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活力説に関するマクローリンの二つの態度の分析
An Analysis of Maclaurin’s Two Understandings Regarding Vis viva

工藤 璃輝

梶 研究室
Riki KUDO

1 序論
コリン・マクローリン（Colin Maclaurin, 1698–1746）はスコットランドの自然哲学者
であり，「マクローリン展開」などの数学的な業績においてよく知られている．マクロ
ーリンは『流率論』において，ニュートンの流率法を洗練させた他，『幾何的方法ある
いは曲線の普遍的記述』や『代数論』など，幾何学や代数学についても研究していた 1．
数学者としてその名が知られているマクローリンであるが，彼は力学研究においても活
躍していた．パリ王立アカデミーから出題された力学の問題についての懸賞論文を二つ
書いているほか，『アイザック・ニュートン卿の哲学的発見の解説』ではニュートンの
力学を基礎から論じている 2．
従来の 18 世紀力学研究では，研究の主眼が大陸の自然哲学者に置かれてきた．力学
の解析化や保存法則，最小作用の原理の導入など，現代の古典力学にそのまま使われて
いる原理が 18 世紀の大陸で生み出されたのは確かであり，それらを研究することは非
常に有意義である．その一方で，18 世紀の英国での力学研究の実態について，十分な検
討がなされているとは言えない．例えば科学史家・数学史家のギッチャルディーニは，
彼の著作『プリンキピア読解』（Reading the Principia）の中で，マクローリンの数学・
力学の程度が低いと判断している 3．ギッチャルディーニは，オイラーのように関数と
いう新しい数学的道具を発明した訳でもなければ，大陸の自然哲学者たちのように力学
に新しい数学的道具を導入した訳でもないし，さらに硬い物体や柔らかい物体について
の力学（つまり衝突理論）も持っていなかったと，マクローリンについて述べるのであ
る．しかしこれから見るようにマクローリンは衝突理論を論じている．このような史料
に整合的でない見方がされるほどに，18 世紀英国の力学については研究が不足してい
る．
マクローリンの力学については活力論争との関係でよく論じられる．というのはマク
ローリンは活力説を厳しく批判したからである．活力説については 17 世紀後半から 18
世紀にかけて，力の尺度について大雑把に言えば二つの考えがあり，そのどちらが正し
いのかを巡って，今日の科学史家が「活力論争」と呼んでいる論争が起きていた．一つ
1

2

3

Colin Maclaurin, A Treatise of Fluxions (Edinburgh, 1742); Colin Maclaurin, Geometrica
organica, sive descriptio linearum curvarum universalis (London, 1720); Colin Maclaurin, A
Treatise of Algebra (Edinburgh, 1748).
Colin Maclaurin, “Demonstration des loix du choc des corps,” in Recueil des Pieces qui ont
Remporté les Prix de l’Academie Royale des Sciences (Paris, 1752); Colin Maclaurin, “De
Causa Physica Fluxus et Refluxus Maris,” in Pieces qui ont Remporté le Prix de l’Academie
Royale des Sciences (Paris, 1741); Colin Maclaurin, An Account of Sir Isaac Newton’s
Philosophical Discoveries (Edinburgh, 1748).
Guicciardini, Reading the Principia (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 259.
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は力の尺度は運動の量，つまり「重さ×速さ」であるとする説である．ニュートンも力
の尺度は運動の量であると考えていた．もう一つは力の尺度は活力，つまり「重さ×速
さの自乗」であるとする説である．活力説では，物体の衝突において活力の合計が変わ
らない（保存する）と考えられていた（活力保存法則）．
先行研究ですでに指摘されているように，マクローリンは力の尺度としての活力説を
批判した 4．その一方で，ラウダンが指摘している通り，マクローリンは完全弾性体同
士の衝突においてだけは活力保存法則が成り立つことを認めていた．つまり，マクロー
リンは力の尺度としての活力は様々な点から批判しつつ，活力保存法則については部分
的にではあるが認めていた．このようにマクローリンは活力説に対して矛盾している態
度をとっていたように見える．
なぜマクローリンが，このような一見矛盾している態度を取ったかについて，十分な
研究がなされていない．単にニュートンを擁護する目的ならば，活力説を全否定しても
構わなかったはずである．結局，マクローリンがどのような理由によってこのような一
見矛盾している態度を取ったのかが分からないままとなっているのである．マクローリ
ンによる力の尺度についての活力説の否定と，条件付きでの活力保存法則成立の証明と
がどのような原理に基づいて行われていたのかを見ることで，彼の力学の研究方法が分
かれば，従来のマクローリン像は書き変わることになるし，18 世紀英国力学の実態の
解明にも繋がる．
本論文は以下のような構成になっている．第 2 節では活力説とマクローリンに関する
先行研究を概観する．第 3 節ではマクローリンの衝突理論がニュートンの述べたことに
由来していることを見る．第 4 節ではマクローリンがどのような理由で活力説に反論し
たのかを見る．第 5 節ではマクローリンによる，完全弾性体同士の衝突において活力保
存法則が成り立つことの証明が，どのような原理に基づいて行われているのかを見る．
2 マクローリンと活力説
本節では，活力説について概観した後，マクローリンと活力説に関する先行研究を確
認する．力の尺度についての一つ目の考えは，力の尺度は運動の量（重さ×速さ）で表
されるというものである．この運動の量の考えを創始したのはデカルトである．デカル
トは「大きさ×速さ」で表される運動の量（ただし，方向のないスカラー量である）が，
宇宙全体で保存すると考えた．またニュートンは，手稿「重力について」の中でデカル
トの力学を批判しながらも，デカルトのものに似ている方向のない運動の量（重さ×速
さ）を用いている 5．ただし，ニュートンは運動の量が保存するとは考えなかった．む

4

5

W. L. Scott, The Conflict between Atomism and Conservation Theory 1644 to 1869, (London:
Macdonald Elsevier, 1970), Chap. 2; L. L. Laudan, “Introduction,” in Colin Maclaurin, An
Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries (London: Johnson Reprint Corportion,
1968), xii の他，David Papineau, “The Vis viva Controversy: Do Meanings Matter?,” Studies
in History and Philosophy of Science 8 (1977): 111–142, などを参照のこと．
“De gravitatione” (CUL Add. Ms. 4003). この手稿の正確な年代は不明であるが，科学史
家アンドリュー・ジャニアックは，おそらく 1685 年以前であろうとしている．ジャニ
アックは，Newton, Philosophical Writings, ed. Andrew Janiak (Cambridge: Cambridge
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しろニュートンは，運動の量はだんだん減っていくものであるから，神が介在し運動の
量を追加しなければ世界の諸物体の運動は止まってしまうと考えた 6．
二つ目の考えは，ライプニッツによって提唱された，「重さ×速さの自乗」で表され
る活力という量こそが真の力の尺度であるという活力説である．活力説は，力の大きさ
を実際に及ぼされる効果によって測ろうとする意図によって考案されたものである．彼
は運動の量が保存するというデカルトの説を否定し，その代わりに活力（重さ×速さの
二乗）が保存するのだと主張した．ある物体が地面に落下する場合を考えよう．このと
きの衝撃の大きさは，物体の重さと，物体の高さに比例する．ここでガリレオの落下法
則より，物体の終端速度（地面につく直前での速度）の二乗が高さに比例することが分
かっているので，衝撃の大きさは重さと終端速度の二乗に比例する．
活力説の場合，運動量説と異なり，力の保存が必ず想定される．つまり活力説は「力
の尺度が活力（重さ×速さの自乗）である」という内容と，「活力（重さ×速さの自乗）
の合計が衝突前後で保存する」という内容の二つの側面から成り立っている．
活力論争については科学史家の間でも様々な意見が存在しており，未だに決着はつい
ていない．古くはエルンスト・マッハ等が，ダランベールの『動力学論』（Traité de
dynamique, 1743）が活力論争を終わらせたと考えていた．それは，ダランベールが力の
尺度をめぐる論争は言葉の問題に過ぎないと批判したことによる．科学史家 L・L・ラ
ウダンはこのような見方に反対する．彼はダランベールの『動力学論』の後も活力論争
が続いていたことを指摘し，ダランベールが活力論争を終わらせたと言うことはできな
いのだとした 7．科学史家ハンキンスは，活力論争は単なる言葉の問題であるのではな
く，「特に著しく捉えにくい概念である『力』という言葉の意味と，物質の性質に関係
する重要な哲学的問題が存在していた」と考えている 8．彼は活力論争の理由を，当時
「力」という言葉が様々な意味で使われていて曖昧であったことと，物体の弾性につい
て考え方の違いがあったことに求めている．完全には弾性的ではない物体同士の衝突で
は，衝突後のそれらの速度の合計が衝突前より減ってしまうために活力が減ることにな
ってしまうので，その消えた活力について説明する必要があった．ライプニッツは，そ
のような場合，活力は消滅したのではなく，物体内部の運動に転換しただけだと考えた．
スコットも同様に，物体の弾性と保存法則に着目し活力論争を研究した 9．彼は 18 世紀
の活力論争について，完全に硬い物体を認めるかどうかが大きな焦点となっていて，完
全に硬い物体を認めていたニュートン主義者と，完全弾性体しか認めないデカルト主義
者との間に思想的対立があったとしている．

6

7
8

9

University Press, 2004) の編者である．この本の中に“De grabitatione”の英訳が収録さ
れている．
「この世界に見出されるさまざまな運動は，つねに減少しつつあることが明らかであ
るから，能動的原因によって運動を保持し回復する必要がある．」ニュートン（島尾
永康訳）『光学』岩波書店，1983 年，351 頁．
L. L. Laudan, “The Vis viva Controversy, a Post-Mortem,” Isis 59 (1968): 131.
Thomas L. Hankins, “Eighteenth-Century Attempts to Resolve the Vis viva Controversy,” Isis
50 (1959): 282.
Wilson L. Scott, “The Significance of ‘Hard Body’ in the History of Scientific Thought,” Isis 50
(1959): 200.
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マクローリンと活力説についてに話を移す．マクローリンは力の尺度についての活力
説を力学的・形而上学的に厳しく批判した．その理由の一つは，よく言われる通り，マ
クローリンがニュートンの哲学を様々な反論から守ろうとしたということにあるだろ
う．マクローリンがニュートンの哲学を擁護しようとしたということは，彼がニュート
ンの力学の解説書である『アイザック・ニュートン卿の哲学的発見の解説』（以後『解
説』とする）を書いていることからも分かる．
単にニュートンの哲学を擁護するという目的だけではなく，力の尺度としての活力説
の内容上の困難もマクローリンによる反論の理由だった．スコットは，マクローリンが
完全に硬い物質の存在を認めていたことを始め，力の尺度についての活力説に対して力
学的・形而上学的に反論していたと述べている 10．またラウダンは，マクローリンが活
力を真の力の尺度（つまり，運動の量）と混同してはいけないと述べたことを指摘して
いる．
その一方で，ラウダンが指摘している通り，マクローリンは完全弾性体同士の衝突に
おいてだけは活力保存法則が成り立つことを認めていた 11．つまり，マクローリンは力
の尺度としての活力は様々な点から批判しつつ，活力保存法則については部分的にでは
あるが認めていたのである．このように、マクローリンは活力説に対して矛盾した態度
をとっていたように見える．
なぜマクローリンが，このような一見矛盾するかのような態度を取ったかについては
研究がなされていない．先行研究では，マクローリンによる活力説の批判や，活力保存
法則の部分的な証明について詳細に検討されていないため，彼がどのような動機によっ
てこのような不統一な態度をとったのかが分からないままとなっている．スコットやラ
ウダンは，マクローリンが力の尺度についての活力説を批判しながら同時にその活力説
の一部である活力保存法則の証明を試みていること自体は指摘しているが，その理由に
ついては言及していない．よってこれまでの研究では，マクローリンと活力保存法則の
関係について，十分な説明が与えられているとは言えないのである．
3 マクローリンの運動法則と衝突理論
まずはマクローリンが用いる公理（運動の法則），弾性に関する定義がニュートンの
著作中の記述と対応しており，そして衝突に関する命題がこれらの公理と定義から導か
れるものであることを見る 12．
10
11

12

（前掲注 4）Scott, The Conflict, Chap. 2.
第 4 節で詳しく述べるが，完全弾性体同士の衝突では物体は，衝突後に衝突前の速さ
で跳ね返る．
有賀は，マクローリンの衝突理論が，活力説に転向する前のスフラーフェサンデの衝
突理論と類似しているということを指摘している．
「（引用者注：マクローリンの衝突理論について述べた後，）ここで言われている
ことは，ス・グラーフェサンデが以前に行なっていた議論と全く同じである．本人
にそのつもりがあったかどうかは分からないが，マクローリンが行なったのは実質
的に，ス・グラーフェサンデの「新しい」理論を批判して「旧い」理論を支持する
ことに他ならなかった．」有賀暢迪「合理力学の一例としての衝突理論 1720–1730
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マクローリンは 1724 年にパリ王立アカデミーに提出した論文「物体の衝突の法則に
ついての証明」（以後「物体の衝突について」と書く）の冒頭で，ニュートンの『プリ
ンキピア』の運動の法則とその系に対応している以下の公理を置く．
公理 1
静止した全ての物体は，何かしらの外的な原因がそれを運動状態にするまでこの
状態を保つ．また，運動している全ての物体は外的な原因がこの物体に作用しな
い限り，その速度を変えることなく，直線上に動き続ける．
公理 2
力の変化，つまりその増加あるいは減少は，常に適用された力に比例し，この力
の方向に起こる．
「適用された力」という語によって，物体の運動を増加させたり
減少させたりするのに完全に使われ切るところのものを指す．
公理 3
作用と反作用は常に等しく，反対の向きを持つ．つまり，作用と反作用は物体の
中に同じ量の運動の変化を引き起こす．
［……］
公理 7
諸物体の運動と力と衝突は，一様な速さで前進している空間の中においても，そ
の空間が静止して絶対であったときと同じようになる 13．
公理 1 から公理 3 まではそれぞれ，『プリンキピア』の運動の三法則に対応している．
公理 7 はニュートンが『プリンキピア』の運動の法則系 V で述べていることと同じで
ある．ニュートンは『プリンキピア』において「与えられた空間内に含まれる諸物体相
互間の運動は，その空間が静止していようと，円運動をせずに直線上を一様に動いてい
ようと，同じである」と，マクローリンの公理 7 と同様の内容を述べている 14．
次にマクローリンは弾性体の定義について以下のように定義する．
定義 1
諸物体の衝突を「直線的」と呼ぶのは，それらの重心各々が常に同一の一直線上
に渡って進むときであるが，その直線は諸物体が衝突する点を通りさらに衝突面
の諸部分に垂直である．
年」『科学哲学科学史研究』第 6 巻，2012 年，21–25 頁．

13
14

マクローリンがスフラーフェサンデの著作を読んだのかどうかは分からないが，活力
説に転向する前のスフラーフェサンデの「旧い」理論とマクローリンの理論が類似し
ていると有賀は主張するのである．筆者はこの主張に完全に同意する．有賀の主張に
一点だけ付け加えると，マクローリンは自らの説がニュートンに由来すると考えてい
たようである．なぜならば，これから見る通り、マクローリンの主張はニュートンの
『プリンキピア』や『光学』の主張とよく対応しているし，またマクローリン自らが
『プリンキピア』を見るようにと書いている箇所もあるからである．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 5–6.
ニュートン（河辺六男編）『自然哲学の数学的諸原理』「世界の名著」第 31 巻，中央
公論社，1979 年，79 頁．
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定義 2
諸物体の諸部分が衝突時に全く変形しないということを「完全に硬い」と呼ぶ．
定義 3
ある物体の諸部分が衝突時に変形するが，結局それらの元の位置に戻るとき，
我々はその物体を「弾性的」と呼ぶ．もしそれらが，それらが打ち込まれたとき
の力と同じ大きさの力によって復元するならば，その物体は「完全に弾性的」で
ある 15．
定義 4
ある物体がそれら自身が元に戻ることなしにその諸部分を曲げるとき，それを
「柔らかい」と呼ぶ 16．
定義 1 は『プリンキピア』運動の法則系 IV と同等のものである．
二つの，または他数の物体の共通の重心は，その運動あるいは静止の状態を，そ
れらの物体相互間の作用によって変えることはない．それゆえ相互に作用を及ぼ
しあっている物体すべての共通の重心は（外部からの作用と妨害を除けば）静止
しているか，あるいは直線上を一様に運動する 17．
定義 2 においてマクローリンが言う「完全に硬い物質」とは，現代の言葉使いだと
「完全非弾性体」に相当するものであり，この言葉使いはニュートンの『プリンキピア』
からではなく『光学』に由来する．それというのもニュートンは『プリンキピア』にお
いて，「完全に硬い物質」という言葉で，現代で言うところの「完全弾性体」のことを
言っているからである 18．スコットはニュートンにとって「完全に硬い物体」は「完全
非弾性体」を意味するものであるとしか書いていないが，実際にはニュートン自身も言
葉使いを変えているということを指摘していない 19．
定義 2，3，4 についてはこの『光学』からの引用が対応している．
もし二つの等しい物体が真空中で正面衝突したとすれば，それらが弾性をもち，
はね返って新たな運動を受けとるのでないかぎり，運動法則によって，衝突した
ところで停止し，その全ての運動を失い，静止したままであろう．もしそれら
が，衝突したときの力の 4 分の 1，または半分，または 4 分の 3 の力ではね返らせ
るほどの弾性をもっていたならば，それらは運動の 4 分の 3，または半分，または
4 分の 1 を失うであろう．このことは二つの等しい振子を，等しい高さから落下衝

15
16

17
18

19

全に弾性的な物体を，単に「完全弾性体」と呼ぶことにする．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 15–16.
（前掲注 14）ニュートン（河辺編）『自然哲学の数学的諸原理』，77 頁．
（前掲注 14）ニュートン（河辺編）『自然哲学の数学的諸原理』，83 頁．「なぜな
ら，全く堅いか，または弾性がないほど柔らかい物体は，互いにはね返らないであろ
うからである」（前掲注 6）ニュートン（島尾訳）『光学』，350，351 頁．
（前掲注 4）Scott, The Conflict. 特に 4–5 頁を参照．
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突させて試みることができる．もし振子が鉛かまたは柔らかい粘土でできている
ならば，それらは運動のすべて，もしくはほとんど全てを失うであろう 20．
ニュートンは物体が弾性力に従って自らを「跳ね返らせる」と考えている．そしてこの
記述に従えば，弾性力が一切ない物体（完全に硬い物体）ならば当然一切復元力は働か
ず，逆に完全に弾性的な物体ならば失った力と同じ大きさの力で反発するであろう．以
上のようにマクローリンは運動の法則については主に『プリンキピア』の記述を，弾性
体の性質については主に『光学』の記述を用いて，自身の力学の基礎を全てニュートン
に対応させている．
マクローリンは「物体の衝突について」の第 3 節において，物体の弾性に応じて衝突
前と衝突後で運動や力がどのように変化するかを表わした衝突に関する諸命題を，（ニ
ュートンの記述に対応している）公理と定義を使って証明する．
同じ方向に進んでいる完全非弾性体が衝突するときには，二物体の力の合計を二物体
の質量の合計で割ることで，衝突後の速さが得られる．
命題 1
もし二つの完全に硬い物体が同じ方向に進んでいるならば，衝突後のそれらの共
通している速度を得るために，衝突前のそれらの力の合計をそれらの質量の合計
で割らなければならない 21．
二つの物体の内の一方が衝突の結果失ったものは，他方が得たものに等しい（公理 3，
つまりいわゆる作用・反作用の法則）．それゆえ，衝突前の力の合計と衝突後の力の合
計は同じになる．また，二つの物体は完全に硬く，衝突後に反発をしないので，衝突後
その二つは分離しない．それゆえそれら二物体は，二つの物体の重さの合計と同じ重さ
の一つの物体かのように一体となって運動する．よって衝突後の速さを得るためには衝
突前の力の合計を質量の合計で割れば良い．
完全非弾性体が正面衝突する場合には，二物体の力の差が質量の合計で割ることで衝
突後の速さが得られる．
命題 2
もし二つの（完全に硬い）物体が反対方向に動いているのならば，衝突後のそれ
らの共通している速度を得るためには衝突前のそれらの力の差がそれらの質量の
合計で割られなければならない 22．
衝突の後，定義 2 により復元力は生じないため，二つの物体は同じ方向に一緒に運動す
る．その結果として，大きい方の力は小さい方の力を打ち消してしまい，そして公理 3
（作用・反作用の法則）によって，大きい方の力も打ち消したのと同じ大きさで逆向き
の力の変化を被る．つまり衝突後に残っている力は二つの物体の元々の力の差である．
よって一体となって動いている二つの物体の衝突後の力が分かったので，その衝突後の
20
21
22

（前掲注 6）ニュートン（島尾訳）『光学』，350，351 頁．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 16–17.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 16–17.
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速さを得る為には，それを二つの物体の質量の合計で割れば良い．
完全弾性体の衝突のときには，完全非弾性体同士の衝突の時と比べて，力の変化が二
倍になる．
命題 3
完全に弾性的な諸物体の衝突における弾性の作用は，それらが一切の弾性を持っ
ていないときと比べて，その諸物体において生み出される力の変化を 2 倍にす
る 23．
二つの完全に弾性的な物体の衝突の場合，その二物体は衝突によって形を変形させて，
復元力が働くまではあたかも完全に硬い物体であるかのように振る舞うので，命題 2 と
同じようにして計算することができる．次に二物体の形が完全に変形し切ると，完全弾
性体の定義（定義 3）により，形を変形させられたのと同じ力でもって復元を始める．
その結果，最初の状態と大きさが同じで向きが逆の相対速度で二つの物体は運動をする．
このとき，失った（得た）分と同じだけの力を得ている（失っている）ことになるので，
力の変化は最終的に 2 倍になる．また，完全に硬い物体の場合，衝突後に復元する力が
一切働かず，完全に弾性的な物体の場合と比べて力の変化が半分になるので，命題 3 の
内容が成り立つ．
一般的な弾性を持つ物体の場合には，物体の弾性力の比，つまり衝突前と衝突後の速
さの比に従って，それぞれの物体の速さを減じる必要がある．
命題 4
完全には弾性的ではない諸物体の衝突後の力を得るには，それぞれの速度を減じ
なければならないが，諸物体はそのそれぞれの速度で衝突後に弾性力の比に従っ
て離れていくのである 24．
この命題 4 についてはマクローリンが「『プリンキピア』運動の法則の注を見よ」と書
いており，ニュートンの記述に由来しているということがはっきりとわかる．『プリン
キピア』運動の法則の注には，このようにある．
不完全弾性体ではもどってくる速度が弾力とともに減るはずです．なぜなら［…
…］この力は［……］一定の決まったもので，物体が相互に，衝突するさいの相
対速度に対しある与えられた比にある相対速度でもって引き返すようにするもの
であるからです 25．
マクローリンは自覚的に，物体の衝突前後の速さの変化を見るというニュートンの方法
を受け継いでいる．結局マクローリンは，運動の法則についても弾性体の性質について
も，ニュートンが主張していた原理を使っているのである．

23
24
25

（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 16–17.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 16–17.
（前掲注 14）ニュートン（河辺六男編）『自然哲学の数学的諸原理』，83 頁．
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4 マクローリンによる活力説の否定
マクローリンは「物体の衝突について」においても，『解説』においても，活力説を
厳しく批判した 26．「物体の衝突について」の中では，第 2 章において，ニュートン主
義者を自称するオランダの自然哲学者スフラーフェサンデ（Willem Jacob s’Gravesande,
1688–1742）の「物体の衝突の新しい理論についての小論」（“Essai d’une nouvelle théorie
sur le choc des corps,” 1722）を引用しながら，活力説一般を批判している 27．スフラーフ
ェサンデは，もともとニュートンと同様に力は運動の量で測られるべきであるという考
えであったのだが，1722 年の「物体の衝突に関する新しい理論の試み」からは，活力説
に転向した．
マクローリンは転向後のスフラーフェサンデの理論に対して反論している．この反論
を通じて，マクローリンがどのような理由で力の尺度としての活力説に反論したのかを
見る．
まずマクローリンは，「物体の衝突について」第 2 章第 1 節において，二つの異なる
空間の中において同じ勢いで同じ重さの物体に同じ速度を加えたとき，活力説では空間
によってその力が変わってしまうということを不合理であるとしている．マクローリン
は以下のような設定を考える．
一人は一様に速度 2 で前進している船の上にいて，もう一人は静止した岸の上に
いるとし，また二つの等しい物体 A と B を船が動いている方向に等しい勢いで投
げるとし，静止していた B は 8 の速度を得たのだと仮定しよう 28．
物体 A は動いている船の上に，物体 B は静止した岸の上にある．そしてその二つの物
体が 8 の速度を得るように力を加えられると，公理 7 から，A は船の相対空間の中では
8 の速度で動き，岸にいる人の空間では船の速度と船の上での球の相対速度の合計であ
る 10 の速度で動く 29．しかし仮に力の尺度を活力（mv2 ）だとし，そして公理 7 を用い
ると不合理が生じるとマクローリンは言う．物体 B が持つ活力は，1 × 82 = 64であり，
公理 7 より，船の上にいる人から見たときの物体 A の活力は 64 である．次に，物体 A
が船によって動かされていることによって得た力は，船の速度が 2 であることによっ
て，1 × 22 = 4である．物体 A 自体の力と，船の加速によって得るべき力を足すと，
64 + 4 = 68となる．しかし，岸にいる人が物体 A を見ると，その活力は1 × 102 = 100とな
り，68 とはならない．よって矛盾が生じるとマクローリンは論ずる 30．
26

27

28
29
30

（前掲注 2）Maclaurin, Account, 143–144. 例えば『解説』の中では，「『原因はその効
果によって測られる』という原理は，形而上学的にも自然学的にも，我々を間違いへ
導く傾向を持つものの一つである」と述べ，活力説を批判している．
スフラーフェサンデの衝突理論については，（前掲注 12）有賀暢迪「合理力学の一例
としての衝突理論 1720–1730 年」が詳しい．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 7–8.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 6–7. この内容は現代の古典力学でも正しい．
ここでのマクローリンの計算は完全に正しいが，しかし，もしも活力と運動エネルギ
ーを同一視しさらに現代の古典力学に即して考えるのならば，このマクローリンの反
論は妥当とは言えない．船の上から見たときの物体 A の運動エネルギーに，船による
加速の効果を加えるために，運動エネルギー同士を足すことは誤りである．ある状況
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第 2 節においてマクローリンは，活力説では「小さな方の力が大きな方の力を止め
る」ことになってしまい，不合理であると主張する 31．このことについてはすでにスコ
ットが指摘している 32．「質量と速さが互いに逆比になっている二つの物体が正面衝突
をすると静止する」ことが当時既に知られていた 33．例えば物体 A が重さ 3 で速さ 1，
物体 B が重さ 1 で速さ 3 であるとして，この説で計算をしてみよう．マクローリンの
立場，つまり運動の量を計算すれば，どちらも 3 となる．しかし活力説の場合は，物体
A の活力は3 × 12 = 3，物体 B の活力は1 × 3 = 9となり一致せず，公理 3（作用・反作用
の法則）を満たさないので不合理である．そこでマクローリンは，スフラーフェサンデ
がこの活力の不足分のために「大きな物体はその力によってだけでなく，その慣性によ
っても抵抗するのだと主張」することで，「小さな物体に与えた大きすぎる力の平衡を
保っている」のだと述べた 34．
第 3 節においてマクローリンは，相対速度が同じであっても絶対速度が異なれば失わ
れる力が変化すると主張する．彼はこの節で，スフラーフェサンデが「二つの非弾性的
な物体の衝突において失われる力は，それら二つの物体の絶対速度がなんであっても，
相対速度が同じならば同じである」と主張したことに反対しているのである 35．その例
としてマクローリンは，二つの物体が正面衝突するときに失われる力は，相対速度が先
の場合と同じであるが片方だけが動いておりもう一方が静止しているときに失われる
力よりも大きいと主張する．
少なくとも，物体が互いに反対の向きで衝突する結果失われる力は，二つの内の 1
つが二つの物体の速度の合計の速度を持ち，静止しているもう一方に衝突する場
合の力よりも大きくなると信じることが道理にかなっているように思われる．二
つの場合において相対速度が等しいにもかかわらずである 36．
前述した命題 3 を用いれば，それぞれ絶対速度V1 ，V2 を持つ二つの物体 A，B が正面衝
突するとき（ただし，V1 ＞V2 ），失われる力は2BV2（B は物体 B の重さ）となるので，
物体 B の絶対速度V2 の大きさに依存する．
このことはマクローリンにとって力が正値のスカラー量であったということを示し

31
32
33
34
35

36

における運動エネルギーは，ある一つの決まった系から計測したものでなければなら
ない．マクローリンは船の上の系での運動エネルギーと，岸での系の運動エネルギー
を足してしまっている．マクローリンの理論では，公理 7 によって，諸物体がどのよ
うな相対空間（あるいは絶対空間）内にあったとしてもその中での「力」が変わらな
いということになっており，このことが活力の計算には適合しない．もしも公理 7 を
力についての記述を無くすことで「弱めて」やれば，現代の視点から見れば活力説と
も適合可能になり得る．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 11.
（前掲注 4）Scott, The Conflict, 26.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 9–10.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 9–11.
これは s’Gravesande, “Essai d’une Nouvelle Theorie du Choc des Corps” 定理 14 からの引
用である．（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 12.
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 13.
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ている．ベクトル量だとすれば，二つの物体が同じ大きさの力を持って正面衝突したと
きに，力が消滅したとは言われない．ただ，二つの力が加算されただけである 37．
第 4 節においてマクローリンは，スフラーフェサンデが「静止した物体にある速度を
与えるのに必要な力は，運動しているある物体に同じ速度を与えるのに必要な力よりも
小さい」と主張したことに反対している 38．人 A が岸に，人 B が船の上にいて，二人
が同じ力の入れ具合で同じ重さの球を投げるとしよう．このとき人 A が球に加えたの
と同じ量の速さが，人 B が投げた球に加えられる．そしてマクローリンの公理 7 によ
り，人 A が投げた球に加えられた力と，船の上の空間内での人 B が投げた球に加えら
れた力は等しい．よって，スフラーフェサンデの主張のようにはならない．
以上のように，活力説はマクローリンが採用したニュートンの諸原理に抵触してしま
う．ニュートンに由来する諸原理を用いていたマクローリンにとって，活力説は受け入
れられないものであったのだ。
5 活力保存法則の証明
この節では，マクローリンによる完全弾性体同士の衝突の際に活力が保存することの
証明を見る．これから述べるように，マクローリンは完全弾性体同士の衝突において「ホ
イヘンス氏によって『上昇力保存』と呼ばれた原理」を証明する 39．マクローリンは活
力という言葉を避けて，ホイヘンスの上昇力保存（conservatio vis ascendentis）としての
「重さ×速さの自乗」の量に言及しているが，実際にはここで上昇力という言葉で表さ
れているものは活力に他ならない 40．よって本論文では上昇力と活力を区別せずに，す
べて「活力」と呼ぶ．
マクローリンが完全弾性体同士の衝突において活力（上昇力）が保存することを認め
ていたこと自体は，ラウダンやスコットによって指摘されている 41．しかし彼等はマク
ローリンがどのようにこの証明を行なったのかについては述べていない．そこで今回は，
マクローリンによる証明に焦点をあてることで，今まで見過ごされてきたマクローリン
の力学の新しい側面を明らかにする．
マクローリンは『解説』の第 2 編第 4 章で，物体の衝突について論じている．そこで
与えられる諸原理は既に述べた「物体の衝突について」のものから内容が変わっていな
いため，以下では便宜上すでに本論文で述べた「物体の衝突について」の公理等を用い
ることとする．
マクローリンはまず運動の法則や弾性体の定義と重心の性質を認め，次に二つの完全

37

38
39
40

41

パピノーは，マクローリンの力がベクトル量であると主張しているが，これは誤りで
あろう．参照：（前掲注 4）Papineau, “The Vis viva Controversy,” 131. マクローリンは確
かに力の方向を考えているが，それは図形を用いてであり，力そのものが方向を持つ
「ベクトル量」なのではない．
（前掲注 2）Maclaurin, “Demonstration,” 14.
（前掲注 2）Maclaurin, Account, 204.
ホイヘンスとmv2の量については，原亭吉編『ホイヘンス』「科学の名著」第 II 期
10，朝日出版社，1989 年，5 頁の注 5 と，33 頁の注 32 を参照．
（前掲注 4）Laudan, “Introduction,” xxiii; （前掲注 4）Scott, The Conflict, 40–41.
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弾性体が直線上で衝突する場合の運動を計算し，最後に式変形を行うことで活力保存と
同値の式を導き出す．
以下でマクローリンの証明を解説するがその前に，「速さ」の表記に関して一点だけ
注意を促しておく．マクローリンは物体の速さを表わすのに，「（移動距離）÷（所要
時間）」という形は使わず，ある単位時間に移動した距離を用いている．例えば，ある
時間が経過したときに物体が線分 AB で表わされる長さを移動した場合，「速さが線分
AB で表わされる」という言い方をするのである．しかしこのような表記の違いよって
内容に本質的な変化が起こる訳ではないので，本論文では便宜上「（移動距離）÷（所
要時間）」を用いることとする．
この証明においてマクローリンは「物体の衝突について」で述べたのと同様内容の法
則等，及び二つの物体 A，B の重心の性質から導かれる以下の式を用いる．
(A の重心からの距離) × (A の重さ) ＝ (B の重心からの距離) × (B の重さ)
(重心の位置) ＝

(A の重さ) × (A の位置) + (B の重さ) × (B の位置)
(A の重さ) + (B の重さ)

次にマクローリンは，完全弾性体が衝突する時に，完全に固い物体が衝突するときと
比べその力の変化を 2 倍にするという性質を使い，衝突後の速さを導く．そのために，
まず完全に硬い物体の衝突について計算する．

図 1 An Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries より Fig. 47

二つの物体 A，B が同じ直線上にあるとする．物体 A，B の位置，および点 D を，線
分 AD，BD の長さがそれぞれある単位時間に物体 A，B が進む距離を表わすようにと
る．そして点 C を物体 A，B の重心とする（図 1 参照）．ここで，物体 A，B の重さを
それぞれ A，B，ある単位時間を t と書くことにする．もしも二つの物体が完全に硬い
ならば，それらは衝突後一切の弾性を発揮しないため一体となって運動するので，その
衝突後の速さVafter は命題 1 より，
AD
BD
+B×
) ÷ (A + B)
Vafter = (A ×
t
t
となる．ところで，点 D からの距離で物体 A，B の位置を測るとすれば，重心 C の位
置 Xc は，
Xc = (A × AD + B × BD) ÷ (A + B)
と表わすことが出来る．Xc を t で割ることで得られるVc は，

12

活力説に関するマクローリンの二つの態度の分析

Xc
AD
BD
= (A ×
+B×
) ÷ (A + B)
t
t
t
となり，Vafter と一致する．よって衝突後の速さは点 C つまり 2 物体の重心の速さと同
じである．点 C はある単位時間において点 C から点 D まで移動することから，完全に
硬い物体の衝突後の速さは線分 CD の長さで測ることができる．
完全に硬い物体の場合が分かったので，次にそれを元に完全弾性体の場合の計算を行
なう．マクローリンは「もし物体が完全弾性体ならば，CE を CD と反対の方向で同じ
大きさにとると，衝突後の物体 A，B の速さはそれらの方向で，それぞれ EA，EB で表
わされる」42と言う．物体 A，B どちらの場合でも同じやり方で示すことができるので，
ここでは物体 A について計算する．完全弾性体の性質から，物体 A の中に生み出され
る力の変化は，完全に硬い物体のときに比べ 2 倍になるので，それを計算すれば良い．
まず完全に硬い物体のときの力の変化量 ΔFA は，線分 CD の長さが衝突後の物体の速さ
を表わしていたことから，
AD
CD
–A×
∆FA = A ×
t
t
となる．完全弾性体の場合この変化が 2 倍になるので，物体 A が実際に失う力の量は，
AD
CD
– 2A ×
2∆FA = 2A ×
t
t
となる．よって衝突後の A の力は，衝突後の A の速さをV'A とすれば，
A × AD – (2A × AD – 2A × CD)
A × V'A =
t
A × (– AD + 2CD)
=
t
となる．ここで図から，AD = AC + CD，EA = CE – ACが成立することが明らかなのでこ
れを使えば上式は，
EA
V'A =
t
と変形できる．よって物体 A の衝突後の速さは線分 EA の長さで表わされることが分
かった．同様にして，物体 B の衝突後の速さは EB で表わされる
そしてマクローリンは初等的な式変形と重心の性質の利用によって，完全弾性体につ
いての活力保存式を導く．図 1 より，AD = CE + CA，AE = CE – CA，EB = CE + CB，
CA = CE – CBであるから（CD = CEととっていることに注意），
Vc =

AD2 – AE2 = (CE + CA)2 – (CE – CA)2
= 4CE × CA
である．同様にして，
EB2 – BD2 = 4CE × CB
となる．次に，点 C が 2 物体 A，B の重心であることから，物体の位置を点 C から測
るとすると重心の釣り合いの式より，
42

