cooperation among them and further promote 
vegetarianism worldwide, the British vegetarians led by A. F. Hills established the Vegetarian 
Federal Union in 1889. It began to organize “International Vegetarian Congresses,” first in 
Cologne (1889), the following year in London (which was attended by the 20-year-old law student 
Mohandas K. Gandhi (later the Mahatma)), and the third in Chicago in 1893. The Vegetarian 
Federal Union was renamed and re-formed in Dresden in 1908 as the still active International 
Vegetarian Union, which continued to publicize vegetarianism through their world vegetarian 
congresses, attended by intellectuals, academics, and public figures.   
 
Animals and Hunting in Kenji’s Stories 
 

Sensitivity to animals and to their suffering run deeply through Kenji’s dōwa or children’s 
stories and his other writings. In The Glacial Mouse Fur or hyouga nezumi-no kegawa (1923), 
one of Kenji’s earliest stories, a group of hunters are on an express train bound to the far north 
beyond the Behring Sea.9 The center of attention is a rich man proud of his fur coat made only 
from the furs of the necks of “glacial mice” (imagined as an animal with the best fur). He is on 
his way to hunt several hundreds more. But the train gets stopped suddenly (as if by Bedouins in 
the Arabian deserts or native Americans in the Wild West) by a gang of armed “bear-looking 
men,” who, as later becomes clear, are “in fact, bears.” They threaten to take away the rich 
gentleman, the glacial mice hunter. They are apparently objecting to hunting for fur. They let the 
train continue its journey only after exacting a promise that the hunters would avoid hunting. 

 

 
Figure 1. A drawing by Kenji. (RINPOO) 

 
In The Restaurant of Many Orders (1924) (included in the only collection of stories published 

during his life time), two Tokyo hunters in pursuit of prey get the surprise of their life and are 
made to beg for their own lives. Not being able to find prey to hunt they become exhausted and 
very hungry in the deep wilderness. Then they are thrilled to spot the “Wild Cat Restaurant.” They 
feel happy as they enter and are sure they will get delicious food. But this is not an ordinary 
                                                           
8 One of the earliest societies outside Britain modelled on this was The American Vegetarian Society 
founded in 1850 in New York. But it discontinued in 1861. 
9 Miyazawa Kenji, Glacial Mouse Fur—Hyouga nezumino kegawa (appeared in Iwate Mainichi 
Shimbun, 1923); Japanese text is available at https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card1934.html.  



Miyazawa Kenji, “The Great Vegetarian Congress” (Yakup BEKTAS) 

54 
 

restaurant. It has many doors, but no waiters. As they enter the first room they are told (by written 
“orders”) to take off their shoes, next their garments, then undergarments, then to wash themselves, 
and finally to apply a cream to their bodies. At this point they are agitated and frightened. They 
begin to feel they are about to become prey to a wild cat. Then the “Wild Cat Restaurant” 
disappears and the two hunters find themselves in a pitiful state in the wild. It looks that Kenji 
was trying to teach them a lesson, make them empathize with their prey, feel the pain and cruelty 
that hunters cause. 

In The Bears of Mount Nametoko (Nametoko yama no kuma) (1934), the hunter Kojuro makes 
his living entirely by hunting bears.10 He is aware that killing bears is not right. Each time he kills 
one he feels deep pain, yet he is also able to have some uncommon understanding with bears. He 
does not hunt them for sport. He does not kill cubs or their mothers. He would like very much not 
to hunt them at all. But he has no choice as he does not have a job or any land to cultivate. Hunting 
bears is the only thing he can do to make a living. The bears seem to understand this. This goes 
on for a good number of years. But one day, the aging Kojuro gets killed by a bear, and as he is 
dying he hears the bear saying, “I am sorry I did not mean to kill you but I had to,” and Kojuro 
apologizes for all the bears he has killed. 

In Ozbel and the Elephant (1926), Ozbel, a greedy businessman, exploits a goodhearted 
hardworking white elephant.11 The conditions become harsher and harsher. With the help of the 
moon, the white elephant manages to send a letter to her fellow elephants. They rush to Ozbel’s 
farm and rescue her, also punishing the cruel Ozbel. This story probably expresses Kenji’s 
socialistic views as well. He sympathizes not only with overworked farm animals but also with 
exploited laborers. 

In these and similar stories, Kenji’s advocacy of vegetarianism is not expressed openly. They 
rather convey the idea that cruelty to animals and slaughtering them for meat or for fur is not right. 
That is, they express his moral stance against killing, cruelty to and exploitation of animals. This 
feeling appears to be central to Kenji’s interest in moral vegetarianism.  

 
The Story of the Yorkshire Pig that Refuses to be Slaughtered 
 

In The Frandon Agricultural School Pig (1934), Kenji’s stance against slaughtering becomes 
more pronounced.12 The main character of this beautifully written story is a Yorkshire pig raised 
by a husbandry school. This pig (interestingly, Kenji does not give him a name) understands 
human language and what is going on around him. At the beginning he gets a lot of attention. 
Students and professors talk about him. He is satisfied and joyful. All these make him feel that he 
is “a first-class Frandon gentleman.” But soon his suspicions and uneasiness grow, starting with 
his finding in his food “a Camel Brand toothbrush.”13 He grows bigger and bigger. A professor 
of husbandry pays frequent visits and calculates his weight, and throws suspicious glances at him. 
He is frightened.  

Around this time, the king of the country introduces a new law requiring the consent of a farm 
animal before it may be slaughtered. One day, the principal of the school visits the pig with “a 
big yellow sheet of paper,” but at first he cannot bring up the issue. After several visits, the 
                                                           
10 Japanese version is available at https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card1939.html; a good 
translation by John Bester, Once and Forever: The Tales of Miyazawa Kenji (1994). 
11 Miyazawa Kenji, “Opperu to Zō,” Getsuyou (January 3rd, 1926); I use the name “Ozbel” as it is 
adopted in the translation of this story into English by John Bester—“Ozbel and the Elephant”—in 
his The Tales of Miyazawa Kenji (1996), 99-117. 
12 Miyazawa Kenji, Furandon nōgakkō no buta 
(https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card4601.html); a good translation by Roger Pulvers, The 
Frandon Agricultural School Pig (2009; 2012). 
13 Quotes here are from Roger Pulvers, The Frandon Agricultural School Pig (2012). 
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principal, pushed by the professor of husbandry, asks the pig to sign the certificate. The pig refuses 
to do so. He now fully understands the fate waiting for him. Saddened and frightened, he refuses 
to eat. He loses weight quickly. The professor of husbandry notices this and knows that the pig 
could not be slaughtered in this state (he is no longer fat enough). Yet the pig still refuses to eat. 
The professor and students decide to feed him mechanically by a pipe connected to his stomach 
(Kenji must have been aware of physiological experiments trying to prove animals are like 
machines). 

In this way, the pig is fattened up quickly. In the meantime, the principal forces the pig to sign 
the document of consent. The pig does so only under severe pressure and mental torture. Then, 
he is prepared for slaughter. Kenji gives a brief description how slaughtering is done—when he 
was a student in Morioka, Kenji visited a slaughterhouse a few times—he avoids giving the details 
of the slaughtering or of the pig’s emotions. He leaves it to the reader to imagine them.  

The story captures well the agitation, fear, and sadness this pig goes through from the day he 
suspects something bad will happen to him until the moment before his slaughter. It also renders 
sensitively the mental and physical torture of being fed mechanically and confined to a small 
space where he cannot move. The pig is being turned into a machine, yet is fully aware of what 
is going on around him and what his fate is to be. 
 

 
Figure 2. A painting by Kenji (no date or title). This has been later called “Chemical Garden.” 

(RINPOO) 
 
“The Great Vegetarian Congress” 

 
This is mostly an exploratory essay into the concept of vegetarianism and advocacy of it. 

Kenji presents it as “an account of the Great Vegetarian Congress held in Hilti, a small mountain 
village, Newfoundland, on September 4” that he “attended the previous year on behalf of Japanese 
vegetarians.”14 I have not found any evidence yet but I believe Kenji’s essay was inspired by the 
triennial World Vegetarian Congresses organized by the International Vegetarian Union 

                                                           
14 I follow the digital version at aozora.gr.jp. 
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beginning in 1908 in Dresden. The seventh, held in 1929 in Steinschönau, a small town, Bohemia, 
seems especially likely as a model.15 

 

 
Figure 3. One of Kenji’s own paintings (no date or title). It may be a representation of a tornado—as 

if Kenji is saying that all the living things share the same fate. (RINPOO) 
 
Kenji first defines vegetarianism and its diverse forms and practices. (The word “vegetarian” 

was already in use in Katakana, as in the title of the essay, which probably entered into Japanese 
in the 1890s.16) In their intention and purpose, Kenji divides vegetarians into two major groups:  
1) dōjō-ha or those going vegetarian out of sympathy and compassion for animals. 2) yobō-ha or 
those going vegetarian for health reasons. Kenji is with the first group.  

With regard to vegetarian practice, he defines three main groups: Group I avoids all meat and 
fish, and all animal products such as milk, cheese, butter, or food made using these products. This 
group corresponds to veganism (this word did not exist then). Group II consumes (moderately) 
dairy products such as cheese, butter, milk, and eggs—as long as they are not obtained by the 
destruction of life (or are not harmful to animal health). Group III consumes meat under only 
certain conditions: when there is a genuine necessity for it, for example, when one is sick or in 

                                                           
15 The list of speakers included “Professor Batek (Prague). Professor Ruzicka (Pressburg), Dr. 
Ragnar Berg (Dresden), Dr. Walter Walsh (London), M. Pamporov (Sofia), Freifrau Nataly von 
Reifentahl (Dresden) and, last though by no means least, Dr. Johannes Ude, Professor of Theology 
in the University of Graz.” Walsh’s paper was on “Vegetarianism and World Brotherhood,” which 
he concluded that “If we would have war to cease, if we would have oppression and injustice cease, 
if we would have slavery and exploitation cease, if we would have the Golden Age arrive and the 
fabled Eden become a historic reality, we must foster that spirit of universal pity and justice without 
which world-brotherhood remains a vain and impossible dream.” Universal brotherhood that 
included all the animals is a key issue for Kenji. For accounts of this congress see The Vegetarian 
Messenger and The Vegetarian News (August, 1929). 
16 The word “saishokushugisha” (菜食主義者) was coined to correspond to it. Kenji found this word 
too strong and suggested the word “saishoku-shinja” (菜食信者). But the word “vegetarian” written 
in Katakana has been generally used. 
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poor health. Also, when one receives meals containing meat from others and cannot refuse, or 
when in a party or being a guest in a place where meat is served. Kenji also believes that there is 
no point in checking minutely if food is free from meat. He believed the rule should be: “stick to 
an all-vegetable diet when possible, and never kill animals for food.” 

Kenji arrives at the port of Trinity (in Newfoundland) the day before the congress.17 From 
there he walks to Hilti, the village hosting the meeting. He gives a striking description of the 
autumn scene on his way, with foamy coastal views. Kenji and other congress attendees receive 
several pamphlets on their way to the site of the congress, an old church. They are all anti-
vegetarian. They serve Kenji to identify main objections to vegetarianism. He lists these 
pamphlets together with their assertions and slogans, which Kenji sometimes exaggerate either to 
simplify or make them a bit humorous.   

One headed “No to anti-civilization, narrow-minded vegetarians” says that according to the 
Malthusian theory (referring to economist Thomas R. Malthus, 1766-1834), the world faces 
limited food resources and unlimited population growth. If people stop eating meat they will be 
forgoing half of the world’s food supply, and millions will starve to death. The Chicago Livestock 
Breeders Association (imagined) is heavily represented at this meeting. It promotes assertively 
the interests of the meat industry. One of its pamphlets argues that vegetarians do not eat meat 
because they pity animals, but animal psychology shows that animals do not have the fear of death, 
because they are like machines. They do not have feelings or emotions. Another pamphlet argues 
that vegetarians should stop eating bacteria too because they are living things too. Then they will 
starve to death. There is also a pamphlet that argues that human anatomy (and chemistry) shows 
that human beings are designed to eat meat. They are both carnivorous and herbivorous 
(omnivorous). The shape of their teeth is the evidence.  