（前掲注 2）Maclaurin, Account, 198.
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A × CA = B × CB
である．両辺に4CEを掛けることで以下が得られる．
A × 4CE × CA = B × 4CE × CB
A × (AD2 – AE2 ) = B × (EB2 – BD2 )
A × AD2 + B × BD2 = A × AE2 + B × EB2
A × VA 2 + B × VB 2 = A × V'A2 + B × V'B 2
（ただし，VA，VB は物体 A，B の衝突前の速さ，V'A ，V'B は物体 A，B の衝突後の速
さ）．
よって，完全弾性体同士の衝突の場合に，重さに速さの自乗を掛けた量の和，つまり活
力の和が変化しないということが導かれた．
つまりマクローリンは，活力保存則は認めなかったが，物体が完全弾性体であった場
合に限っては活力が保存するということは認めていたのだった．マクローリンにとって
活力保存則は限られた場合にのみ成り立つ定理であったので，彼には活力保存則が「運
動の一般的な原理あるいは法則とは考えられな」かったのである 43．
マクローリンはあくまで「力」（運動の量）について証明を進め，最後にそれを式変
形することで活力保存と同値の式を導きだしているという点に注意が必要である．活力
を認めその保存を証明するのではなく，あくまで運動の量について計算を進めた結果，
活力保存と同値の式が現れるだけである．
そして何よりも重要なのは，マクローリンがニュートンの示した原理のみで活力保存
則を証明しているということである．マクローリンにとって活力保存則とは，そこから
力学研究を始めるべきであるような原理なのではなく，ニュートンによる諸法則によっ
て証明されるべき定理であったのだ．活力保存則は「いかなる場合にも活力が保存する」
というものであるが，そこまではマクローリンは認めなかった．確かにスコットが言う
通り，マクローリンが活力説に反対した理由には弾性が大きく関係している．だが，非
弾性体が存在することは，ニュートンに由来する原理の中に含まれるので，スコットは
マクローリンの力学の特徴を一側面しか捉えられていないと言える．
マクローリンが活力保存法則を認めた一方，やはり「重さ×速さの自乗」の量を力学
の根本的な原理とはしなかったということは，ラウダンが指摘している．ラウダンは「マ
クローリンは，mv2 はある状況においてのみ保存するが，それを mv で測られるような真
の力と混乱させてはいけないと主張した」と書いている 44．またスコットも，完全弾性
体の場合には活力保存法則が成立することを認めていたということを述べている 45．し
かしラウダンもスコットも証明の仕方には注目しなかったため，マクローリンがニュー
トンに由来する諸原理を用いて活力保存法則を示したという点を見過ごしてしまって
いる．
このようにマクローリンは完全弾性体同士の衝突において活力が保存するというこ
とをニュートン的なやり方から演繹し証明したのだった．

43
44
45

（前掲注 2）Maclaurin, Account, 204.
（前掲注 4）Laudan, “Introduction,” xxiii.
（前掲注 4）Scott, The Conflict, Chap. 1–3.
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6 結論
マクローリンによる力の尺度についての活力説の否定と条件付きでの活力保存法則
成立の証明とは，どちらもニュートンに由来する原理・方法から導かれていた．これま
で見てきた通り，マクローリンはニュートンに由来する方法を用いて衝突理論を作り，
力の尺度についての活力説をニュートンの原理に反するという理由で批判し，そして完
全弾性体同士の衝突において活力に値する量が保存することをニュートンに由来する
方法のみを使って証明していた．つまりマクローリンはニュートンに由来する方法を，
どんな場合にも首尾一貫して用いていたのである．そのため，マクローリンの活力説に
対する態度が一見矛盾しているかのように見えたのである．
またマクローリンが活力保存法則を認めるのは衝突物体が完全弾性体であるときに
限られていたので，スコットやラウダンが指摘している通り，マクローリンにとって活
力保存法則は彼の力学における一般的な法則とはなり得なかった．彼にとっては力学を
展開するのにはニュートンに由来する原理さえあれば十分だった．
先行研究ではマクローリンによる完全弾性体同士の衝突において活力保存法則が成
り立つことの証明の方法が見過ごされてきたため，彼の対抗学説に対する態度が誤解さ
れてきた．また，先行研究ではマクローリンがニュートンの擁護者であるという点が強
調されすぎてきたため，具体的にどのような方法によって擁護していたのかが明確にさ
れて来なかった．マクローリンが力の尺度としての活力説を否定し，活力保存法則を部
分的に認めたことは，マクローリンが徹底して「ニュートン本来の原理」に忠実であっ
たことから理解することができる．
マクローリンは彼にとっては明らかに真の原理であるニュートンの言葉に従って数
学的演繹を行い力学を展開していたので，ある意味で，トゥルーズデルが言うところの
合理力学を実践していたと言えるかもしれない．トゥルーズデルは 18 世紀の大陸の力
学を分析する為に「合理力学」（rational mechanics）という枠組みを用意した．ここで
合理力学とは，1．幾何学の様に明らかに真である原理に基づいていて，2．数学的証明
によって生じる力学研究のことをいう 46．トゥルーズデルは大陸の力学の特徴を捕える
為にこの合理力学という言葉を用意したのだが，むしろ実際にそれに当てはまるのはス
コットランド人であるマクローリンの力学なのだ．
マクローリンの力学は，活力説のような新原理を作り力学を展開していた 18 世紀大
陸の自然哲学者とは大きく異なっている 47．これまで見てきた通り，マクローリンの力
学には，新しい原理を作らず，ニュートンに由来する原理を常に一貫して用いるという

46

47

Clliford A. Truesdell, “A Program toward Rediscovering the Rational Mechanics of the Age of
Reason,” in Essays in the History of Mechanics (Berlin, 1968), 85–137.
実際には大陸の自然哲学者達も様々な力学探求を行っていた．大陸の学者の全てがニ
ュートンを否定したわけでもないし，活力説のみを採用したというわけでもなかっ
た．例えば野澤によって，ダニエル・ベルヌーイ（1700–1782）が，「活力保存の原
理」と，ニュートンの「運動の第 2 法則」に由来する法則とを同時に用いていたこと
が指摘されている．野澤聡「ダニエル・ベルヌーイによる“ベルヌーイの定理”の導
出方法」『科学史研究』第 252 号，2009 年，193–203 頁．
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特徴があった．本論文ではマクローリン一人しか扱うことができなかったが，18 世紀
英国の力学の実態を解明するにはさらなる研究が必要である．
有賀が指摘している通り，スフラーフェサンデの「旧い」理論とマクローリンの衝突
理論とは非常によく似ている．マクローリンとスフラーフェサンデの関係性については
今後の課題としたい．
また，マクローリンの力学の影響力についても今後の課題としたい．グラビナーによ
れば，マクローリンは自然哲学者として同時代の大陸の学者達から高い評価を受けてい
たし，大陸の自然哲学者達はマクローリンの著作である『流率論』や『解説』を読んで
いた 48．しかしマクローリンの理論が具体的にどのように大陸の学者達に影響を与えて
いたかについては述べられていない．もしも具体的な影響が発見されれば，マクローリ
ンの力学は再検討を迫られるだろう．大陸の学者に影響を与えていたのならば，現代の
古典力学の成立にマクローリンが関わっていたということになるからである．

48

Judith V. Grabiner, “Was Newton’s Calculus a Dead End? The Continental Influence of
Maclaurin’s Treatise of Fluxions,” The American Mathematical Monthly 104 (1997): 397.
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Abstract
Riki KUDO
Colin Maclaurin (1698–1746), a Scottish natural philosopher, is well known for
“Maclaurin series” of analysis. His fields of study include mechanics. For example he wrote an
introductory book to Newton’s philosophy, An Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical
Discoveries. Previous studies have emphasized the role of Continental natural philosophers in the
development of mechanics in the 18th century, but they have rarely mentioned British men of
science. This article focuses on Maclaurin’s mechanics in an effort to remedy this neglect.
Maclaurin rejected a popular idea at the time that the true measure of force is vis viva
(living force). Yet he at the same time agreed that the conservation of vis viva is valid only when
bodies striking together are perfectly elastic. These views look contradictory. Previous studies
have already pointed out his refusal and acceptance of vis viva, but they have never discussed
why he did so.
By examining his partial refusal and acceptance of vis viva, we will see that Maclaurin
consistently used axioms Newton had shown in his works. This article first looks at the
background of the vis viva controversy and previous studies of Maclaurin’s discussion of vis viva.
Then it argues that Maclaurin’s theory of percussion is derived from Newton’s works. After that
it examines Maclaurin’s refusal of vis viva as the true measure of force and his conditional
demonstration of the conservation of vis viva. Finally it discusses his method in mechanics.
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カリキュラムから見る明治大正期の高等技術者教育
―大学・高等工業学校機械工学科カリキュラムの定量的分析と
米国との比較・再評価―
The Higher Education of Engineers in Meiji and Taisho Eras Reviewed
through Curricula: A Quantitative Analysis and a Reevaluation of
Mechanical Engineering Courses at Universities and Technical High
Schools in Japan with a Comparison with Those in the US
恒川 清爾

TSUNEKAWA Seiji

明治初期，英国人教師 H. ダイアー（Henry Dyer, 1848–1914）による進んだ高等技術
者教育が，工部省工学寮において欧米に先がけておこなわれたと言われている 1．しか
し 40 年後の大正期，東京帝国大学教授の大河内正敏は「日本の技術者教育は欧米先進
国に比し 30 年遅れている」と批判している 2．本稿では，大学で学生数の多かった機械
工学科を取り上げ，明治大正期の大学とその基礎教育としての高等学校，及び高等工業
学校のカリキュラムの時間を定量的に分析し，同時期の米国の高等技術者教育と比較す
ることによって，日本の高等技術者教育の特徴を明かにする．そして大河内の指摘を検
証するとともに再評価して，如何なる技術者を育成しようとしていたかをも明らかにし
ようとするものである．
米国は，産業革命では英国に大きく遅れたが，20 世紀には世界をリードする技術大
国になった．これには技術者教育が大きく寄与したとされる．米国の高等技術者教育は，
フランスやドイツを手本として始められ 3，1860 年代後半から整備，改革が進められて
いた．日本においても大学制度は 1870 年代から整備された．潮木守一によると，人口
1 万人当たりの日本の高等教育機関の学生数は，明治末の 1900 年から 1910 年には欧州
諸国と同一水準に達していた 4．技術を学ぶ日本の学生数は欧米先進国に比し少なかっ
1

2

3

4

例えば，坂本賢三は「この学校は大成功を収め，…多くの人材を生み」と高く評価し
ている．『先端技術のゆくえ』岩波新書 362，岩波書店，1987 年，110 頁．また三好
信浩は「その教育がいかに独動的であったか…その（教育）実験は成功をおさめた」
と評価している．『明治のエンジニア教育』中公新書 695，中央公論社，1983 年，22–
23 頁．
大河内正敏「工業教育私見」『機械学会雑纂』第 7 号，大正 3（1914）年，11–26 頁
（詳細後述）．
米国最初の技術者教育は，フランスの制度を取り入れて 1802 年ウエストポイント
（West Point）で開始され，以後ヨーロッパに学んで多くの college が造られた．科学
理論と技術的実践を組み合わせた“新しい教育”を標榜して，1861 年に設立された
MIT においても，1860 年代ヨーロッパの方式に学んで改革していた．Merritt R. Smith,
“‘Good Speed the Institute’: the Foundational Years, 1861–1894”, in Becoming MIT: Moments
of Decision, ed. David Kaiser (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2012), 23–28.
日本の高等教育機関の学生は，人口 1 万人当たり 1900 年に 5.6 人，1910 年に 9.7 人，
1920 年に 14.7 人となった．1910 年のドイツ 12.0 人，フランス 10.0 人，スエーデン
9.5 人などの欧州主要国と同等レベルであった．米国は，ジュニアーカレッジを含むが
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たが，急速に追いつきつつあった 5．制度としての大学はヨーロッパ中世エリートの所
産であったが，天野郁夫によると，アメリカの大学は伝統的なエリートの大学と異なり，
日本とともに大衆化に繋がる構造をもち，日米共通の歴史的環境にあったという 6．そ
こで米国の高等技術者教育とカリキュラムを定量的に比較しようとするものである．
1 先行研究と課題
1.1 明治期の高等技術者教育についての先行研究
これには多くの研究がある．工部省の中に作られた工学寮が工部大学校に，また文部
省の東京開成学校と東京医学校が東京大学になり，その後両者が合併して帝国大学に発
展していった経緯，各学校の制度，設立趣意などが『東京大学百年史』によるほか，三
好信浩，舘昭，北政巳，寺崎昌男，天野郁夫らによって明らかにされている 7．そして
工学寮・工部大学校では，H. ダイアーによって実践と理論との結合による新しい教育
が始められ，実践能力をもった学識ある専門職の養成がおこなわれたという 8．当時か

5

1910 年で 38.4 人と特に多かった．潮木守一『近代大学の形成と変容―一九世紀ドイツ
の大学の社会的構造』東京大学出版会，1973 年，164，224–242 頁．
高等技術者教育機関の学生数／日本の場合 3 年間の卒業生数
国

ドイツ

米国

学校

Techinsche Hochschulen

Universities and
colleges

1901–02
年
10,698
学生数
*
3 年間の卒業生数

6

7

8

1912–13
11,008

1901–02
10,613

英国
Universities,
colleges, and
technical schools
1901–02
2,954

日本
東京帝国大学工科大学，
京都帝国大学理工科大学，
高等工業専門学校
1899–1901
1909–11
823*
2,972*

欧米の学生数：G. W. Roderick and M. D. Stephens, Education and Industry in the
Nineteenth Century: The English Disease? (London: Longman, 1978), 114. 日本の卒業生
数：天野郁夫『教育と近代化・日本の経験』玉川大学出版部，1987 年，166 頁より算
出．
アメリカの高等教育は，エリートの段階からその後に来る大衆化の段階の担い手とな
るにふさわしい構造を持っていた．日本の高等教育は大学と専門学校という二層，官
学と私学という二セクターを持ち，大学でなく専門学校，しかも私立専門学校による
「大衆化の日本的構造」を持っていた．エリートから抜けきれないヨーロッパと極め
て対称的である．天野郁夫『高等教育の日本的構造』玉川大学出版社，1986 年，6–18
頁．
舘昭「日本における高等教育の形成―工部大学校の成立と展開―」『教育研究』第 43
卷第 1 号，1976 年，13–23 頁；三好信浩『日本工業教育成立史の研究―近代日本の工
業化と教育―』風間書房，1979 年；同『ダイアーの日本』稲村出版（株），1989 年な
ど三好の一連の研究；北政巳『国際日本を拓いた人々―日本とスコットランドの絆
―』同文館，1984 年；W. H. Brock, “The Japanese Connection: Engineering in Tokyo,
London, and Glasgow at the End of the Nineteenth Century,” British Journal for the History of
Science 14, no. 3 (1981): 227–243; 東京大学百年史編集委員会編『東京大学百年史 通
史一』東京大学出版会，1984 年；同『東京大学百年史 部局史三』東京大学出版会，
1987 年；天野郁夫『高等教育の日本的構造』玉川大学出版社，1986 年；同『教育と近
代化・日本の経験』玉川大学出版部，1987 年；同『近代日本高等教育研究』玉川大学
出版部，1989 年；寺崎昌男『プロムナード東京大学史』東京大学出版，1992 年など．
（前掲）三好信浩『日本工業教育成立史の研究』，287–293 頁．
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ら専門教育が不充分であるとの批判もあったが 9，三好らは英国の雑誌“ネイチャー
（Nature）
”の記事などを引用し，
工部大学校の教育は成功したと高く評価している 10．
天野郁夫によると，帝国大学設立以前の高等技術者教育は，高度な専門的能力をもっ
た人材養成の場として，大学（ユニヴェルシテ）ではなく専門学校（グランド・ゼコー
ル）の形態であった．そして工学寮工学科として発足した工部大学校は，理論と実践の
統合を目指した，ヨーロッパにも例を見ない革新的な学校であったという 11．しかし工
部大学校の実地教育については，一期生で同校の教授にもなった志田林三郎が，「理論
と実験の応用」（実地ではなく実験）が重要であると当時から問題にしていた 12．
明治 19（1886）年，東京大学の理学部から分かれた工芸学部と工部大学校とが合併し
て帝国大学工科大学となった．森川によると，帝国大学の工科大学になっても工部大学
校の現場主義的工学教育は続いたというが 13，舘，三好らは，帝国大学工科大学では工
部大学校の特質を失い，理論と実践との関係について学理優先主義へ傾斜したとしてい
る 14．また明治 30（1897）年には京都帝国大学が東京大学に対抗して設立され，理工科
大学の中で工学教育が始められた 15．
実地教育の実態は学科によって異なっていたが，柿原泰は，電信工学教育の場合を例
に「科学と実地」について論じ，その実地の内容に問題があり，一概に教育がうまく機
能していたとはいえないことを指摘している 16．柿原はまた，工部大学校から帝国大学
になり実習時間は減少したが，学内の実験室での実験を加えると減少していないと述べ
ている 17．現存する『実習報告』によると，電信学科の実習は電信局の一員としての作
業者になっていた 18．和田正法は，化学科では工部省との関係が低く，校外での実地は

9

10

11
12

13

14

15
16

17

18

『ジャパン・ウイクリー・メイル』（The Japan Weekly Mail）に「専門課程はわずか
12 ヶ月に過ぎない」「エンジニアの科学教育がおこなわれているとは言い難い」と批
判されていた．（前掲）三好信浩『ダイアーの日本』，112–114 頁．
（前掲）三好信浩『明治のエンジニア教育』中公新書 695，中央公論社，1963 年，23
頁．同『ダイアーの日本』，122 頁．
天野郁夫『大学の誕生（上）』中公新書 2004，中央公論社，2009 年，33–34 頁．
志田林三郎は，実地教育ではなく「理論と実験の応用に熟達する学士の養成」が重要
であると主張していた．志田林三郎「工業ノ発展ハ理論ト実験トノ親和ニ因ル」『工
学会誌』第 66，67 号，1887 年．
「期間は短縮されたが，実習教育は工科大学に引き継がれた．」森川英正「日本の技
術者の『現場主義』について―経営史的考察―」『横浜経済研究』第 8 巻第 4 号，
1988 年，29–40 頁．
（前掲）舘昭「日本における工学教育の形成―工部大学校の成立と展開―」『教育研
究』．（前掲）三好信浩『日本工業教育成立史の研究』，391 頁．
潮木守一『京都帝国大学の挑戦』講談社，1997 年．
柿原泰「工部大学校における「科学と実地」問題―電気工学教育を事例として―」
『大学史研究』第 10 号，1994 年，46–56 頁．
柿原泰「近代日本の工業教育における科学と実地の相克―工部大学校における電信工
学―」『年報，科学・技術・社会』第 5 巻，1996 年，1–20 頁．
恒川清爾「工部大学校電信学科・電気工学科学生の卒業論文と実習報告」『イル・サ
ジアトーレ』第 41 号，2014 年，61–71 頁．
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ほとんどおこなわれていなかったという 19．さらに和田は，土木科の実習の実態を石橋
絢彦の回想録をもとに分析し，開校当時よりカリキュラムに比して圧倒的に実習時間は
少なかったことを明らかにしている 20．しかし機械科の場合の実習の実態は必ずしも明
かではない．
東京職工学校，工業学校，高等工業学校等の教育については，三好信浩，高田由夫，
細谷俊夫，天野郁夫らによって，成立の経緯，制度や体制が明らかにされている 21．三
好は時間割の分析もおこない工科大学と比較し，高等工業学校では，実践を重視すると
ともに教養的ないし基礎的科目にかなりの時間を割いて，完結性を持った全人教育がお
こなわれたとしている．そして工場実習を重視し，H. ダイアーの考えがここに生きて
いたという 22．しかし学理優先主義の教育観が，職工や徒弟学校においても次第に現れ
てきたという 23．高田由夫は，現実の工業界に対応するために，大学や高等工業学校で
は実習が重視されたという 24．
米国の高等技術者教育については，技術教育促進学会（Society for the Promotion of
Engineering Education）での多くの研究のほか，M. カルバート（M. A. Calvert）や G. エ
マーソン（G. S. Emmerson），D. ノーブル（David F. Noble）らによって研究されてい
る．また技術教育促進学会による全米の技術者教育の実態調査が何度もおこなわれてい
る 25．M. カルバートによると，19 世紀末の機械技術者教育の中で，実習重視と理論重
視の論争（ショップカルチャー“shop culture”とスクールカルチャー“school culture”
の争いと云われていた）があったが，次第に理論重視の大学が多くなったという 26．D.
19

20

21

22

23
24

25

26

和田正法「工部大学校における化学科の位置付け―実地教育の分析から―」『化学史
研究』第 39 巻第 2 号，2012 年，55–78 頁．
和田正法「工部大学校土木科の実地教育―石橋絢彦の回想録から―」『科学史研究』
第 269 号，2014 年，49–66 頁．
（前掲）三好信浩『日本工業教育成立史の研究』；（前掲）同『明治のエンジニア教
育』；同『手島精一と日本工業教育発達史―産業教育人物史研究Ⅰ―』風間書房，
1999 年；高田由夫「成立期の工業学校の一考察」『教育学雑誌』通号 1，1967 年，
16–32 頁；（前掲）細谷俊夫『技術教育概論』；（前掲）天野郁夫『教育と近代化・
日本の経験』など．
（前掲）三好信浩『手島精一と日本工業教育発達史―産業教育人物史研究Ⅰ―』，
346–349 頁．
（前掲）三好信浩『日本工業教育成立史の研究』，391–392 頁．
高田由夫は実習の多さを指摘しているが，「日本の工業教育が産業界の現実に適応し
ていくためには，職場実習によってうめねばならなかった」という．（前掲）高田由
夫「成立期の工業学校の一考察」『教育学研究』，27 頁．
Monte A. Calvert, The Mechanical Engineer in America, 1830–1910 (Baltimore, Maryland:
Johns Hopkins Press, 1967); George S. Emmerson, Engineering Education: A Social History
(Newton Abbot, Devon: David & Charles Ltd., 1973); David F. Noble, America by Design
(New York: Knopf, 1977) などの他，Society for the Promotion of Engineering Education
（SPEE，1946 年以降は American Society for Engineering Education (ASEE) に改名）の
Transaction に多くの研究報告のほか，全国的な実態調査も（学会創立者 Thurston によ
る報告 Engineering News, Oct. 6, 1892; Mann Report, 1918 年；Wickenden Report, 1930 年
など）おこなわれている．
（前掲）Monte A. Calvert, The Mechanical Engineer in America, 1830–1910, 43–105.
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ノーブルによると，高等技術者教育は 19 世紀の伝統的大学から発展し，1862 年のラン
ドグラント法成立以降大学が多数設立され，科学と技術の結合により数学や物理学を重
視するようになっていったという 27．G. エマーソンは初期の段階からの欧米各国の技
術者教育を調査し，日本の東京大学と工部大学校の教育を紹介して，工部大学校は最も
早く本格的な教育を始めた大学の一つとしている 28．米国の教養教育については，S. ロ
スブラット（Sheldon Rothblatt）によると，19 世紀中頃までは伝統指向的な人格形成の
リベラルアーツと新たに登場した職業教育や専門教育とは両立し得ないものであった
という．しかし 19 世紀末の 30 年間に一般教育と専門教育との多種多様な形態が存在
し，厳しい議論の中で一つの大学の中で一般教育と専門教育，職業教育が共存すること
になったという 29．
日本人によるアメリカの教育についての研究は，関正夫，丹沢哲郎，仙波克也，広瀬
幹好，潮木守一らによる高等教育機関の成立の経緯や制度についての研究がある 30．関
は，米国の大学と比較して日本の大学に基礎科学や人文教育が不足していたことに言及
している．潮木は，19 世紀のアメリカのカレッジは，ドイツと違いジェントルマンに仕
上げる学校として出発し，その中に科学スクールが作られ技術教育機関の基となったと
いう．しかし科学スクールは，自然科学や技術などの教科のみでは正統なカレッジとし
て認められず，古典教科に支えられてはじめて認められたという 31．
1.2 残された課題
大正 3（1914）年，東京帝国大学教授の大河内正敏は，日本の高等技術者教育は物理・
化学などの科学的基礎をおろそかにしていると指摘し，大学では科学的基礎を教え，実
地は卒業後学ぶべきであると主張していた．日本では経験で機械を計画する人を育成し
ており，科学的基礎教育に重点をおいた欧米先進国の教育に 30 年遅れていると厳しく
批判している 32．しからば，日本の高等技術者教育は具体的にどうなっていたであろう
27
28
29

30

31
32

（前掲）David F. Noble, America by Design, 21–32.
（前掲）Emmerson, Engineering Education: A Social History, 225–230.
S. ロスプラット（Sheldon Rothblatt，吉田文，杉谷祐美子訳）『教養教育の系譜―ア
メリカ高等教育にみる専門主義との葛藤―』玉川出版社，1999 年，51–110 頁．
関正夫『日本の大学教育改革―歴史・現状・展望』玉川大学出版部，1988 年；丹沢哲
郎「アメリカにおける科学教育と技術教育のインターフェイス」『科学教育と技術教
育のインターフェイス―英米独の比較教育史研究―』平成 10–12 年科学研究費助成金
研究報告；広瀬幹好「アメリカにおける技術教育の発展と機械技師」『関西大学商学
論集』第 43 卷第 4 号，1998 年；仙波克也「アメリカの高等教育における職業技術教
育の発達」『広島大学教育学部紀要』第 1 部通号 16，1968 年，91–101 頁．比較とし
ては関正夫「工業大学の課題を考える―日米の視点から―」『大学論集』第 13 集，広
島大学教育センター，1984 年；潮木守一『アメリカの大学』講談社，1993 年など．
（前掲）潮木守一『アメリカの大学』，98–99 頁．
大河内正敏は「今日の工業教育は大凡三十年も遅れている．経験のみで諸機械を計画
する人を養成している．…大学程度の教育を…基礎的にして十分基本を教養する必要
があると信ずる．…物理，化学などの科学的基礎を徹底して教育すべきで」「大学教
育を基礎として…現場の実地の教育を受け…始めて工学教育は完成する」と，大学の
役目は科学的基礎の教育であり，実地は卒業後現場で学ぶものとしている．また「工
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か．カリキュラムから定量的に明らかにすることは大きな課題である．
これまで，工学寮・工部大学校において理論と実践の結合による教育がおこなわれて
いたというが，カリキュラムでどのように時間配分がされていたか．これに対し東京大
学理学部工学科では如何であったか．また帝国大学になって学理優先になったというが，
カリキュラムの時間が定量的にどう変わったかは明かではない．そしてその後明治期か
ら大正期にかけてどのように推移していったのかも明かにされていない．高等工業学校
については，当初は実習重視であったが，後に学理が優先されたとされているが，その
後を含めカリキュラムにどのように時間が組み込まれていたか，実態は明らかにされて
いない．これらを定量的に明らかにすることは重要である．
また欧米特に，同時期に高等技術者教育が整備された米国の専門教育と人文教養教育
を，カリキュラムから比較して日本では如何なる特徴があったのかを明らかにし，どの
ような技術者を育成しようとしていたかを知ることは残された課題である．
必ずしもカリキュラム通りの教育がおこなわれたとは言えないことは，これまでも論
じられているし，実験や実習の中で理論的講義があったり，講義と云っても実習になっ
た場合もあったと思われるが，カリキュラムの時間には教育の意図が込められており，
如何なる技術者を育成しようとしていたか知ることが出来る．
明治中期までは，東京大学，工部大学校，帝国大学が唯一の大学であったが．明治 30
（1897）年に京都帝国大学が設立された．そこでこれらの大学と東京職工学校，東京工
業学校，東京高等工業学校について機械技術者教育を取り上げ，各教課時間を定量的に
分析する．機械工学科は，工科大学，工業学校，高等工業学校にはどこも設立当初から
設置され．学生数が最も多かった．1920 年における機械工学科の卒業生は，工科大学卒
業 5,025 人中 1,540 人（30.6％），高等工業学校卒業 8,537 人中 3,162 人（37.0％）であ
った 33．そこで各時期の機械工学科のカリキュラムの週間時間を課目ごとに分け，学期
の期間から年間の教課時間を算定した．時間の単位は，学校や時期によって同じではな
いので，1 年間の総時間を 1.00 として，各課目を年間の時間で表すこととする 34．

33

34

業は科学の進歩と共に時々刻々移り変り行く」のに「維新後十数年に…要求された技
術者養成の方針が，大正の今日に於ても変わらない」と指摘している．大河内正敏
「工業教育私見」『機械学会雑纂』第 7 号，大正 3（1914）年，11–26 頁．大河内は後
に理化学研究所の所長として基礎科学研究の中心的役割を担い，発明の工業化を推進
している．大学はこの研究，発明のための基礎科学を教育する場でなければならない
と批判し，自身の属する造兵学科では，物理学の時間を大幅に増やしている．（大正
7 年からは，1 年次に新しく年間週 3 時間の一般物理学の課目が組み入れられてい
る．）『東京大学一覧 従大正六年至大正七年』，191–194 頁；『東京帝国大学一覧
従大正七年至八年』，192–195 頁．
明治初期には，土木工学科の学生が多かったが，その後は機械工学科の学生が多くな
った．内田星見「1920 年の大学卒業者分布」『東京経済大学誌』152 号，1987 年；同
「初期高工卒技術者の活動分野集計結果」『東京経済大学誌』108 号，1978 年より算
定．
具体的な時間数は，各学期の始業日と終了日の学期ごとの実質日数から正月，春・夏
の休み期間と祭日を除き，週数（端数は丸めた）を調べ，この値と週間の授業時間の
積で算定した．実習や卒業論文作成などでカリキュラムに時間が明記されていない場
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2 大学・高等工業学校 機械工学科のカリキュラムとその特徴
2.1 東京大学，工部大学校，帝国大学，東京帝国大学（専門学科）
表 1 東京大学理学部工学科～工部大学校／（東京）帝国大学機械工学科の学課別総時間
（時間：1 年＝1.00；M：明治；T：大正；S：昭和．以下同じ．）
大学（年数）と時期
課目

東京大学
（本科 3
年）
M13–14
1880–81
0.25
―
0.21
0.49
0.25
―

工部大学校
（本科 4 年）
M12–13
1879–80
―
―
0.04
0.06
0.16
―
0.25*
0.51**
1.98

M17–18
1884–7
―
―
0.04
0.11
0.18
―

帝国大学
（3 年）
M19–20
1886–87
―
0.02
0.08
0.13
0.29
0.32

東京帝国大学
（3 年）
M29–30
1896–97
―
0.03
0.06
0.15
0.37

M39–40
1906–07
―
0.03
0.06
0.17
0.53
―

T5–6
1916–17
―
0.04
0.06
0.18
0.83
―
0.31
0.71
0.68

外国語
工芸，経済
講
数学
義
物理
工学 講義
意匠及講義
1.40
実験
体
1.08
1.15
1.15
1.37
験
製図
0.42
2.01
0.71
0.71
0.39
実習
卒業論文作
0.30
0.38
0.38
0.30
0.28
0.44‡
0.19
成
他
―
0.13†
0.13†
―
0.01††
0.02††
―
その他
3.00
3.51§
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
合計
体験（意匠・実
(60.0)
(78.0)
(78.9)
(72.6)
(70.5)
(59.7)
(56.6)
験・製図・実習）
から学ぶ（％）
* Engineering Drawing Office and Library
** Lecture on Mechanical Engineering Drawing Office and Library
† 卒業論文作成や実習報告提出前の図書室での自習時間
†† 特別講義
‡ 計画（設計）が含まれている．
§ 工部大学校では当時冬学期から始まり，6 年生は実質冬学期で終了したので合計は 4 とならない．

T15–S2
1926–27

全科目が
選択制と
なった．
但し，実
習は必
修．

―

東京大学理学部工学科および工部大学校本科の明治 10（1877）年代から，東京帝国大
学工科大学の大正期までの専門課程のカリキュラムの時間は表 1 のようになっている 35．
東京大学理学部工学科のカリキュラムでは，3 年次にも外国語の時間があったが，以
後は専門課程の中では外国語や人文教養課目は全くなかった．東京大学では，数学，物
理の時間は合わせて 0.70 あったが，工部大学校では 0.10～0.15 と非常に少なく，帝国

35

合は，その日数を推定し時間表の週の時間を当てた．従って実習時間が少なく出るな
ど，厳密には正確ではない部分もあるが，総合的に特徴を把握するには十分と考えら
れる．
『東京大学法理文学部一覧』明治 13–14（1880–81）年，1–2 頁，34–36 頁；『工学寮
学課並諸規則』Imperial College of Engineering (Koubu-Dai-Gakko) Tokei. Calendar, 1879–
80, 25; 『帝国大学一覧，従明治十九年至明治二十年』，1–2 頁，67–68 頁；『帝国大
学一覧，従明治二十九年至明治三十年』，1–2 頁，146–148 頁；『東京帝国大学一覧，
従明治三十九年至明治四十年』，1–2 頁，196–198 頁；『東京帝国大学一覧，従大正五
年至大正六年』，1–2 頁，177–184 頁；『東京帝国大学一覧，従大正十二年至大正十三
年』，170–173 頁より算定して作成．
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大学になってからも，0.20～0.24 と少なかった．工学の講義の時間は，東京大学では，
0.25 あったが，工部大学校では，0.16～0.18 と少なく，帝国大学になって 0.29 となり，
その後次第に増えて大正時代には 0.83 となった．一方実習時間は，東京大学で 0.42 に
対し工部大学校では約 2.00（2 年間）あり，実習重視の教育が明かであった．帝国大学
になって実習は 3 年次の第 1 と第 2 学期におこなわれ 0.71 に減り，明治末期には第 1
学期のみの 0.39 となった．しかし実習の不足が問題となり，1 年次に週 3 時間の実習時
間をとり，大正期には 0.68 に復活している．近くで実習のできる工場が出来たことも
関係していると思われる．実験，製図と実習をあわせた体験から学ぶ時間の割合を見て
みると，東京大学で 60％あり，工部大学校では 78％以上と非常に長かった，帝国大学
になっても 70％台が続き，次第に減ってはいるが大正期でも約 57％あった．製図や実
験の中でも理論教育があったと思われるが，3 年間の内約 60％は，理論から学ぶのでは
なく，実験，製図，実習による体験から学ぶ教育であった．
講義内容については，明治 32（1899）年東京帝国大学機械工学科卒業の学生が，卒業
論文（『Essay』）で「3 年間しかないのに見学（excursion），卒業論文作成と製図，実
習に時間をとられている．…講義では機器取扱の大体の概念を学ぶだけである．…第一
に学ぶべきは原理である．」と不満を述べている．当時の教育は，理論から工学を学ぶ
教育にはなっていなかった 36．
2.2 京都帝国大学
明治 30（1897）年京都帝国大学が設立された．理工科大学入学宣誓式の告辞の中で，
木下総長は「巳に一大学とせば，固有の生存を有せざる可からず，固有の生存を為すに
は独特の資性を具へざる可からず」と述べ，「学者的人物に傾かしめんとするの勢いあ
り」といわれた．そして理科と工科を別にせず理工科大学となり，その中に機械工学科
があった 37．
この理工科大学機械工学科のカリキュラムの時間を大学成立以降大正期までを見る
と，表 2 に示すようになっている 38．
京都帝国大学においても，一般教養課目の国語，外国語や人文科学はなく，短時間の
工場運営に関する課目のみであった．数学と物理の時間は合わせて当初 0.26 あったが
後に 0.17 と短かくなっていた．工学講義の時間は東京帝国大学と同様 0.55 から 0.84 に
増えているが，卒業論文は，卒業設計になっていた．製図・実験・実習に設計の体験か

36

37
38

「… Thus class-room lecture have merely to introduce the students into the general conception
of mechanical treating…. Now the first thing to be learned by the beginners is the general
principle of the mechanism of structures and machines….」明治 32（1899）年卒業：塚本小
四郎『Essay』“Study on Mechanical Engineering,”12–14 頁より（東京大学機械系図書
館蔵）．
天野郁夫『大学の誕生（下）』中公新書 2005，中央公論社，2009 年，27–28 頁．
『京都帝国大学一覧，自明治三十年至明治三十一年』，14–15 頁，25–28 頁；『京都帝
国大学一覧，自明治三十九年至明治四十年』，1–2 頁，301–303 頁；『京都帝国大学一
覧，自大正六年至大正七年』，92 頁，159–171 頁；『京都帝国大学一覧，自大正十五
年至昭和二年』，173–177 頁より算定し作成．
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ら学ぶ時間は大正期でも 60％以上あった．当初の総長の方針のもと理学と一帯となっ
た理工科大学の学科でも，体験重視の東京帝国大学の教育思想が受け継がれていた．
表 2 京都帝国大学機械工学科の学課別総時間（年）
時期
課目

講
義

体
験

国語・外国語
工業経済，工場建築法
数学
物理
工学 講義
実験
製図

実習
設計及卒業論文
合計
体験（実験・製図・実習・設
計）から学ぶ（％）

M30–31
1897–98
0
0.04
0.08
0.18
0.55
1.27

M39–40
1906–07
0
0.03
0.07
0.09
0.77
1.54
（設計製図含
む）
0.50

T6–7
1917–18
0
0.06
0.07
0.10
0.84
0.07
1.20（設計含む）

0.39
0.49
3.00

（上記・設計）
3.00

（上記・設計）
3.00

(60.2)

(68.3)

(64.6)

T15–S2
1926–27

全課目選択制．
但し，課外実習
は必修．別途特
別項目で論文作
成あり．

0.66

2.3 東京職工学校，東京（高等）工業学校
東京職工学校は中等技術者の育成を目的に設立され，高等工業学校に発展し，その後
各地に設立された高等工業学校とともに，日本の技術発展に大きな役割を果たした技術
者を多数育成していた 39．そこでこの教課の実態を分析する．
東京職工学校から工業学校，高等工業学校を経て，昭和 4（1929）年大学に昇格する
迄のカリキュラムの時間を見ると表 3 に示すようになっている 40．他の高等工業学校の
授業内容は，東京高等工業学校に倣っており殆ど同じであった 41．
実習時間は，当初は 1.89 あり，全体の 60％以上を占めていた．徹底して実習で学ん
でいたのである．卒業生があまりにも工学知識が不足しているとの批判から，工学講義
の時間が 0.22 から 0.61 に増えたが，昭和の初めになっても実習時間が約 1.16 と 40％近
くを占めていた 42．製図と実験の時間を合わせると約 50％となっている．外国語の授業
39