The site of the congress is an old church. Pitched on a court, the congress tent is full with 
about 500 people from all over the world, no one standing and not many chairs left empty. The 
seats are divided into vegetarians and non-vegetarians (or anti-vegetarians). The first speaker 
makes two remarks against vegetarianism: the nutritional quality of meat and meat products is 
higher than that of vegetables, while their digestion less difficult than that of vegetable protein 
and fat. Furthermore, some people cannot digest vegetable protein at all. Second, vegetables are 
not tasty without meat. He believes that nourishment should not be deprived of enjoyment.  

One vegetarian responds and tries to refute the claims. He points out that some people cannot 
digest animal protein either. As for enjoyment, if one thinks about the pain caused to animals, one 
may not enjoy meat or dairy products. Then a representative of the Chicago Livestock Breeders 
Association argues that animals function physiologically like a machine, giving a detailed 
description of an experiment with a dog, which is extremely disturbing. It makes several guests 
sick. In response to these remarks, a vegetarian speaker asserts that animals cannot be reduced to 
instincts and impulses. They feel sad. Dogs show emotions, and horses recognize their former 
masters after many years of separation. Then a speaker on behalf of the Chicago Livestock 
Breeders Association asks: what about sadness, sorry state among human populations, for 
example because of wars or poverty? 

A speaker argues that there is no solid boundary between animals and plants. It is only a 
classification that was done for the convenience of mankind. Bacteria are the simplest and 
smallest forms of life. If you add a little bit of vinegar to your salad dressing, you may well “kill 
tens of billions of bacteria.” How much yeast and how many germs do you kill when you eat a 
grape? What about air and water! A speaker from China responds that Indian sages do not drink 
water that has not been filtered, and argues that there is a difference between killing bacteria and 

                                                           
17 Why Kenji chose this place we do not know (I have not found out). Given his description of this 
place, Kenji must have known something about Newfoundland. For example, he is aware of its 
colorful autumns, and its abundant catch of fish. 
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killing a horse. A non-vegetarian speaker points out that sardines in thousands are swallowed by 
whales. Those on a vegetarian diet should know that pesticides used in the production of 
vegetables and fruits “kill millions, billons of insects.”  

“Helsius Matton” (a name invented to sound Latin), “a professor of theology from the 
University of Canada,” who attends the congress as an adviser to the Chicago Livestock Breeders 
Association, receives considerable attention. His “theological argument” is that there is only one 
true God and that all we do including eating meat and wearing wool is by his providence. In 
response, a Hilti schoolteacher argues that Matton’s argument is a “typical syllogism,” and saying 
“vegetarians are against God and his providence” is a contradiction. To the charges that he speaks 
on behalf of old Christian theology, Matton tells the audience that it is true that he was raised as 
a Christian but he is now a Buddhist (as ten percent of the audience). He goes on to say that that 
Buddha allowed mean and dairy products.  

Hearing this, Kenji can no longer hold himself back and he finds himself responding to Matton. 
First, he asserts that what he heard is a corrupted version of Buddhism, and then questions the 
stories of Buddha allowing his followers meat and dairy products. Although he accepts that this 
is “the world of suffering,” he stresses that there is also goodness in this world. The spirit of 
Christianity is love, that is, love for everyone. This love must be extended to all the creatures. The 
essence of Buddhism is compassion. Likewise, this compassion must be extended to all living 
things. His overall point is that “All creatures around us are parents, children, and brothers for a 
long time.”18 We must treat every creature accordingly, equally, lovingly, and in fact, selflessly.  

At the end of the meeting, we understand by a few hints, not told openly, that in one respect 
all was a set-up, everyone involved, including Matton (who at the end praises vegetarianism and 
its ethical spirit), a vegetarian. Perhaps, Kenji wanted some suspense for his play (which he 
probably intended to perform on stage with his students) or used this as a rhetorical device to 
generate a lively and passionate debate.19 

 
Conclusion 
 

Sensitivity to animals and their suffering is a central concern in Kenji’s writings. This concern 
becomes a deep compassion for them. He pities for their unfortunate state as in The Frandon 
Agricultural School Pig. Kenji feels that it is our fundamental obligation to respond to their 
suffering and reduce cruelty to them. This is not only a religious (Buddhist or Christian) duty but 
part of our humanity or our being human. He believes that we are universally connected and not 
different from each other in suffering. That is, “we are all brothers and sisters.”20 This sentiment 
is also the starting point of modern vegetarianism for moral concerns for animals. Kenji’s “Great 
Vegetarian Congress” is very likely inspired by debates among vegetarians and international 
congresses of their societies in Europe. This work, presented as a report of a major congress held 
in Newfoundland, gives Kenji an opportunity to examine in a scholarly manner basic vegetarian 
ideas and objections to them and yet render them in an accessible and lively way.  
 

                                                           
18 All quotes in this section are from Miyazawa Kenji, “The Great Vegetarian Congress,” available at 
https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card2589.html. 
19 In 1931 Kenji attempted to write another manuscript, a report of an imaginary vegetarian congress held, 
this time, at Hanamaki Onsen (Hanamaki, Iwate, Japan). He indicates that this is a revision of his original 
manuscript. This congress was called “the Seventeenth Far East Great Vegetarian Congress” held 
(secretly) at Hanamaki Onsen (which Kenji and his family often visited), and attended by many from 
around the world. The incomplete manuscript Kenji left behind is very short. It repeats a few initial 
paragraphs of the original manuscript describing vegetarianism. See Miyazawa Kenji, Zenshū [Miyazawa 
Kenji Complete Works] (Tokyo: Chikuma Shobo, 1986), vol. 6, pp. 445-451. 
20 In Japanese the word is “kyoudai,” literately meaning siblings. 
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東京の上水道システムの変遷に関する歴史研究, 1870s-2010s* 
 

The Evolution of Tokyo’s Water Supply System, 1870s–2010s 
 

中島研究室 

冉 奥博 Aobo RAN 
 

一．序論 

 上水道は都市発展を促進し，市民生活を支える重要な都市基盤である．しかし，現在，

世界で 6 億 6300 万人が安全な飲み水を入手できておらず，未来には世界人口の約 40 パ

ーセントが水不足に直面することが予想されている 1．その中で，伝統的な上水道を受

け継いだ東京の上水道システムは水質や規模の面で世界に誇る．都市の水問題を解決す

るために，東京上水道の発展を分析することは有意義な課題である．本論文はその課題

に取り組み，1870 年代から現在に至る東京という都市の発展における上水道システム

の変遷を考察する． 
 東京上水道の歴史に関する先行研究において，さまざまな時代区分が存在し，その中

で特に二つ重要なアプローチを用いたものがある．一つは，技術は社会を変えるという

技術決定論で，その代表は『東京都水道史』である 2．もう一つは，『東京近代水道百年

史』のように，年号の変化や第一次オイルショックのような社会事件で区分する技術の

社会構成主義である 3．他に，水源の変化で区分する研究もある 4．本論文は，T. P. ヒ
ューズの研究を参考し 5，先行研究と異なる問題解決アプローチ (problem solving 
approach) を用いて新しい時代区分を提案するものである． 
 この新しい時代区分によって，上水道の民主性に焦点を当てることが可能になる．ル

イス・マンフォードは，整備された上水道は民主主義の成功の象徴だと考えた 6．それ

に対して，本論文では，東京の上水道システムの変遷において，都民や専門家や政府の

意見とどのような関係にあったのかを明らかにすることで，その民主性について論じ，

上水道は必ずしも民主主義の象徴とは言えないことを主張する． 
 
二．1875―1911：最初の近代化 

 近代上水道の発端に関しては，『東京都水道史』では新水路余水吐が建設された 1892
年だとされている．それは上水道の建設だけに注目する考えで，実際に上水道には設計・

                                                   
* 本稿は，著者が東京工業大学に提出した修士論文(2017 年度) “The Transition of Water Supply 
System during the Development of Tokyo (1870s-2010s)” (「東京の発展過程における上水道シス

テムの変遷 (1870s-2010s)」)を改題したものである． 
1  United Nations Sustainable Development. (2017). Water and Sanitation - United Nations 
Sustainable Development. [online] Available at: http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-
and-sanitation/ [Accessed 5 Apr. 2017].  
2 東京都水道局『東京都水道史』東京都水道局，1952 年.  
3 東京都水道局『東京近代水道百年史』東京都水道局，1999 年. 
4 山下亜紀郎「東京の都市用水利用の変遷: 水源としての表流水と地下水に着目して」 『地

学雑誌』 第 6 号，2013 年，1039―1055頁． 
5 Hughes, T. P. Networks of power: electrification in Western society, 1880-1930 (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1983). 
6 Mumford Lewis. The city in history: Its origins, its transformations, and its prospects (Boston: 
Houghton Mifflin Harcourt, 1989), 480. 
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建設・運営三つの要素も含まれており，その発端を設計の時点にするほうは妥当である．

一方，『東京近代水道百年史』は東京奠都の 1869 年を近代上水道の発端として定めてい

るが，奠都は都市としての東京の社会，経済，政治に大いに影響したが，上水道にはそ

れほど大きな変化を与えたわけではない．本論文は，近代上水道をこの最初の段階にお

ける東京の衛生及び火事などの問題に対する解決策の一つとしてみなし，その発端は

1875 年だと主張する． 
 19 世紀末，急速な人口増加に伴い，東京はコレラやチフスなどの伝染病及び火事と

いう悩みを抱えていた．伝染病と上水の関係を確認するために，1874 年に東京警視庁

係官奥村陟が初めて上水道及び水源の水質調査を行った．同じ年に，東京司藥場は科学

的な水質試驗を始めた．その後十年間プリュッペや久原躬弦，アトキンソンなどの技術

者が水質試驗に取り込んだ．一連の水質試験により，伝染病の流行と上水道の水質との

関連が証明された．その結果，水質を改善するために新たな上水道の設計が行われた．

1875 年にファン・ドールンによる『東京水道改良設計書』が内務省に提出され，それが

日本の最初の大都市の近代水道設計となった．水質試験と工事計画が始まる時点を考え

れば，1875 年が東京の近代上水道の発端とみなすべきだとわかる．その後，十回にわた

って計画書と計画に関する意見書が交われ，1891 年に，東京市区改正委員会が，中島鋭

治(1858-1925)7から提出された設計をようやく可決した．1892 年に，この設計に基づい

た上水道工事が始まった．それが完成した 1911 年頃を，この最初の段階の終わりとみ

なすことができる． 
 その間，上水道において既存技術と西洋技術のどちらを使うべきかという議論があっ

た．西洋技術が水道改良の唯一の方法ではないという意見があり，たとえば，ドールン

の『東京水道改良設計書』は，近代的な上水道と伝統的な上水道と共存させることを提

唱した．岩崎弥太郎に出資された，以前の千川水道を活用し，既存の設計を保った伝統

的な上水道もあった．一部の東京市民も伝統的な上水道を支持したが，東京政府はその

提案を差し置き，結局，西洋技術による計画しか認めず，それを唯一の選択として近代

上水道を建設した． 
 この経緯から，この段階で東京上水道は地域住民の意見にもとづいた民主的な意思決

定ではなかったことがわかる．伝統的な上水道を近代的な上水道に完全に替える必要が

ないにもかかわらず，政府が市民に対して高姿勢をとったのである． 
 

三．1911―1947：単一なシステム 

 第二段階に関しては，先行研究の『東京都水道史』にせよ『東京近代水道百年史』に

せよ，1911 年から 1947 年までの期間を複数の段階に分けている．本論文は，この期間

においては，一貫して配水と浄水処理が主な問題となっており，その解決ために単一な

システムが採用されていたことから，1911 年から 1947 年までは第二段階に属すると主

張する． 
 当時の東京の人口は 700 万人を超え，都市の面積も急速に増え，配水や浄水処理の需

要が急騰する一方，関東大震災と東京大空襲によってその供給能力が大幅に減った．需

要と供給との矛盾を解決するため，配水と浄水処理は第二段階の主要な問題となった．

この問題に対して，東京政府は単一なシステムの計画を選んだ．第一水道拡張事業の第

一期と第二期などの常例上水道工事，震災及び戦争の復興のための水道復興速成工事や

                                                   
7 中島鋭治(1858-1925)，近代水道建設に大きな功績を残したので，日本近代上水道の父を呼

ばれる．東京市技師長(1896-1906)，東京帝国大学土木工学教授(1896-1921)，土木学会会長

(1925)を歴任した。 
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水道応急拡張事業など，供給能力を高める工事が絶えなく行われていた．他方，1932 年