40

41
42

内田星美「明治後期民間企業の技術者分析」『経営史学』第 14 巻第 2 号，1979 年，
1–30 頁．同「大正中期民間企業の技術者分析―重化学工業化の端緒における役割―」
『経営史学』第 23 巻第 1 号，1988 年，1–27 頁．
『東京職工学校一覧，明治廿一，廿二年』，1–2 頁，16–17 頁；『東京工業学校一覧，
従明治三十年至明治三十一年』，12 頁，41–42 頁；『東京高等工業学校一覧，明治四
十年，四十一年』，1–2 頁，15–16 頁；『東京高等工業学校一覧，大正四年，五年』，
24–25 頁，30 頁；『東京高等工業学校一覧，自昭和三年至昭和四年』，3 頁，26–27 頁
より算定し作成．
教育史編纂会編『明治以降教育制度発達史 第 4 巻』竜吟社，1938 年，506–562 頁．
「明治二十九年…従来…『職工長タルヘキ者ノ養成』を以て主要の目的としたが，卒
業生の中に諸官衛若しくは官私緒工業等の技術者となる者が極めて多く，名実相副な
い嫌ひがあり…『工業ニ従事スルヘキ者ヲ養成』とすると…改正した．」『東京工業
大学六十年史』，1940 年，219 頁．学長であった手島精一は当初「職工長になるため
には職工長と同様な実地訓練が重要である」とし「修業年限の 3 分の 2 だけ工場の実
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は 0.29 以下と短時間で，国語，漢文，人文科学の時間は全くなかった．ここでの一般教
科は工場法などであり，短時間の外国語の他には，教養課目の時間は全くなかった．数
学と物理・化学の合計時間は 0.44 から 0.31 へ短くなっている．このように機器を動作
原理から理解し自身で設計するに必要な基礎原理を学ぶ時間は殆どなかった．また製図
の時間も 0.26～0.31 であり，図面の理解は出来ても自ら設計し描くことは出来なかっ
た．昭和の初めまで徹底した実務教育で，あくまでも機器を操作する現場の職長教育が
続けられていたのである．数学，物理・化学時間は減り，工学の講義時間は増えてはい
るが学理優先と言うには程遠かった．また人文系の教養課目はなく全人的教育ではなか
った．
表 3 東京職工学校～東京高等工業学校機械科の学課別総時間（年）
学校と時期
課目
体操
修身
英語
職工経済，簿
記，建築
講義
数学
物理
化学（無機）
工学講義
実験
体験
製図
実習
他
卒業論文
合計
体験（実験・製図・実
習）から学ぶ（％）

東京職工学校
M21–22
1888–89
0
0
0.13

東京工業学校
M30–31
1897–98
0.15
0
0.10

M40–41
1907–08
0.15
0.04
0.23

東京高等工業学校
T4–15
1915–26
0.15
0.08
0.29

0.05

0.09

0.09

0.10

0.10

0.16
0.26
0.02
0.22
―
0.27
1.89
0
3.00

0.14
0.22
0.05
0.36
―
0.31
1.58
0
3.00

0.17
0.24
0
0.44
0.08
0.28
1.28
0
3.00

0.21
0.10
0
0.61
0.04
0.26
1.16
0
3.00

0.21
0.10
0
0.61
0.04
0.26
1.16
0
3.00

(81.9)

(66.1)

(54.7)

(48.5)

(48.5)

S3–4
1928–9
0.15
0.08
0.29

2.4 大学予科，高等学校（基礎，一般教養教育）
これまで見たように，東京大学時代にあった国語・外国語，人文・社会科学の教養科
目や基礎数学，理学の教育は，東京・京都の帝国大学では共に殆どおこなわれなかった．
そこで，その前の大学予科や高等学校の工科に進むコースの教課内容を見てみる．
明治 10 年代から大正末期までのカリキュラムの時間は表 4 に見るようになってい
る 43．

43

習に向けた」としていたが，講義時間が増えた際「実習時間を減じたが…専心実習に
従事したならば例え時間が減じてもその効果に至っては従来と異なることはない」と
語っていた．手島精一「東京工業学校ノ現状ニ就テ」『機械工芸会誌』第 18 号，1899
年，52–53 頁．
『東京大学予備門一覧，明治十五，十六年』，6–9 頁，18–19 頁；『工部大学校学課並
諸規則，明治十年三月改正』，108–109 頁，116 頁；『工部大学校学課並諸規則，明治
十七年七月改正』，5–6 頁，67–72 頁；『第一高等中学校一覧，明治十九，二十年』，
1–2 頁，16–17 頁；『第一高等学校一覧，明治二十九，三十年』，1–2 頁，19–20 頁；
『第一高等学校一覧，明治三十九，四十年』，1–2 頁，28–30 頁；『第一高等学校一
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表 4 大学予科～第一高等学校（第二部／理科）の学課別総時間（年）

課目

体操
修身
外国語
国語・漢文
人文科学
簿記・理財
講
学
義
数学
物理
化学
生物学
工学 講義
実験
測量
体
験
製図
実習
その他（書
房）
他
卒業論文
合計
体験（実験・測
量・製図・実
習）から学ぶ
（％）
* 論理学，史学．
** 心理学．

東京大学
予備門
諸学科
（3
（1
年）
年）
M15–16 M15–16
1882–
1882–
83
83
―
―
0.15
―
0.89
0.20
0.33
―
0.37*
0.05*

学校（年数）および時期
第一高
工部大学校予科
第一高等学校第二部／理科（工学）（3
等中学
（2 年）
年）
校（2
年）
M10–11 M17–18 M19–20 M29–30 M39–40
T5–6
T14–5
1877–
1884–
1886–
1896–
1906–
1916–
1925–
78
85
87
97
07
17
26
―
―
―
0.29
0.28
0.29
0.28
―
―
―
―
0.03
0.03
0.09
0.43
0.41
0.44
0.81
1.20
1.23
1.00
―
0.09
―
0.26
0.10
0.10
0.19
―
―
―
―
―
―
0.06**

0.07

―

―

―

―

―

―

―

0.06

0.53
0.11
0.07
0.26
―
―

0.20
0.25
0.20
―
―
―

0.22
―

0.10
―

0.52
0.37
0.20
―
―
0.13
―
0.35
―

0.36
0.36
0.21
―
―
0.13
―
0.34
―

0.20
0.48
0.27
―
―
―
0.20
―
0.41

0.48
0.29
0.19
―
―
―
0.20
0.48
―

0.47
0.25
0.19
―
―
0.06
0.10
0.32
―

0.48
0.26
0.19
―
―
―
0.10
0.32
―

0.44
0.25
0.19
0.12
―
0.13
―
0.19
―

―

―

0.10

―

―

―

―

―

―
3.00

―
1.00

―
2.00

―
2.00

―
2.00

―
3.00

―
3.00

―
3.00

―
3.00

(7.4)

(10.1)

(24.2)

(23.4)

(30.5)

(22.6)

(15.8)

(14.0)

(10.4)

教養課目については，東京大学予備門の 3 年間に，外国語が約 0.89，国語と人文科学
合わせて 0.70 あったが，工部大学校予科は 2 年で，外国語が 0.43 から 0.41 の他に国語
が 0.09 あるのみであった．第一高等学校の 3 年間には外国語が 0.81～1.23 あった，国
語，漢文が 0.26～0.10 と時期によって変動があった．人文教養課目は東京大学ではあっ
たがなくなり，大正時代に心理学が 0.06 あるのみとなっていた．数学と物理・化学の合
計時間は東京大学予備門と大学 1 年と合わせると 4 年間に 1.36，工部大学校 2 年間に
1.09～0.93，高等学校では 3 年間に 0.96～0.88 と長時間かけていた，生物学が東京大学
予備門で 0.26，大正時代に 0.12 あった．工学の時間はないが製図に 0.48～0.19，測量も
大正中期まで 0.20～0.10 を課していた．第一高等学校では教養教育がなされていたと云
われていたが，工科に進む学生には，外国語の他には国語や人文科学の時間は非常に短
く，教養教育はなされていなかった 44．高等学校は語学と数学，物理・化学に製図，測

44

覧，自大正五年至大正六年』，1–2 頁，34–37 頁；『第一高等学校一覧，自大正十四年
至大正十五年』，39–41 頁，74–78 頁より算定し作成．
日本では，明治初期の「立身出世主義」の行きづまりから「修養主義」が生れ，そこ
から分離して大正初期から「教養主義」がエリート文化として自立してきた．その中

28

カリキュラムから見る明治大正期の高等技術者教育

量など専ら工科大学に進むための準備教育であった．
3 米国の学校のカリキュラムとその特徴
ここで比較のため米国の情況を見てみる．
3.1 米国の主要技術系大学
明治中頃における米国主要大学の機械工学科の授業内容は，1892 年の新聞“エンジニ
アリング・ニュース（Engineering News）”によると表 5 のようになっている 45．
表 5 1892 年当時の米国主要大学の機械工学科の学課分類別総時間（年）
大学（機械工学科創立年）
コーネル大 イリノイ大
学
学
（1870）
（1867）

イェール大
学
（1847）

（1865）

2.41

2.04

1.61

1.43

1.41

現場，工場（Field & Shop）

0.16

合計（Total）
現場，工場（Field & Shop）
（％）

課目
朗読，講義
（Recitation & Lecture）
実験室，製図室
（Laboratory & Drawing
Room）

ウースター
工科大学
（1868）

ジョージア
大学
（1867）

2.87

1.48

1.66

2.25

0.95

0.58

1.73

0.55

0.14

0.28

1.94

1.61

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

(3.9)

(13.7)

(3.5)

(7.0)

(48.4)

(40.2)

MIT

解説に「この表の値は各大学からの申告によるもので，根拠が明確でなく厳密な比較
はできない」と記されており，数値に明かな誤記もあって詳しい評価は出来ないが，イ
ェール大学（Yale University）やマサチュウセッツ工科大学（Massachusetts Institute of
Technology, MIT）では現場や工場（Field & Shop）での実習の時間は多くても 14％以下
であったが，ウォーセスター工科大学（Worcester Polytechnic Institute）とジョージア大
学（University of Georgia）では 40 パーセント以上の時間が実習であった．
米国では，1862 年のランドグラント法によって各地に多くの大学が設立されたが，
当時大学の技術者教育には，イェール大学や MIT のように教室での講義を重視するス
クールカルチャー（school culture）とウォーセスター工科大学のように実習を重視する
ショップカルチャー（shop culture）の大学があった．ショップカルチャーの大学では実

45

核を担ったのは高等学校生かたちであった．教養は主として講義からではなく，岩波
書店などの雑誌，書物からであった．筒井清忠『日本型「教養」の運命』岩波書店，
2009 年．しかし工学系に進んだ学生が多くの教養書を読んだとの記録はなく，また一
高生の雑誌『校友会誌』（明治 23 年 11 月から毎月刊行）への投稿文には学生らの読
書事情や思想がよく表れているが，工科コースの学生の文は見あたらない．
Engineering News (Oct. 6, 1892): 268–269 より抜粋，合計時間から明かな誤り（イェール
大学の Laboratory & Drawing Room の 973 は 793 の，ウォーセスター工科大学の Field
& Shop の 2030 は 2000 の誤り）と思われるので修正し，その時間から換算した．
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地を通して徒弟から事業家を育成することを目的としていた 46．
コーネル大学（Cornell University）はランドグラント法によって 1868 年ニューヨーク
州に開校され，当初実習重視の教育がおこなわれていた．アメリカの機械学会（ASME）
設立の中心人物で，初代会長になったロバート・サーストン（Robert H. Thurston, 1839–
1903）が，1885 年コーネル大学シブレイカレッジ（Sibley College：機械工学を中心とし
たカレッジ）の校長（Director）になり，シブレイカレッジを専門家としての技術者を育
成する機関に改革をおこなった．R. サーストンにとって，技術者（engineer）は機械運
転者や機械工（mechanist）ではなく「市民社会を繁栄させる最大の賢人」であった 47．
彼はフランスやドイツの技術者教育を手本にして，物理学，数学，外国語を重視する教
育へ改めた．入学後の基礎学科の授業を減らすため入学試験を厳しくし，最初の 2 年間
に科学，高等数学，語学の授業が強化された．そしてシブレイカレッジでは科学的知識
に裏付けされた専門的機械技術者を育成するようになった．この改革が全米の大学に影
響し実習重視の教育は衰退していった 48．そこでこのコーネル大学シブレイカレッジの
機械工学科のカリキュラムを調査し，課目ごとの時間を分類し表 6 に示す 49．
表 6 コーネル大学シブレイカレッジ機械工学科の学課別総時間（年）
時期
課目
*

1882 –83

1890–91

0.16
―
体操（Physical and Military Drill）
0.41
0.16
外国語（German or French）
0.08
―
国語（Rhetoric and Lettering）
社会科学（Economics and
―
―
Hygiene）
講
数学（Mathematics and
0.70
0.52
義
Geometry）
物理化学（Physics and
0.16
0.28
Chemistry）
0.78
1.04
工学（Engineering）
0.61
0.52
製図（Drawing）
体
0.30
0.71
実験（Laboratory Work）
験
0.75
0.59
実習（Shop Work）
0.05
0.18
他
卒論（Thesis）
4.00
4.00
合計
体験（製図，実験，実習）から学ぶ
(41.4)
(45.4)
（％）
* 別に毎日 2 時間の製図と実習と講義時間の 20％の実習あり
** 1，2 年次に別に週 3 時間の軍事体力訓練と衛生学受講

1901–02

1909–10

1923**–24

―
0.16
―

0.21
―
―

―
0.11
―

―

0.05

0.11

0.27

0.29

0.38

0.52

0.85

0.45

1.21
0.61
0.45
0.56
0.22
4.00

1.41
0.58
0.51
0.11
―
4.00

1.77
0.48
0.51
0.19
―
4.00

(40.4)

(27.3)

(27.1)

1882–3 年当時はカリキュラムとは別に，毎日 2 時間の製図と実習，さらに講義時間

46
47

48
49

（前掲）Monte A. Calvert, The Mechanical Engineer in America, 1830–1910, 56–85.
Bruce Sinclare, A Centennial History of The American Society of Mechanical Engineers 1880–
1980 (Toronto: University of Toronto Press, 1980), 28.
（前掲）Monte A. Calvert, The Mechanical Engineer in America, 1830–1910, 97–105.
The Cornell University Register, 1882–83; 1890–91; 1901–02; 1909–11; “Announcement of
The College of Engineering,” Cornell University Official Publication 14, no. 5 (1923–24)
（Cornell University, Kroch Library 所蔵）に記載のカリキュラムより算定し作成．
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の 20％の実習が課せられていた．R. サーストンによる改革後の 1890 年には，カリキュ
ラム外の製図や実習の義務はなくなっていた．数学，物理化学の合計時間は 0.80 前後
から 1.14 と長く，工学の授業時間は 1880 年代は 0.78 であったが，時代とともに増え
1.77 の 44％まで増えている．代わって実習時間は 0.75 から 0.19 以下まで減っている．
製図・実験・実習を合わせた体験で学ぶ時間は，40％台であったが 20 世紀に入り 20％
台に大幅に減っている．コーネル大学図書館史料によると，授業は理論中心におこなわ
れるようになっていた．機械設計の時間には運動学の原理から機器を設計する授業がお
こなわれ，製図の時間は各自設計した機器の問題点を解決する場となっていた 50．20 世
紀に入り，科学を技術に応用することが当然のこととなり，大学教育においても理論を
重視するようになったと思われる．実習や卒業論文作成の時間は少なくなり，実習は大
学では殆どおこなわれなくなっていった．外国語，国語，社会科学の時間は殆どなくな
っているが，受験する際には，それまでに国語（英米文学），外国語，歴史を規程時間
学んでいることが必須とされ，入学時に試験もおこなっていた 51．
表7

米国の主要 10 大学*機械工学科の学課別総時間（年）
時期

課目
1870

1885

1900

1915

1923

0.03
0.10
0.10
0.15
0.15
体操（Physical and Military Training）
0.62
0.33
0.32
0.20
0.13
外国語（Foreign Language）
0.29
0.24
0.23
0.24
0.22
国語（English）
0.05
0.02
0.06
0.10
0.10
経済学（Economic）
0.31
0.18
0.05
0.04
0.06
社会科学（Other Social Sciences）
講
0.62
0.66
0.54
0.49
0.45
義
数学（Mathematics）
0.73
0.38
0.46
0.45
0.44
物理化学（Physical Sciences）
0.24
0.28
0.38
0.42
0.41
応用力学，水力学（Mechanics & Hydraulics）
0.64
0.91
1.25
1.44
1.56
工学**（Engineering）
0.47
0.44
0.29
0.26
0.24
製図（Graphics）
体
0.06
0.45
0.37
0.27
0.27
験
実習（Shop Work）
4.06
3.98
4.04
4.06
4.03
合計†
体験（製図・実習；Graphics, Shop Work）から学ぶ
(13.1)
(21.9)
(14.8)
(13.0)
(12.7)
（％）
a
a
b
b
b
b
b
* Alabama Polytechnique , Case, Cornell , Illinois, Iowa State College , Lehigh , MIT , Michigan , Purdue , Wisconsin.
（但し 1870 年は b の 5 校，1885 年は b と a の 7 校，1900 年以降は全大学の 10 大学）．
** 工学：Engineering (Major and Other Branches)と Electives の合計．（実験を含むと思われる）
† 説明に 4.00 以下は，誤りがあるとしている．4.00 以上は，夏休みなどの実習時間の正規時間超過を示していると
思われる．

米国技術教育促進学会の 1929 年のウィッケンデン報告（Wickenden Report）によると，
50

51

（前掲）The Cornell University Register 及び “Announcement of The College of
Engineering”に記載の講義内容の記述による．
受験条件として学んでおくべき時間数が，単位（1 単位：週 5 時間 1 年間または 150
時間）で決められていた．Sibley College では，1909–10 年の場合，国語（英米文学）3
単位，外国語（ドイツ語又はフランス語）3 単位，歴史 1 単位，数学（平面／立体幾
何学，代数学，三角法）4 単位，選択科目 4 単位（内 3 単位は外国語か歴史），合計
15 単位の授業を受けていることが条件であった．各受験課目も学んでおく推奨時間数
と内容が示されている．（前掲）The Cornell University Register,1909–10, 33–53.
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1870 年から 1923 年までの米国主要 10 大学の（平均）課目時間は表 7 のようになって
いる 52．
外国語の授業は 1880 年代以降減少しているが，報告書の説明によると，これは高等
学校での語学教育の改善によるものであった．国語，経済学，社会科学の合計時間は 1870
年では 0.65 あったが，0.34～0.38 へ減少している．数学，物理化学に応用力学などを合
わせた基礎科学は 1.59 から減ってはいるが 1.30 以上あった．
代わって増えているのは，
工学の講義時間で 0.64 から 1.56 になっている．これは工学技術が発展し複雑高度化し
た為であった．実習は 1870 年では殆どなかったがその重要性が認識され 1880 年以降取
り入れられるようになった．しかしその時間は次第に減り，実習は大学でなく企業でお
こなわれるようになっていった．製図・実習の体験で学ぶ時間は，実験が含まれていな
いが，1885 年当時の 20％台から 12～3％に下がっている．大学の役割は，技術の原理を
学ばせることにあった．1903 年当時，ジェネラルエレクトッリ（GE）社のケネスタデ
ー工場にはコーネル大学から 50 人，MIT から 40 人などの大学卒業生 400 人が徒弟と
して実習していた 53．1902 年シンシナティ大学（University of Cincinnati）には，企業と
協力した実習制度があった 54．大学は技術の原理を教え，実習は企業でおこなうように
なっていた．
3.2 米国の中等教育
表 8 米国の中等教育 語学と教養科目の履修生の割合
分類

*

1890

公立
私立
公立
29,289
26,298
56,202
大学入学準備生徒（人）
14.4
27.2
10.8
上記の全生徒に対する比率（％）
48.9
36.7
44.3
科学コースに進む学生の比率*（％）
34.7
31.3
50.6
ラテン語
3.1
7.0
2.9
ギリシャ語
語学（％）
5.8
17.0
7.8
フランス語
10.5
13.5
14.3
ドイツ語
―
―
38.5
修辞学
―
―
42.1
英文学
教養（％）
27.3
29.0
38.2
歴史
―
―
21.7
公民
大学入学準備のコースには，古典語コースと科学コースがあった．

時期
1900

1910
私立
35,315
31.9
40.2
46.9
9.8
22.8
18.5
34.0
36.9
36.1
18.4

公立
51,020
5.6
44.7
49.1
0.8
9.9
23.7
57.1
57.1
55.0
15.6

私立
19,155
16.3
40.5
54.7
6.6
28.7
22.7
51.8
56.7
61.7
20.1

ここで学生が大学入学前の高等学校でどの程度教養科目について学んでいたかを見
てみる．19 世紀後半から 20 世紀初めの米国の中等教育は，古典語学習重視のアカデミ
52

53
54

技術教育促進学会報告書（Wickenden Report）：Society for the Promotion of Engineering
Education，Report of The Investigation of Engineering Education 1923–1929, Vol. I
(Pittsburgh, Pennsylvania: Office of the Secretary of the Society (SPEE), 1930), 556．
関口八重吉「英人の見たる米国工業教育」『工業雑誌』339 号，1906 年，5 頁．
Clyde W. Park, The Cooperative System of Education: An Account of Cooperative Education as
Developed in the College of Engineering, University of Cincinnati (Washington, D.C.:
Government Printing Office, 1916), 33 and 42.
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ーから民主的・近代的ハイスクールへ移行しており，多様化と拡大の時期であった．1870
年から第一次大戦の間に，学制が 8・4 制，6・6 制，6・3・3 制と変っていた．1890 年
からの学校数は 2,771 校から 11,674 校に，学生数は 21 万人から 133 万人に増加し，多
様な教育が行われていた．その間の語学と教養科目の受講者は表 8 のようになってい
た 55．
高等学校の生徒数が大幅に増えている中で大学に進む生徒は，表に示すように多くは
なかった．フランスやドイツのような，エリートのための教養教育をおこなう学校では
なかったが，科学コースを選び技術系に進学する学生もラテン語を含む外国語と英米文
学や歴史を学んでいた．その上に大学で教養科目を学んでいたのである．
4 米国との比較・評価と日本の技術者
東京大学，工部大学校の授業内容は，設立当初の MIT と比較してみると表 9 のよう
になっている 56．
表 9 欧米の大学と日本の大学の機械工学科授業内容
大学（年数）および時期
年
次

1
年

2
年

MIT
（3 年）
1865
英語，外国語，代数，立体幾
何，三角法，無機化学，基礎力
学

東京大学
（本科 4 年）
1880–81
英語，論理学，心理学，数学，
重学，星学，化学，金石学，地
質学

専門

製図

画学

工学，製図，実験，実習（半年
間）

一般

英語，外国語，代数，計算，物
理学，化学，天文学，航海学

英語，仏語或独語，数学，重
学，
物理学，物質強弱論

（なし）

陸地測量，機械図

機械工学，製図，実験，
実習（半年間）

仏語或独語，物理学

（なし）

熱動学及蒸気機関学，結構強弱
論，機械学，道路鉄道測量及構
造，機械図

実習（一年間）

実習，機械計画設計，卒業論文

実習（論文作成除き通年），卒
業論文

課目

一般

専門
一般
3
年

4
年

専門

専門

画法幾何，機械・自由製図，測
量（平面）
英語，力学，実践天文学，工業
物理，金属学，心の哲学
測地学（三角法，鉄道，採
鉱），画法幾何（透視図，地勢
図，製図，立体図），実践幾
何，建設（構造佛，橋，水路，
鉄道の理論），採鉱

工部大学校
（本科 4 年）
1877
高等／応用数学，高等理学

東京大学では MIT と同様な授業がおこなわれていた．工部大学校では，数学，理学
の授業は短期間で，工学の授業は 1，2 年次の各半年間の製図や実験の間におこなわれ
ていた．理論と実践の結合をめざした新しい教育がおこなわれたとされていたが，これ

55

56

梅根悟監修，世界教育史研究会編『世界教育史大系 25 中等教育Ⅱ』講談社，1976
年，109–114 頁．
George S. Emmerson, Engineering Education: A Social History (New York: Crane, Russak &
Company, 1973), 154–155；（前掲）『東京大学法理文学部一覧，明治十三年』；（前
掲）Imperial College of Engineering (Koubu-Dai-Gakko), Tokei. Calendar, 1877.
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まで示したように，米国のコーネル大学や主要大学に比し実地教育の時間が長く，科学
や工学教育の時間は非常に短かった．ショップカルチャーの大学と云われたウォーセス
ター工科大学の場合より実習時間は長く，また数学と理学や工学の授業時間は短かかっ
た．当時の新聞の「工部大学校では，科学教育がおこなわれているとは言い難い」との
批判は米国の大学と比べると指摘の通りであった．またダイアーは教養豊かな技術者の
育成を意図していたが，教養教育はおこなわれず 57，専門技術のみの教育であった．米
国の教養教育の上に数学や物理化学と工学の原理を学ぶ授業とは大きく異なっていた．
先行研究の三好信浩らの工部大学校の教育に対する高い評価は過大であったといえる．
19 世紀のイギリスでは大学の技術者教育は「管理技術者（managerial technologist）と
研究者（researcher）」の育成であった 58．イギリスから制度を取り入れた日本では，研
究者の育成はまだその段階になく，まず「管理技術者」を育成することであった．ダイ
アーが育てようとしたのは，教養ある指導的技術者で，理想は国を率いる政治家でさえ
しかし工部省の育成しようとした技術者は少し違う「管理技術者」
であった 60．
あった 59．
明治初期の日本には近代工業はなく，近代技術についての知識を持った人も全くいなか
った．そこで先ず近代技術の分かる管理者の育成が必要であった．工部大学校はその管
理技術者を育て，日本の近代化に大きく貢献したのである．この点で工部大学校の教育
は成功したのである．
その後明治 19（1886）年帝国大学となり，工部大学校時代に比し，実習時間は減って
はいるが，大正期になっても製図・実験・実習時間が全体の 50％を大きく越え，米国の
主要大学の 10％台と決定的に違っていた．当時の米国主要大学の製図・実習時間が 0.53
～0.56 と約 13％へと減らし，数学，物理化学と応用力学などの基礎科学は 1.30 以上あ
り，工学技術の教育時間が約 1.56 と高度化する技術に対応していた．日本では数学，物
理化学の基礎課目は 0.20～0.24，工学は増えても 0.83 と非常に短かった．工部大学校以
来の実験，製図，実習の体験から学ぶ教育の伝統が長らく大正時代まで続いていたので
ある．
19 世紀末から技術は科学によって大きく進歩していた 61．米国やドイツでは，科学に
基づいた技術教育がおこなわれ，科学理論を適用し新しい技術を生み出す技術者を育成
57

58
59
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61

H. ダイアーは，教養教育をおこなうカレンダーも用意したが，採用されなかった．し
かし図書館に多くの文学，歴史，哲学の書物も集め，学生に読むよう勧めていた．恒
川清爾「工部大学校の蔵書目録から見る，教科書，主要参考書と推奨一般教養書」
『イル・サジアトーレ』第 40 号，2013 年，52–62 頁．彼は卒業式の後の演説で，文
学，哲学，美術や直ぐに役に立たない科学などの重要性を説いていた．H. Dyer, “Non
Professional Education,” 国会図書館蔵．
Göran Ahlström, Engineers and Industrial Growth (London: Croom Helm, 1982), 85.
H. ダイアーは政治に学生が関与するのを厳しく禁止した上で「今ノ仏国ノ宰相モ元ハ
技術家ナリ然レトモ彼ハ彼ノ国工部省ニ於テ嘗テ審議事務ヲ担当シ第一ニ名望ヲ博シ
タリ余ハ諸君ニ向テ何卒彼人ノ例ヲ覆マレンコトヲ忠告スルナリ」と語っていた．仙
石亮訳「ヘンレイダイヤー氏の離辞」『工学叢書』第 26 巻，1884 年，604 頁．
しかし中には，志田林三郎らが学んだ W. エアトン（W. E. Ayrton, 1847–1908）のよう
に，単なる管理者育成だけでなく，自ら研究・実験をし，指導した教師もいた．
（前掲）David F. Noble, America by Design, 1–49.
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していた．実習は大学卒業後おこなわれ，大学は専ら理論から技術を学ぶ場となってい
た．イギリスでは，技術者教育の科学理論重視への改革が遅れていた 62．イギリスから
学んだ日本の高等技術者教育は，19 世紀末からの米国やドイツの科学理論重視への変
革に追従していなかった．技術は経験からでなく科学理論を適用し新しく生み出される
ものとなっているのに，明治初期からの体験から学ぶ教育を続けていたことが定量的分
析によって明らかになった．工科大学の初代学長で 9 年間その職にあった古市公威は
「技師（工科大学卒業生には技師の資格が与えられていた）は将校であり兵卒にあらず
指揮官」であると大正 4（1915）年に語っていた 63．このように当時日本で期待された
技術者は，技術を支える技術者ではなく，管理技術者であった．技術者教育も当時の要
求には則っていた．しかし，これまでの定量的な分析で明らかになったように西欧に比
べて大きく遅れていた．この点を大河内正敏は厳しく批判していたのである．
東京職工学校，東京工業学校と高等工業学校では，明治 23（1890）年から 25 年間校
長職にあった手島精一が述べているように，実習中心の教育が大正期になっても徹底し
ておこなわれていた．先行研究で言われているような学理優先の教育にはなっていなか
った．また人文系課目や教養教育はなく，全人的教育もなされていなかった 64．ウォー
セスター工科大学のようなショップカルチャーの事業家育成でもなかった．高等工業学
校では，昭和の初めまで職工と共に働く職人的技術者を育成していたのである．当時工
場で働く職工には，近代技術の理解がなく，規律のとれない者が多かった 65．そのため
一通り技術者教育を受け，職工と共に働く職人的技術者（職長）が必要なのであった．
5 おわりに
明治，大正期の日本の高等技術者教育は，大学では現場を知り直ぐに役立つ管理技術
者の育成であり，高等工業学校では職工と共にはたらく職人的技術者の育成であった．
そして教養ある指導者の育成ではなかった．D. ノーブルの言う技術者のうち第一のビ
ジネスリーダーとしての技術者と第二の工場の技術者は育てていたが，第三の科学的知
識を持った専門職としての技術者の育成はおこなわれなかった 66．その技術者は十分な
科学的知識を持たない管理技術者と工場の職人的技術者（職長）であった．工業に必要
62
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（前掲）Göran Ahlström, Engineers and Industrial Growth, 79–104. イギリスの技術者教
育では体験重視の思想が根強く，また政府が積極的に関与しなかったため，欧州諸国
に遅れたことを指摘している．
「土木学会第一回総会会長講演」『土木学会誌』第 1 巻第 1 号，大正 4（1915）年，3
頁．
東京職工学校には当初 1 年間の予科があり，基礎的な教育をおこなっていたが，明治
19（1886）年廃止になっている．『東京高等工業学校一覧』明治 21–22（1888–89）
年，4 頁．
この様子は，小野正作の回顧録に詳しい．鈴木淳『ある技術者の回想―明治草創期の
日本機械工業界と小野正作―』日本経済評論社，2005 年．
D. ノーブルは，20 世紀に入るまでに 3 種類の技術者が出現したと云う．第 1 はビジ
ネスリーダーとしての技術者，第 2 は工場の技術者，第 3 は科学知識を持った技術者
である．第 3 の技術者の誕生で，法律家や科学者と同じように認められる専門職
（Profession）になったと云う．（前掲）David F. Noble, America by Design, 39–40.
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な近代技術は外国から持ってくれば良かったのである 67．これは日本では近代的科学と
技術への理解が乏しかったことに加え，富国強兵を急ぎ，早期に技術の分かる人材育成
が必要であったからであった 68．この教育が大正期まで続いていたのである．このこと
が技術者が低く見られる要因にもなり，技術者運動の起きる遠因にもなっていた 69．
以上のカリキュラムの定量的分析と比較によって，明治大正期の高等技術者教育の体
験重視と教養教育のない日本的特徴が明らかになった．理論教育についは十分にはおこ
なわれていなかったが，さらに詳しい授業内容からの分析は今後の課題である．
本稿作成にあたり，史料調査に便宜を図って頂いた東京大学工学部旧機械系および 2
号館図書室と，コーネル大学クロッホ図書館（Kroch Library）の関係の方々に大変お世
話になりました．この場を借りてお礼申し上げます．

67

68
69

工業を盛んにすることが第一であり，技術は導入するものと考えられていた．明治 39
（1906）年芝浦製作所の米国 GE 社との提携交渉の際，親会社三井合資会社の益田孝
は「日本人がやろうが西欧人がやろうが誰でもかまわぬ．日本に工業を植えつけるこ
とができる」と語っている．『芝浦製作所六十五年史』東京芝浦電気株式会社，1940
年，54–55 頁．
飯田賢一『近代日本の技術と思想』東洋経済新報社，1974 年，216–219 頁など．
電気学会会長が大正 4 年の年頭方針の一つとして「技術者の地位向上」を揚げてい
た．山川義太郎「会長就任演説」『電気学会誌』第 35 輯，大正 4（1915）年，87–95
頁．
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Abstract
In this paper I give an overview of the history of Chilean universities since the colonial period.
Chilean universities developed through several milestones: the foundation of Real Universidad de San
Felipe in 1738 as a means to maintain monarchy; the foundation of the Universidad de Chile in 1842
as an instrument in the formation of the nation state; the university reforms in 1920 and 1968 towards
popular education and democratization; and the reform in 1981 towards privatization and a market
oriented education. Although Chile’s university system can be deemed as primarily being influenced
by the French model before 1981, and the American model thereafter, approaches such as the Triple
Helix and New Production of Knowledge have barely been applied to Chile’s current situation, which
is characterized by a profound crisis in higher education resulting from neoliberal policies.
1.

Introduction
In 2013 Chile’s higher education system consists of 60 universities, 60 centres for
technical training and 42 professional institutes, and most of these institutions are private
(MINEDUC 2013). However, this situation is rather recent, as it was not until 1981 that the
extension, diversification, and privatization of Chile’s higher education system began, as a result
of the radical neoliberal reforms carried out under the military dictatorship of Augusto Pinochet.
One of the consequences of this development is that the cost of higher education has risen beyond
the capabilities of families with low or middle income. Together with low quality private
institutions, this problem triggered massive student demonstrations in 2011, the largest since the
1980s social movements to end the dictatorship. Today, reforming the higher education system is
again under discussion, with focuses on the improvement of quality, the increase of state funding,
the strengthening of public education, and a progressive path to free education.
In this paper, I first overview the history of Chile’s higher education, focusing on four
stages, namely, colonial elite education towards monarchy’s preservation, a state’s formation
education, a popular and democratic project of education, and a neoliberal privatization
movement of education. I then try to examine the current situation, which may be considered as
the fifth stage, through the lenses of the Triple Helix and New Production of Knowledge.
2.

Real Universidad de San Felipe (1738): a means to maintain monarchy
The land of today’s Chile was mainly inhabited by Inca descendants in the north and
Mapuche indigenous in the centre and south when it was discovered by the European world in
1520. Spanish conquistadors arrived in 1535, and founded the capital city Santiago in 1541. As a
means to extend its feudal and monarchical rule, Spain established universities in its colonies all
over the world. In Chile, the Real Universidad de San Felipe (RUSF, in English: Royal University
of San Felipe) was founded in 1738 to train military officials and professionals (see its seal in
Figure 1), and its scholastic and authoritarian curriculum was designed to strengthen the colonial
regime (Austin 2004: 1). Ironically, the same institution also produced the very protagonists of
the Chilean independence movement.
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Figure 1 Major Seal of RUSF, suggesting the scholastic and monarchical tone of the institution.
Source: Biblioteca Nacional de Chile www.memoriachilena.cl.

The RUSF is also important in that it attracted students from other Latin American
countries to study theology, law, medicine and mathematics there (Lolas 1995: 39). The final
examinations were in Latin, the language for higher learning in Europe at the time. Another
tradition that the RUSF inherited from European universities was its condemnation of research
on the ground that it might impair the monarchy (Barrera 1968: 626). This would remain a factor
in later Chilean universities, which focused on training and professional education rather than
investing into science and research.
3.

Universidad de Chile (1842): instrument in the formation of nation state
Two decades after Chile’s independence in 1818, the RUSF was renamed the Universidad
de Chile (UCH, in English: University of Chile) in 1842 (Austin 1997: 35), a milestone that marks
the real start of higher education in Chile. The UCH was dedicated to the formation of the
postcolonial state (Austin 2004: 1) and became the main cultural centre of Chile. Efforts were
made to train professionals, break colonial ties, and modernize the country (Barrera 1968: 625).
Meanwhile, the UCH took a central role in public education, as ordered by law. This is what the
concept of “teaching state” encapsulates, that education was the responsibility of the state
(Bernasconi 2005: 249). This was inspired by the Napoleonic scholar legislation of 1808, thus
imposing a feature of the French system upon Chile, among other Latin American countries
(Barrera 1968: 624).
At the beginning academics of the UCH were supposed to carry out teaching and research
activities, and in 1877 university classrooms were opened to women (Austin 2004: 21). After the
1879 reform, however, the research function was replaced with the responsibility of training
professionals to fulfil the needs for Chile’s modernization, and the university was oriented toward
utility (Barrera 1968: 625). As a result, technical fields were gradually added to the existing liberal
arts disciplines, and new institutes of research were created.
Unlike other Latin American universities, despite its new orientation toward practical
needs, the UCH suffered little from the state’s political intervention (Barrera 1968: 627). In 1888
the private Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, in English: Pontifical Catholic
University of Chile) was created by the Catholic Church as a conservative reaction against the
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liberal and secularizing trends in the UCH and the government (Bernasconi 2007: 235).
Nevertheless, the UCH remained the major university in Chile and retained its role in training
professional and political elites. In 1950 the UCH restored research to its responsibilities, and
launched graduate programs in 1960 (Bernasconi 2007: 234).
4.