から 1935 年まで，東京隣接の江戸川上水や荒玉上水などの町営・町村組合経営・民営

水道が整理され，既存の東京市上水道に統合された．それによって，東京上水道は全部

で水道局に管理されるようになり，主に多摩川に頼った単一なシステムが完成した． 
 しかし，この単一なシステムは必然的な選択ではなく，多元的なシステムへ転換する

機会が少なくとも二つあった．一回目は 1927 年の第一水道拡張事業第二期の計画であ

る．多摩川・秋川・荒川・江戸川という四つの水系の中から一つを選んで取水する最初

の計画は多元的な水源に変わる機会だったが，結局従来通り多摩川から取水することで

逆に単一なシステムが強化された．二回目は 1932 年の隣接の水道事業を統合する計画

である．1919 年に東京府から依頼を受けた中島鋭治は，違う水系から取水する四つの

独立な上水道を建設する計画を提案した．その後，東京市水道拡張課の臨時調査掛の調

査報告(1923 年)は隣接水道の整理に関して五つの方法を提示した．その中で，専門家か

ら一番勧められたのは東京市・他の市町村を含める新しい協同組合を成立することであ

った．しかし，東京政府はその助言を無視し，隣接上水道を東京市営上水道に合併する

計画を実行した． 
 そのような計画思想の提唱者は他ならぬ近代都市計画の父と呼ばれる後藤新平 
(1857-1929)だった．後藤は上水道計画に直接には関与しなかったが，彼の立案した『帝

都復興計画』は東京上水道の発展に影響を与えた．『国家衛生原理』や『衛生制度論』

や『日本膨脹論』から，①国家主義；②都市の発展は自由にさせるべきではなく計画の

下に置くべき；③都市は国家の実力を表すという三つの後藤の計画思想がわかる．この

計画思想から，単一なシステムの基礎を築き，それに従って，日本の拡張に伴い，国の

象徴としての東京という都市およびその基盤も拡張すべきだという考えが生じた．この

考えにしたがって，専門家の提案を採用しなかった東京上水道は国家権力の表現であり，

非民主的であった． 
 

四．1947―1975：渇水期 

 この章では，渇水が主な問題となった 1947 年から 1975 年頃までは第三段階だと論じ

た．この段階において，東京の人口は急成長し，1,100 万人を超えた．世界有数の人口

規模に伴って東京都内の水源が足りなくなった．さらに，寒候期の影響もあり，毎年 10
月から翌年 3 月までに降水量が少なかった．その結果，水不足は第三段階の主要問題で

あった． 
 この問題を解決するために，地方の水系から導水せざるを得なかった．1947 年に，上

水道における注目点が配水や浄水から原水へ転換する二つの出来事があった．一つは

『東京都復興に伴う上水道計画—拡張事業を中心として—』の公表で，もう一つは東京

市政調査会が『第二水道拡張事業，特に小河内問題に関する調査報告書』を完成させた

ことである．この後，相模川系水道拡張事業・第一次，第二次，第三次利根川系水道拡

張事業などの地方からの導水工事が実施された．1962 年に，地方と東京都との水資源

を総合的に分配する『利根川水系水資源開発基本計画』が決定された．この段階で，全

ての計画及び工事は原水に着目して，以前よりも規模の大きい上水道システムが建てら

れた． 
 この時期に，国が水資源を理由にして東京上水道に介入した．1955 年に，利根川の原

水分配の計画について，東京都，群馬県，東京電力は度々交渉した．1960 年より前に

は，相模川や江戸川の水源の分配計画は各都県に主導されていたのに対して，特定多目

的ダム法(1957 年)・水資源開発促進法(1961 年)・水資源開発公団法(1961 年)が施行され

て以降，国主導で上水道計画が法律で規制されるようになった．国の規制は複数の地域
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に関係する上水道計画には不可欠だが，必ずしも主導である必要はない．それにもかか

わらず，上水道に関する権力が中央に集中し，システムはトップダウンモードのピーク

に達した． 
 

五．1975―2010s：多元化 

 この章では，東京上水道が多元化になった 1975 年頃から今までを第四段階だと論じ

た．この段階では，上水道について注目されている問題は原水から安全・安心へ変わっ

た．東京の人口は 1975 年から 1995 年まで 1,170 万人で安定しており，1995 年からまた

緩く増加しているに対して，東京の一日あたりの配水量が史上最大になったのは 1978
年で，その後水の消費が徐々に減少していった．需要が減ることによって，原水不足の

圧力が次第に解消した．第四段階の発端は明確ではないが，1975 年頃に，上水道の地震

への予防対策を公表し，水質センター・水運用センターの設立は一つの目印である．こ

の段階に，『東京水道経営プラン 2010 〜未来へつながる安全・安心の実現〜』や『東京

水道長期構想 STEPⅡ〜世界に誇る安心水道〜』などの東京都水道の基本的な発展計画

が定期的に公表された． 
 この段階における上水道の多元化は主に参加者や解決策に表れる．参加者については，

東京の上水道事業に参加したのは水道局・建設省だけではなく，両国国技館の雨水利用

施設を設計した水道機工株式会社や鹿島建設株式会社のような民間企業，墨田区などの

自治体，東京都都市整備局，そして市民も関わった．解決策については，水量・水質・

配水・サービス・リスク管理の五つの方面から安全・安心の状態になるように改善が行

われていた．上水道の安心を目指した雨水利用はトップダウンシステムから双方向シス

テムへ変わった．雨水利用によって，水の需要者である市民は自分に原水供給できるよ

うになった．さらに，新たな漏水調査や節水施設の設置には市民からの情報の提供が重

要な役割を果たしている．このように解決策に市民の主体性を求めることによって，東

京上水道は民主的になっている． 
 

六．結論 

 本論文は問題解決アプローチによって，新たな時代区分を次のように提案した：1875
年から 1911 年までの最初の近代化は第一段階；1911 年から 1947 年までの単一なシス

テムは第二段階；1947 年から 1975 年頃までの渇水期は第三段階；1975 年頃から今まで

の多元化は第四段階である．そして，東京上水道の歴史を根拠にして，その民主性を考

察した．1975 年頃以前は非民主的な時期で，それ以降は民主的な時期である． 
 さらに，東京上水道の歴史，特にその第四段階から，次の二つの実践的な知見が得ら

れることを論じた． 
1. 上水道は大きければ大きいほどよいわけではなく，適切な規模を持つべきである． 
2. 上水道システム前部の集中的に処理する浄水や原水供給などの機能の一部は，上

水道システム後部の給水の方へ移すべきである． 
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The Evolution of Tokyo’s Water Supply System, 1870s–2010s 
 

Abstract 
 

Aobo RAN 
 
Water supply systems greatly influence urban activities. The evolution of water supply systems 

and its relationship with democracy provoke academic discussions. With these two questions in 
mind, this study analyzes the history of Tokyo water supply system. 

Previous studies of the history of Tokyo’s water supply system have been either from a 
technological determinist perspective or a social constructionist one. After making a critical 
analysis of this literature, I argue that a problem-solving approach is more appropriate and propose 
my own periodization of Tokyo water supply. 

The first period is the initial modernization from 1875 to 1911. Diseases and fires perplexed 
Tokyo in this period. Based on scientific surveys, it appeared that the water supply system needed 
to be improved to solve these problems. However, there was a controversy concerning whether to 
adopt the traditional mode or a modern one, and finally the latter won. Through a series of designs, 
Tokyo decided to establish an exclusively modern system. 

The second period is from 1911 to 1947, when the main problem was the distribution and 
treatment of water to cope with urban expansion and damages caused by earthquakes and war. 
During this period, there were two occasions, in 1927 and 1932, where proposals by experts might 
have led to a pluralistic system, but largely influenced by philosophy in planning of Goto Shinpei, 
the mayor of Tokyo, governors clung to the unilateral system. 

The third period is 1947 to around 1975. The state, rather than the Tokyo government, played 
a dominant yet unnecessary role in the planning of Tokyo’s water supply system. The Bureau of 
Waterworks and the Ministry of Construction jointly constructed many projects to remedy the 
shortage of water sources. Developments in the first three periods were all dominated by the top-
down system and toward the end of the third period this central control of Tokyo’s water supply 
system culminated. 

The fourth period, I propose, starts from around 1975 and incorporates a paradigmatic change. 
The focus shifted to the improvement of safety and trust in water supply. A more diverse group 
of actors that includes citizens became involved in making suggestions to the improvement of the 
water supply system and a wider variety of measures have been taken. As a result, a more 
democratic two-way system emerged. 

Based on the historical analysis of Tokyo’s case, this thesis also addresses water supply systems’ 
democratic character. Arguing against preceding research that suggests water supply systems are 
democratic, I conclude that it cannot be put in such simple terms. In the case of Tokyo, the system 
started as non-democratic but changed into what one may call a more democratic one after around 
1975.  
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アインシュタインによる古典論の限界の発見:  

量子論黎明期において固体比熱理論が量子論受容に果たした役割について 
 

Einstein’s Discovery of the Critical Point of Classical Theory:  
How the Theory on the Specific Heats of Solids Played a Role  