University reforms in 1920 and 1968: popular education and democratization
In 1920 most Latin American countries experienced student movements demanding
university reforms. In Chile, these movements took place against the social and political problems,
joining the appeal of working class for better working and living conditions (Barrera 1968: 621).
As a result the UCH was reformed in 1922, with a manifesto resolving to maintain the university’s
autonomy, reform its teaching system, revise the methods and content of education, and extend
its activities to social life (Barrera 1968: 628). This was the first university reform manifesto in
Chile. In the following 1944 university reform, the goals would change to professional formation,
scientific research and cultural extension (Barrera 1968: 631), and thus at least in principle,
professional training was no longer the only dedication of the UCH.
For a long period the UCH and PUC acted as the core of Chile’s higher education. In
1932 the newly established Universidad Técnica del Estado (UTE, in English: State Technical
University) joined them, completing the trio of universities supported by public funds (Austin
1997: 26). The UTE was designated as a national institution for developing new technologies that
can be applied to production (Austin 2004: 36). It was equipped with technical and vocational
programs, and was offering degrees in engineering (Bernasconi 2007: 235). Also as a means to
promote production, in 1938 a government agency, the Corporación Nacional de Fomento
(CORFO, in English: National Corporation for Promotion) was founded. Efforts such as the UTE
and CORFO were based on the model of economic development where the state plays a central
role in economy and society, which was labelled as the “welfare state” in Chile (Echeverría 1982:
529). Between 1940 and 1980 Chile’s economy was highly dependent on the export of natural
resources such as cooper ores, while its domestic industries were developing modestly (Torres
and Schugurensky 2002: 444). A by-product of this mode of development was the lack of
attention paid to science and technology, and indeed Chilean universities did not contribute much
to the development of industry, being in this period relatively independent from it in the first place
(Echeverría 1982: 530).
Until the 1950s, Latin American higher education was stuck in traditional elitist values
(Brunner 1989: 237), and as a result only privileged students went to universities. The number of
institutions was small and most of them were only devoted to teaching. The next round of reform,
starting in 1965, was thus intended to democratize and modernize higher education, which led to
its following expansion. The principle of equal opportunities for enrolling in higher education
was defended, and the middle level education alternatives were enhanced (Echeverría 1982: 533).
Notably, the PUC also became a secular university in 1968 (Bernasconi 2005: 252).
5.

University reform in 1981: privatization and market oriented education
In 1970 the Unidad Popular’s coalition resulted in a socialist experiment under Salvador
Allende, which strengthened the democratization reform of previous years. This government
would nonetheless only last 3 years before being overthrown by the military coup led by Augusto
Pinochet (and supported by the US government) in September 11, 1973. The neoliberal policies
followed by Pinochet’s military dictatorship broke apart one of the most productive and
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democratic higher education systems of Latin America (Austin 1997: 26), putting an end to the
welfare state (Echeverría 1982: 534) and the teaching state (Bernasconi 2005: 250). The new
regime started to be identified with: no ideological pluralism, Christian and Hispanic tradition,
and nationalism (Echeverría 1982: 534). The neoliberal policies privatized public industries, and
the systems of education, health, housing and prevision as well. The educational policy of
Pinochet promoted obedience and conformism. Public research funds were reduced from 1973 to
1980 (Austin 1997: 27), and then replaced with technology-oriented state funds and private
research funds. Higher education would now be a privilege again rather than a right (Echeverría
1982: 536).
In 1974 the higher education system shared 48% of total social expenditures, but in 1989
the share was only 22% (Fried and Abuhadba 1991: 142). The 1981 reform diversified the system,
allowing the creation of new private universities, and for short-term programs, professional
institutes (IP) and centres for technical formation (CFT) (Fried and Abuhadba 1991: 138). The
reform increased the number of institutions and enlarged student’s enrolment, but new private
institutions were later criticized for low diversification of careers, low academic quality and
limited academic research (Fried and Abuhadba 1991: 147). The public UCH and UTE were
decentralized and replaced by several new regional universities and IPs (Fried and Abuhadba
1991: 139). The reforms also reduced the scope of PUC functions and consequently its
contributions to society shrank (Bernasconi 2005: 269); also, since 1985 the PUC had to secure
other sources of funding, through channels such as the university hospital, consulting services and
a television channel (Bernasconi 2005: 255). Likewise, the PUC’s faculty members started to
provide consulting and professional services besides academic ones (Bernasconi 2005: 261).
Before the reform of 1981, the higher education system had only contained 2 public
universities and 6 private universities, while 10 years after the reform there were 60 universities,
71 IPs and 136 CFTs, with 91% being private (Fried and Abuhadba 1991: 147). In 1983 Chile’s
economy was similar to its level in 1950s, with the rate of unemployment at 34% and that of
growth at -21%. The economic restructuration favoured a small group of elites, the growth of
whose wealth was accelerated (Austin 1997: 30), and Chile ended up with one of the widest
income gap in the world. As the economic development of Chile was measured by the growth in
the industry, the new IPs and CFTs focused on fulfilling industry needs (Echeverría 1982: 537).
This put an end to the higher education system’s independence from Chile’s industry, which
began to gain power over educational institutions.
This trend spread to the continent, as since 1980s the higher education systems in other
Latin American countries were also transformed to a massive enterprise: in 1950 there were
266,000 students in the region, but in 1980 the number was more than 6 million. This
transformation caused differentiation and segmentation of institutions. Education was no longer
a public good and social right: it was now a commodity (Brunner 1989: 244). In Chile, expensive
private institutions grew rapidly and some research centres were formed against the shrinking
universities (Echeverría 1982: 542). In 1982 the Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (FONDECYT, in English: National Fund for Scientific and Technological
Development) was founded. It is a government agency in charge of the distribution of research
funding on a competitive basis (Bernasconi 2005: 250) while also fostering relationships with the
private R&D sector. Currently, this is the main source of funding for scientific and technological
research in Chilean universities.
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6.

Return to democracy in 1990: Triple Helix and New Production of Knowledge?
After years of social struggle, in 1989 Chile returned to democracy. However, it has
retained most of the neoliberal reforms implemented in the previous period. By 2002, Chile had
63 universities and 163 post-secondary non-university institutions (IPs and CFTs), 75% of
universities and all non-universities institutions being private (Bernasconi 2005: 250). Latin
American universities have since adopted the American model of education where privatization
and partnerships with industry are encouraged (Torres and Schugurensky 2002: 444). Today Chile
possesses one of the world’s most private and market-oriented systems of higher education
(Bernasconi 2005: 251), in which five universities are deemed as the most prestigious and
research-oriented: UCH, PUC, Universidad de Santiago (the former UTE), Universidad de
Concepción (founded in 1919), and Universidad Austral (founded in 1954) (Bernasconi 2007:
240). Together they receive almost 80% of the country’s research funding. Although the concepts
of the Triple Helix and the New Production of Knowledge are quite relevant to the issue of the
relationship between universities and the industry, discussions of them in the Chilean context are
still at the incipient stage. Here I try to use these approaches to shed light on the current situation
of Chile’s higher education.
The New Production of Knowledge argues that there are two distinct modes of knowledge
production: in “Mode 1” there is a gap between academia and society. Universities in this mode
are autonomous and have no interaction with industry. In “Mode 2” the modern university
collapses, as interdisciplinary fields emerge, the incentive for short-term projects concerning
social and economic problems increase, and consequently the university’s autonomy is denied
(Shinn 2002: 600). The Triple Helix approach, on the other hand, emphasizes historical
continuities in the relations between university, industry and government, but adds to it a new
supplementary layer of “knowledge development” where specific groups inside academia,
industry and government meet to address new problems (Shinn 2002: 600). In this perspective
the conventional notion of university is sustained, but new functions are added to it to
accommodate new contexts (Shinn 2002: 609). As a result, the university becomes more
entrepreneurial, industries more knowledge based, and governments more relational (Croissant
and Smith-Doerr 2008: 702). This approach has been considered further in the context of Latin
America and other developing countries in general, because its postulates are relevant to their
current economic, intellectual and political progress (Shinn 2002: 605).
In Latin America it has not been possible to build a National System of Innovation (NSIs),
because these countries do not base their economic growth on knowledge and innovation, but
rather on the export of raw materials (Arocena and Sutz 2001: 1229). A Chilean author has argued
that while science in developed countries tends to move towards Mode 2 of knowledge production,
Chilean universities are still in Mode 1. This is because currently they are not oriented toward a
national system of technological innovation, for they still need to obtain funds for developing
basic research (Bernasconi 2005: 267). Even if at the knowledge production level universities
move toward Mode 2, its sustainability is hindered by the academic evaluation system (among
other issues) staying on Mode 1 (Arocena and Sutz 2001: 1231). The ability of the PUC to get
private resources together with public funding does not originate from its understanding of the
Triple Helix, but rather the reluctance of the government to fund a research university. The PUC
focuses more on scholarly publications than patents and profits, and its orientation to the market
was more a response to the decline of public funding and a means for survival, than a definite
strategy towards industry (Bernasconi 2005: 270).
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Nevertheless, the general attitude regarding the relationship between universities and the
industry has changed in Latin America from critical in the past to acceptance nowadays, resulting
in a university-industry relation that is more peaceful (Arocena and Sutz 2001: 1224). What is
still being criticized, however, are the structural deficiencies that Chile’s educational system has
inherited from the 1980s neoliberal reforms. As a result, Chile’s higher education still suffers
from the lack of state funding, low quality of private institutions, and huge family debts, which
have triggered wide social discontent (see student protest in Figure 2). Students, intellectuals,
scientists and politicians are currently debating on the direction universities should take, and the
government is working on a new educational reform of which details are yet to reach consensus.
Getting rid of existing policies incorporated in the running of universities is surely difficult, but
at least all the related parties have agreed upon the necessity to reform the higher education system.

Figure 2 University and high school student’s protest in the main avenue of Santiago, showing the
massiveness of the movement against neoliberal education, 2011. Source: Diario El Mercurio
www.emol.cl

7.

Conclusions
This paper has reviewed the main historical processes that Chilean universities have gone
through, by looking at how their forms and contents are shaped by Chile’s social and economic
contexts in different periods. In the 18th century, the RUSF was founded to train the personnel
needed to maintain the colonial regime. In the 19th century, the UCH produced the professionals
and intellectuals that would manage and develop the postcolonial state. From early to mid-20th
century, universities were transformed to include students from more backgrounds as well as
fields concerning social life. Since 1981 the higher education sector had been highly privatized
as the country at large adopted a neoliberal ideology. In effect, that universities lost the state
protection and were forced to seek other sources of funding, has lasted until today, and most
institutions established since have been private. Consequently, public resources are still
insufficient for the development of universities, tuition fees remain high, and the scientific
community has to keep appealing for more funding.
In spite of the damage neoliberal reforms have done to public education, higher education
institutions have managed to continue their development, with both enrolment and scientific
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productivity increasing. However, this is not sustainable, as the low quality of private institutions
and the debts of families with limited income persist. The current higher education reform tries
to learn from the practices in the period before neoliberalism such as free tuition, the centrality of
state funding, and democratization. Yet in order to improve Chilean universities’ performance,
and to create at the same time a higher education system that is socially more just, it requires a lot
of work to figure out not only which features of Chile’s higher education in the past are worth
restoring, but also which characteristics of the present system are beneficial and need to be
retained with improvement.
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ウィリアム・ヒューエルの最近の研究動向について
On the Recent Trend of William Whewell Research
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1 はじめに
ウィリアム・ヒューエル(1794–1866)は，“scientist”という言葉を作った人として多く
の文献で紹介されているが，その実像を解説している日本語の本はあまり多くはない．
ヒューエルは，没後，長い間，あまり本格的な研究の対象にならなかったが，1990 年以
降，全集，モノグラフが 7 冊，関連書籍が 1 冊出版されている．一人の学者に関してこ
れだけの書籍が出版されていることは，ヒューエルへの関心の高さを物語っている．こ
の研究ノートでは，ヒューエルに関する海外における研究動向，日本における研究動向
を解説し，最後にヒューエル研究に関する今後のテーマについて展望する．
2 海外における研究動向
海外における研究動向を 3 期（1 期：～1980 年，2 期：1980 年～2000 年，3 期：2000
年～）に分けて考察する．
2.1 1980 年までのヒューエル研究
ヒューエルの生きていた時代の大半は、ヴィクトリア時代である。ヴィクトリア時代
とは，ヴィクトリア女王（1819–1901）が王位に就いていた 1837 年から 1901 年のこと
であるが，科学史では 1830 年代から 1900 年までを意味する．初期ヴィクトリア時代に
関してはバベッジの衰退論的な解釈が主流だったので科学史的にはあまり注目されて
来なかった 1．しかし，この時代は大英帝国の絶頂期でもあり，産業革命によって中産
階級が勃興し，社会に大きな変動が起きた時代であった．1980 年頃からこの時代への
科学史における認識が変化し，特に 1830 年代への関心が高まった．イギリスの 19 世紀
の第２四半世紀は｢改革の時代｣とよばれ，宗教的な差別の撤廃，参政権の拡大，貿易体
制，労働環境，貧困問題など山積する課題への抜本的な取り組みが必要な時代であった．
科学においてはバベッジ，ファラデー，ハーシェル，ライエル等の科学者が活躍しフラ
ンスモデルとは違う科学が繁栄していた．
1980 年以前のヒューエル研究は，ヒューエルの科学哲学が主であった．論理実証主
義への批判の文脈で，ハンソンは『科学的発見のパターン』でヒューエルのケプラーの

1

Charles Babbage, Reflections on the Decline of Science in England (London, 1830).
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発見の方法の分析を考察している 2．他にもデュカセ 3，ブット 4，ラウダン 5，ルース 6，
ロゼー 7等の科学哲学者がヒューエルの科学哲学について言及している．この頃のヒュ
ーエルの科学哲学への関心は，ジョン･スチュアート・ミルとヒューエルの科学方法論
論争に注目したものや，19 世紀にすでに観察の理論負荷性に言及している点に注目し
たものなどが主であった。科学史に関しては，科学史家サートンが，ヒューエルの科学
史は諸科学の歴史で統合度合いが低いと批判している 8．このように，1980 年代までの
研究は，ヒューエルの科学哲学を現代の科学哲学の枠組みで研究するのが主流であった
と考えられる．
2.2 1980 年から 2000 年までの研究
第 2 期の研究動向の理解には，リチャーズのヒューエル研究のレビュー論文が役に立
つ 9．1980 年以降，科学史におけるヴィクトリア時代への関心が高まりをみせた．特に
1830 年代への関心が高まり，イギリス科学振興協会の分析 10，地質学論争 11，ファラデ
ーの研究 12，バウデン・パウエルの研究 13等のモノグラムが出版されている．このよう
なこの時代への関心の高まりを受けて，ヒューエルの歴史関連の論文を集めたエルカナ
編集の本が 1984 年に，ヒューエルに関する 4 冊のモノグラフが 1990～96 年に出版され
た．
エルカナは，『科学の歴史選集 ウィリアム・ヒューエル』の序論で，ヒューエルの
歴史観について論評し，ヒューエルを歴史家として高く評価している 14．
『ウィリアム・ヒューエル コンポジット・ポートレート』は，13 名の著者による 13

2

3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

14

N・R・ハンソン（村上陽一郎訳）『科学的発見のパターン』講談社，1986 年，177
頁．
Curt Ducasse, “William Whewell’s Philosophy of Scientific Discovery,” in Theories of
Scientific Method: The Renaissance Through the Nineteenth Century, ed. Edward Madden
(Seattle, Washington: University of Washington Press, 1960).
William Whewell, Theory of Scientific Method, ed. Robert Butts (Indianapolis: Hackett
Publishing Company, 1989).
Larry Laudan, Science and Hypothesis (Boston: D. Reidel Publishing Company, 1981).
Michael Ruse, “Scientific Methodology of William Whewell” Centaurus 20 (1976): 227–57.
ジョン・P・ロゼー（常石敬一訳）『科学哲学の歴史 科学的認識とは何か』紀伊國
屋書店，1974 年．
George Sarton, The Study of the History of Science (New York: Dover Publications, 1936), 63.
Joan L. Richards, “Observing Science in Early Victorian England: Recent Scholarship on
William Whewell,” Perspectives on Science 4 (1996): 231–247.
Jack Morrell and Arnold Thackray, Gentlemen of Science: Early Years of the British
Association for the Advancement of Science (Oxford: Clarendon Press, 1981).
Martin Rudwick, The Great Devonian Controversy: The Shaping of Scientific Knowledge
Among Gentlemanly Specialists (Chicago: University of Chicago Press, 1985).
Geoffrey Cantor, Michael Faraday, Sandemanian and Scientist: A Study of Science and
Religion in the 19th Century (Basingstoke and London: Macmillan, 1991).
Pietro Corsi, Science and Religion: Baden Powell and the Anglican Debate, 1800–1860
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
William Whewell, Selected Writings on the History of Science William Whewell, ed. Yehuda
Elkana (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
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のヒューエル論文によってヒューエルの全体像を描こうとしている 15．13 名の著者の
内訳は，科学史家が 8 名，科学哲学者が 5 名である．その中の，フィッシュ，ヨー，ヴ
ィターシュタインは単独でヒューエルのモノグラフを出版している．この本はヒューエ
ル研究の集大成的な論文集であり，現在でも研究の出発点になる．しかし，ヒューエル
の全体像という点では，建築史や文学など不足しているものもある．また，個々の論文
を踏まえた，ヒューエルの全体像を記述する序論もない 16．
モノグラフであるフィッシュの『ウィリアム・ヒューエル』とヨーの『科学を定義す
る』は，いずれも 1830 年代のヒューエルに焦点を当てている 17 ．フィッシュは，
｢historically focused philosopher｣として，ヨーは｢philosophically informed historian｣として
ヒューエルにアプローチしている．フィッシュは 1830 年代に形成されたヒューエルの
哲学がどのような問いに答えようとして作り上げられたのかを著作，手稿等から明らか
にしようとしている．しかし，すべての哲学的な思索がノートに書かれているわけでも
ないので，完璧な答えが得られずに終わっている．ヨーの本は歴史家によるヒューエル
のメタ科学的活動の分析で，ヒューエルの全体像をメタ科学者として描くことに成功し
ている．重要なことは，1830 年代における英国の科学が，文化における周辺的な存在で
あり，ヒューエルを始め多くの人が，科学を社会のなかで適切に定義しようとしていた
ことである 18．その象徴的な出来事が，ヒューエル自身が発足に関与し会長も務めたイ
ギリス科学振興協会の発足である．ヨーの本は，当時の出版メディアを巧みに使いなが
ら，メタ科学者としての科学に関する自らの見解を社会に発信するヒューエルの姿が描
かれている．1830 年代の情報伝達のメディアとしては，季刊の書評誌，教会における説
教，本の出版等であった．それらの中でも特に書評誌は重要なメディアで，その中で自
然科学に関するテーマも扱われていた．19 世紀の後半になると書評誌から科学専門誌
へと科学を扱うメディアが変化していった．ヒューエルは，最初は季刊誌，次に自然神
学の講演，それから科学史，科学哲学，大学教育等の本の出版で，自らのメタ科学者と
してのプレゼンスを高めていった．ヨーの本は，19 世紀の科学の社会史をメタ科学者
ヒューエルの研究を通して描いている．
ヘンダーソンの『初期の数理経済学 ウィリアム・ヒューエルとイギリスの事例』は，
科学史と経済学史を融合した試みで，このアプローチは日本の経済学史研究者にも影響
を与えている．ヒューエルは，大学時代の友人であるジョーンズと共に，リカードによ
る経済学への方法論的な批判を行っている．経済学史では「ケンブリッジ帰納学派」の
領袖としてヒューエルが描かれている．イギリス科学振興協会ではヒューエル等により
政治経済学・統計学部会が設置され，統計的な事実に基づいた帰納的な経済学を確立し
ようとしていた．
15
16

17
18

5.2 ヒューエルのモノグラフ参照．
ジェイムズは適切な序論がなく，ヒューエルの文学，潮汐学，建築に関する寄稿者が
いないこと点が不十分だと指摘している．Frank James, Review of William Whewell: A
Composite Portrait, ed. Menachem Fisch and Simon Schaffer, and William Whewell:
Philosopher of Science, by Menachem Fisch, Victorian Studies 36 (1992): 97–98.
5.2 ヒューエルのモノグラフ参照．
Yeo, Defining Science. 5.2 ヒューエルのモノグラフ参照．
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以上，4 冊のヒューエルのモノグラフを紹介したが，科学哲学以外のヒューエルの業
績が 19 世紀の社会的な文脈の中で解釈されるようになったのがこの時期の特徴である．
2.3 2000 年以降のヒューエル研究
第 3 期の研究動向の理解には，ドゥチェーンによるヒューエルの研究のレビュー論文
が役に立つ．21 世紀になって，ヒューエル研究が再び活発になっている．2001 年にヨ
ーによりヒューエルの全集 19が出版された．この選集によりヒューエルの主要な著作は
簡単に入手できるようになった．ヒューエルのモノグラフは，ヴィターシュタイン，ス
ナイダー，レイディの 3 名が書いている 20．スナイダーは，ヒューエルとその大学時代
の 3 人の友人に関する本も出版している 21．
ヴィターシュタインは科学哲学者で，後世の科学哲学者によるヒューエルの科学哲学
の受容について網羅的に調べている．パース，マッハ，ポパー等多くの科学哲学者にヒ
ューエルは影響を与えていると主張しながらも，彼らのヒューエルの解釈は不十分であ
ると批判している．ドゥチェーンはヴィターシュタインのヒューエル解釈誤っていると
主張しているが，この本が科学哲学におけるヒューエル研究に関して多くの題材を提供
している点は評価している 22．
スナイダーの『哲学の改革』は，ミル-ヒューエル論争を扱っている．ミルは科学方法
論に関する著作である『論理学体系』を 1832 年に，ハーシェルの本に影響を受けて執
筆を開始した．しかし，科学史に関する知識不足で途中で執筆は一時中断していた．1837
年のヒューエルの『帰納諸科学の歴史』により科学史の知識を得て執筆を再開した．更
に，1840 年のヒューエルの『帰納諸科学の哲学』は，ミルが批判したかった直覚主義者
による科学方法論だったので『論理学体系』は『帰納諸科学の哲学』を批判するための
本となった 23．両者は長期間にわたって，自らの著作の中における相手への批判により
論争を展開した．この論争は，『論理学体系』が広く読まれたこともあり，1980 年まで
のヒューエルの科学哲学に関する論文ではよく扱われるテーマであった．ただし，論争
の勝者はミルであり，ヒューエルの科学方法論は受容されていなかった．スナイダーは
ミル-ヒューエル論争を科学方法論の領域に限定せず，政治経済学，道徳哲学と関係す
る全領域について分析している．ドゥチェーンは，スナイダーの「カントがヒューエル
に与えた影響に関する見解と必然性概念の解釈」に関しては反論しているが 24，スナイ
ダーを最も包括的なヒューエル研究者と高く評価している 25．

19
20
21
22

23

24
25

5.2 ヒューエルのモノグラフ参照．
5.2 ヒューエルのモノグラフ参照．
5.2 ヒューエルのモノグラフ，5.3 ヒューエル関連本参照．
Ducheyne, “Fundamental Questions and Some New Answers on Philosophical, Contextual and
Scientific Whewell: Some Reflections on Recent Whewell Scholarship and the Progress made
therein,” Perspective on Science 18 (2010): 248.
ジョン・スチュアート・ミル（村井章子訳）『ミル自伝』みすず書房，2008 年，178
頁，190 頁．
Ducheyne, “Fundamental Questions and Some New Answers,” 252.
Ducheyne, “Fundamental Questions and Some New Answers,” 248.
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ヒューエルは潮汐の研究でロイヤル・メダル 26を受けているが，今までこの研究はあ
まり高い評価がされていなかった．その理由は，潮汐に関する重要な理論的発見をヒュ
ーエルが行った訳ではないと理解されていたからである．レイディは，ヒューエルの潮
汐の研究論文を丹念に読んで，19 世紀におけるヒューエルの研究成果の分析を行って
いる．英国内だけではなく，海外も含んだ潮汐の観測プロジェクトを多くの組織と協力
して実施した新しい科学者のモデルとしてヒューエルを理解している．それから，潮汐
研究がヒューエルの科学方法論の策定にも役立っていることも指摘している．この研究
は，科学者としてのヒューエルに焦点をあてている点が興味深い．
スナイダーの『哲学朝食クラブ』は，ハーシェル，バベッジ，ジョーンズというケン
ブリッジ大学時代の友人達とヒューエルが，協力しながら近代的な科学を確立するのに
注力していたことを描いている 27．この本のエッセンスは，TED でスナイダーが解説し
ている 28．
ドゥチェーンは，2014 年に出版された『オックスフォードハンドブック 19 世紀英
国哲学』の第 4 章で，ヒューエルの哲学をスナイダーやレイディの研究も踏まえながら
解説している 29．これは，ヒューエルの哲学の最新の研究動向を理解するには最適であ
る．また，スナイダーは，ハンドブック論理学の歴史シリーズの第 4 巻『19 世紀の英国
論理学』の中で，ヒューエルの科学方法論について解説している 30．これは，『哲学の
改革』のサマリーになっている．
3 日本におけるヒューエル研究
“Scientist”という言葉の発明者としてのヒューエルに関しては，多くの日本語文献
に記述がある 31が，ヒューエルのモノグラフは翻訳本も含めて日本では一冊も出版され
ていない．ヒューエルの業績についてある程度まとまった記述のある文献としては，梅
田の｢19 世紀イギリスにおける紳士教育と科学｣ 32と松永の『ダーウィンの時代―科学の
宗教』 33である。前者はヒューエルの科学哲学，教育論について説明している．後者は
第 4 章にヒューエルの科学論や業績についてのまとまった記述がある．この本は、タイ
トルからわかるようにダーウィン研究の一環として，19 世紀の英国における科学と宗
教の関係の変化について述べている．松永によると，ケンブリッジ大学出身のダーウィ
ンはヒューエルから影響を受けていることが，『種の起源』の扉のページにヒューエル
26
27
28

29

30

31

32
33

王立協会から優れた研究に対して贈られる賞．
Snyder, The Philosophical Breakfast Club. 5.3 ヒューエル関連本参照．
http://www.ted.com/talks/laura_snyder_the_philosophical_breakfast_club?language=ja. 2015
年 4 月 8 日アクセス．
The Oxford Handbook of British Philosophy in the Nineteenth Century, ed. W. J. Mander
(Oxford: Oxford University Press, 2014), 71–88.
British Logic in the Nineteenth Century, Volume 4: Handbook of the History of Logic, ed. Dov
Gabbay and John Woods (Amsterdam: North-Holland, 2008), 163–228.
多くの本で述べられているが，たとえば，佐々木力『科学論入門』岩波書店，1996
年，34 頁；野家啓一『パラダイムとは何か』講談社，2008 年，60–61 頁．
吉本秀之他『科学と国家と宗教』平凡社，1995 年，第 6 章．
松永俊男『ダーウィンの時代―科学と宗教―』名古屋大学出版会，1996 年．
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の『ブリッジウォーター・トリティ』からの引用が掲載されていることに示されている．
科学哲学関連では，内井が『科学哲学入門』のなかで，19 世紀前半の代表的な科学方
法論として，ヒューエル，ハーシェル，ミルの方法論を比較検討している 34．夏目によ
る 19 世紀の電磁気学の確立に関する研究では，ヒューエルの科学哲学が検討されてい
る 35．当時の電磁気学の位置づけを把握するためにヒューエルの学問分類が参照され，
ヒューエルがファラデーに与えた影響についても夏目は考察している．
最近，日本の経済学方法論史研究者の間でヒューエルへの関心が高まっている．只腰・
佐々木編の『イギリス経済学における方法論の展開 演繹法と帰納法』では，ケンブリ
ッジ帰納学派の領袖としてのヒューエルの記述に 1 章が割かれている．『経済学方法論
の形成 理論と現実の相剋 1776–1875』にもヒューエルの経済学への関与，ヒューエル
の帰納法について記述がある．
ヒューエルの道徳哲学教授としての位置づけは、児玉聡の『功利と直観 英米倫理思
想史入門』で解説されている．ヒューエルはケンブリッジ・モラリストのメンバーで、
属ケンブリッジ大学で教えられていた功利主義的なペイリーの道徳哲学とその基礎に
あるロックの経験論を批判していた 36．
4 今後のヒューエル研究のテーマ
これまでの記述からわかるように，ヒューエル研究はこの 4 半世紀で大きな進展を遂
げている．ドゥチェーンが今後のヒューエル研究のテーマとして挙げているテーマの主
なものを紹介する 37．
1．大陸の 19 世紀哲学におけるヒューエル哲学の受容と適応の評価
2．科学者としてのヒューエルの活動が科学的方法論や認識論に関する哲学的見解
を明確化するのに果たした役割を記述すること
3．科学史家としてのヒューエルの方法論の明確化
最初のテーマは，ヴィッターシュタインに関連する哲学者は挙げられているので，そ
れをきっかけにアプローチすることができる．2 番目は潮汐学についてはレイディ，経
済学についてはヘンダーソンが取り組んでいるが，鉱物学，光学，力学等も含めて，科
学哲学へ与えた影響の分析はまだ研究する余地があると思われる．3 番目は，科学史家
ヒューエルの評価にも関係するが，興味深いテーマである．以上の科学哲学的な視点か
らのテーマ以外にも，経済学史や倫理学史におけるヒューエル研究というテーマもある．
しかし，一番重要なのは 19 世紀における現代的な科学の成立に果たした役割を包括的
に研究することであろう．

34
35

36
37

内井惣七『科学哲学入門 科学の方法・科学の目的』世界思想社，1995 年．
夏目賢一｢ファラデーの電磁気学における力・力能・粒子｣東京大学博士論文，2011
年．
児玉聡『功利と直観 英米倫理思想史入門』勁草書房，2010 年，64–65 頁．
Ducheyne, “Fundamental Questions and Some New Answers,” 267.
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『科學の原理』：第一高等中学校における木村駿吉の講義録
Principles of Science: Shunkichi Kimura’s First Book Based on His
Teachings

益田 すみ子

梶 研究室
Sumiko MASUDA

1 はじめに
木村駿吉（1866–1938）は 1888（明治 21）年 7 月に，帝国大学理科大学物理学科を卒
業し大学院へ進んだ．同時に第一高等中学校の嘱託教員となり，文学志望の学生の為の
学科「物理」の講義を担当した 1．『科學の原理』はその時の講義をまとめた 192 頁か
らなる本で，1890（明治 23）年 4 月 10 日に刊行された 2．木村の処女出版となる．
木村はこの本の序で，第一高等中学校で行った講義と著書の出版について以下のよう
に説明している 3．
昨明治二十二年第一高等中學校に於て文科生の爲め新に一學科を加へられ物理學
に就き文學を學ぶものゝ爲め將来に於て何か益を見出し得べき事を講述せよとて
生に嘱托せられたり。生元より弱冠の一書生學浅く識狹く能く此任に堪ゆべきか
と危みたれとも平生又聊か好んで見る所なきにあらざれば試に此書にあるか如き
を講述し了れり。苟且記問の學深く自ら耻づるなれ共友人の勧告に從ひ又自ら感
ずる所あれば遂に其原稿を取捨校正しまゝ偶感を插み以て之を上梓する事となせ
り。
以上のように，この本の内容は，基本的には第一高等中学校における彼の講義を記録し
たものであると書いている．
この後さらに続けて，この本は主に第一高等中学校の生徒の為なので，努めて議論の
出所を記入したと説明している．しかし，現代の著作のように引用文献が整理され，書
誌情報も含めて掲載されている訳ではないので，著書名が判然としないものもあり，ま
た殆どの場合引用箇所が不明である．さらに，引用文献にある意見と著者の木村自身の
意見の区別がつかない所も多い．
『科學の原理』は，以上のような拙い面を持っているが，1890 年前後（明治 20 年代
前半）の高等中学校の講義録として貴重な書物である．この時代の学校教育の中で，科
学史や科学論を特に取り上げて講義した記録はこれまで他に見られない．また『科學の
原理』を通して，木村及び当時の学生達が帝国大学で，科学史・科学論に関してどのよ
うな書物からどのようなことを学んでいたのか知る手がかりとなる．本研究を，明治期
半ば頃までの日本人が西洋から受け入れようとしていた科学について知る一助とした
1
2

3

第一高等学校『第一高等中学校一覧 明治 21–23 年』第一高等学校，1911 年．
木村駿吉『科學の原理』金港堂，1890（明治 23）年．国立国会図書館のデジタルライ
ブラリーで閲覧できる．
前掲注 2，「自序」1 頁．
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い．
以下，2 節で第一高等中学校において木村の講義がなされた事情を，第 3 節で『科學
の原理』の内容を明らかにする．4 節では，この本からわかる木村の科学観について検
討し，日本に導入された科学が 19 世紀イギリスの影響を大きく受けていたことを示す．
2 第一高等中学校における木村駿吉の講義
本節では，第一高等中学校において木村駿吉が，文学志望の学生に『科學の原理』を
講義するに至った経緯を，『第一高等学校六十年史』4と『第一高等中学校一覧』5から
探る．
1886（明治 19）年 4 月に新中学校令が公布され，全国に 7 校の高等中学校が設立さ
れた．第一高等中学校は，それ以前の東京大学予備門を引き継いでこの時に設立され，
その後，1994（明治 27）年 6 月に公布された高等学校令により同年 9 月に第一高等学
校と改称された 6．
第一高等中学校は予科 3 年・本科 2 年からなるが，木村が担当した文学志望の学生の
為の「物理」は本科第一年に課せられた学科であった．これがどのような学科であった
かを知るために，表 1 に各年度の『第一高等中学校一覧』の学科課程表から「物理」の
項を抜き出し比較した．
表 1 『第一高等中学校一覧』に記載された本科第一年文科志望生徒の学科課程「物理」
の変遷
年度
1886（明治 19）年 9 月
～1887（明治 20）年 7 月

1888（明治 21）年 9 月
～1890（明治 23）年 7 月

1890（明治 23）年 9 月
～1894（明治 27）年 7 月
*

対象学年

学期

内容

週時間数

本科

第一期

物性論，力学，音響学

5

第四号*

第二期

静電気学，熱学，光学

5

第一年

第三期

光学，流動電気学，磁気学

5

本科

第一期

物理學一斑

2

一部

第二期

仝上

2

第一年

第三期

仝上

2

本科

第一期

物理學原理

2

一部

第二期

仝上

2

第一年

第三期

仝上

2

1888 年 7 月まで，本科の各学年を第一号（法学志望生），第二号（医学志望生），第三号（工学志望生），第四
号（文学志望生），第五号（理学志望生）と 5 つに分けていた．1888 年 9 月以後は，一部（主として法科・文科
を専修），二部（主として工科・理科），三部（主として医科）と 3 つに分けた．

表 1 では，1887（明治 20）年 9 月から翌年 7 月までの記録がないが，『第一高等学校
4
5

6

第一高等学校『第一高等学校六十年史』第一高等学校，1939 年．
第一高等学校『第一高等中学校一覧』第一高等学校，以下［ ］内は出版年：
明治 19–20 年［1887］，明治 21–23 年［1911］，明治 23–24 年［1891］，
明治 24–25 年［1892］，明治 25–26 年［1893］，明治 26–27 年［1894］．
前掲注 4，93 頁．
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六十年史』に，明治 20 年 11 月 18 日の日付で「本項一覧本年度は編纂を見合す．・・・・・
因って本項毎年度の一覧中本年度のみこれを缺く」とある 7．従って，この間の『一覧』
は発行されていない．『六十年史』によれば，抜けている期間はそれ以前と同様の内容
であった．
表 1 の週当たりの時間数から，木村が教え始めた 1888 年より学科課程に変更があっ
たことがわかる．創立当初には「物理」は週 5 時間の授業が 1 年間に渡って行われてい
た．この時間数と内容は，第一号の法学志望の生徒を除く全生徒に対して同じように課
されていた 8．1888（明治 21）年 9 月 19 日に学科課程が改正された記録が『六十年史』
にあり，「物理」は一部（法科及び文科を志望）の生徒のみ週 2 時間となり，二部（工
科・理科を志望）と三部（医科を志望）では週 4 時間となる 9．この改訂の実施は翌 1889
（明治 22）年からのものであるとしながら，1888 年 9 月からの年度は移行措置を採る
として，改訂されたカリキュラムを用いていた．
なぜ，この年度に学科課程の改訂が行われたのであろうか．1889 年は，第一高等中学
校の創立と同時に入学した生徒が，予科の 3 年を終え本科に進学する年にあたる．即ち，
東京大学予備門に入学し予備門の時代の教育をそれぞれ何年か受けた後に，制度の変更
に伴いそのまま第一高等中学校へ横滑りした生徒達と異なり，この年からは，新設の第
一高等中学校に入学した生徒たちが本科に進学してきた．1889 年からの改訂は，本科
において第一高等中学校としての教育を新たに始めるに当たり行われた改訂であった
と考えられる．
そのカリキュラムを暫定的に 1 年前から始めたのである．
1888
（明治 21）
年に大学を卒業し，初めて教壇に立った木村駿吉は，改定後の新しく週２時間になった
学科「物理」を担当し，第一高等中学校の生徒達のために新しく授業内容を組み立てる
ことになった．
次に学科「物理」の内容を比較する．表 1 に見られるように，『一覧』では改定後の
1888（明治 21）年から 1890（明治 23）年 7 月までは「物理學一斑」となっており，そ
の後「物理學原理」に変更されている．しかし，『六十年史』の記載は 1888 年の改訂
以後「物理學一斑」で統一されている．このことから，当初は「物理學一斑」と考えら
れていた「物理」の講義内容を，木村の『科學の原理』の内容が定着するにつれ，各年
度の『一覧』では実態に合わせて「物理學原理」へ変えたことが推測できる．
ここで，木村は「物理學原理」と称して行った講義内容をまとめて出版するに当たり，
表題を『科學の原理』とした．木村は，『科學の原理』の第 2 章で以下のように書いて
いる 10．
一言以て之を蓋はゞ有らゆる自然の現象を解するに動學を以てすなり。
（Kirchhoff,
Ueber das Ziel der Naturwissenshaften 物理）ヘルムホルツは云へり科學の目的は凡
そ變化の根本たる運動を知り且又之に對する動力を知るにあり故に科學を以て動
7
8

9
10

前掲注 4，170 頁．
第一号の法学部志望の生徒のみ，「物理」だけでなく「化学」や「数学」など理数系
の授業は課されていなかった．
前掲注 4，178 頁．
前掲注 2，59 頁．
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學となすにあり。
（Helmholtz, Popular Lectures 物理）マクスウェルは云へり若し夫
コンフヒグュレーション
れ自然の現象を以て物質系の 形 勢 及び運動に於けるの變化として十分に描
寫し得る時は自然現象の動力學的説明は盡したりと謂ふべし。
このように木村は，動学を以てあらゆる自然現象を理解できると考えていた．従って，
講義「物理學原理」の内容は科学全般について言えることであり，出版に当たっては，
『科學の原理』としたことが推察できる．
以上のように木村は，大学を卒業した 1888（明治 21）年 9 月から第一高等中学校の
嘱託教員となり，新しく第一高等中学校で始まった帝国大学の文科を志望する本科 1 年
の生徒の為に週 2 時間の「物理」を担当することになった．そこで将来文学を学ぼうと
する生徒たちにどのような講義をすることが適当であるかについて熟慮し，その結果が
『科學の原理』に著された講義だった．木村の講義内容は，その翌年には 1 冊の本『科
學の原理』としてまとめられ出版された．
その後木村は，1890（明治 23）年 7 月に大学院を終え第一高等中学校の教授に就任す
るが，1891 年 2 月には不敬事件に巻き込まれたことにより非職となり，第一高等中学
校を去った．この 2 年半の間，本科第一年の「物理」の「物理學原理」の授業を木村が
担当し続けていたかどうかは不明だが，『一覧』に「物理學原理」が掲載されているこ
とから，第一高等中学校が第一高等学校に移行する 1894（明治 27）年まで，この内容
の授業が継続していたと考えることができる．
3 『科學の原理』で論じられたこと
『科學の原理』の目次を以下に示す．
諸言 學歴史の大観
第 1 章 科學の起源，方法及び其目的
第 2 章 科學公準及び公理 附 時，空間，物質の観念
第 3 章 自然の法則
第 4 章 連續則
第 5 章 假説
第 6 章 科學の限界

1丁
31 丁
49 丁
73 丁
93 丁
117 丁
147 丁

この目次では丁を使っているが，本来の丁の意味である表裏 2 頁を 1 丁と表している
のではなく，現在の頁の意味で丁を用いている．本稿の引用に当たっては，丁ではなく
頁を用いる．
『科學の原理』では，多くの参考文献を示しながら科学の歴史，科学の目的，科学の
方法論，現在の科学の限界などについて語っている．次ページに掲載した表 2 は，著者
と書名が記されている参考文献を，著者のアルファベット順に並べた一覧である．それ
ぞれの著者名，書名などと共に，これらの文献を引用している『科學の原理』の章を記
した．また『明治初期東京大学図書館蔵書目録』で，当時の帝国大学図書館に所蔵され
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ていた図書を知ることができる 11．第 3 巻には 1880（明治 13）の，第 5 巻には 1891（明
治 24）年の蔵書目録が掲載されている．これをもとに表 2 に，『科學の原理』に引用さ
れたそれぞれの参考文献が蔵書目録に記載されているかどうかを記し，木村がこの講義
を行った頃にこれらの本が帝国大学図書館に所蔵されていたかどうかを示した．
木村が講義をするにあたり引用した 31 の文献のうち 24 の文献については，この時期
に帝国大学の図書館に収められていた記録が残っている．一方，文献番号 6 のエンサイ
クロペディア，及びハックスレー，マクスウェル，W.トムソンなどによる７つの文献は，
目録には記載がなかった．しかし，これらは当時のイギリスでは著名な科学者のもので
あり，その著書は多く読まれていた．イギリスと交流の深い日本でも，物理学科など帝
国大学内の図書館以外の場所でこれらの文献を所蔵していたことは，十分考えられる．
このように，木村が参考にし，また興味を持つ生徒にも読むことを薦めた文献の大半は，
木村や高等中学校の生徒達の身近にあったものであることが推察できる．
表 2 『科學の原理』文献表
東京大学図
文

引用されて

献

いる『科學
著 者

所蔵**

書名･書誌情報*

番

の原理』の

号

章
〔Biographies of Distinguished Scientific Men, Tr by W.