in the Acceptance of Quantum Theory during its Dawn 
 

中島研究室 
古谷 紳太郎 Shintaro FURUYA 

 
 本論文は，古典論から量子論への転換課程におけるアルベルト・アインシュタイン

（1879-1955）の固体比熱理論の役割を解明した．本論文では，量子論の有効性や必要

性がまだ明確ではなかった古典論から量子論への転換期に注意を喚起するため，前期量

子論ではなく量子論黎明期という用語を導入している．量子論黎明期とは，具体的には

マックス・プランクが量子概念を提出した 1900 年から，量子論が国際的に承認される

契機とされる 1911 年第一回ソルヴェイ会議までの期間を指す．従来の量子論史では，

量子論黎明期の歴史は熱輻射理論を軸に量子論の展開が描かれており，固体比熱理論は

熱輻射理論の応用として受け止められてきた．対して本論文では，量子論の展開から受

容に観点を移し，また各理論を当時の実験と照らし合わせることでアインシュタインが

固体比熱で量子論を展開した理由を明らかにし，固体比熱理論は熱輻射理論の応用では

なくむしろ古典論から量子論への転換の決定打であったと主張した． 
 量子論の受容に際して，固体比熱理論は具体的にどのように決定打の役割を果たした

のか．この問いに答えるために，本論文は次の三点を検証した．第一は，先行研究にお

いて古典論の限界として認識されていたといわれるエネルギー等分配則を，当時の物理

学者はどのように受け止めていたのかということ．第二は，従来量子論史の軸として描

かれてきた輻射理論について，当時の物理学者はどのような議論を行っていたのかとい

うこと．第三は，従来の量子論史ではほとんどまったく議論されてこなかった，アイン

シュタインが量子論を論じる際に輻射ではなく固体比熱に向かった背景および理由で

ある． 
 第一章では，序論として先行研究を概観し問題提起を行った．まず，物理学教科書か

ら専門の量子論史にわたる先行研究を光量子仮説と固体比熱理論の言及の仕方によっ

て分類し，次に，専門的な量子論史における通説では固体比熱理論が輻射研究の応用と

して位置付けられていることを確認した．そのうえで，自身も物理学者でアインシュタ

インとも親交のあったアブラハム・パイスによる，固体比熱理論が量子論の一般性を初

めて明らかにしたという指摘を手掛かりにして，固体比熱理論の役割を量子論の受容の

観点から見直す必要があると問題提起を行った 1． 
 第二章では，アインシュタインが 1907 年の固体比熱論文で論じる以前にエネルギー

等分配則の放棄を主張していた，1900 年のケルヴィン卿（1824-1907）の講演の分析を

行った．この分析を通じて，1900 年前後におけるエネルギー等分配則の位置付けを確

認し，当時エネルギー等分配則は古典論における問題の一つとして認識されてはいたも

のの，古典論が直面している限界であるとまでは認識されていなかったと論じた． 

                                                   
1 アブラハム・パイス（西島和彦訳）『神は老獪にして…アインシュタインの人と学問』産

業図書，1987 年（原著 1982 年）． 
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 たしかに，早くも 1900 年の時点で，ケルヴィン卿はエネルギー等分配則を放棄すべ

きだと主張していた．しかし，その頃のエネルギー等分配則は，ルートヴィッヒ・ボル

ツマン（1844-1906）の固体比熱理論やハインリッヒ・ヴェーバー（1843-1912）の測定

によって，むしろ古典論の一角をなす理論として信頼されるようになっていた．また，

当初エネルギー等分配則が仮定していた粒子モデルは，化学熱力学やマッハ主義の影響

で不必要な仮定だとみなされるようになっていた．ケルヴィン卿の主張は，先駆的では

あったものの科学者たちが共有する理論や仮定を真っ向から否定するものだったため，

当時は受け入れられなかったのである．1900 年頃には，エネルギー等分配則には問題

があることは認識されていたが，それを放棄するほどの深刻な問題があるとは考えられ

ていなかったといえる．つまり，この時点では，誰も古典論の限界があるなどとは考え

ていなかった． 
 第三章では，熱輻射研究の歴史を振り返り，研究の焦点や実験機器構成の変遷と照ら

し合わせることで，主要な熱輻射理論の認識論的背景を明らかにした．本論文では，世

界像等の既存の用語と区別し，とくに実験と理論との間の相関に注意を喚起するために，

物質観という用語を導入して認識論的背景を論じている． 
 主要な科学者たちの物質観は以下のとおりである．ヴィルヘルム・ヴィーン

（1864-1928）の物質観は，黒体輻射装置から空洞輻射装置への実験機器の変更と対応

しており，理論が仮定する輻射源として実在的な粒子モデルが採用されていた．他方，

レイリー理論とプランク理論は，粒子モデルを批判していた．レイリー卿（1842-1919）
の物質観は，主に輻射線の性質のみに着目するもので，エネルギー等分配則を音響理論

に結び付けて，振動する弦モデルで熱輻射を説明しようとしていた．マックス・プラン

ク（1858-1947）の物質観は，実在的な粒子モデルだけでなく，あらゆる実在的な物質

的仮定を取り除こうとするものだった．このように，三者の理論は物質観がまったく異

なっており，彼らの議論はまるで噛み合っていなかった．また，当時は原子・分子の実

在が未確認で，エルンスト・マッハ（1838-1916）の影響によって粒子モデル等の仮定

の導入に批判的な態度を取る科学者たちが主流だったにもかかわらず，ボルツマン，ウ

ラジーミル・ミヘルゾン（1860-1927），ヴィーンと，原子・分子を実在的に扱う理論が

徐々にその存在感を増していた． 
 第四章では，1905 年の光量子仮説から 1907 年の固体比熱理論に至るアインシュタイ

ンの一連の論文を分析し，彼の物質観を浮き彫りにすることで，第三章で明らかにした

主要な輻射理論の物質観との相違を明らかにした．そうすることで，彼が輻射理論では

なく固体比熱理論に向かった理由と，量子論史における固体比熱理論の意義を論じた．

さらに，量子論が国際的に認められた契機とみなされている 1911 年の第一回ソルヴェ

イ会議を分析し，量子論の受容のされ方が本論文の主張と一致することを確認した． 
 アインシュタインは，光量子仮説を論じた 1905 年の論文「光の発生と変換に関する

一つの発見法的な見地について」の段階では，プランクの輻射の量子論に批判的だった．

ところが，翌年の論文「光の発生と光の吸収の理論について」で彼は考え方を変えた．

当初，アインシュタインはエネルギー等分配則を堅持したまま独自に統計力学的アプロ

ーチを追及した結果，光電効果における量子の有効性を見出した．その際の彼の物質観

は，対立する古典論の二つの描像，すなわち電磁気学的描像と気体分子運動論的描像の

どちらも排除しないものだった．このため，当時のアインシュタインは気体分子運動論

的描像を排除しようとするプランクの輻射の量子論に批判的だったのである．しかし，

1906 年の論文でヴィーン分布則が成り立つ範囲で古典論の二つの描像が対立しないこ

と，すなわち古典的エネルギー等分配則が破綻する条件とその仕組みに気が付いたアイ

ンシュタインは，自身の物質観と同時にプランクの輻射理論を見直すことになった．科
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学史家の広重徹も指摘していたように，ここでアインシュタインがプランクの輻射の量

子論の意味を見出したことは極めて重要である 2．だが，さらに重要なのは，量子論が

何を代替し得るかが認識されたことにある．ここで見出されたのは，量子論がエネルギ

ー等分配則を代替し得るということであり，それはエネルギー等分配則こそが古典論の

限界であるという認識に他ならない．つまり，古典論の限界はこの 1906 年の論文で初

めて発見されたのである． 
 ただし，古典論の限界の発見はあくまでアインシュタイン個人のものだったため，彼

はその発見を他の科学者たちに説得的に示す必要があった．しかし，プランクの物質観

が反映された輻射の量子論には，電磁気学的描像に偏り過ぎすぎて不連続性を取り出せ

ないという難点があった．そのために，アインシュタインはプランクの輻射の量子論を

展開せず，独自に固体比熱の量子論を展開することになった．それが，1907 年の論文

「輻射に関するプランクの理論と比熱の理論」だった．実際，彼はその論文では，輻射

の量子論には困難があると述べて，プランクとは異なり電磁気学的な説明を一切用いず

にエネルギー等分配則の破綻を示している．したがって，アインシュタインの固体比熱

理論を，単にプランクの輻射の量子論の応用だとみなすことはできない．アインシュタ

インは，エネルギー等分配則が破綻する輻射とは別の事例を示すことで，プランクの輻

射の量子論の難点，すなわち電磁気学的すぎて不連続性が取り出せないという問題を棚

上げし，先に量子論の有効性を論じたのである． 
 パイス自身は詳しく論じなかったが，固体比熱理論が量子論の一般性を初めて明らか

にしたという彼の指摘は，正鵠を射たものだったといえる．彼の指摘は，量子論黎明期

の歴史は量子論史の通説でいわれているものとは異なることを暗示していたが，果たし

てその通りであることが判明した．古典論から量子論への転換は，輻射理論ではなく固

体比熱理論を軸として展開したのだ．1907 年のアインシュタインの固体比熱論文によ

って初めて，エネルギー等分配則が古典論の限界であることが示され，量子論の有効性

が喚起されたのである．その後の量子論黎明期の歴史も，やはり固体比熱を中心に展開

していった．アインシュタインの意図に気が付いたヴァルター・ネルンスト（1864-1941）
は，実験データを揃え 1910 年にアインシュタインの固体比熱論文を引用した論文を発

表した．ネルンストは，その直後に第一回ソルヴェイ会議を企画した．会議の構成は，

すでに草稿段階から，彼が気づいたアインシュタインの意図と対応しており，会議はア

インシュタインによる比熱についての講演で締めくくられた．このように，第一回ソル

ヴェイ会議の目的は，古典論の限界がエネルギー等分配則にあることを確認し，比熱な

どの物性全般における量子論の有効性を喚起することにあったのである． 
 このように，本論文は，第二章で，先行研究では古典論の限界として認識されていた

といわれるエネルギー等分配則が，むしろ古典論の一角として信頼されており，その問

題はそれほど深刻には受け止められていなかったことを確認した．また，第三章で，輻

射研究について実験と理論の双方を分析することで，彼らの議論は量子論の展開に通じ

るものではなく，むしろ古典論における物質観の対立であったことを，それぞれの特徴

を明らかにしながら検証した．最後に，第四章で，アインシュタインがエネルギー等分

配則を古典論の限界として認識したプロセスを確認し，彼の物質観とプランクの物質観

の相違を明らかにすることで，彼が輻射ではなく固体比熱で量子論を論じた理由を論じ

た．また，第一回ソルヴェイ会議の内容を確認し，量子論の受容のされ方が本論文の主

張と一致することを確認した．通説でいわれているのとは異なり，古典論から量子論へ

                                                   
2 広重徹『物理学史 II』培風館，1968 年，158-160 頁． 
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の転換は，輻射の量子論の固体比熱等への応用によってなされたのではなかったのであ

る． 
 かくして，本論文は，古典論の限界すなわちエネルギー等分配則の破綻がアインシュ

タインによって発見され，それが固体比熱の量子論で具体的に示されることによって初

めて量子論受容の余地が生まれ，古典論から量子論への転換がなされ得たのだと結論し

た． 
  



アインシュタインによる古典論の限界の発見 (古谷 紳太郎) 
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Einstein’s Discovery of the Critical Point of Classical Theory:  
How the Theory on the Specific Heats of Solids Played a Role  

in the Acceptance of Quantum Theory during its Dawn 
 

Abstract 
 

Shintaro FURUYA 
 
This study elucidates the transition process from classical to quantum physics. It shows the 

persuasion towards the necessity of quantum theory during its dawn from the viewpoint of 
acceptance of quantum theory, which until this point has been largely overlooked in previous 
historical studies. 

This thesis specifically argues how Einstein’s theory on specific heats of solids, which has 
until now only been glossed over in previous studies of the history of quantum theory, actually 
played a pivotal role in the latter’s acceptance. This thesis also describes the actual process of 
discovery of the critical point of classical theory in detail, and furthermore, revises the history of 
the transition process from classical to quantum theory. The structure goes as follows. 

The first chapter looks back on how the previous studies of quantum theory described its 
dawn and reviews the commonly accepted historiography. Inferring from Pais’s points on the 
significance of Einstein’s theory on the specific heats of solids as a reference, this chapter also 
sets the objective of the thesis: to examine how the energy equipartition theory and radiation 
theories were viewed during the dawn of quantum theory, and to follow the development and 
reasoning of Einstein’s theory on the specific heats of solids. 

The second chapter examines the testament of Lord Kelvin who, even before the debates at 
the First Solvay Conference dealt with the issue, had argued for the necessity of abandoning the 
energy equipartition theory due to the problem of specific heats. This is followed by an 
examination of the general perception of the energy equipartition theory at the time, and how 
Lord Kelvin’s argument was received. 

The third chapter reviews the history of studies of heat radiation. It looks at related 
experiments and theories, as well as the underlying views on matter, stressing the importance of 
the interactions among them. The thoughts of Wien, Lord Rayleigh, and Planck are analyzed 
here from the perspective of the views on matter, by means of which the history of the studies 
on heat radiation is reinterpreted as a history of views on matter. By doing so, it now becomes 
possible to discuss Einstein’s theory on specific heats of solids. 

The fourth chapter then examines Einstein’s series of papers which exhibit how he arrived 
from light quantum hypothesis at the theory of specific heats of solids. While elucidating his 
views on matter, it shows the thought process and meaning behind his arguments. Also, the 
contents of the First Solvay Conference (which is regarded as the key event where the quantum 
theory became internationally accepted) is examined, and how it approached the problem of the 
specific heats is reviewed. 

The fifth chapter concludes by adopting the views on matter as the axis around which to 
reorganize the otherwise separately viewed themes of heat radiation, light quantum hypothesis, 
and theory of specific heats of solids. As such, this thesis introduces a new historiography of 
quantum development as a replacement to the prevalent one that sets radiation theory as its axis. 
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