1

書館

Arago, François

明治（年）
13

24

諸言

○

○

○

○

H. Smith, B. Powell and R. Grant, London, 1857〕
2

Brodie, Benjamin

Address to the Royal Society by the President, 1859

5章

3

Duke of Argyle

Reign of Law,〔18ed. London, 1884〕

3章

4

Grove, W. R.

Correlation of Physical Forces,〔6ed. London, 1874〕

4章

○

○

5

Helmholtz, H.

2章

○

○

○

○

Popular Lectures 〔on Scientific Subjects, Tr. by E.

○

Atkinson, London, 1873〕
5章

6

Herschel, J. F. W.

Art, "light", Encycropedia, Metropolitans

7

Huxley, T. H.

The Advancement of Science in the Last Half Century

8

Jevons, W. S.

Principles of Science,〔2v., London, 1874〕

2 章，3 章

9

Kirchhoff, G.

Ueber das Ziel der Naturwissenschaften

2章

10

Kirchhoff, G.

諸言，

Vorlesungenüber Mathematische Physik, 〔Leipzig,

1 章，2 章

2章

○

5章

○

1882〕
Grundzüge der Naturphilosophie, 5tcs〔 Kap, Leipzig,
11

Lotze, H.
1882〕

11

高野彰監修・編集『明治初期東京大学図書館蔵書目録』ゆまに書房，2003 年，『第三
巻 東京大学法理文学部図書館洋書目録 明治 13 年』，『第五巻 Author Catalogue of
the Library of Teikoku-Daigaku (Imperial University) 明治 24 年』．
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東京大学図
文

引用されて

献

いる『科學
著 者

所蔵**

書名･書誌情報*

番

の原理』の

号

章
On the Dynamical Evidence of the Molecular Constitution

12

書館

Maxwell, J. C.

明治（年）
13

24

1 章,2 章

of Bodies
13

Maxwell, J. C.

Theory of Heat,〔3ed., London, 1872〕

3章

○

○

14

Maxwell, J. C.

Matter and Motion,〔London, 1876〕

2 章，6 章

○

○

15

Meyer,Lother

Die Modernen Theorien der Chemie〔und Ihre Bedeutung

2 章，5 章

○
○

für die Chemishe Mechanik, 5 aufl. Breslau, 1884〕
16

Painter,F.V.N.

History of Education,〔NewYork, 1887〕

諸言

17

Pope,A.

〔Essay on man〕

3章

18

Proctar,R.A.

Notes on Earthquake

3章

19

Stewart,B.

Conservation of Energy,〔New York,1881〕

20

Tait, P. G.

〔Lecture on〕some Recent Advances in Physical

○

○

6章

○

○

2章

○

○

Science,〔2ed. London, 1876〕
21

Tait, P. G.

Properties of Matter,〔Edinburgh, 1885〕

2章

22

Thomson, W.

Popular Lectures and Addresses

4章

23

Thomson, W.

Molecular Physics

2章

Thomson, W.

〔Treaties on Natural Philosophy, New ed. Cambridge,

Tait, P. G.

1879-83, 2v.〕

25

Tyndall, John

Fragment of Science,Introduction,〔NewYork, 1877〕

26

Tyndall, John

Heat as a Mode of Motion

27

Tyndall, John

24

2章

○

○

諸言，6 章

○

○

諸言，
1 章，5 章

Address Delivered before the British Association

諸言，

Assembled at Belfast,〔NewYork, 1875〕

4 章，6 章

History of Philosophy〔from Thales to the Present Time,
28

Ueberweg, F.

○

○

○

○

諸言

○

○

諸言，3 章

○

○

Tr. by G. S. Morris, New York, 2v〕
History of Inductive Science,〔3ed. New York, 1857,
29

Whewell, W.
2v〕
Physikalischen Axiome〔und Ihre Bezeihung zum

30

Wundt, W.

2章

○

2章

○

Causalorincip, Erlangen, 1866〕
Lehrbuch der Physiologie des Menschen,〔Erlangen,
31

Wundt, W.
1856〕

* 〔 〕内は，前掲注 11『明治初期東京大学図書館蔵書目録』に記載されていた情報．
** 前掲注 11『明治初期東京大学図書館蔵書目録』に記載のある文献に○印を付けた．明治 13 年は『第三巻 東京大
学法理文学部図書館洋書目録 明治 13 年』，24 年は『第五巻 Author Catalogue of the Library of Teikoku-daigaku
(Imperial University) 明治 24 年』に記録されていたもの．

59

『技術文化論叢』第 18 号（2015 年）

以下，それぞれの章についてその内容を簡単に示す．
3.1 諸言 科学歴史の大観
書き出しの部分に，著者である木村駿吉の当時の科学観が良く表現されているので，
少し長いがそのまま引用する 12．
方今宇内の状況を観吾人の最も驚嘆して已ざるものは運輸交通の便なり次で新機
械の應用なり製造の改良發明なり依て以て商売繁盛し製造供給品益多くして人類
の楽亦従て其程度を高ふし病疫飢饉も其害を逞する能はず高山大河も吾人の交通
を遮断する能はず寒村僻陬にも教育普く東西萬里を隔つるの那國も其利害を一に
し施政の便法律の務益其全きを得るに近く社會の秩序殖産の保護益其堅きを加ふ
之を僅々百年前の形況に比すれば此社會の中に一大革命ありしかと疑はしむるな
り。然り實に一大革命ありしなり此革命に先ち此革命に伴ひ此革命の一大源因と
なれるもの一目判然たらざれ共則ち科学の進歩に外ならざるなり。科学は其方法
を以て自然の現象を究極し従て生ずる所の決果に依て此革命に一大源因となれ
り。今日其勢益鋭く此革命をして何處迄進ましむるや吾人其想像に苦しむ。然れ
共科學の此勢に達する決して一朝一夕の事に非ず遠く其源を希臘に發し中途一千
年止て陂溜となり今より前殆んど二百五十年決して大河となり其流益濶く其勢益
急なり。
まず，近年驚嘆するような社会の一大革命があったと言い，その例を具体的に上げて
いる．これらはすべて人類にとって利益となることであるとし，この革命の原因となる
のが科学の進歩に他ならないと記している．しかし科学がこの勢いに達したのは，一朝
一夕のことではなく，その源を遠くギリシアに発し，今から 250 年ほど前に大河となり，
その流れはますます潤い勢いを増し急になったと述べ，科学革命以後の科学の発展が人
類へ利益をもたらしたことを指摘している．
ここでは，ギリシア，ローマ，アッシリアから 7 世紀のイスラム，ヨーロッパの中世，
ルネサンス，そして科学革命から 19 世紀初頭までの科学の歴史を概観している．ここ
に木村が引用した文献は，表 2 の文献番号で示すと，ハックスレー7，ペインター16，
チンダル 25，26，27，ユーベルヴェーグ 28，ヒューエル 29 である．
木村はこの諸言で，純粋科学と実用について自らの意見を著している．18 世紀終わ
りになりようやく科学の利益が社会に直接及ぶようになったと記し，これ以後の状況を
観ると科学の進歩と共に実際の利益が増すことは明瞭であると断言している．しかしす
ぐに続けて，これは科学者があらかじめ目的としていたことではなく，ある時は偶然，
ある時は予期を持って実益を得たのであり，実業は科学に負うところが多いが，科学も
また実業に多くを負っていると言う．従って実業家は科学者を疎んじず，科学者は実業
家を侮らず，両者が揃って目的に向かわなければならないと言う．
続けて彼は，我が国の将来を考える時，科学を奨励した後に軍務の拡張に従事するべ
きなどとは言わないが，軍務を拡張すると共に基本を忘れずにいることが重要であると
12

前掲注 2，1 頁．
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主張し，社会の進歩には必ず順序があり，根源があると言う．ここにいう順序とは，
「理
あって固かるべく着々として歩を進むべき」であり，根源は「末を養ふものなり根源絶
たば末忽ち枯れん」であると説明している 13．このように木村は，科学は直接の利益の
みのために奨励されるべきものではなく，ただ自然を学んだ結果として利益が得られた
だけであると何回も断り，基本を忘れ唯利益のみを追求することを戒めている．
さらに，科学教育だけが国民のための唯一の教育であるなどとは考えないと断わり，
文学・絵画・音楽・歴史や評論は科学と調和するものであると記している．木村によれ
ば，この 50 年間に科学の世界では，物質の組織，エネルギーの不滅，進化論の 3 分野
に関して新しい真理が得られたという．前者 2 つは物理化学の現象から，後者は生物現
象から得られたものでありながら互いに内部で関係しあっていると述べ，さらに普遍化
して私たちの時代は調和の時代であり，相関の時代であり，統括の時代であるという．
彼は，科学の世界が統一の時代を迎えているが，これは科学の世界に限らず，他の分野
にまで広げて考えるべきことであると主張している．ここに，すべての分野は関係し合
い，互いに調和していることを明らかにし，文学を志望する生徒を前に『科學の原理』
を講義する意義を説く，科学の若い学徒木村の心構えが見られる．
3.2 第一章 科学の起源，方法及びその目的
最初に，科学は 1 つであり分けるべきではないが便宜上，物理学，化学，生物学など
と分けていると断っている．従ってその起源，方法，目的に相違はないという．科学の
起源は「駁雑の中に全一を見る」ことであり，目的は「宇宙を統轄する順序及び方法を
發見する」ことであるという 14．また，その方法においては「事實を集むるが為に観測
實験あり関係因縁を探るが為に帰納法演繹法あり」という 15．
科学は進歩発達して観測的なものから実験的なものへ到り，観測は定性的な研究であ
り，実験は定量的な研究であると言う．科学は進歩するに従い定量的となり，単に原因
を知ろうとするだけではなく度量・時間・距離・重量などの問題に変化したとしている．
次いで，現象の関係を知るには，演繹と帰納の 2 つの方法があると述べ，それぞれを
説明している．木村は「帰納法により蓋然性なる法則を得れども演繹法によらずんば其
真偽を辨別する能はず」と，科学に於いては帰納法と演繹法が共に必要であることを結
論としている 16．
3.3 第二章 科学の公準及び公理 物理学公理及び時，空間，物質に於ける観念
ハックスリが科学の公準としているものを引用し 17，続けてテイトが上げた科学の公
13
14
15
16
17

前掲注 2，21–22 頁．
前掲注 2，31 頁．
前掲注 2，31 頁．
前掲注 2，46 頁．
前掲注 2，49–50 頁．木村は，本稿の表 2 のハックスリの文献番号 7 から科学の公準と
して次の 3 点を引用している：物質は客観的に存在する；原因結果の法則は時と場所
に無関係に真理として成立する；現象間の関係を示す自然の法則は変化せずいつも真
理として存在する．
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理を引用している 18．これらは重なるところもあるが，どちらも科学と懐疑論を区別す
るものであると木村は記している．さらに，物理学固有の公理としてブントの 6 つの公
理を上げ 19，トムソン・テイトの著書にあるニュートンの運動則と比較している 20．木
村は，ニュートンとブントは同じことを言っており，これは物理学と言うより動学の公
理であるが，今日では動学をもってすべての自然現象を理解することから 21，運動の三
法則を物理学の公理とすれば良いという．
木村は運動を知るには，時間・空間・物質の三観念が必要であり，またこれを知れば
十分であると言っている．しかし，我々は時間と空間についてまだ絶対の知識がなく，
またこれら三者の関係についてもよくわかっていないとして，テイト，トムソン，マク
スウェルなどを引用しながら，この時代までにわかってきた時間・空間・物質とそれら
の互いの密接な関係について説明している 22．
3.4 第三章 自然の法則
木村は科学の進歩には，以下に引用するように 3 段階あると書いている 23．
其第一は現象の性質及び其順序を観察する事。其第二は現象の関係を抽象して以
て法則を作る事。其第三は此等の小法則を物質、時間，空間の一般の法則より導
く事にして即ち語を換えて之を言へば動學の原理を以て之を統轄する事是なり。
このように，第一段階は観測と実験であり，第二段階は法則を見出すことで，第三段階
がそれらの小法則を統括する事であるとまとめている．従って，第二と第三段階は，理
論を必要とする自然哲学であると言う．木村によれば，科学がこのような段階を経て永
久不変の法則を発見することは「科学の無常なる快樂榮譽」であり，またこれが科学の
目的であるとしている 24．
また自然法則は, 簡単であり便利であるために平常，自然法則を事物の原因とし又は
各事物の変化を支配するものとしているが，自然法則は決して自然を支配するものでは
なく又その原因でもないと断っている 25．さらにジェヴォンズを引用しながら，自然法
則は経験の数の多さから見つけ出された確からしさだが，確実であると断言しきれず，
確からしさから作られた限界を持っていると主張している 26.
通常の自然法則について，アーガイル卿の著書から自然の法則の 5 つの種類を挙げて
18

19
20
21
22
23
24
25
26

前掲注 2，52–53 頁．表 2 のテイトの文献番号 21 から，科学の公理として次の 4 点を
引用している：物理世界は客観的存在である；我々がこれを認定するのは唯五感の助
けによる；五感の指示は常に不完全で我々を欺く；勉めて理性を働かせ五感の示すと
ころへ進めば必ず虚偽と真理とを弁別できる．
表 2 の文献番号 30．
表 2 の文献番号 24．
表 2 の文献番号 9，5，12，15，31，10．
表 2 の文献番号 20，23，21，14，8．
前掲注 2，73 頁．実際に木村が書いている言葉は「三段落あり」である．
前掲注 2，75 頁．
前掲注 2，77 頁．
前掲注 2，78–79 頁．表 2 の文献番号 8．
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いる 27．
① 事実の観るままの順序（例として，ケプラーの法則）
② 力の作用（力の作用によって起こることだけが分かり，この力については何
も分からない）
③ 作用の確定した力についての叙述（例として，ニュートンの重力則）
④ 力の結合についての叙述（例として，重力と遠心力が調合して今日見られる
ような行星の運動になる）
⑤ 心意の抽象的観念（例として，ニュートンの第一の運動則があり，その完全
な姿を見ることはできないが，運動を理解するにはまずこの法則を確認しな
ければならない）
木村は，この 5 種類の法則は多く動学の法則であり，見かけの順序法則ではなく，理想
の順序法則であると言う．
また，木村は地震による地殻変動の例を上げ，「自然の内一として目的あらざるなく
偶然の如き事も必ず指向する所あり不調和の如きも實は皆調和なり然れ共吾人未だ盡
く其然るを知らず科學の進歩は漸次之を證明して息まざるべし」と，我々が自然につい
て知ることはまだ少ないが，科学の進歩により次第に解明されていくと書き，偶然や不
調和に見えることもすべて実は調和し法則に則っていると言う 28．
自然が調和を保つことについて，木村は続けてポープ（Alexander Pope, 1688–1744）
の詩を英文で引用し，さらに自分の漢文の翻訳を載せている．この漢詩は，図 1 に示し
たように，『科學の原理』の中扉にも掲載されており，漢詩に訳したことと併せて木村
はこの詩に大変共感したことが推察できる 29．3.1 でも触れたように木村は諸言でも調
和について語っているが，科学により自然を解明することは世界が調和していることを
27
28
29

前掲注 2，82–83 頁．表 2 の文献番号 3．
前掲注 2，89 頁．
前掲注 2，89 頁．木村は，「詩人ポープ歌て曰く」と記したのみで，出典については
語っていない．以下のような英文と，それに対応させて彼自身の漢詩の翻訳を載せて
いる．尚，中扉に掲載された漢詩では，最初の一語は「萬有」ではなく「自然」とな
っている．
All nature is but art, unknown to thee;
All chance , direction, which thou canst not see;
All discord, harmony, not understood;
All partial evil, universal good;
And spite of pride, in erring reason’s spite;
One truth is clear, whatever is, is right.

萬有皆術技、汝不知之、
機運皆指向、汝不見之、
錯雑皆調和、汝不解之、
箇別之禍害、萬民之福祉、
勿伐干汝智、勿惑干汝理、
只看眞理存、事物盡整美、

この詩は，ポープにより 1733 年から 34 年に書かれた An Essay on Man の「第一書
簡」からとったものと考えられる．上田勤による日本語訳（ポウプ（上田勤訳）『人
間論』岩波文庫，岩波書店，1950 年第 1 刷，2001 年第 10 刷）があるが，上田はこの
あとがきで，『人間論』について「これはライプニッツの「攝理辯明論」（Essai de
Théodicée, 1710）」の思想を，十八世紀英國流に皮相に模倣したもの」と評してい
る．
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知ることであり，それが真理であると木村は考えていた．

図 1 『科學之原理』中扉

さらにヒューエルを引用し，「抽象的観念を堅固にし且之を明に透見し是れらの概念
によりて實際の事實を理解するに適するは發見者の心意に於ける最要資性たりしに相
違なし」としている 30．即ち，科学者は感覚のみによるのではなく，抽象的な概念力を
以て宇宙を理解する者であると言う．
3.5 第四章 連続則
連続則とは，法則の法則のことであるという．これは一種の理性原理であり，宇宙事
物の変化にはすべて一定の秩序があり，変化は順序を踏んで起こると述べている．木村
は，連続則には 4 種類あると言い，次のように例を上げて説明している．

30

前掲注 2，92 頁．表 2 の文献番号 28．
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第 1 種：現在存在するものは変遷しない（自然法則に於いて，原因結果の関係
が，時や所により変化しないことは，この法則による）
第 2 種：現象が連続して変化する（例として，太陽系の進化，宇宙の進化，生物
の進化，三体変化などを挙げている）
第 3 種：第 2 種の変化に周期性のあるもの（例として，太陽の動き）
第 4 種：第 3 種の周期性に変化があるもの（例として，元素の周期律表）
木村は，このように連続性を整理した後，「如何なる變化を通過し如何なる境遇に依
て此の如き現象ありや生物ありや風俗ありや事實あるや」と，どのような変化がどのよ
うに起こるのか，この連続則をもとに探るべきであると結んでいる 31．
3.6 第五章 仮説
ここに仮説の章を設けた理由を，科学における公準・公理は皆仮説であり，科学の進
歩は仮説によると，説明している．事実から帰納法により仮説を作り，その仮説により
演繹法によってこれを確認して新事実を探るのが科学の方法であると，木村は言う．物
理の歴史は仮説の変遷であり，科学の目的は仮説の蓋然性を増加させることであるとし，
しかし蓋然性を持つ仮説と不変的真理を精密に区別しなければ容易に誤りに陥ると断
っている 32．
木村は最後に，「假説は科學の機關たれども其機關の構造技能を知り其強點弱點を認
め置くは斯學を進歩せしむるに於いて一大要件なりと知るべし」と，仮説の扱いに注意
を払うべきことを教えている 33．続けて，チンダルを引いて経験したものを説明するな
ら経験以外の助けを求めないこと，また一方ベンジャミンを引用し想像は科学の発見に
とっても役に立つと結んでいる 34．
3.7 第六章 科学の限界
木村は，科学の進歩は一点から四方へ向かって膨張する弾性球のようで，科学の進歩
により人類の暗愚を悟らせ，知識と暗黒の接する所はどんどん広がると言う．従って人
類が発見するべきものも益々増え，説明しなければならないことも益々増えると書いて
いる．科学は絶対を知らず，また絶対的知識を要することもなく，相対的知識で満足す
るが，その限界を越えてその力を拡張しようとすると言う．
今日の科学には限界があるとし，その 4 つの限界を上げ説明している．第 1 は空間に
おける限界で，望遠鏡で 2000 光年先を，顕微鏡で微細物質を見るが，しかしこれが空
間の終りではないと言う．第 2 は，時における限界で，地質学から分かる地球の成り立
ちを述べ，一方エーテル分子の振動による短い時間について述べている．第 3 には，物
質，エーテル，エネルギーにおける限界について述べ，これらの本性は未だわからない
と記している．第 4 に，生命における限界として，心と体の相関関係は科学の起こる前
31
32
33
34

前掲注 2，115 頁．
前掲注 2，141–143 頁．
前掲注 2，144 頁．
表 2 の，チンダルの文献番号 25 及びベンジャミン 2．
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から今日に到るまでの一大問題で，いまだに解明できないとし，生命の現象にさらに心
意の現象を広げるとさらに不可思議の度合いは増すとしている．
以上が，『科學の原理』の内容の大要である．
木村は自分が学び理解した科学の姿を講義し，ここに描いた．それらは，これから西
洋の学問を学ぼうとしている生徒達に伝えるべきであると自ら考えたことである．生徒
たちは，木村のこの講義をどのように受け止めたのか，大変興味深いが残念なことにそ
れを知る手掛かりはない．
4 19 世紀イギリスの影響
『科學の原理』における参考文献の多くは，表 2 からわかるように 19 世紀のイギリ
スの書物である 35．木村が学んだ当時の帝国大学理科大学物理学科の前身は，東京大学
理学部数物星学科であ った．アメリカから来 たメンデンホール（Thomas Corwin
Mendenhall, 1841–1924）の助けによりその基礎が創られた 36．また，ユーイング（James
Alfred Ewing, 1855–1935）も物理学科で教えた．彼は，スコットランドのエディンバラ
大学のテイト（Peter Guthrie Tait，1831–1901）の下で学んだ．その後グラスゴー大学の
トムソン（William Thomson，1824–1907）の下で電信ケーブルの敷設の仕事をし，トム
ソンの勧めで来日することになった．ユーイングを引き継いだのは，同じエディンバラ
大学のテイトの下で学んだノット（Cargill Gilston Knott, 1856–1922）であった．木村が
直接指導を受けたノットは，物理学科の最後の外国人教師である．また当時の東京大学
理学部の最初の日本人の教授は，イギリスへ留学した菊池大麓（1855–1917）とアメリ
カで学んだ山川健次郎（1854–1931）であった．明治期前半の帝国大学において，図書
館の蔵書を始めとして，大学の教育全般に 19 世紀のイギリスの影響が色濃く現れるの
は自然の成り行きだったと言える．『科學の原理』の内容においても，当時のイギリス
の科学論の影響は大きい．以下，『科學の原理』に書かれている木村の科学観を検討す
る．
4.1 ヒューエルの影響：教養教育
『科學の原理』では，木村は最初に「緒言」でギリシアから始まる科学の歴史を一通
り説明し，続いて第 1 章以下で科学論を論じている．ここから連想するのは，ヒューエ
ル（William Whewell, 1794–1866）の『帰納科学の歴史』と『帰納科学の哲学』である 37．
『ダーウィンの時代―科学と宗教―』でヒューエルの科学論を取り上げた松永俊男は，
この 2 つの書物について次のように述べている 38．
35

36

37

38

31 の文献のうち，ドイツ語の文献は表 2 の 9，10，11，30，31 の 5 つで，これら以外
はすべてイギリス，または英語に訳されたフランスやドイツの文献である．
矢島祐利「明治初期に於ける物理学の状態」『科学史研究』第 9 号，1945（昭和 20）
年，36–56 頁．
William Whewell, History of the Inductive Sciences, 3rd ed., 3 vols. (London: John W. Parker,
1857), and The Philosophy of the Inductive Sciences, 2 vols. (London: John W. Parker, 1840).
松永俊男『ダーウィンの時代―科学と宗教―』名古屋大学出版会，1996 年，180 頁．
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それぞれイギリスにおける最初の包括的な科学史書であり、科学哲学書であると
いわれているが、ヒューエルにとって両書は一体のものであった。両書の序論で
ヒューエルは、
『帰納科学の歴史』は『帰納科学の哲学』の準備として書かれたも
のであると述べている。科学の発達と現状を正確に把握したうえで、科学のあり
方を論じるべきであるというのである。本来帰納科学には政治経済学なども含ま
れるが、両書は自然科学（physical sciences）だけを対象にしている。それは政治
経済学などがまだ確実な知識の体系を築いていないのに対し、自然科学はすでに
知識の体系を確立しさらに着実に発展しているからであり、自然科学についての
考察から得られた結論は政治経済学にも適用される、という。
『科學の原理』では，科学の歴史から科学論へ展開する順序をヒューエルに倣っている．
さらに 3.1 に記したように，木村は「緒言」の最後で科学の方法を他の分野へも広げて
考えるべきであると主張している．この点もヒューエルの影響であることが窺える．
また，3.4 で取り上げた「第 3 章自然の法則」ではヒューエルの概念による事実の総
括（Colligation of Facts by Conceptions）と帰納の符合（Consilience of Inductions）につい
て論じている．木村は科学が段階的に進歩することを，まず観察・実験があり，そこか
ら小法則を見出し，さらに統括し抽象化し，永久不変の法則を見出すという科学の最終
的目的までの道程として示した．さらに事実を理解するために抽象的観念が必要である
ことに注目している．これは，ヒューエルが『帰納科学の歴史』の序論で，科学の進歩
とは個々の事実から包括的法則へと一般化が進むことであると書いていることに一致
する 39．
木村の科学観にはヒューエルの影響が大きい．それは，彼が師から受け継いだものと
考えられる．ユーイングやノットを日本へ送ったトムソンは，1841 年から 1845 年まで
ケンブリッジ大学で学んだ 40．また彼らの師であったテイトは，1848 年から 1854 年ま
で同じくケンブリッジ大学で学んだ 41．19 世紀前半のケンブリッジでは，ヒューエルが
大学の改革に積極的に関わり，ケンブリッジ大学を中心としたイギリスにおけるアカデ
ミズム科学の成立に大きく貢献していた 42．大学における科学教育を通して人材を育て
ることが社会的利益に繋がるというヒューエルの認識は，トムソンやテイトを通して，
弟子たちのユーイングやノットに伝わったと考えられる．後に，彼らは外国人教師とし
て日本に迎えられ，新しく出発した帝国大学で，日本の近代化を目指して教育を始めた．
この時彼らが，ヒューエルがケンブリッジで目指したアカデミズム科学の実現に努めた
ことは充分考えられる．それはさらに木村のような教職に就いた卒業生にも影響を与え
た．
一方，科学と科学者の自律性に関してもヒューエルの影響は見られる．木村は「諸言」
39
40

41

42

前掲注 37，History of the Inductive Science, vol. 1, 9.
H. I. Sharlin, Lord Kelvin: The Dynamic Victorian (University Park, Pennsylvania:
Pennsylvania State University, 1979), 26–42.
C. G. Knott, Life and scientific work of Peter Guthrie Tait (Cambridge University Press, 1911),
8–11.
勝屋信昭『ウィリアム・ヒューエルの科学観』東京工業大学大学院社会理工学研究科
経営工学専攻修士論文，2014 年，110 頁．
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で，科学の進歩と共に実際の利益が増すことは事実であるが，科学者はそれを目的とす
るのではなく，実益に束縛されずに科学研究を行うべきであると主張している．即ち，
科学により社会的な実益を得ることや，科学教育を通して人材を育てることは，近代国
家にとって重要であるが，一方で科学者は自律的に活動しなければならず，目的とする
べきことは利益の追求ではなく真理の追究であるとの主張である．ヒューエルがケンブ
リッジ大学で行った改革で確立させようとしたアカデミズム科学は，まさに紳士による
自律的な研究による科学である 43．このように，木村の科学観の基礎には 19 世紀イギ
リスのヒューエルの科学観が色濃く見られる．
さらに，木村が高等中学校の文学志望の生徒達にこの科学論の講義を行ったこと自体
が，梅田淳が「一九世紀イギリスにおける紳士教育と科学」で論じた，ヒューエルの「教
養教育」を基本理念としたイギリスのヴィクトリア時代の教養としての科学を体現して
いる 44．
4.2 ジェヴォンズの影響 : 科学は限界を持つ
木村の『科學の原理』には，ヒューエルと並んで，19 世紀イギリスの経済学者であり，
科学論に関する著書も残したジェヴォンズ（W. S. Jevons, 1835–1882）の科学論の影響も
大きい．
木村は、最後の 6 章に科学の限界について記している．ここでは，科学の様々な分野
にまだ解明できない部分があるとして，それらを限界と呼んで列挙している．しかし，
木村が考える科学の限界は，科学が解明できないものを持っていることだけを指してい
るのではない.我々が絶対的知識をもっていないこと，即ち，我々が真理と言っているも
リ レ テ ー ブ

プ ロ パ ブ ル

ハイポセチカル

のは，今日の我々の真理であり，「吾人の知識は皆 比較的 なり、蓋然的 なり、假説的

なり」と木村は言う 45．
3.6 で扱った「第五章 仮説」で，木村は仮説の蓋然性に触れて，以下のように言っ
ている 46.
科學第一着歩の目的は假説の蓋然性を増加するにありとなす是に依て其發見する
サーテンテー
その法則は益眞理たるに接近す然しながら何時も 適 實 なるよりは數等劣れるも
のなり
ここでは引用について記述されていないが，これは「第三章 自然の法則」で引用して
いるジェヴォンズの言葉を再び取り上げたものである 47．
哲学者内井惣七は，ジェヴォンズについて，「確率論的帰納法の考えを体系的に展開
したのみならず，この方法論に付随する，あるいはそれが前提する科学観の転換の最も
43
44

45
46
47

前掲注 42．
梅田淳「一九世紀イギリスにおける紳士教育と科学」，吉本秀之他『科学と国家と宗
教』，平凡社，1995 年，159–191 頁．
前掲注 2，149 頁．
前掲注 2，143 頁．
前掲注 26．
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明晳な代弁者でもあった」「ジェヴォンズの唱える仮説・演えき法は，ニュートンやヒ
ューウェルのものとは異なり，確率論の枠組内に分かちがたくはめこまれたものなので
ある．これは，帰納的推論の確実性を明確に否定している」と論じ 48，ジェヴォンズの
科学観を以下のようにまとめている 49．
第一に，科学的知識の対象として，全称（普遍的）命題であらわされる規則性が
否定されているわけではないが，一般には統計的な規則性が置かれるのである。
したがって，一般には，仮説から導かれる必然的な帰結ではなく，蓋然的な帰結
が検証されることになる。第二に，科学的知識の段階的進歩は否定されていない
が，それが知識量の増加だけでなく，一つの仮説の確かさらしさの増加の側面を
もつとみなされることに注意しなければならない。そして第三に，何度も述べた
ように，科学知識の確実性は全面否定されている。人間にとっては，確実な知識
はかなわぬことであり，したがって仮説の証明は，確率の大きさの相対的な増加
という，きわめて弱い相対的な意味以外では，不可能だとみなされている．
以上のように，科学知識が蓋然的であること，仮定の確からしさの増加を進歩の度合い
にしていること，科学的知識は絶対に確実とは言えないことが上げられている．木村が
第 6 章の最初で科学の限界と称して言っていることには，内井が指摘したジェヴォンズ
の考えが含まれている．
このように，木村の科学論にはジェヴォンズの影響が大きいことがわかる．内井は，
ジェヴォンズの科学論を進化論との関係で論じ，ヒューエル以降の新しい方法論と科学
観であると位置付けている．木村が引用したジェヴォンズの Principles of Science は 1874
年の刊行である．木村は本のタイトルも『科學の原理』とジェヴォンズに倣っている．
この講義を組み立てるにあたり，ヒューエルばかりでなく，より新しいジェヴォンズに
も触発されたことが推察できる．
以上見てきたように，『科學の原理』における科学論には，木村の独創的な考えが語
られているわけではない．木村がこれまで学んだ科学論をまとめたものであり，そこに
は 19 世紀イギリスの科学論の影響が強いことがわかる．
5 おわりに
『科學の原理』は，大学を卒業したばかりの 22 歳の木村駿吉の理解による科学論と
科学社会論を明らかにした本である．彼にとって科学は，真理追求の方法であり，発展
し続けるものであり，広く社会の福祉に貢献するものであった．ここには前述したよう
に，19 世紀イギリスの特にヒューエルと，その後にヒューエルを越える形で科学論を
展開したジェヴォンズの影響が大きく見られる．木村が描く科学への期待は，木村ばか
りでなく，明治半ばまでに科学を学んだ多くの人が抱いた期待でもあったであろうと推
測する．

48

49

内井惣七「19 世紀イギリスの科学方法論（2）」『人文研究』第 32 巻第 5 号，1980
年，40 頁．
前掲注 48，44 頁．
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この直後から，科学の進む道が決して木村が考えていたような一直線の道ではないこ
とが明らかになり始める．日本は，日清戦争・日露戦争を経て，科学技術を用いて他国
と争い他国へ進出することを知る．また一方で，足尾銅山の鉱毒事件などに見られるよ
うな公害を経験する．このように，科学の持つ意味も真理の追究や万民の福祉ばかりで
なく，様々な側面を見せるようになっていく．また，19 世紀末から 20 世紀初めにかけ
て，物理学の世界でも，ニュートン力学の誕生以来その上に積み上げられながら発展し
てきたように見られていた物理学が，批判されるようになり，現代物理学の誕生へ向け
た動きが始まる．一方，日本からの留学生の留学先も，明治初期のイギリスやアメリカ
を中心としたものからドイツやフランスへと変化していく 50．それに伴い，日本の科学
へ影響を及ぼす国も，当初のイギリスからドイツやフランスへと変化し，多様化してい
った．
このような歴史の流れの中で，木村が『科學の原理』で論じているような 19 世紀イ
ギリスの影響を大きく受けた科学観は，その後の日本における科学観の変遷の中でどう
変化し，どう生き残ったのであろうか，あるいはまた消えていったのであろうか．今後，
日本における科学観の変遷という視点からも，木村駿吉の著作の研究を続けたい．

50

石附實『近代日本の海外留学史』ミネルヴァ書房，1972（昭和 47）年，154 頁第 15
表，205 頁第 20 表．
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エドモンド・ハレーによるセント・ヘレナ島での天体観測
Astronomical Observations by Edmond Halley in St Helena

杉本 剛

神奈川大学
Takeshi SUGIMOTO

1 いとぐち
ジェレマイア・ホロックス（c. 1618–1641）は，独自のデータ解析に基づき，ユリウス
暦 1639 年 11 月 24 日（グレゴリオ暦の 12 月 4 日）に金星の太陽面経過（略称「金星過
日」）が起こることを予測し，年長の友人ウィリアム・クラブツリー（1610–1644）とと
もに，人類史上初めての観察に成功した．ホロックスの遺稿は，何とか引き継がれ，そ
の死後に日の目を見る(1, 2)．
孤高のホロックスが礎を築いた英国天文学を，さらなる高みに引き上げたのはアイザ
ック・ニュートン（1642–1727）である．ニュートンが「宇宙の方程式」を導いた「プリ
ンキピア」初版（1687）の編集者にして，ポケットマネーから出版費用をねん出した版
元でもあるエドモンド・ハレー（1656–1742）は，ハレー彗星で有名だが，多分野にわ
たって才能を発揮した行動する科学者である．
1675 年，グリニッチに王立天文台が建てられ，初代の王室天文官ジョン・フラムステ
ィード（1646–1719）が着任して北半球の恒星の精密観測を開始した．そこでハレーは，
南半球の恒星の位置を測定することを思い立ち，1676 年にオックスフォード大学をド
ロップ・アウトし，セント・ヘレナ島に出向いて，天体観測した結果を南天星表(3)とい
う成書にまとめる．これこそが，「天文学者」ハレーの名を英国内外に高める業績であ
って，その行動は科学目的の探険の先駆けであった．しかし，このセント・ヘレナ島で
のハレーの仕事に関しては，不明な事柄が多い．そのうちの幾つかを明らかにできたの
で，報告する．なお，引用や謄写については人名の書き違いやスペルミスもそのままに
してあることをお断りしておく．
2 滞在期間と同行者の確定
ハレーが乗船したウィリアム・クラフト船長(4)の東インド会社船「ユニティ（全長 84ft・
全幅 27ft・搭乗員 74 名・大砲 26 門・総トン数 300/340 トン）」がバンタム（ジャワ島）
に向けダウンズ（英国）を出たのが，1676 年 12 月 2 日であることは記録が残っている
(5)
．1676 年 11 月発との定説は誤りである．また，航海日数および後述する手紙の文面
から，セント・ヘレナ到着は 1677 年 3 月である．
セント・ヘレナ同行者はクラークと言われていたが，フル・ネームに関する決定的資
料（HSR/Z/35/1）が 2013 年 12 月 20 日に英国海事博物館のブログ(6)で公開された．島の
統括責任者が，「ゴールデン・フリース（3 層・搭乗員 90/116 名・大砲 24/36 門・総ト
ン数 500/600 トン）」(5)のジョン・ノース船長(4)宛てに出した，ハレーとクラークを英国
まで載せていくよう要請する手紙である．画像を図 1 に，謄写を付録 2 に示す．
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図 1 ノース船長への手紙

この手紙の情報などから，このクラークのフル・ネームは James Clark という（姓の
スペルミスに注意）．同行者の氏素性をオックスフォード大学生だけに求める謂れは必
ずしもないが，同大学ゆかりなら該当者はただ一人である．資料(7)によれば
Clark, James, s. William, of Marden, Wilts, p.p.
Magdalen Hall, matric. 12 Dec., 1671, aged 16.
とある．クラークはハレーより 1 歳ほど年上で，また大学ドロップ・アウト組でもある．
また，クラークはハレーの平面天球図の作者ではないかと言われている(8)．天球図に
は，北半球の図と南半球の図がある．北半球の図に書かれたラテン語の献辞の最後には，
「・・・/IACOBUS Clerk sculp:/」(8)すなわち「ジェームズ（ラテン語でジャコブス）・
クラーク（スペルミスか）彫版」とある．図 2 には，南半球の図（後述）の作者名の部
分を示す．初版では右下に，二種類の再版では左下に，Ia: Clark sculp: ジェイ・クラー
ク彫版とある．これで，同行者の姓名のつじつまはあった．

(i)

(ii)
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(iii)
図 2 平面天球図の作者：(i)初版・(ii)再版・(iii)再版 b

図 1 の手紙の日付は 1677/8 年(9)3 月 5 日であるから，出発はそれ以降である．フラム
スティードがヨハネス・ヘヴェリウス（1611–87）宛の手紙(10)を投函したのは 5 月 23 日
で，文面ではハレーはまだセント・ヘレナにいることになっている．しかし，ハレーは
5 月 30 日の王立協会の会合に出席したことがわかっている．したがって，航海日数を
勘案すれば，ハレーとクラークがセント・ヘレナ島を発ったのは 3 月で，帰国したのは
5 月下旬であることがわかる．
3 観測所跡でのフィールド・ワーク
ハレーが天体観測をしたあたりは，いつしかハレーの山（680m）と呼ばれるようにな
る．天文台というか住居というか跡地は，南緯 15°57’31”西経 5°41’20”の所にある．
筆者は，2013 年 9 月 2 日－10 日にかけて，セント・ヘレナ島を訪れて，フィールド・
ワークした．図 3 に跡地関連の写真を示す．筆者は，好天に恵まれた．
この場所は，天文学者のデイヴィッド・ジルによって 1877 年に一度確認された(11)．
そののち再び見失われて，島の日曜歴史家たちの努力によって，1974 年に発掘され(12)，
保存されて，今日に至る．今では島の大切な観光名所である．図 3 に示す記念碑の建立
は 1977 年である．土台の石灰岩壁が残っていて，図 4 に，その平面図を示す．壁は厚
さ 40cm もある丈夫な作りである．セント・ヘレナ島には，ほとんど常にアフリカ側か
らの風が当たり，霧や雲が発生する．観測所跡は，そんな島の「風下側」に，北向きに
建っている．南天の観測には不向きだ．これ以外に，島にはハレーゆかりのものは何も
残っていない．

(i)
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(ii)
図 3 観測所跡：(i)道標と(ii)記念碑

図 4 観測所跡の平面図（上が北）：南北 10m×東西 23m で二部屋ある（歩測による）

4 観測記録の要約
ハレーの観測成果は，1679 年に星の黄緯と黄経の一覧表である南天星表(3)と平面天球
図としてまとめられる．341 の星が収められた南天星表の扉（図 5）には，南緯 15°55′
西経 7°00′とある．天体の高度だけから求められる緯度の精度は良いが，経度は 1°以上
ずれている．経度決定問題は，世紀の難問であった．南天星表には，航海士の便にと，
代表的な星の赤経および天頂からの距離一覧が付いている．更に付録として，後述する
水星過日の観察記録，月視差の精度良い幾何学的測定法，月の観察によって経度を見出
す方法などについて述べている．
すでにふれたように，平面天球図には北半球の図もあるが，顧みられることはなかっ
た．図 6 に示したように，南半球の図は幾度かの版を重ねている．初版には，セント・
ヘレナ島行きを支持してくれたチャールズ II への献辞が入っている．再版では，星の等
級の凡例が左脇に付け加えられた．さらに再版 b では，天の川の輪郭と Via Lactea の表
記が加えられた（図 7）．
チャールズ II への謝意の最大級表現は，星座の献上であった．南十字星とりゅうこつ
座の間，アルゴ探検隊の船の脇，岩に砕ける波や雲が描かれる所に，「チャールズのか
しのき座（Robur Carolinum）」を置いたのである．クロムウェルに敗れたとき，王が樫
の木の陰に隠れて難を逃れた故事にちなむ．

74

エドモンド・ハレーによるセント・ヘレナ島での天体観測

平面天球図の四隅には，小さいが重要な意味を持つ図が書き込まれている．これらが，
南天星表のフランス語版(13)では付図の扱いで，見やすい．そこで，図 8 に引用する．

図 5 南天星表

図 6 平面天球図：（左）初版・（中）再版・（右）再版 b

図 7 天の川：川の両岸の輪郭と Via Lactea の文字
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図 8 平面天球図の四隅に書き込まれた図の意味：水星過日の第 II 接触（左上）および同
第 III 接触（右上）；黄緯・黄経および赤緯・赤経の関係（左下）；三角測量の要領（右
下）

上ふたつが 1677 年 10 月 28 日（グレゴリオ暦 11 月 7 日）に起こった水星過日の要点
を示す．円は太陽面を表し，Z は天頂，N は天底である．線分 AC が黄道を，残る線分
が水星の軌道を示している．左上が午前 9 時 26 分 40 秒の第 II 接触（水星が太陽面に
入りきること）で，右上が午後 2 時 41 分 00 秒の第 III 接触（水星が太陽の縁から出始
めること）である．南天星表付録の観測結果は次のとおり：
9 時 20 分 35 秒
太陽明るく，雲なし．
9 時 26 分 17 秒
水星 太陽の縁に到来：天底より右に 10 度のところに小さな点．
9 時 27 分 30 秒
水星 すっぽり太陽に入り，東へ移動する．
10 時半ごろより雲が天を覆うも，午後 2 時ごろ再び晴れる．
2 時 38 分 39 秒
水星 太陽の縁から ひと直径のところ．
2 時 40 分 08 秒
水星の縁が太陽の縁に接触する．
2 時 41 分 00 秒
中心が天底より右に 30 度のところから出る．
2 時 41 分 54 秒
太陽の縁すべて欠けることなし．
内惑星の日面経過を利用すれば天文単位が決定できること自体は，ジェームズ・グレ
ゴリーの指摘による(14)．ハレーもグレゴリーの著作を読んでいただろうが，セント・ヘ
レナ島での水星過日観察体験こそが「これで行ける」との確証につながる．後年，天文
単位決定のための科学的探険の機運は世界に広まる．
さて図 8 に戻る．左下は，黄緯・黄経と赤緯・赤経の関係を導くのに使われる図であ
る．天辺が黄道の極を，少し低い位置が天頂を示す．両者から延びる曲線の交点にある
小さな丸が星を表す．球面三角法の応用問題である．
図 8 の右下は，三角測量の要領を示す図である．セント・ヘレナの天気は不安定で，
雲ひとつない夜空は 2 時間もてば良い方だとハレーは嘆く．そのため，恒星の位置は北
天にある位置が既知の恒星を使った三点測量の要領で，短時間で決めていった．図 8 右
下の凧形の頂点が天頂を，その下の両脇の 2 頂点は座標が既知の星を，最下点は座標が
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未知の星を表す．この位置決め法を，後年フラムスティードが槍玉に挙げる．これもま
た，球面三角法の応用問題である．
星の位置決めと水星過日以外にも，ハレーは食を観察している．フラムスティードが
ヘヴェリウス宛てに出した手紙に引用されている(10)：
・1677 年 5 月 6 日（グレゴリオ暦 5 月 16 日）の皆既月食
13 時 47 分 00 秒
半影に入る．
13 時 55 分 56 秒
半影最高潮もしくは本影への入り始め．
14 時 10 分 23 秒
本影 ポルフィリテス(15)に到達・・・約７ディジット(16)．
15 時 38 分 00 秒
ポルフィリテス 現わる．
16 時 02 分 00 秒
ベスビクス島のすべてがくっきり見える．
16 時 07 分 47 秒
ヘラクレスの崖 現わる．
16 時 26 分 00 秒
食は続く．
・1677 年 5 月 21 日（グレゴリオ暦 5 月 31 日）の部分日食
7 時 05 分 00 秒
食 未だ始まらず．
8 時 00 分 14 秒
目測で・・・6 ディジット欠けている．
9 時 00 分 26 秒
マイクロメーターの読みより 6 ディジット欠けている．
1 と 1/2．
9 時 40 分 20 秒
9 時 48 分 00 秒
食 未だ終わらず．
9 時 52 分 00 秒
たぶん食の終わり．
ハレーの観測結果を引用しているフラムスティード自身は，水星過日・月食・日食のい
ずれも，グリニッチが悪天候だったために観測できていない．
ハレーが 1677 年に大学をドロップ・アウトした理由は誰にも知る由もないが，上記
三つの特異な天体現象が起こる年に狙いを定めて，南の島を目指したことは間違いない．
5 セント・ヘレナ島から送った 4 通の手紙
1677 年にハレーが島から送った手紙は，少なくとも 4 通あることがわかっている．
フラムスティード宛の 2 通は現存しない(10)．サー・ジョナス・ムーア宛の手紙も現存し
ないが，ロバート・フックが書き写して印刷公表している(17)ので，その全文に触れるこ
とができる．現存するのは，宛先不明の 1 通だけである．
・フラムスティード宛の手紙（その 1）(10)
1678 年 1 月に届いている．水星過日についての引用がないことから，1677 年 10 月以
前に島から送られた手紙と推定される．雲に悩まされて，予定の半分も観測が済んでい
ないことを伝えている．この時点でハレーは，1678 年 8 月まで島に滞在すると伝えて
いる．食の観察については，報告している．
・フラムスティード宛の手紙（その 2）(10)
1678 年 2 月 9 日（グレゴリオ暦 2 月 19 日）に届いた．水星過日の報告があるので，
1677 年 10 月 28 日以降に島から送られた手紙である．図 8 と同様な水星過日の図が添
えられていた．天の南極近傍の一等星カノプス・アルカブ・アルケナルの黄経・黄緯を
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報告している．フラムスティードは，ヘヴェリウスへの手紙で，カノプスの黄経を 10 度
大きく書き間違えている．この時点でハレーは，1678 年 4 月には帰国したいと伝えた．
・宛先不明の手紙
ハレーがセント・ヘレナ島から書き送った手紙を所有するのは，米国の名門ハヴァフ
ォード・カレッジである．1946 年に，同校出身のジャーナリストにして作家のクリスト
ファー・モーレーが，ボストンにあるグッドスピーズ・ブック・ショップから売りに出
されていたハレーの手紙を入手して，母校に寄付したのである．モーレーが母校を卒業
する 1910 年はハレー彗星が現れた年で，学生たちは不吉に思ったという．因みにモー
レーは卒業生総代であった．電子化されて，同校図書館のブログ(18)で公開されたのは，
2010 年 4 月 5 日のことである．著名なハレー研究者のだれもが，その存在を知らなか
った手紙だ．画像を図 9 に，同図書館のご厚意で見せていただいた謄写を付録 3 につけ
る．

図 9 宛先不明の手紙（Haverford College Library のご厚意により掲載）

この手紙には天文事象は書かれていないから，相手は星に興味がない．共に机を並べ
たことがありながら，しばらく音信不通になっており，ダウンズでの見送りが久方ぶり
の再会であったことがわかる．しかも，
「代数の勉強が格段に進歩していることだろう」
という表現から，オックスフォード以前のハレーの同級生で，数学に関しては十分な教
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育の機会が与えられなかった人物像が浮かび上がる．ハレーが本音を語れる大事な友人
とは，1680–2 年のグランド・ツアーでハレーの道連れとなるロバート・ネルソン（1656–
1715）であることはほぼ間違いない．ネルソンはセント・ポールズでハレーと同窓だっ
たが，学業半ばで母に連れられドリフィールドに移り住む．そこでは聖職者から個人教
授を受けていた(19)．この手紙を受け取った頃には，ロンドンに戻って来ている．
この当時ロンドンで数学を教えるコルソンとは，ハレーのコーヒー・ハウス仲間ジョ
ン・コルソン（fl. 1671–1709）である(20)．実学の数学を学べる寄宿制学校を経営してい
た．実学の数学とは，代数・幾何の基礎から数表や計算尺の使い方，天体観測や測量な
どに至るまで，大航海時代に必要な生きる術である．
ハレーが島で東インド会社との間でトラブルに見舞われていたらしいことは知られ
ていたが，パワー・ハラスメントの具体的中身と相手の固有名詞が書かれていたとは驚
きである．この「あて先不明の手紙」の中に現れる「Beall（スペルミスか）」という人
物は，図 1 の手紙にサインしている副総督のアントニオ・ビールである．彼は，雲に阻
まれ天体観測がはかどらないことを，ハレーに能力がないからだと関係者に吹いてまわ
った．ハレーの悔しさがにじみ出ている文面である．
手紙の中に，この島に 8 か月いるとの表現があるので，島への到着が 1677 年 3 月の
ことだったことがわかる．また，1678 年 4 月には帰りたい意向を伝えている．
文末にある知人たち，ボウルズとドンについては情報がない．
・フックが書き写したムーア宛の手紙
図 10 にフックの著作の画像を，付録 4 に謄写を示す．

図 10 フックが書き写したムーア宛ての手紙(17)

1678 年 2 月 14 日の王立協会の会合で，副会長ヘンショウが，水星過日の観察につい
て書かれたハレーの手紙について発言しているので，手紙が届いたのはそれ以前という
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ことになる．手紙の宛先は，後見人の一人である王立協会のサー・ジョナス・ムーアで，
日付は 1677 年 11 月 22 日となっており，宛先不明の手紙を書いた翌日に認められたも
のである．2 月 21 日に開かれた王立協会の会合の際に，フックが内容を紹介した．
「帰国したいと思っていた今」という表現から，「1677 年 11 月」が当初の帰国予定
だったことがわかる．ハレーが 11 月に立て続けに手紙を書いたのは，第一義的に，滞
在延長を知らせるためだ．雲に悩まされて予定の半分の成果しか上がっておらず，この
ままでは帰れないというわけである．しかし，水星過日の観測，とくに第 II 接触と第 III
接触の両方を観察できたことは，格別な成果だったろう．英国での観測結果と比較すれ
ば，セント・ヘレナ島の経度が決定できることも指摘している．
同行者のクラークのスペルは，Clerke でも Clarke でも Clerk でもなく，Clark である．
6 むすび
ハレーのセント・ヘレナ島滞在期間の確定，同行者クラークの素性の推定，唯一現存
する手紙がロバート・ネルソン宛との確証に近い仮説提示を行った．それとともに，食
などの天文現象の観察結果を邦文化した．なお南天星表本体を邦訳する替わりに，ハレ
ー自身が書いたと思われる書評を付録 1 に訳出しておく．その後のハレーの大活躍はい
うまでもないが，金星過日による天文単位決定法および月距離による経度決定法につい
ては，セント・ヘレナ島での天体観測の経験からの産物であることは強調しておきたい．
[エンド・ノート]
(1) クリスチャン・ホイヘンス（1629–95）は，1661 年 5 月 3 日の水星過日を訪問先
のロンドンで王立協会員たちと観察した．ヘヴェリウスが自らの水星過日の観測
結果を印刷公表するであろうことを知った王立協会から，ホイヘンスはホロック
スの遺稿を渡され，その印刷を託される．帰国後ホイヘンスはヘヴェリウスに手
紙を書き（書簡 885），ホロックスの遺稿を送る．ヘヴェリウスの成書 Mercurius
In Sole visus Gedani (Gdansk, 1662) のうち 111–145 頁が Venus In Sole pariter visa で
ホロックスの金星過日観察記録である．
(2) ケンブリッジ大学でホロックスと同窓だったジョン・ウォリス（1616–1703）は，
王立協会からの依頼を受け，金星過日以外のホロックスの遺稿の編集を担う：
Jeremiae Horrocci Liverpoliensis Angli ex Palinatu Lancastriae Opera Posthuma
(London: Royal Society, 1673).
(3) Edmond Halley, Catalogus Stellarum Australium (London: Thomas James for R. Harford,
1679).
(4) 船長についての記載は次の 189 および 585 頁：Anthony Farrington, A Biographical
Index of East India Company Maritime Service Officers: 1600–1834 (London: British
Library, 1999).
(5) ゴールデン・フリースとユニティについては次の 281 および 671 頁：Anthony
Farrington, Catalogue of East India Company Ships’ Journals and Logs: 1600–1834
(London: British Library, 1999).
(6) http://blogs.rmg.co.uk/library/2013/12/20/newly-acquired-manuscripts-catalogued-2013/
(7) Joseph Foster, Alumni Oxonienses: The Members of the University of Oxford, vol. I
(Oxford: Oxford University Press, 1891).
(8) Deborah J. Warner, The Sky Explored: Celestial Cartography, 1500–1800 (New York:
Alan R. Liss, Inc., 1979).
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(9) ユリウス暦とグレゴリオ暦との違いがあるため，年初は「1677 年から 1678 年に
かけて」の意味で「1677/8 年」のように表記する習慣であった．
(10) ハレーがセント・ヘレナから出したフラムスティード宛の手紙は，後述するフラ
ムスティード書簡集の（302）と（310）であるが，いずれも現存しない．（302）
の内容は，ジャマイカ在住バウチャー宛書簡（321），サヴィル記念天文学教授エ
ドワード・バーナード宛書簡（323）およびへヴェリウス宛書簡（335）にある引
用から，うかがい知ることができる．（310）の内容は，リチャード・タウンレイ
宛書簡（325），バーナード宛書簡（326）およびへヴェリウス宛書簡（335）にあ
る引用から，うかがい知ることができる．これらの書簡は次に収められている：
The Correspondence of John Flamsteed, First Astronomer Royal, vol. I, ed. Eric G.
Forbes, Lesley Murdin, and Frances Wilmoth (London: Institute of Physics Publishing,
1995).
(11) Mrs. Gill, Six Months in Ascension (London: John Murrey, 1878).
(12) W. G. Tatham and K. A. Harwood, “Astronomers and Other Scientists on St. Helena,”
Annals of Science 31, no. 6 (1974), 489–510.
(13) Jean Baptiste Coignard, Catalogue des estoilles ou supplement du Catalogue de Tycho
(Paris: Imprimeur du Roy, 1679).
(14) 命題 87 の注解で内惑星による天文単位決定について明示しているのは次の著作：
James Gregory, Optica Promota (London: F. Hayes for S. Thomson, 1663).
(15) 月の地名を現代名と対照すると，「ポルフィリテス山」＝「嵐の大洋」の「ウィ
ストン連峰」あたり，「ベスビクス島」＝「中央の入江」の「トリスネッカー
（クレーター）」，「ヘラクレスの崖」＝「未開の入江」の「グーテンベルク峡
谷」あたりとなる．ハレーが使っている呼び名は次に拠る：Johannes Hevelius,
Selenographia (Gdansk, 1647).
(16) ディジットは食による欠け具合を表す単位で，視直径の 12 分の 1 に相当する．
(17) 次の 75–7 頁：Robert Hooke, Lectures and Collections (London: Royal Society, 1678).
(18) http://blogs.haverford.edu/special/2010/04/05/edmond-halley-letter-streaks-across-ourimagination/
(19) C. F. Secretan, Memoirs of the Life and Times of the Pious Robert Nelson (London: John
Murray, 1860).
(20) このジョン・コルソンは，5 代目ルーカス記念教授ジョン・コルソン（1680–
1760）とは別人である．次の二著による：E. G. R. Taylor, The Mathematical
Practitioners of Tudor & Stuart England, (Cambridge: Cambridge University Press, 1954);
John Gascoigne, “Sensible Newtonians: Nicholas Saunders and John Colson,” in From
Newton to Hawking, ed. Kevin C. Knox and Richard Noakes (Cambridge University Press,
Cambridge, 2003).
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付録 1 エドモンド・ハレー「南天星表」書評
勤勉で最も正確な著者は，これら彼の観測結果を序文を添えて紹介した．そこに記さ
れるのは，彼のこの観測によればかくも明らかであると，すなわち今日伝わっているす
べての星表は天体の運行を計算するに欠陥がある：これら星表に基づく計算よりも，土
星はずっとずっとゆっくり動き，木星はもっと速く動く．ここにおいて，著者はこれら
を正さんとするに及んだ．しかし，ただちに見越したことに，事は恒星のより正確な目
録なしではうまくなしとげようもない．そうした活動はすでに他の優れた手によって担
われている．それゆえ著者が自らに課すことを選んだのは，南の極近くおよび我らが地
平線の外にある恒星の位置を正確に示すことだった．これを，著者が知るように，本格
的な装置をもって実行した者はいないのである．ブラウが天球図を正すのに用いたと称
するスマトラでの観測でフレデリック・ホウトマンが使った装置がなんであるか，我ら
が著者は知らないけれども，その天球図と今回の目録とを比べれば，ホウトマンが天文
学をほとんど理解していないことは明らかと述べる．そして熟慮の結果は，また立派で
誉れ高い多彩な人々――我が協会のブラウンカー卿，サー・ジョセフ・ウィリアムスン，
サー・ジョナス・ムーアほか国王にいたるまで――から承認と激励を受けて，著者は彼
の目的に合致した装置を携えた．これらについて特に言及し，描写している．これらを，
彼がいうには，細心・最大の注意を払って，皆知る報告に反して厚い雲に覆われたセン
ト・ヘレナの空に活用したのであった．それが証拠に，チコ星表には略されていた約 350
の恒星を回復したのであった．彼が真に配することができたと考える位置は，前述の星
表に取り上げられていたいくつかの星の位置であったり，そうでなかったりした．旧星
表による黄道の傾斜が 23 度 31 分 30 秒との推定値は――この著者にいわせれば――大
きすぎる．彼は全球の修正を計画したわけではなく，それが，二分の一分以内だとも，
いくらの大きさの傾斜であるかとも，まだ明らかになっていないので，彼自身の目録が
いかなる傾斜にでも下方修正されうることから，彼はこのことに手出しするのはふさわ
しいことではないと考えた．
前書きに続くのは観測結果そのものである．著者は彼自身の結果を，クラヴィウスの
「サクロボスコ天球論注解」およびバルチウスとケプラーによる「ルドルフ表」といっ
た古い目録に付け加えたのである．これらと著者の観測結果とを比較すれば，太古の天
球がほとんどいたるところ，この天空とはいかに異なることか明々白々である．これら
の観測結果から著者は論を進めて，崩壊可能性，もしくは少なくとも恒星の移ろいやす
さについてある種の予想を立てる．
次は南の恒星の赤経および極からの距離の表で，航海士の用のためである．
ここに来て付け加えられるのが，我らが著者による水星の観測結果である．すなわち
「1677 年 10 月 28 日の水星過日――附 太陽視差を求める試み」
ここで立てられた彼の予想は太陽視差についてで，前述の前書きで，こういう，もし
水星の交点の位置が一度知れれば，彼の水星の観測結果より，太陽視差を推定しうると．
ここに来て，我らが著者によって付け加えられるのが
「月視差のための幾つかの準幾何学的方法の研究」
この中で三つの事柄が提案され，とりわけ――著者が彼の前書きで述べているように
――同じ事柄を見出す最良の方法とは，セント・ヘレナとヨーロッパとで同時刻に計測
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された月の子午線高度を比べることであろう．
結びの章の標題はこうである．
「幾つかの月理論改善策に関する考察」
ここでは――前述の前書きで述べられているように――天文学は現在この上もなく
不完全である．さらに，これまでの発見によって，我々は，場所の経度を見出す最も正
確な方法に導かれることであろう．
Philosophical Transactions 12 (1677–8): 1032–4.

付録 2 ノース船長への手紙（謄写）
St: Hellena March ye 5th: 1677/8
t

Cap : North
Sr: upon Recomm’dation & advise from our Honobl: Masters wee Intreate you would Receive
ono Bourd yor: Shippe Mr: Edmond Halley & Mr: James Clarke & Lette them have their passage
for England upon such tearmes as you shall thinke fitte to agree with them,
Gregory Field
Antho: Bealle; &&
Fransis: Moore;
Robert Swallow

付録 3 宛先不明の手紙（謄写）
St Helena Novemb 21st 1677
Dear Sr
The honour you have done me, in taking notice of that acquaintance, which the community
of our studies contracted, when I might well have been forgotten, though ye long absense I suffered
from you, togather with that as to extraordinary favour I recd from you, by the lre you were
pleased to send me in the Downs, makes me believe that the newes of my welfare will not be
unacceptable to you; these therefore may informe you that ever since my departure, I have enjoyed
my health, as well or rather better than in England, both on the sea, and in the Island, the air
whereof is so agreeable to English bodies, that the greatest intemperance will scarce make a man
sick, so that of near upon three hundred people that are on the Island, there hath but one died of
any distemper in the eight month time that I have been here: The island lies in the Torrid Zone as
it pleased the ancients to call it, but I assure you it is not inhabitabilis estu but even under the line
the heat doth not exceed temperature; and had I the company and accommodations here that
England affords, I should prefer a habitation here where neither heat nor cold infest us, I can find
no fault with the Island, but only that it is not favourable to my purpose for we are almost

83

『技術文化論叢』第 18 号（2015 年）

continually covered with clouds, which hinder us from the sight of the starrs, sometimes for six
weeks togather, so that I am almost persuaded, I must returne without the full accomplishment of
my intents, wch will be the greatest trouble to me, that can possibly happen, by reason I shall give
the world cause to judg hardly, and censure me for failing in a thing I had undertaken, but to all
those that know me, I have the confidence to think, that it will not be attributed either to want of
skill or endeavour that I am so unfortunate; In the mean time I doubt not but your Mathematicall
studies make a better progress, under the Conduct of Mr Colson, who I believe will make good
the Character I give you of him: and I hope I shall find you well advanced in algebra by my return
which will be as I suppose in Aprill, for I have not the least encouragement to stay here, being
quite in despair of weather for my purpose, and being troubled by one Beall ye Deputy Governour
who is the most malicious person I ever conversed with, and who has abused me in the basest
manner Imaginable, and disparages me to all the Commanders that come here, making them
believe that I conceale my inabilitie, to perform my business, under pretence that the clouds hinder
me, which aspersion may gain credit with those who know me not, and do me some injurie among
his friends: I pray remember my respects to your friends whom you made me known to viz Mr
Boles and Mr Donne whom you may certifie of my welfare: So wishing you all health and
happiness I remain.
Sr your ever assured friend & Servt
Edm: Halley:.

付録 4 フックが書き写したムーア宛の手紙（謄写）
St Helena, Novemb. 22. 1677.
Honored Sir,
You may with reason wonder that I should so long be negligent to write to your Worship, to
give you an account of my proceedings since my departure from you, seeing that in the business
I am now engaged upon, the Honorable Sir Joseph Williamson, his Majesties Principal Secretary
of State, and your self are my only Patrons: but I have not been unmindful of my Duty in this
particular, only I delayed, that what I sent you might not be altogether inconsiderable. I hoped
still that we might have some clear weather when the Sun came near our Zenith, that so I might
give you an account that I had near hand finished the Catalogue of the Southern Stars, which is
my principal concern; but such hath been my ill fortune, that the Horizon of this Island is almost
always covered with a Cloud, which sometimes for some weeks together hath hid the Stars from
us, and when it is clear, is of so small continuance; that we cannot take any number of
Observations at once; so that now, when I expected to be returning, I have not finished above half
my intended work; and almost despair to accomplish what you ought to expect from me. I will
yet try two or three months more, and if it continue in the same constitution, I shall then, I hope
be excusable if in that time I cannot make an end. However it will be a great grief to be so far
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frustrated in my first undertaking: I have notwithstanding had the opportunity of observing the
ingress and egress of Mercury on the Sun, which compared with the like Observations made in
England, will give a demonstration of the Suns Parallax, which hitherto was never proved, but by
probable arguments. Likewise I have seen those two Eclipses, one of the Sun, the other of the
Moon in May last, both which I send you, but the mighty winds, and extraordinary swift motion
of the Clouds hindred the exactness of the Observations. That of the Moon my help for the
difference of our Meridians, which is 7 degrees to the Westwards of London: but it may more
curiously be found by Mercury sub Sole. There are three Stars of the first Magnitude that never
appear in England, but none near the South Pole of any brightness, except one of the third
Magnitude, which is about ten degrees distant from it. The two Nubeculae called by the Saylors
the Magellanick Clouds, are both of them exactly like the whiteness of the milky way lying within
the Antartick Circle; they are small, and in the Moon shine, scarce perceptible; yet in the dark the
bigger is very notable. I need not relate unto you the temperature of the Weather for heat and cold
here in the Torrid Zone, you your self having long since had experience of a Latitude little
different: only this I shall certifie you, that ever since I came to this Island, we have had no weather
that is hotter than the Summer of England is ordinarily. Mr. Clark is a person wonderfully assistant
to me, in whose company all the good fortune I have had this Voyage consisteth, to me all other
things having been cross: nevertheless I despair not of his Honors and your Worships favour,
which alone is sufficient to encourage me to bear with patience these disappointments, and expect
some fitter opportunity.
I am your Worships most obliged Servant, and true Honorer,
Edmund Halley.
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ウィリアム・ヒューエルの科学観

勝屋 信昭

中島 研究室
Nobuaki KATSUYA

第 1 章 序章―問題設定と先行研究―
村上陽一郎は，前科学期，プロトタイプ期，ネオタイプ期という科学の時代区分を提
案している 1．プロトタイプ期までの研究のあり方は科学者個人の好奇心に発するもの
であったが，ネオタイプ期において科学研究はクライアントを持つ活動に変化した．本
論文の目的は，前科学期からプロトタイプ期への移行が起こった 19 世紀に活躍したウ
ィリアム・ヒューエル（1794–1866）の科学観の分析とヒューエルが果たした役割の考
察を行うことで，プロトタイプ科学の形成過程の一端を理解することである．
最近のヒューエル研究は，1960 年代の反実証主義科学哲学者によるヒューエルの再
評価から始まり，1980 年代以降のヴィクトリア時代の科学の社会史的な研究で注目を
浴びるようになった．2000 年にはヒューエル全集も出版され，最近の 25 年間で 7 冊の
ヒューエルに関するモノグラフが出版され，ヒューエル研究は活発になっている 2．
第 2 章 19 世紀イギリスの科学・宗教・社会
この章では，ヒューエルの科学観を考察するに必要となる 19 世紀のイギリスの歴史・
科学・宗教・社会に関して説明している．ヒューエルが活躍していた 19 世紀中盤のイ
ギリスは，産業革命による政治・経済状況の変化に対応するための｢変革の時代｣であっ
た．一方で長期間に渡る戦争のため巨額の財政赤字をかかえ，政府による科学への投資
が困難であった．フランス革命への失望から，バーク的な改革派保守思想やロマン主義
思想の時代でもあった．ドイツ，フランスにおける科学の発展に危機感を抱いた科学者
はイギリス科学振興協会を設立して，科学者のネットワークを強化し，社会におけるプ
レゼンスを高めようとしていた．当時のイギリスでは自然神学が，大学や一般向けの講
演で広く浸透していた．自然神学を支持していたのは，国教徒のなかでも広教会派とい
われるメンバーで，自然科学研究も広教会派系の聖職者が中心になって行われていた．
特にヒューエルを中心とするケンブリッジ・ネットワークと呼ばれる研究者達がこの時
代の科学をリードしていた．19 世紀の初頭は，科学は文化の一部であり．位置づけも周
辺的なものであった．しかし，19 世紀の末には科学の職業化が進み，科学は文化から独
立した存在になる．19 世紀中盤まで支持されていた自然神学もダーウィンの進化論に
より否定され，科学の脱宗教化が英国でも進むようになる．
第 3 章 ヒューエル像
ヒューエルは大工の息子として生まれ，奨学金をもらってケンブリッジ大学のトリニ

1
2

村上陽一郎『文化としての科学／技術』岩波書店，2001 年．
本紀要の拙稿「ウィリアム・ヒューエルの最近の研究動向について」参照．
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ティ・カレッジに入学した．卒業試験は 2 番であったが，翌年，カレッジのフェロー試
験に合格してフェローになる．その後，鉱物学教授（1828–1832），道徳哲学教授（1838–
1855）になり，『帰納諸科学の歴史』（1837），『帰納諸科学の哲学』（1840）という
大著を出版した．1841 年にトリニティ・カレッジの学寮長になり，死ぬまでその職にあ
った．ケンブリッジ大学の副学長にも 2 度選ばれている．ヒューエルはポリマス(博識
家)で，数学，物理学，科学哲学，経済学，道徳哲学，建築史，文学等多岐に渡る著作が
ある．そのため，ヒューエルの全体像を理解することは，現代の専門が細分化された学
者にとって困難になっていて，従来のヒューエル研究は，断片的な研究が多かったが，
最近は，包括的な研究も増え，ヒューエルの全体像を理解する試みがなされている．ヒ
ューエルの全体像を理解する上で重要なポイントとして，科学哲学者，ニュートン的ニ
ュートン主義者，教育者であることを本論文では主張している．ヒューエルは，経済学
や道徳哲学の研究を行っているが，これらの研究の動機は科学方法論にあり，これらの
関心から方法論に興味を持ったのではない．ニュートンの影響から 18 世紀には様々な
ニュートン主義がヨーロッパに広まったが，ヒューエルは神学を基礎としてフランスと
は違うニュートン主義者であった．従って，科学と神は切り離されていなかった．ポリ
マスとしての活躍のみならず，教育者としてケンブリッジ大学における数学教育改革，
教養課程改革，研究機能の強化等で業績を残していることにも着目するべきである．
第 4 章 『帰納諸科学の歴史』
『帰納諸科学の歴史』は科学哲学の研究のために書かれたものである．諸科学の発展
の歴史を考察することで科学的真理を獲得する科学方法論を導き出そうとしている．具
体的には 17 の諸科学の歴史を，プレリュード，帰納エポック，後続という 3 段階の発
展モデルを使って分析している．分析の結果として，多くの諸科学が帰納エポックの段
階にまだ到達できていないことを明らかにした．ヒューエルは，啓蒙主義の歴史観とは
異なり，中世を反啓蒙の時代として一概には否定せずに，中世のスコラ哲学や技術の進
歩が科学の発展に役に立っていると肯定的に評価している．
第 5 章 『帰納諸科学の哲学』
ヒューエルの科学哲学は，イギリスの経験論とカントの観念論を統合しようとした意
欲的なものであった．事実を収集すれば科学が成立するという経験論的な見方を排し，
理論の重要性を主張している．諸科学の基礎としての「基本的観念」という考え方を導
入し，この観念がより明確になること，もしくは新たな観念が見つかりそれに関係する
新しい科学が増えることが科学の進歩であると考えた．
ヒューエルはベーコンの『新機関』の 19 世紀版を執筆しようとしていた．『帰納科
学の哲学』の第 3 版は，3 部に分かれるが，科学方法論を述べた部分のタイトルを『改
訂版新機関』としている．ヒューエルの科学方法論は，ベーコンの帰納法を刷新しよう
としたもので，概念による事実の統括が，ヒューエルが定義した帰納法であった．今ま
での観察データを概念によって関係づけることによって科学的発見はなされる．しかし，
理論の検証は発見とは別の過程であり，簡単に真偽を判定できないと考えていた．
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表 1 帰納諸科学の分類（抜粋）
科学大分類
Formal

Mechanical Primary

科学的観念

諸科学
Formal Astronomy,

Space, Time

Geometrical Optics

Palaetiological

Copernicus,
Kepler

Mechanics,

Galileo,

Cause

Physical Astronomy

Newtown

Electricity,

Medium,

Magnetism,

Composition/

Galvanism

Decomposition
Classificatory

Hipparchus,

Matter and Force or
Matter and Force +

Mechanico-Chemical

Epoch

Classifying,

Systematic Botany,

Naming

Systematic Zoology

Historical Causation

Geology

Davy,
Faraday

Caesalpinus

第 6 章 ヒューエルの科学観
ヒューエルの進歩観は，単純な啓蒙主義的な歴史観ではなく，進歩と伝統のバランス
を重んじる政治史におけるホィッグ主義であり，方法論としては，「真の帰納法」を目
指し，イデオロギー的には反実証主義であった．

知識

自然科学

社会科学

方法

帰納法

認識論

基本的観念・自然神学

道徳科学

図 1 ヒューエルの科学哲学体系図

ヒューエルの学問論の体系を図 1 に示す．ヒューエルの認識論は自然神学を基礎とし
ている．ペイリーの自然神学は，神の存在は，自然界に見られるデザインをみれば明ら
かであるという素朴なものであった．ヒューエルは，自然神学と基本的観念を組み合わ
せて，理性による自然認識の妥当性を，神のデザイン・自然法則・人間の理性の 3 者の
等式を精緻化することで与えようとしている 3．つまり，基本的観念は，神が世界を創
造したときに使用したデザインのパターンであり，この基本的観念は，人間理性にも備

3

吉本秀之他『科学と国家と宗教』平凡社，1995 年，185 頁．
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わっている．しかし，基本的観念はジャームの形で人間に与えられているので，人間は，
多くの事実を集め，概念を明晰化することで，神から与えられた基本的観念を少しずつ
明らかにすることができる．知識に関しては，ヒューエルは，表 1 からわかるように基
本的観念のいくつかの集合と諸科学が対応すると考えていた．ヒューエルは自然科学以
外の知識の獲得にも帰納法が適用できると考えていた．ヒューエルはコントと違って，
諸科学間の階層構造は考えていなかった．
ヒューエルは，科学と技術が混同されることに危機感を持っていた．19 世紀は技術
により世の中は大きく進歩した．普通の人はそれを科学の勝利と受け取ったが，ヒュー
エルは，科学はあまり進歩していないと考えていた．ヒューエルはイギリス人が科学に
効用ばかり追求すると科学が停滞すると危惧していた．
第 7 章 新しいヒューエル像
第 7 章では，「アカデミズム科学」とヒューエルの関係について考察する．「アカデ
ミズム科学」という言葉は，村上の｢プロトタイプ科学｣とほぼ同じことを意味している，
ラベッツの用語である．ラベッツによれば，「アカデミズム科学」は，広範囲な社会的
利益への確信，真理追求を支える倫理，紳士の自律的共同体で営まれる研究，研究成果
「アカデミズム科学」
がそのまま科学者の個人的財産という４つの特徴を有している 4．
成立以前のイギリスでは，科学活動は草の根的な活動であり，科学の活動間の関連や全
体像が欠如し，大学は科学活動における中心的な役割を担っていなかった 5．
ケンブリッジ大学の自然科学への取り組みは 18 世紀にニュートン自然哲学を教える
ことから始まった．18 世紀末にペイリーの自然神学が導入される 6．ペイリーの自然神
学では様々な自然現象が紹介されており，自然誌の入門書でもあった．フランスの解析
学のケンブリッジ大学への導入は，ヒューエルもメンバーであった解析協会によって達
成され，数学トライポスが改革された．1820 年にケンブリッジ哲学研究会が発足し，大
学で研究成果が発表できるようになり，大学教授職も閑職から最新の科学を理解してい
ることが求められるようになる．その例は，ヒューエルの鉱物学教授，セジウィックの
地質学教授等を挙げることができる．このような，教授職のレベルアップ，社会からの
自然科学への要求の高まりを受けて，自然科学トライポスが 1851 年に導入された．1856
年に非国教徒の学生の入学，卒業が可能になった．大学のスタッフに非国教徒を受け入
れるのは 1871 年からである．1874 年の物理学のキャヴェンディッシュ研究所が寄付に
よって設立され，初代所長にマックスウェルが就任する．この研究所はその後，多くの
ノーベル賞受賞者を輩出する．
本格的な自然科学研究は実施されたのは研究所の設置以後だとしても，ヒューエルが
トリニティ・カレッジで教育に携わっていた時代に（1817 年から 1866 年），ケンブリ
ッジ大学で自然科学を研究する体制が整っているのがわかる．

4

5
6

ラベッツ（中山茂訳）『批判的科学 産業化科学の批判のために』秀潤社，1977 年，54–
55 頁．
フラー（中島秀人監訳）『我らの時代のための哲学史』海鳴社，2009 年，112–113 頁．
吉本秀之他『科学と国家と宗教』平凡社，1995 年，125 頁．
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ヒューエルは，この研究体制の確立に関して 4 つの貢献を行っている．1 番目は科学
のビジョンを提示し，その実現に大学が必要であることを理解させたことである．2 番
目は，自然科学の教育の場へ大学を改革したことである．ヒューエルは自然科学教育を
ケンブリッジ大学における伝統的な教養教育に含めることを主張し，大学のリーダーと
してそれを実現した．3 番目は，大学が自然科学の真理の探究の場所というイメージを
内外に納得させることであった．地質学や歴史学の発達により啓示神学の研究は弱まり，
自然科学研究の重要性が増大し，神学研究的な態度で自然科学の真理の探究を行うこと
が可能になった．4 番目は，自然科学研究者の育成である．
これらの業績からわかることは，ヒューエルがケンブリッジをアカデミズム科学の拠
点にすることに大きな貢献をしたことである．そしてケンブリッジ大学は，先に述べた
アカデミズム科学の４つの特徴を備えていた．フラーは，ヒューエルを 19 世紀の「コ
ナント」と「コイレ」と呼んでいる 7．科学のイメージの確立はコイレに相当するが，
大学を改革し人材を育てた部分はまさにコナントである．
ヒューエルというと「Scientist」という言葉を発明した人物として，かろうじて我々
の記憶に留まっているが，実は今日のアカデミズム科学そのものを確立した人物こそヒ
ューエルである．ヒューエルは，野家が主張した 19 世紀後半に確立した「科学のアイ
デンティティ」8の張本人ではなかった 9．ヒューエルが理想としていた国家から自立し
た「アカデミズム科学」は，国家に依存した「科学」へと 19 世紀の後半から 20 世紀に
かけて変貌し，「科学のアイデンティティ」も変化したのである．

7
8
9

フラー（中島秀人監訳）『我らの時代のための哲学史』海鳴社，2009 年，112 頁．
野家啓一『パラダイムとは何か』講談社，2008 年，67 頁．
野家啓一『パラダイムとは何か』講談社，2008 年，71 頁．
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William Whewell’s Idea of Science
Nobuaki KATSUYA
William Whewell (1794–1866), a scientist, a historian of science and a philosopher of
science, is famous for coining the word “scientist.” Researchers of Whewell have each generally
focused on a part of his identities. Not many have tried to understand what he really was as a
whole. As the number of the scholars who study Victorian science has been increasing since 1980,
attempts to study Whewell as a whole in the social context of science in the 19th century are
increasing. This thesis is following this trend.
The Second Scientific Revolution created a more specialized, professionalized science in
th
the 19 century according to Thomas Kuhn. This science was similar to modern science. By
analyzing Whewell’s idea of science we can understand what science was before the Revolution.
This thesis, first, starts with a critical review of Whewell studies, then it looks at the life
of Whewell, social history of British science in the 19th century, and Whewell’s major writings
on the history and philosophy of science.
Secondly, it analyzes Whewell’s idea of science is by a comparison with other ideas of
science in the end of the 19th century. His view is different because his view was influenced by
Romanticism and the contemporary historiography. He was critical of the Enlightenment idea of
history of science. His scientific methodology is against Lockean empiricism. In a word he is an
anti-positivist.
Thirdly, it discusses a new understanding of Whewell. He was a reformer of education
and research of Cambridge University. He was also a natural theologian. Through all these,
Whewell succeeded in establishing the foundation of Academic science at Cambridge. To
understand him as the founder of Academic science, an STS perspective is useful. In fact,
Whewell himself was a sort of proto-scholar of STS and its practitioner of his time.
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The Construction Process of Japan’s Center of Excellence
(COE) Programs
中島 研究室
劉 翹楚 LIU Qiaochu
Introduction
With its economy stagnant, the criticism on the quality of higher education increasing,
and the birth rate decreasing, it has become all the more important for Japan to encourage basic
research and innovation through competitive funding and thereby to improve its overall academic
quality. In order to achieve that, Japan has launched a series of “Center of Excellence” (COE)
programs, among which the 21st Century COE and the Global COE (GCOE) Programs are the
most widely discussed. According to the definition given by Japan’s Ministry of Education,
Culture, Sports, Science & Technology (MEXT), a center of excellence should have the following
characteristics: generating state-of-the-art research achievements; having first-class scientists and
researchers; providing advanced equipment and facilities; establishing national information
centers; possessing support system and establishing good scientific environment.
Concerning the construction process of these programs, two major issues have been
raised. First is how the construction of these programs interacted with the context of Japan’s
science and technology policy. Second is what its benefits and deficiencies are, which is crucial
in deciding whether such programs can work in other countries. Following those two questions,
this study tries to: analyze the formation and development of Japan’s COE in the context of
science and technology policies.
Chapter 1 A Brief History of Japanese Science and Technology Policies
Japanese science and technology (S&T) policies did not come into being until after the
World War II. According to the Historical Review of Japanese Science and Technology Policies,
it can be divided into four stages: the age of foreign technology introduction (1945–1959), the
age of technology independence (1960–1969), the age of technology development (1970–1979),
and the age of creating new values (1980–1989).
From the 1990s, Japanese S&T policies entered a brand new stage, marked by the
enactment in 1995 of the Science and Technology Basic Law as the turning point. Based on the
Law, Japan made S&T Basic Plans every five years. The 1st Basic Plan regarded science and
technology as a matter of benefit to society. The 2nd Basic Plan set some policy priorities such
as promoting basic research, setting four priority areas for special support 1 , initiating S&T
reforms including doubling the amount of competitive funds, encouraging S&T to make
contributions to economy and society. The 3rd Basic Plan further highlighted the importance of
basic research, developing priority fields selected in the 2nd Plan, and improving university
competitiveness through building national innovation system and increasing innovation output.
In general, the trend of Japanese S&T policies is to continue emphasizing on basic research,
economic values, setting priority scientific areas, and using competitive funding. At the same
1

These areas are: life sciences; information and telecommunications; the environmental
sciences; nanotechnology and material science.
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time, the traditional concept of “S&T policy” has been transformed into a new concept of “S&T
based Innovation policy.”
Chapter 2 The Evolution of COE Programs
As a matter of fact, the idea of establishing centers of excellence has been put forward in
as early as the 1980s based on the status of Japan’s science and technology at that time by
Professor Inose of the University of Tokyo, although it was substantially different from the COE
programs actually launched later by the MEXT. The then COE program as a whole is comprised
of three sub-programs, namely: the “COE Construction Program,” the “21st Century COE
Program,” and the “Global COE Program.” However, the COE Base Construction Program is
nothing compared with the subsequent 21st Century COE and the GCOE Programs in terms of
either scope or investment amounts.
In 2001, the MEXT published a memo titled “Guidelines for Restructuring the (National)
University System,” known as the Toyama Plan, announcing in its basic policy the target to select
the top 30 universities for special treatment. However, it was widely felt that national universities,
especially the seven former imperial universities, would have an advantage unfair to other
institutions. As a result, the Toyama Plan evolved into the 21st Century COE Program, which
specified world-class research units rather than universities. Eligible applicants are PhD-level
departments of graduate schools including collaborating departments and university-attached
research institutes. Five priority areas 2 were selected in 2002, five areas 3 in 2003, and 1 more
priority area 4 in 2004, respectively. The funding period was five years in principle, and 274
centers from 94 universities were selected.
The global COE program, which started in 2007, has distinguished itself from its
predecessor in two aspects: stress more on education than research, and stress more on
international competitiveness. Eligible applicants were PhD-level departments of graduate
schools or university research institutes. Five priority areas 5 were selected in 2007, five 6 in 2008
and one 7 in 2009, as corresponding with the 21st Century COE. The funding period was also five
years.
Chapter 3 Operation of the 21st Century COE and Global COE Programs
This chapter explains the selection mechanism, evaluation mechanism, and the
distribution of selecting results in different universities. For the selection mechanism, both of
these programs have a “COE program committee” set in the Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS) and a category-specific sub-committee. As for the evaluation mechanism, both of
them have a two-year point interim evaluation and a post-project evaluation. As for the selecting
2

3

4
5

6

7

Life sciences; chemistry, material sciences; information sciences, electrical and electronic
engineering; humanities; interdisciplinary, combined fields, new disciplines.
Medical sciences; mathematics, physics, earth sciences; mechanical, civil, architectural and
other fields of engineering; social sciences; interdisciplinary, combined fields, new disciplines.
New scientific fields.
Life sciences; chemistry, material sciences; information sciences, electrical and electronic
engineering; humanities; interdisciplinary, combined fields, new disciplines.
Medical sciences; mathematics, physics, earth sciences; mechanical, civil, architectural and
other fields of engineering; social sciences; interdisciplinary, combined fields, new disciplines.
Interdisciplinary, combined fields, new disciplines.
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results’ distribution in universities, national universities have got overwhelming advantages
compared with public and private universities. The total approval rate of the 21st Century COE
program is 19.6%, while the approval rate of centers in national universities is as high as 74.5%;
similarly, the total approval rate of the GCOE program is 18.9%, while the approval rate of centers
in national universities is up to 80%. Furthermore, the results concentrated especially in top
ranking “elite” universities.
Chapter 4 Opening the “Black Box” of COE Programs
By opening the “black box” of COE Programs, features of these programs are unveiled.
The first one is responding to S&T policy. This feature is mainly reflected in two aspects. The
first is the time of the introduction, as the COE Base Construction Program was introduced around
1995, just the same time as the S&T Basic Law appeared on the historical stage; likewise, the
21st Century COE Program started in 2002, right after the introduction of the 2nd S&T Basic
Plan. The second is the close association between the operation of COE and some key points
stipulated in relevant S&T policies. For example, both of the 21st Century COE and the GCOE
programs set priority areas, give support to PhD students, use competitive funds, and highlight
economic values of innovation outputs, all stipulated in the S&T Basic Plans.
The second feature is that all the COE programs function as a system. Each program has
relationship with its predecessors and successors with its own characteristics. For example, both
of the 21st Century COE and GCOE programs are under the direct drive of the MEXT and have
program committees set in the JSPS for evaluation. Besides, the eligible applicants of 21st
Century COE and GCOE programs are both disciplines that can confer the Doctor’s degree.
Last but not least, we can also see from the selecting results that after the Toyama Plan
was terminated for concerns about its “Top 30” approach being unfair to private universities, the
trend was still to pick up a handful of “elite universities,” and as a result the imbalance distribution
intensified universities’ hierarchical differentiation.
Three questions explore deeper reasons for the construction of COE programs. The
questions are: whether the COE Programs are good for innovation; whether they are good for
basic research and academic autonomy; and whether the implementation of these programs may
lead to “competitive efficiency.”
It is interesting to notice that most of the Chinese studies on the COE programs consider
them as successful. They regard the increasing number of employed young researchers,
publications, and international conferences as indicators of innovation. In contrast, the Japanese
think it has in fact hindered the innovation because: first, innovation itself is a “black box” which
can hardly be achieved under the existing “top-down” COE system; second, the quantity of
scientific papers and personnel cannot be directly translated into innovation; third, the slogan of
innovation exerts an overemphasis on economic returns, which is bad for the development of
some high-risk but groundbreaking research; forth, the time-consuming procedures hinder
innovation.
Most of the Chinese studies also regard the supportive areas of COE programs as basic
research. However, their Japanese counterparts point out that too much emphasis on market
values and immediate economic returns may result in the unwillingness to focus on long-term
basic research. In reality, as the Council for Science and technology (CST) pointed out in 1996,
the structural problem lies in the fact that the S&T Basic Plan’s two objectives—to promote basic
research as “valuable intellectual assets that men can share,” and to promote applied research that
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“conform to social economic needs”—are actually in conflict with each other. The lesson learned
from the history of science and technology is that science and technology as “valuable intellectual
assets that men can share” are not always harmonious with immediate social needs. Furthermore,
the MEXT retains its central role in the design of the basic rules, and the bureaucracy involved
may also restrain researchers’ academic motivation.
Most Chinese studies agree that introducing competitive funding into higher education
sector is a good way to improve universities’ efficiency. However, as can be told from the
selection results of Japan’s COE programs, the hierarchy of universities—a small number of
national universities at the top of higher education pyramid—has only been strengthened.
Consequently, the majority of government expenditure has been directed to the top universities,
and the competitive environment is nowhere to be found but resource monopoly instead. To make
matters worse, this stratification continues to be reinforced by the intensified struggle for the
shrinking funding and the growing significance attached to competitive funding, as well as the
increasing impact of international and national rankings on academic research and education.
Conclusion
To cope with its economic stagnation and limited research resources, the launch of the
COE programs may be deemed as a necessary measure for Japan. However, to design these
programs in an appropriate way is a whole different issue. This study shows the existing
deficiencies in basic research, and funding allocation efficiency of Japan’s COE programs by
casting a shadow on their promise to stimulate innovation. Nonetheless, despite all the unintended
consequences, COE programs continue to develop, thriving under all sorts of new names. There
are two reasons for this: the external driving force, science and technology policies; the appeal of
competitive funding and higher ranking. They encourage universities to cater to external policies
to satisfy their own interests.
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日本初の国際化学史ワークショップ
IWHC2015 in Tokyo 開催について
The First International Workshop on the History of Chemistry
(IWHC2015 in Tokyo) Held in Japan
梶 雅範

Masanori KAJI

1 はじまり
2015 年 3 月 2 日から 5 日にかけて，東京工業大学（東工大）で，20 世紀化学史に関
す る 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ （ International Workshop on the History of Chemistry:
Transformation of Chemistry from the 1920s to the 1960s, IWHC2015）が開かれた．同ワー
クショップは，化学史に関する国際会議としては日本では初めてのもので，成功裏に終
了することができた．その組織委員としての経験を本稿にまとめておこう．
その発端は，2010 年 4 月 24 日に東工大で開かれた化学史学会創立 40 周年記念の事
業の相談会であった．当時，私は同学会の事務局長を務めていた．化学史学会は，化学
史研究会として 1973 年 12 月 1 日に発足した．そのため，2013 年 12 月 1 日に 40 周年
を迎えることになっており，その記念事業企画の相談会であった．相談会に参加したの
は，当時，化学史学会の理事会関係者だった古川安（以下，人名については原則，敬称
略），梶 雅範，内田正夫，田中浩朗の 4 名であった．そのときの企画では，創立の頃
を知る学会関係者のインタヴュー，『化学史研究』で化学史学会 40 年史の特集号刊行
に加えて，数名の外国人化学史家を呼んで国際シンポジウムの開催も案に挙げられた．
国際シンポジウムのテーマには，各国の研究動向，化学史研究の新潮流などに関するも
のなどが考えられたが，詳細は今後更に検討し，さらに可能であれば，シンポジウムの
英文発表原稿を英文刊行物にすることも提案された．これらの事業の資金として，2011–
2014 年度の科研費の申請をすることになった．
2 科研費の獲得
そこで，この年の秋に，研究代表者を古川安にして，「日本における化学史研究：そ
の形成と展開の実証的研究」と題する科研費（基盤研究（B））の申請を行った．研究
は，「日本において化学史の研究と教育が本格化した 1960 年代以降を主な対象に，そ
の立ち上がりと制度化について文献資料やインタヴュー等を通じて実証的に明らかに
し，前史及び他国との比較の視点も加えて著作にまとめ，今後の化学史研究のあり方を
見出そう」とするものだった．このときは，梶 雅範，田中浩朗，吉本秀之，内田正夫，
八耳俊文，河野俊哉が研究分担者（河野は研究協力者）となった．しかし，この申請は
採択されなかった．
そこで，翌 2011 年の秋の再申請を目指して，前回の申請グループで研究テーマの再
検討を行った．今回の申請では，化学史研究の立ち上がりではなく，日本の 20 世紀化
学そのものをテーマとすることにし，「日本化学の転換点としての１９３０～６０年の
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比較科学史的研究」と題する共同研究を申請することにした．その研究目的を，「日本
において化学研究が世界レベルに達した 1930 年代以降，戦争動員・第二次世界大戦か
ら戦後という世界史上の大変動期にどのような対応と転換を成し遂げて，ノーベル化学
賞を輩出するような科学研究環境が整えられたのか，その背景と内容を化学内の各分野
について共同研究によって明らかにするとともに，他の国の化学研究との比較史的観点
も加えて総合的に明らかにしようとするもの」とした．今回は，梶 雅範が研究代表者
になり，化学史学会の理事や会員の古川安，田中浩朗，八耳俊文，内田正夫，塚原東吾，
吉本秀之，河野俊哉，大野誠が研究分担者となった．今回は，幸いにして，科学研究費
基盤研究（B）として採択された．3 年間の直接経費の総額は 1320 万円であった．この
共同研究の 3 年目に 20 世紀化学史に関する国際ワークショップ開催が計画された．
3 科研費による国際ワークショップ開催の準備
研究では個人研究を進めるとともに，最終年度の国際ワークショップの開催を視野に
して初年度にドイツの代表的な中堅化学史家 Carsten Reinhardt を招待して研究交流を行
うとともに，それまでの氏の国際会議開催の経験から日本での開催に関する助言をもら
った．さらに年度の終りの 2013 年 3 月に梶がアメリカのフィラデルフィアに行き，国
際ワークショップの共催をお願いした現代化学史委員会（Commission for the History of
Modern Chemistry (CHMC)）の委員長の Jeffrey Johnson に会い，国際会議の開催方法に
ついて意見を聞いた．日本では，これまで化学史に関する国際会議を開催したことがな
かったので，どんな情報も助言も貴重だった．科研費による共同研究の１年目には，7
回，メンバー全員が集まる打ち合わせ会を行った（図 1）．

図 1 第 3 回の打ち合わせ会の写真（2012 年 8 月 4 日）

2 年目には，その年度初めの 2013 年 4 月にアメリカ出身で当時，ベルリンのマック
ス・プランク科学史研究所に在籍していた量子化学史の若手研究者 Jeremiah James を招
聘し，科研費メンバーと 20 世紀量子化学史の研究会を開催するとともに，彼にも国際
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ワークショップの開催のやり方について若手としての意見を聞いた．同年 7 月にイギリ
スのマンチェスターで開かれた第 24 回国際科学史学会（河野，古川，梶）や 8 月にス
ウェーデンのウプサラで開かれた第 9 回国際化学史会議（内田，河野，古川，梶，塚原）
に科研費メンバーの一部が参加し，研究発表・交流をするとともに，メンバーが実地の
国際会議の運営の様子を見聞してきた．
同年 10 月には国際ワークショップでの発表の呼びかけ文（call for papers）を作成し，
ワークショップのためのホームページ 1に掲載するとともに，関係のメーリングリスト
にも呼びかけ文を通知して広く参加を呼びかけた．年度末の 3 月には，科研費の研究テ
ーマに関連性の深い近著，廣田襄著『現代化学史 原子・分子の科学の発展』の合評会
を，著者を招いて開催した．著者はのちに国際化学史ワークショップに発表者として参
加してくれた．2 年目には，全部で 4 回の打ち合わせ会を開催した．
科研費の最終年度の 3 年目は，年度末の 2015 年 3 月 2 日から 5 日にかけて開く国際
化学史ワークショップの準備を主として行った．同時に，ワークショップへの財政的な
援助を得るために内外の諸団体の各種の助成金に応募したが，開催以前に得られたのは，
イギリスの錬金術・化学史学会（Society for the History of Alchemy and Chemistry, SHAC）
から 500 ポンド（86,400 円）助成金（Subject Development Awards）のみであった．金額
は少なくても，海外の学術団体からもこの国際ワークショップの意義が認められたとい
う意味があったと思う．
4 国際ワークショップの準備
締め切りの 5 月 31 日から一週間以内の 6 月 5 日までにワークショップの発表要旨が
到着した 26 名（日本 10 名，韓国 1 名，インド 1 名，オーストラリア 1 名，アメリカ 7
名，フランス 2 名，イギリス 1 名，ポルトガル 1 名，ドイツ 2 名）について，要旨の内
容を審査し，全員を発表者として受け入れることに決定した．実際にワークショップ当
日に発表したのは，都合で来日をキャンセルした 2 名と断りなく会場に現れなかった海
外からの発表者 1 名と，当日病気で発表を見合わせた日本からの参加者 1 名を除く，22
名が実際に発表した．このほかに，ワークショップでは３名の招待講演者が基調報告を
行った．
当初，同時通訳をつける計画もあったが，検討した結果，財政的に無理と考え，通訳
はなしでワークショップを開催することにした．通訳なしでもとくに大きな問題は発生
しなかった．
2014 年 10 月に学会参加登録のための登録サイト 2を，旅行社 3に依頼して構築・管理
してもらった．会場アルバイトとして 5 人をお願いした．そのうち，4 人（益田すみ子，
工藤璃輝，文恒，雷翔）は，東工大の社会理工学研究科経営工学専攻技術構造分析講座
の梶研究室の院生・研究生，全体の統括には学外者の 1 人（菊池直子）があたった．
海外からの発表者からは，参加補助の必要の有無を問い合わせ，援助申請をした 11
1
2
3

http://kagakushi.org/iwhc2015/
https://wci-jp.com/mform/iwhc2015/registration.cgi
株式会社ワールドクリエーション．ホームページ：http://wci-jp.com
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名に対して，旅費の一部を補助した（1 人 10 万円，ただし近い韓国からの参加者は 5 万
円）．国内からの院生発表者 3 名に対しては，1 人 3 万円を援助した．
最終年度には科研費の打合せ会は，国際ワークショップ後の 1 回を含め，全部で 8 回
実施した．2015 年 2 月 8 日に国際ワークショップ開催以前の最終的な打ち合わせ会を
行った．さらに，2 月 23 日（月）に会場アルバイトの直前打合せを行い，27 日（金）
にレジュメ集が納品された．開会の前日，3 月 1 日（日）には，13 時に会場アルバイト
が集合して会場設営作業を行った．
5 国際化学史ワークショップの開催
実際の国際ワークショップは，2015 年 3 月 2 日から 4 日，3 日間にわたって，東京工
業大学大岡山キャンパスの大岡山西 9 号館デジタル多目的ホールにおいて開催された
（プログラムは付録 1 を参照）．初日は午後 12 時半に開始されるので，午前 10 時に会
場係アルバイトが会場に集合して直前の準備を行った．なお，コーヒーなどのケータリ
ングと初日・2 日目のレセプションは，東工大生協に依頼した．さらに生協には，昼食
用の弁当（普通食とベジタリアン食，各 800 円）を用意してもらい，午前中にその弁当
券を販売してもらった．2 日目の昼食時に CHMC の会合を，3 日目の昼食時に国際ワー
クショップ後の発表論文の取り扱いについての打ち合わせ会を弁当持ち込みで行った．
したがって，昼食を弁当にしたのはよかった．

図 2 国際化学史ワークショップ参加者集合写真（2015 年 3 月 4 日）

Jeffrey Johnson，Mary Jo Nye，Ernst Homburg の三人の代表的な化学史家による基調講
演と，8 つのセッションに 22 人の内外の研究発表（日本から 9 人，海外から 13 人）が
あった．会期中，多くの活発な意見交換があり，日本における 20 世紀化学史の研究上
大きな意義があるワークショップとなった（図 2）．
最終日の国際ワークショップ終了後，ワークショップ出席者のうち希望者（招待者を
含め 39 名）が，八芳園でバンケットに参加した（図 3）．バンケットは，美しい日本
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図 3 バンケットでの写真（2015 年 3 月 4 日）

図 4 エクスカーションの集合写真（東京都水道歴史館）（2015 年 3 月 5 日）
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庭園の散策からはじまり，東工大の三島良直学長も参加されて三代にわたる材料工学研
究者を輩出した自身の家について触れる挨拶もあって，全体に大いに盛り上がった．学
長自身が金属工学，とくに超耐熱金属材料の研究で知られ，祖父の三島徳七（とくしち）
氏（1893–1975）が，強力な永久磁石で知られる MK 鋼の発明家であり文化勲章受章者，
父君の三島良績（よしつぐ）氏（1921–97）は，東大工学部原子力工学科教授で原子炉
の燃料被膜管の研究で知られる．
ワークショップのあとの 3 月 5 日には，参加者の一部（19 名）がバスでエクスカー
ション（日程は付録 2 を参照）を行い，東京観光をした（図 4）．
本国際ワークショップは多くの人の協力のおかげで成功裏に終了し，日本の化学史上
画期的な国際ワークショップになった．関係者にお礼申しあげたい．中でも，この科研
費によって事務補佐員として雇用された柴麻己子氏にお礼申し上げたい．彼女の八面六
臂の活躍のおかげで国際ワークショップが最終段階で多くの困難な場面に出会いなが
らも，なんとか乗り切ることができたことを特筆しておきたい．
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付録 1 ワークショップのプログラム
March 2, Monday
12:30 –
Registration
14:00 – 15:30
Opening Ceremony (Chair: Masanori Kaji)
14:00 – 14:30 Opening Address: Yasu Furukawa (Nihon University, Japan)
14:30 – 15:30 Keynote Lecture (1)
Jeffrey Johnson (Villanova University, USA), “From Bio-organic Chemistry to Molecular and
Synthetic Biology: Fulfilling Emil Fischer’s Dream.”
15:30 – 15:45
Coffee Break
15:45 – 16:45

Session 1 (Chair: Hiroaki Tanaka)

From Local Products to Global Chemistry
Masanori Kaji (Tokyo Institute of Technology, Japan), “The Transformation of Organic
Chemistry in Japan: Majima Riko and His Research School of Natural Products Chemistry
in the First Half of the 20th Century.”
Victoria Lee (Max-Planck Institute for the History of Science, Germany), “Screening for Gifts:
Japanese Glutamic Acid Fermentation.”
16:45 – 17:00
Coffee Break
17:00 – 18:00
Session 2 (Chair: Masao Uchida)
Preserving the Chemical Heritage
Susanne Rehn-Taube (Deutsches Museum, Germany), “The Nuclear Fission Table in the
Deutsches Museum: Heritage of a Science Story on the Eve of World War II.”
Ronald Brashear (Chemical Heritage Foundation, USA), “Preserving the Heritage of Modern
Chemistry.”
18:15 –
Reception (First Co-op Cafeteria）
March 3, Tuesday
8:30 –

Registration

9:00 – 10:00

Session 3, part 1 (Chair: Brigitte Van Tiggelen)

Internationalizing Chemistry and the Chemical Community
Masanori Wada (Tokyo Institute of Technology, Japan), “The Two International Congresses Held
in Tokyo in the 1920s: The Rise of the First Generation of Japanese Scientists.”
Danielle M. Fauque (University of Paris Sud, France), “Jean Gérard, Secretary General and
Driving Force of the International Chemical Conferences between the Wars.”
10:00 – 10:15
Coffee Break
10:15 – 11:45
Session 3, part 2 (Chair: Jeffrey Johnson)
Internationalizing Chemistry and the Chemical Community
Yoshiyuki Kikuchi (The Graduate University for Advanced Studies, Japan), “San-ichiro
Mizushima and the Reconfiguration of the International Relations of Japanese Chemistry.”
Keiko Kawashima (Nagoya Institute of Technology, Japan), “Female Scientists Whom Nobuo
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Yamada Encountered: Early Radio Chemistry and the Radium Institute.”
Evan Hepler-Smith (Princeton University, USA), “Changing Names and Naming Change:
Transformations in the ‘International Machinery’ of Chemical Information.”
11:45 – 13:00
Lunch (lunch boxes); business meeting of the CHMC.
13:00 – 14:00
Keynote Lecture (2) (Chair: Yasu Furukawa)
Mary Jo Nye (Oregon State University, USA) “A Career at the Center: Linus Pauling and the
Transformation of Chemical Science in the Twentieth Century.”
14:00 – 14:15
Coffee Break
14:15 – 15:15
Session 4 (Chair: Togo Tsukahara)
Interface between Chemistry and Biology
Kevin Fujitani (Ohio State University, USA), “A Child of Many Fathers: The Question of Credit
for the Discovery of Thiamine, 1884-1936.”
Pnina G. Abir-Am (Brandeis University, USA), “Pauling’s ‘Boys’ and the Mystery of DNA
Structure: On Mentorship in Structural Chemistry and Molecular Biology.”
15:15 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 17:30
Session 5 (Chair: Carsten Reinhardt)
Instruments and Measurements
Pierre Laszlo (École polytechnique, France & Université de Liège, Belgium), “Why Had NMR
Such an Impact?”
Mari Yamaguchi (University of Tokyo, Japan), “Pursuit of Accurate Measurements: Gas Electron
Diffraction from the 1930s to the 1960s.”
Makoto Yamaguchi (Japan), “Development of Vibrational Spectroscopy of Polyatomic Molecules
in the 1930s and Its Implication to the Emergence of ‘Molecular Science’.”
18:00 –
Reception (the Second Co-op Cafeteria)
March 4, Wednesday
8:30 –
Registration
9:00 – 10:30

Session 6 (Chair: Mary Jo Nye)

Making Theories and Making Methods
Yasu Furukawa (Nihon University, Japan), “From Fuel Chemistry to Quantum Chemistry:
Kenichi Fukui and the Rise of the Kyoto School.”
Buhm Soon Park (Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea), “A ‘Marriage of
Poor Theory and Good Experiment?’: The Origins of the Woodward-Hoffmann Rules.”
Carsten Reinhardt (Chemical Heritage Foundation, USA), “Physical Methods in the Twentieth
Century between Disciplines and Cultures.”
11:30 – 10:45
Coffee Break
10:45 – 11:45
Keynote Lecture (3) (Chair: Yoshiyuki Kikuchi)
Ernst Homburg (Maastricht University, The Netherlands) “On Molecules, Men, and Mirrors:
Different Ways to Write a History of the Chemical Industry.”
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11:45 – 12:45
Lunch (lunch boxes); meeting on the proceedings of the workshop.
12:45 – 14:15
Session 7 (Chair: Masanori Wada)
Synthesis and Production
Takashi Mine (Japan), “Small-Scale Ammonia Production in China in the Time of Mao Zedong.”
Ian D. Rae (Australia), “‘Ideal’ Gases: Anaesthetics in the Heart of the Twentieth Century.”
Galina Shyndriayeva (King’s College, UK), “Perfume at the Forefront of Macrocyclic Compound
Research: From Switzerland to Du Pont.”
14:15 – 15:15
Coffee Break
14:20 – 15:00 A Visit to the University Museum
15:15 – 16:15

Session 8 (Chair: Yoshiyuki Kikuchi)

Interface between Chemistry and Physics
Jeremiah James (Ludwig-Maximilian University, Germany), “From Physical Chemistry to
Chemical Physics, 1913-1931.”
Noboru Hirota (Kyoto University, Japan), “Robert Mulliken and His Influence on Japanese
Physical Chemistry.”
16:30 – 16:45
Closing Remarks: Makoto Ohno (Aichi Prefectural University, Japan)

付録 2 エクスカーションの日程
8:40
出発 品川プリンス
9:05
浜離宮庭園 大手門，三百年の松，内堀，鴨場，御亭山，中島のお茶屋
9:45～10:05 中島のお茶屋で「抹茶＋和菓子」
10:25
出発 移動 40 分（車窓より増上寺，東京タワー，六本木，表参道）
11:05
明治神宮 参道，酒樽，鳥居，手水舎，拝殿
11:10～11:55 見学 40 分
11:55
出発 移動 20 分
12:15
権八 西麻布店（居酒屋レストラン）
12:20～13:40 昼食
13:45
出発 移動 45 分（車窓より赤坂，霞が関，国会議事堂，皇居，御茶ノ水）
14:30
水道博物館 江戸時代からの水道の歴史，昔ながらの井戸端の再現
14:30～15:30 30 分間のボランティアガイドによる英語解説＋ビデオ 5 分
15:30
出発 移動 45 分（車窓より東京大学，上野周辺）
16:15
浅草 浅草松屋横でバスを降りる
16:15～16:50 バスから雷門から仲見世裏を通り浅草寺境内，浅草神社をガイド
（25 分）あと自由
17:40
神谷バー前に集合
17:50
出発 移動 25 分
18:15
東京駅 丸の内側にてバスを降りる（ツアー終了）
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学生論文
A Student Essay
はじめに
東京工業大学は，エジプトと日本の 2 国間協定に基づきエジプト政府が 2009 年に，
アレクサンドリア郊外に設置した理工系の大学院大学 Egypt Japan University of Science
and Technology（E-JUST エジプト日本科学技術大学）の運営支援をしている．大学に
は 8 専攻があるが，そのうち東工大は，経営工学，エネルギー資源工学，環境工学の 3
専攻の運営にかかわっている．私は，昨年（2013 年）3 月初めに，同大学に行って 4 日
間に主として日本科学技術史をテーマに 8 回の連続講義を行った．単位取得を希望す
る学生には，課題の１つとして科学技術史に関連するテーマを自由に選んでレポート
を 書 く こ と を 課 し た ． 受 講 生 の 一 人 ， 創 造 理 工 学 類 ・ 経 営 工 学 専 攻 （ School of
Innovative Design Engineering, Dept. of Industrial Engineering and Systems Management）で
現在，博士課程二年生の Noha Mostafa は非常に熱心で，提出したレポートを発展させ
て研究論文として適当な雑誌に投稿したいと申し出た．
エジプトの近代史には，ムハンマド・アリー（1769?–1849）という特異な出自で強
権的にエジプトの上からの近代化を成し遂げようとした人物がいる．Noha は，アリー
による近代化が日本よりも半世紀も早く出発しながら，なぜエジプトの近代化が失敗
し，日本の近代化が成功したのか，比較史的な観点から解明しようとした．彼女とメ
ールでやりとりをして，最初に提出されたレポートを何回か改稿してもらった．さら
に，講座の雑誌編集部の査読もお願いした．彼女の論考はまだ十分とは言えず，講座
の雑誌編集委員会は，彼女の論考を研究論文として受理することはできないと結論し
た．しかし，短期間に多大の努力をしてずいぶんと論考の水準は高まった．そこで，
彼女の努力を多として，講座とも上記のような関わりがあるので，優秀な学生レポー
トという意味で「学生論文」としてここに掲載することにした．
梶 雅範
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The Modernization of Egypt in the Nineteenth Century:
A Comparison with the Japanese Case
Noha Mostafa †
Abstract
This paper reviews one of the brightest eras of modern Egypt. That was the age under the
leadership of Muhammad Ali Pasha who ruled Egypt from 1805 to 1848. The paper illustrates how
the modern science was introduced into Egypt from Europe. The main research question is: if Egypt
started its modernization process in the first part of the 19th century, much earlier than Japan, why did
it ended up as a developing country, while Japan is now one of the most developed countries in the
world? A comparison between the modernization in Egypt during the reign of Muhammad Ali and his
successors and in Japan after the Meiji restoration in 1868 may produce some clues.
1.

Introduction
The motivation behind this research was the lectures given by Professor Masanori Kaji,
from Tokyo Institute of Technology. These lectures introduced the history of modern science in
Japan, which was introduced after the Meiji restoration in 1868 (Kaji, 2014). Even though the
introduction of western science had already started long before the Meiji era, it was pursued only
through private initiatives and its progress was rather slow. The author of this research was
surprised by the fact that Japan started its full-fledged modernization after 1868. The wonderment
was because by this time Egypt was already having faculties for modern science, and well-familiar
with modern technology and new inventions. So, when it was required to write a paper, the author
decided to select the age of Muhammad Ali, who is considered to be the founder of modern Egypt.
The paper focuses on the introduction of modernization in Egypt and Japan, and why Japan
surpassed Egypt although it was a relatively latecomer in the modernization process.
In section 2, the originality of this work is discussed. Section 3 describes Muhammad
Ali’s reign and his role in building modern Egypt. Section 4 covers the performance of his
successors. Section 5 discusses the introduction of the modernization in Japan after the Meiji
restoration, and section 6 provides a comparison between Egypt and Japan and a discussion about
the reasons leading to the decline of the former and the development of the latter. Finally,
conclusions are drawn in section 7.
2.

Survey
Since the era of Muhammad Ali is one of the most important periods in modern history
of Egypt, there exist many works that discuss this period and its influences on the Egyptian history.
Actually the reign of Muhammad Ali and his successors affected not only Egypt, but many other
countries, such as Britain, the Ottoman Empire and other areas of the Middle East and Europe,
that is why many western researchers were interested in this topic.
The same goes for the Meiji restoration era in Japan, it has been an interesting topic for
many researchers as it is considered to be the start of modern Japan. However, for the main
†
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research concern of this paper; that is the comparison between the modernization in Egypt and
Japan, and the reasons behind the current gap between them, the author could not find previous
works on this specific point. Hopefully this work can motivate future research on investigating
this topic.
3.

The rise of Muhammad Ali and the foundation of modern Egypt
Muhammad Ali (1769–1849) was an Albanian commander in the Ottoman army, he
joined the forces that were sent to Egypt in 1801 to expel the French forces led by Napoléon
Bonaparte that occupied Egypt in 1798 (Aharoni, 2007). Ali exploited the anarchy resulting from
the power vacuum in Egypt after the French withdrawal to strengthen his troops and gain the trust
and support of the public. In 1805, Muhammad Ali was placed as a ruler of Egypt by the Egyptian
public chiefs and religious sheikhs (Hassan, 2000).
Shortly after he seized the power, Muhammad Ali started his ambitious plan to modernize
Egypt in all fields. A question may arise regarding the intentions of Muhammad Ali, that is, why
he, an Albanian, was interested in building a modern country in Egypt? The answer is simply that
in his original country, Ali’s furthermost ambition was to be a military leader or even a minister.
But in Egypt, he found it a golden chance for him to seize the power for himself and his successors
and be the ruler of a big and rich country like Egypt. This motivation is important and will be a
significant factor in the comparison between the Egyptian case and the Japanese one.
Having a strong army was the first and main objective of Muhammad Ali, his
expansionist attitude was clear from his first years. He built a modern army patterned to the
European armies, twelve military higher schools were established in the period between 1821 and
1844 (El-Rafy, 1989) and foreign military experts were hired to train officers and soldiers. The
Egyptian army grew stronger. By 1839, Muhammad Ali was dominating Sudan, the Arabian
Peninsula, Greece, and Syria (Asante, 2002). Not only did Ali import weapons from Europe, but
he started to manufacture weapons and build ships domestically. To serve these big military
expansions, Muhammad Ali paid made great effort to modernize Egypt; his intentions were
always military-based. So when he made reforms in education, economy and industry, he was
initially motivated by how this would serve the army needs. Nevertheless, the reforms
Muhammad Ali made in Egypt were exceptional and had a great effect on all fields.
One of the most important contributions of Muhammad Ali was his major concern about
education and introduction of modern science and literature; he established many elementary and
higher educational schools for this purpose. Table 1 provides a list of the established civil higher
schools and the year of establishment. At the beginning, the professors were hired from Europe,
mainly France.
Muhammad Ali sent Egyptian students to Europe to study and acquire the modern
knowledge in different fields of science and arts. The early missions were devoted to study
military science and ship building. After that, larger missions were sent to many European
countries, especially France and Great Britain (GB), to study broad fields of science and arts. The
largest and most significant mission was the mission to France in 1826 (Silvera, 1980). The total
number of missions was nine missions that included 309 students (El-Rafy, 1989: 409). The
students who came back from Europe led a huge movement in the reform of the country (Hunter,
1983). A large number books were translated in all the fields of science and arts in his era (ElRafy, 1989).
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Table 1 List of the established civil higher schools by Muhammad Ali (El-Rafy, 1989)
School
Year
School of Engineering
1816
School of Medicine
1827
School of Veterinary Medicine
1828
School of Pharmacy
1829
School of obstetrics
1829
School of Agriculture
1833
Second School of Engineering in Bulaq
1834
School of Metals
1834
School of Alsun (languages and translation)
1836
School of Accounting
1837
School of Crafts
1839
School of Chemistry
1839
Agriculture has been the basic economic activity in Egypt; Ali knew that the development
of agriculture would be the nucleus of building the country, it would provide the basic needs of
the army, and also increase the governmental revenues. A large number of barriers, dams and
canals were established, new irrigation systems were adopted, and new crops were introduced;
this led to a huge increase in the area of irrigated land (Marsot, 1984).
The great development in agriculture stimulated developments in industry. In 1816,
Muhammad Ali established the first modern factory in Egypt; a textile factory that uses machines,
and he brought Italian technicians to operate them (El-Rafy, 1989). In addition to the military
factories, several modern factories were established to produce textiles, metals products, sugar,
soap, glass, Indigo, paper, wax and tanning. Most of these factories were managed and operated
by foreigners; the Egyptian workers were drafted to work in these factories in military-like
environments.
Although Muhammad Ali took over the throne by public recommendation, he soon
became an authoritarian ruler of Egypt. The people did not have any political rights; the
government was centralized with a number of ministries according to a European pattern.
Muhammad Ali assigned ministers, governors and top officials among his loyal men, and he often
depended on non-Egyptians to hold the top positions.
The government kept a full monopoly on agriculture, industry and trade. The government
controlled the type and quantity of crops to be planted, and peasants were obligated to sell the
crops to the government exclusively. All the large factories were owned by the government, and
for small factories, the government monopolized the purchase of the products, after that it can sell
them to the local merchants or export them. This system maximized the governmental revenues,
but had a negative effect on the public, according to Farsoun (1973); the social and economic
conditions of the Egyptian workers and peasants were not good.
4.

The successors of Muhammad Ali
Muhammad Ali passed away in August, 1849, at the age of 80. Shortly before his death,
his son Ibrahim Pasha became the leader of Egypt in July, 1848. However, Ibrahim died in
November of the same year and was succeeded by his nephew Abbas Helmy I. Abbas who ruled
for about five years (1849–1854) abhorred Europeans and European innovations, he closed many
institutions that were established by his grandfather, dismissed many foreigners from service and
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reduced the army size. The only contribution performed in his era was the establishment of the
first railways in Egypt in 1851 (Overton, 1971: 96). Abbas died in 1854, and was succeeded by
his uncle, Said Pasha who ruled from 1854 to 1863. Unlike Abbas, Said Pasha who was educated
in Europe, was an admirer of the Western civilization, and introduced many social reforms in
Egypt. He established a telegraph company, and the first bank in Egypt, and he most important
project in his reign was the commencement of the digging of the Suez Canal.
Ismail, the grandson of Muhammad Ali, succeeded Said Pasha. During his reign (1863–
1879), Ismail insisted on continuing the ambitious projects of his grandfather to let Egypt become
one of the developed countries. Unlike his grandfather, Ismail was a delicate man; he studied in
Europe and got a strong sense about human rights and democratic systems. His philosophy can
be glimpsed in a statement that he made in 1879: “My country is no longer in Africa; we are now
part of Europe. It is therefore natural for us to abandon our former ways and to adopt a new system
adapted to our social conditions” (Hunsdon, 2013). In his reign, Ismail, who was also called Ismail
the magnificent, made huge achievements. “He was a visionary like his grandfather; he wished to
accomplish in years what realistically should have evolved over decades” (Overton, 1971: 98).
Ismail secured the title of ‘Khedive’ (a Persian word meaning ruler (Farag, 2009)) since 1867.
The most important achievements of his reign were: the establishment of the first election system
for the advisory council of representatives, women education, establishment and reopening of
schools, sending educational missions to Europe, advances in architecture, establishment of post
service, development and construction of railroad and infrastructure, advances in industry and
agriculture, releasing the slavery abolition law, advances in press, establishing the opera house
and the geographic society, and the inauguration of the Suez Canal.
Unfortunately, due to these major projects that were performed in almost the same time,
and also because of the tendency of Khedive Ismail to welfare and impress the foreign guests,
Egypt’s finances failed and then it began to borrow money from Europe (Mukbil, 2006). Actually,
European imperialist countries, such as Great Britain and France felt the danger of Ismail and his
future prospects, so they encouraged Ismail to take more loans. A national debt of over £91 million
sterling, as opposed to 6.5 million when he acceded to the throne, had been incurred by the
Khedive (Overton, 1971: 122). Judgments were given against the Khedive in the international
courts, and he had to sell the Egyptian and Sudanese shares in the Suez Canal Company in 1875
to the British government (Ogen, 2008); this was the direct pretense behind the intervention of
the Great Powers in Egypt and later the English Occupation (1882–1952).
5.

Modernization in Japan
The previous sections gave a brief description of the development of Egypt in the period
from 1805 to 1879; now let us discuss a similar period in Japan. Through the Edo period (also
known as the Tokugawa period) from 1603 to 1867, Japan was isolated from the rest of the world;
there were restrictions on international trade, migration, and information exchange (Kaji, 2014).
This was mainly due to two reasons; the fear of colonial avidity and the fear of the Christian
missions that usually accompanied trade missions. Nevertheless, there was the so-called “Dutch
Learning” (learning of western civilization through Dutch who focused only on trade) from the
end of 18th century, only a limited number of people got access to European science and
technology. Ties between Japan and the Western world were very limited till the 1850s (Gordon,
2003).
Due to successive political and economic failures of the Tokugawa regime, in 1868 some
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members of the Samurai elite restored Emperor Meiji to power and made big changes in the state
political organization (Morris-Suzuki, 1994). Most leaders of this movement were Samurai from
Satsuma and Choshu who wanted to get rid of the Tokugawa family and start a new era in Japan
(Deal, 2006). Many historians describe the Meiji restoration as a plenary revolution; though it
kept the Emperor on the throne but it triggered huge effects in all fields and was a transitional
point towards the establishment of a modernized country in Japan (Gordon, 2003).
As soon as the new government took over the power, they made big domestic changes,
by redesigning the method of selecting regional governors and also developing modifications in
the social classes’ hierarchy. It was not an easy task and the new government faced resistance
from figures of the old regime. However, in almost eight years the old regime was completely
merged in the new one (Gordon, 2003).
The seclusion imposed by the Tokugawa regime was ended; the new rulers believed that
Japan can be no more isolated from the Western world. The Iwakura mission (1871–1873) had a
significant impact on the modernization of Japan; fifty high officials and about sixty students
were sent to the Western countries where they observed the best practices from the West, made
valuable diplomatic relationships, and presented a bright image of Japan as the most civilized
Asian country. When the members of the mission returned to Japan, their ideas contributed greatly
to the new reforms (Nish, 1998). Consequently, trade and relations with the Western countries
became much more open.
Development took place in several fields: a strong army, a compulsory elementary
education for all children, schools and universities, telegraph lines, railroad network, and modern
factories (Hane and Perez, 2013). The progress was not always straightforward, the Meiji
government faced many problems and their decisions were sometimes fumbler. However, by the
1890s after the Meiji restoration by about three decades, Japan became a powerful country with
strong economy that made transformation in industry and trade. It was the first non-western
country to have industrial and capitalist economy (Gordon, 2003). After the victories of Japan in
the wars against China (1894–1895) and Russia (1904–1905), Japan was seen as a powerful
country by the Western world (Lone and Towle, 1998).
6.

Modernization: Egypt vs. Japan
The main research question of this paper was if Egypt started much earlier than Japan
towards the modernization of the country, why it is currently a developing country, while Japan
is one of the most developed countries in the world. Of course there is no single reason for this.
We just want to highlight some key points that may answer the posed research question.
6.1. Location and demographics
Location played a big role in the history of both Egypt and Japan; Egypt is in the heart of
the world; connecting Asia, Africa, and Europe, it also overlooks the Mediterranean Sea that
easily connects it to Europe and the Red Sea connecting it to Asia and the Indian Ocean. This
unique location was a double-edged sword; from the positive side Egypt has been always open to
different cultures, from the negative side Egypt was a traditional enticement for imperialistic
powers, through its long history Egypt was colonized by several powers starting from the Roman
Empire and ending by the British occupation. Successive occupations made it difficult to start
long-term development plans.
On the contrary, Japan being an island and in a relatively remote location of the world
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made it less attractive to the imperialistic powers, actually European ships did not arrive to Japan
before the 1540s (Gordon, 2003). So when it was the time for Japan to be a superpower its efforts
were not hindered, although Japan was a latecomer in modernization, it could catch up in a few
decades.
The demographic characteristics played an important role in both countries. Table 2
provides the population in both countries in 1804, 1850, and 1900. One can see the huge
difference between the populations in both countries; Japan has much more population than Egypt,
meanwhile the area of Japan is less than the area of Egypt. The current areas of Egypt and Japan
are 1,001,450 and 377,960 square kilometers, respectively (The World Bank, 2014). Hence, the
population density in Japan is much more than that in Egypt.

a
b
c

Year
1804
1846
1900
McCarthy (1976)
Deal (2006)
Menton et al. (2003)

Table 2 Population of Egypt and Japan
Egypt
3,956,189 a
4,476,439 a
10,186,482 a

Japan
25,517,729 b
26,907,625 b
44,826,000 c

Though large populations might be a problem, but during building a modern country in
Japan, the relatively few residential areas with large population density made it relatively easy to
convey the ideas of the new regime to all the people, also communications and transportation
could cover the whole country area. In Egypt, the large area made it harder for the government to
reach all the places, usually Cairo and Alexandria and few other regions were considered, people
in some rural or remote places stayed away from the modernization efforts that flourished in the
urban areas.
Another interesting demographic factor is the dependency burden, this measure depends
on the fertility rate and is calculated by dividing the population below 14 years or above 65 years
to the population between 15 and 64. From 1865 to 1900 the dependency burden in Japan was
much lower than this in Egypt (Nafziger, 1995). This might be another factor in the rapid
development in Japan in comparison with Egypt.
6.2. Motivation behind modernization
One cannot ignore the fact that although Muhammad Ali is the founder of modern Egypt,
he was a foreigner not a native Egyptian. His basic motivation was building a strong kingdom for
himself and his dynasty. The development in the country was not originally meant to be for the
welfare of the people, but for increasing the power of Muhammad Ali.
In Japan the new Meiji leaders were motivated by their desire to make their country
powerful, and to fix the several problems of the Tokugawa regime. Of course they have personal
ambition towards the power and the wealth, but this ambition was always combined with a
patriotic spirit to serve their own country.
These different motivations are of great importance and explain what might have affected
the progress in Egypt and Japan.
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6.3. Economic and political concepts
As we mentioned above, the dissimilarity in motivation and background of Muhammad
Ali and the Meiji leaders was reflected in how they managed their countries. Although Egypt in
the reign of Muhammad Ali had relations with the Western countries, Ali was never overexcited
about them. On the contrary, he was dealing with them on equal basis, and he used them as
teachers, trainers and even technicians but he never trusted them or allowed them to have a role
in the economy or the policy of the state (El-Rafy, 1989). He never fully imitated the Western
countries even in aspects such as military and education, but he took what he wanted and applied
it in his own way.
The Meiji leaders were very impressed with the Western countries, one of the members
of the Iwakura mission, Kido Koin described what he observed in the Western countries with
words like “astonishing,” “magnificent,” and “indescribable” (Gordon, 2003). The new
government adopted the Western style in everything, even in the clothes of the emperor and the
empress (Gordon, 2003).
Yet, they did not trust the Western countries and were always concerned about the danger
of colonialism. To avoid depending on the West, they adopted the German philosophy of stateled development. Actually Muhammad Ali did the same; both Ali and the Meiji government had
imperialistic attitudes, as they both thought that this is the only way to secure the power and
independence of their countries.
During the reign of Muhammad Ali, the monopoly system made it impossible for private
investors to take role in the economy. Although the monopoly system was abolished in the reign
of Abbas Helmy I, there was no real private investment in Egypt till the 1920s (Tignor, 2010).
The Meiji government encouraged private investment, even in vital projects like the
railroads. From the 1880s, private investment took the lead in industrialization and helped the
Japanese economy to flourish (Gordon, 2003).
6.4. Relation between the people and the state
The psychology of the people and their interaction with the state and with each other vary
from a country to another. The natural characteristics of Egypt; large areas of plain lands, the
stability of the life by the Nile, and the moderate climate made the people tending to sustain a
peaceful life even if it made them submissive towards their rulers. This nature was exploited by
many rulers to use the people, knowing that chances that they may protest are rare. In particular,
Muhammad Ali did not believe in the Egyptians, high positions in the state and the army were
given to Albanians, Turks, and Circassians (Tignor, 2010). Egyptians were given low-wages. In
the age of Muhammad Ali, the selection of the men of state was based first on their loyalty to the
ruler, then to their talent.
For the Egyptians, although their conditions were not satisfying due to poverty, injustice
and lack of public rights, they thought that their lives were much better than they were under the
rule of the Mameluks, the military caste in medieval Egypt. They made use of the agricultural
developments, and those who received education were able to have good jobs and better lives.
During the reign of Muhammad Ali and his successors, there were no serious protests from the
people. Hence, the public rights movement in Egypt was slow for a very long time; it was not
really effective till the second decade of the twentieth century (Tignor, 2010).
Japan is a mountainous country with varied climatic conditions; this made the people
more hard workers and also more tough. Through the first half of the 1800s, the poor peasants
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made several protests against the authorities (the Tokugawa rulers), about 43% of these protests
were aggressive, including attacks to the rich, destroying their houses and stealing some goods
(Gordon, 2003). Though such aggressive behavior relatively decreased after the Meiji restoration,
but protests and riots continued for a long time and for different reasons, such as economic,
domestic and international policies.
Also, for thousands of years, Egyptians were used to have absolute rulers. In Japan,
emperors historically had little political powers and they used to play a symbolic and religious
role, while other figures actually manage the country (Gordon, 2003). Unlike the Egyptian case,
the Meiji leaders tended towards appointing talented people to high positions, even if their ranks
were modest; in 1867 they launched a system of civil service examinations to be the criteria for
recruitments in the ministries and the imperial state (Gordon, 2003). This tendency encouraged
the people to work on developing themselves, mainly through education, to be eligible for such
positions.
Nevertheless, some of the Meiji leaders were not willing to have a democratic
government or give people Western style public rights. However, from 1874 popular rights groups,
political societies, and political parties started to appear and raise claims for civil liberties,
freedom of the press, a national constitution, and a representative government (Gordon, 2003). In
the beginning, the government faced such movements with stiff laws, but they gradually started
to respond to these claims. In 1878, an elected prefectural assembly was established, and then in
1890, a stronger parliament (known as the Diet) was established. These efforts were crowned by
launching the first constitution in 1889 (Gordon, 2003).
After the commitment and sacrifices made by the people during the Sino-Japanese war
(1894–1895) and the Russo-Japanese war (1904–1905), the government knew that they should
respect the rights of the people (Gordon, 2003). More freedom was given to journalists, writers
and also for women through the following decades.
7.

Conclusions
Egypt started establishing Western style schools and introducing modern science during
the reign of Muhammad Ali Pasha and his successors during the first half of the 19th century. For
example, in the period between 1816 and 1839, twelve higher educational schools were
established. Also, during this period (1809–1847), more than 300 students were sent to Europe to
study modern science and arts. By the 1860s Egypt had railways, an opera house, organized post
and telegraph services, and other modern schools and governmental facilities. In the same period,
Japan was still an isolated country. For example, the first imperial university in Tokyo was
founded in 1886 (Gordon, 2003), and the first school of Engineering was founded in 1871 (Kaji,
2014), that was 55 years after the foundation of the first school of engineering in Egypt. In
addition Egypt was historically much more open to the world than Japan which was secluded till
the 1850s. However, nowadays Japan is one of the most developed countries in the world, while
Egypt is still a developing country that suffers from many problems.
The second half of the 19th century witnessed the spread of the industrial revolution from
Britain to many countries; it was, also, a time for important advances in science and industries,
such as chemical, electrical and mechanical industries (Wengenroth, 2000). For Egypt, the
developments started to fade out after the death of Muhammad Ali in 1849. The weakness of most
of his successors, the increasing debts that Egypt got involved in, and the British occupation in
1882 are some of factors that had a negative effect on the development and modernization of
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Egypt. In Japan did not face such difficulties during its modernization and reforms after the Meiji
restoration in 1868.
Acknowledgement
I thank Professor Masanori Kaji from Tokyo Institute of Technology for the inspiration
to do this research, and also the guidance and comments that greatly improved the manuscript.
References
Aharoni, R. The Pasha’s Bedouin: Tribes and state in the Egypt of Mehemet Ali, 1805–1848.
New York: Routledge, 2007.
Asante, M. K. Culture and Customs of Egypt. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2002.
Deal, W. E. Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan. New York: Facts On File,
Inc., 2006.
El-Rafy, A. The Reign of Muhammad Ali, 5th edition. Cairo: Dar El-Ma’aref, 1989.
Farsoun, S. “A Marxist History of the Arab World.” Review of Modern History of the Arab
Countries, by V. Lutsky. MERIP Reports, no. 20 (1973): 23–25.
Gordon, A. A Modern history of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York:
Oxford University Press, 2003.
Hane, M. and Perez, L. G. Modern Japan: A historical survey, 5th edition. Boulder, Colorado:
Westview Press, 2012.
Hassan, H. In the House of Muhammad Ali: A Family Album 1805–1952. Cairo: The American
University in Cairo Press, 2000.
Hunsdon, J. “The French Occupation: A Historiographical View.” M.A. Thesis, School of
Humanities and Social Sciences, The American University in Cairo, 2013.
Hunter, F. R. “Egypt’s High Officials in Transition from a Turkish to a Modern Administrative
Elite, 1849–1879.” Middle Eastern Studies 19, no. 3 (1983): 277–300.
Kaji, M. “History of Japanese Science and Technology.” Lecture notes, Global Industrial
Engineering 2, Egypt-Japan University for Science and Technology, Spring 2014.
Lone, S. and Towle, P. “Aspects of the Russo-Japanese War.” STICERD - International Studies
Paper Series, Suntory and Toyota International Centers for Economics and Related
Disciplines, LSE, 1998. Available from:
http://econpapers.repec.org/paper/cepstiisp/_2f1998_2f351.htm
Marsot, A. L. Egypt in the Reign of Muhammad Ali. Cambridge: Cambridge University Press,
1984.
McCarthy, J.A. (1976). “Nineteenth-century Egyptian population.” Middle Eastern Studies 12,
no. 3 (1976): 1–39.
Menton, L. K., Lush, N. W., Tamura, E. H., and Gusukuma, C. I. The rise of Modern Japan.
Honolulu: University of Hawaii Press, 2003.
Morris-Suzuki, T. The Technological Transformation of Japan: From the Seventeenth to the
Twenty-first Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Mukbil, F. T. “Some aspects of the political, social, intellectual and educational developments
which influenced Egypt in the nineteenth century.” Ages 16, no. 1 (2006). Retrieved
from: https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/306_985_Fahm.pdf.
[Accessed 07/05/2014].
Nafziger, E. W. Learning from the Japanese: Japan’s Pre-war Development and the Third

119

『技術文化論叢』第 18 号（2015 年）

World. New York: M. E. Sharpe, 1995.
Nish, I. H. ed. The Iwakura mission in America and Europe: A New Assessment. Surrey: Japan
Library, 1998.
Ogen, O. “The Economic Lifeline of British Global Empire: Reconsideration Historical
Dynamics of the Suez Canal, 1869–1956.” Journal of International Social Research 1,
no. 5 (2008): 523–533.
Overton, D. J. “Some aspects of induced development in Egypt under Muhammad Ali Pasha
and Khedive Ismail.” M.A. thesis, Simon Fraser University, 1971.
Silvera, A. “The First Egyptian Student Mission to France under Muhammad Ali.” Middle
Eastern Studies 16, no. 2 (1980): 1–22.
The World Bank. “Surface area.” 2014. Retrieved from:
http://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2. [Accessed 03/04/2015].
Tignor, R. L. Egypt: A Short History. New Jersey: Princeton University Press, 2010.
Wengenroth, U. “Science, Technology, and Industry in the 19th Century.” The Munich Center
for the History of Science and Technology. Working paper, 2000.

120

研究紀行

研究紀行

『技術文化論叢』第 18 号（2015 年）
：123–131 頁

Materials on Joseph Needham’s Wartime Activities in China
(1943–1946)
戦時中におけるジョゼフ・ニーダムの中国活動（1943–1946）に関する資料

文恒

梶 研究室
WEN Heng

Last autumn I visited the U.K. for three weeks to study archival materials related to the
activities from 1943 to 1946 of the Sino-British Scientific Co-operation Office (SBSCO) led by
Joseph Needham. The Office was established specifically for the purpose of aiding China’s
scientific enterprise during the Second Sino-Japanese War (1937–1945). In Science Outpost, a
volume Needham compiled together with his wife Dorothy about their wartime experience in
China, the Office’s activities are only sketched in two reports. 1 Other pieces in that volume,
however, are mainly descriptions of the Needhams’ personal experience and observations in
China, instead of how the Office functioned. Although that perfectly fits the book’s title, the
extent to which one can learn about the Office’s work from the two reports included is limited.
To have a better understanding of the scientific exchanges between China and Britain during the
war, one needs to search for related archives in Britain as well as in China. Privileged by an
opportunity offered by Tokyo Institute of Technology and the kind help of the Needham Research
Institute, I was able to explore some of these sources during my stay in the U.K. Here I first give
an introduction to the three main places that I visited and their related collections respectively,
then outline what can be known about the subject from these sources, and finally sketch other
locations where possible materials may be collected.
1.

Places and collections
The three places that I visited were the Needham Research Institute, Cambridge
University Library, and the National Archives. The Needham Research Institute was my host and
served as the base of all my activities. However, almost half of the time I was searching for and
collecting materials in Cambridge University Library, or UL, and the National Archives.
1.1. The Needham Research Institute
As its name suggests, the Needham Research Institute, or NRI, does not merely function
as an archive. Originally established by Joseph Needham as the East Asian History of Science
Library and later renamed after him, the NRI today houses research personnel as well as the staff
maintaining the library. Although not an official affiliate to the University of Cambridge, its ties
with the university are quite strong. For one thing, it is located within the grounds of the Robinson
College. Via the arrangement of its librarian, John Moffett, a researcher can gain access to the
University Library. This further secures him/her access to the university’s wireless network which,
1

Joseph and Dorothy Needham, Science Outpost: Papers of the Sino-British Co-operation
Office, 1942–46 (London: Pilot Press, 1948). The two reports are titled “The First Year’s
Working of the Sino-British Science Co-operation Bureau, February, 1944,” 16–26 and “The
Second and Third Year’s Working of the Sino-British Science Co-operation Bureau,” 56–75.
Needham uses the word “Bureau” interchangeably with “Office,” for some unknown reasons.
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needless to say, is extremely helpful, especially with all the digital resources provided by the
University of Cambridge.
Being the librarian alone might already render John Moffett the most important person in
getting around the NRI. But, given that he and the administrator, Susan Bennett, are the only staff
supporting researchers, his impact is even further-reaching: put in his own words, “there is no end
of me.” As the librarian, he is the one who has the best knowledge of where to find certain items,
but beyond that he is also the one who shows visitors around the institute and the one who
acquaints guests with all the IT infrastructure. Bennett, on the other hand, is important in another
way: more than distributing the keys, her warmness and hospitality make the researchers feel at
home during their stay at the institute.
Although Moffett and Bennett are the two staff members who actually deal with daily
affairs, there are others responsible for the governing and running of the institute. The body of
Trustees apparently makes all the important decisions, but it is not physically present at the
institute for most of the time. On the other hand, the current Director, Mei Jianjun, is always glad
to spare some time from his busy administrative work and—a prominent scholar of the history of
Chinese metallurgy himself—research to greet visitors.
Other residents are researchers hosted by the institute, ranging from scholars in residence
to short-term guests. Although each researcher is given a desk in one of the rooms, they are not
required to show up every day, for the NRI is an independent research institute and thus its
researchers are entitled to freely arrange their time. In that sense, it served more like a base for
researchers, so that they may explore the rich resources of the University of Cambridge without
being officially affiliated with it. Indeed researchers would spend their time in the University
Library or attending seminars organized by various departments of the University. Other than
these residents who get their own desks, there is another sort of visitors to the institute. With
Needham’s fame in his enthusiasm toward China’s historical achievements in science and
technology, these days the Needham Research Institute has become a “tourist spot” for Chinese
scholars. They visit either in groups or individually, and typically spending half a day there,
shown around by Moffett.
These are basically the sorts of people one would come across during his/her stay at the
NRI. For those who stay a few months and more, they may meet each other more often and get
acquainted with each other, but for my brief stay I only got to meet some of them. However,
important as meeting other scholars is, one does not go to the NRI only for that purpose. The
attraction of the institute first lies in its collections, which is exactly what gathers all the excellent
scholars. Almost all the other space than the offices is devoted to the institute’s collections. This
includes the entire second floor of the two-story building where the institute resides, and part of
the first floor. The most precious materials are without doubt the original Needham papers, most
of which deal with the compilation of the voluminous series Science and Civilisation in China.
These papers are stored in a specific area on the second floor, which does not allow entrance
without the permission from the librarian. Access is much easier to another room on the first floor
where off-prints collected by Needham concerning science in China is stored. However, for
researchers at the institute, the part most directly helpful is perhaps its library, with books on the
second floor and journals on the first. Possessing a vast collection of books related to the history
of science and technology in East Asia, the library provides researchers with convenient reference
while working at the institute.

124

戦時中におけるジョゼフ・ニーダムの中国活動に関する資料

1.2. Cambridge University Library
While the majority of Needham’s papers on his project of China’s history of science and
technology are preserved at the NRI, his personal papers are at Cambridge University Library.
These include those related to his work at the Sino-British Science Co-operation Office, which
was a major target of my trip to the UK. Consequently I spent a substantial amount of time in the
UL collecting these materials. However, an important thing to note is that the University Library
is not THE library of the University of Cambridge, for each college has its own library, as do
most of the faculties and departments. While the UL as the main research library is extremely rich
in its collections of published works, its possession of primary sources is relatively limited, and
many of these are scattered in the “local” libraries.
Like other libraries, Cambridge University Library requires a reader’s ticket for entrance
Moffett would kindly arrange this for researchers based at the NRI, and they get one-year access
to the UL’s materials. The reader’s ticket, however, cannot be applied to other libraries affiliated
with the university, and for each of them an outsider needs a respective ticket. As such, a research
project that involves materials in several of these libraries is very likely to turn into a pilgrimage.
Limited by the amount of time, I only looked into materials in the University Library collections.
The Department of Manuscripts and University Archives, together with its reading room,
is located on the third floor. One needs to fill in a request sheet and the staff will fetch the materials
for him/her. Photography is allowed but again one needs to speak to the staff and sign a
declaration. There are more detailed guidelines in taking pictures of materials, but generally
speaking there is not much that requires special notice. 2
As for the specific Needham papers in the UL’s collection, they are so voluminous that
one needs to have a specific purpose in mind before examining them; otherwise he/she is very
likely to get lost in all those materials. Put in rough numbers, there are thousands of items in this
collection, and here “item” means a folder that contains several files. The catalogue of these items
alone runs as long as 500 pages. 3 The SBSCO part, identified as Section C in the catalogue,
contains 185 items, which are divided into several boxes. The number does not sound quite large
compared with the size of the whole collection of Needham papers, yet taking pictures of all the
documents contained in these items took me four days.
1.3. The National Archives
Another place that took me several days during my stay in England was the National
Archives. As its name suggests, this is where all the official documents are kept. Unlike
Cambridge University Library, where only a part is used for manuscripts, the National Archives
is fully devoted to the classification and storage of official documents. Figure 1 shows the
outward appearance of the place, and from them one can get the image of its size of collection.
Admission to the National Archives is free, but like anywhere else a reader’s ticket is
required. It is important to notice that in order to get such a ticket issued in the UK, one needs to
provide two sorts of proofs: proof of identification and proof of address. The former could be

2

3

The UL’s guidelines of photography can be found on its website:
http://www.lib.cam.ac.uk/specialcollections/selfserviceguidelines.pdf; on using the Manuscripts
Reading Room, see: http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/manuscripts/Using.html.
The catalogue is registered as NCUACS catalogue no. 54/3/95. NCUACS stands for the
National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists.
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done with passport, whereas the latter requires some meticulous preparation beforehand,
especially when one is not a UK resident. The general approach is to get a bank certificate in the
country that one resides with his/her address on it before setting out for the UK. This might well
be the only approach for non-UK residents, as I have not found out any other way around. In fact,
being asked for both proofs of identification and address is quite common in Britain when one
tries to get paperwork done. The same procedure applies to Cambridge University Library for
those without the introduction from a related organization.

(i)

(ii)
Figure 1 The National Archives at Kew.

Although overseas visitors may feel intimidated when faced with this dual-proof system,
materials in the National Archives are available to all readers equally. The highly automatized yet
accessible ordering system also makes all the procedures very convenient. The whole process
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starts with the computer designating a seat for the reader, based on his/her needs for quietness,
and lighting in case of photography. The seat number also corresponds to a locker, which is used
to deposit the materials fetched by the staff.
To start ordering materials, one needs to find out the reference codes of related items at
first. To do this, he/she starts by searching the Archive’s online catalogue for the key words in
mind. Once an item—again, an item is basically a folder—has been spotted, the whole series of
records to which the item belongs to is also presented on the screen. Then one can go on to explore
the entire series for related items. However, if the series is too expansive and takes too much time
to click all the way through the online catalogue, one can turn to the paper catalogues.4 Ordering
is conducted online, and once done, requests are sent to the staff, who then fetches the items and
puts them in the locker compartment that comes along with the reader’s seat. The reader can check
the order’s status online, and go to the locker to get the items once they are shown to be ready.

Figure 2 Slip attached to an item (BW 23/2) fetched at the National archives, “25H” at the top is the
number of the locker compartment (as well as seat). When returning, it needs to be attached to the
item and made visible to the staff.

The reading room is also furnished in a very reader-friendly way. The area of each desk
is sufficiently large, and on it there is a stand on which cameras can be installed, thus making
photography—unlike the UL, no signing of extra documents required—extremely convenient.
When one is finished with an item, he/she can simply drop it at the return desk, with the slip that
4

There are series containing tens of thousands of items. In paper catalogues, the irrelevant parts
can be conveniently skipped. However, many small series are not accompanied with paper
catalogues.
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has come with it (Figure 2). As can be seen, one can well self-serve while using materials
collected by the National Archives, and the convenience makes the experience rather pleasant.
Due to the National Archives’ difference in character from Cambridge University Library,
its collection of primary sources is much more extensive. This means that one needs to have a
clear idea of what he/she wants to look for in order to make the best out of the Archives’
collections. After all, there is a limit to what key words can provide, as there are simply too many
items that may seem relevant. Related to the Sino-British scientific communications during the
war, the governmental organ to start with is the British Council, under whose auspices Needham
was sent to China. As mentioned before, there is a specific series of the British Council’s
registered files concerning China. The reference codes of the items in this series all start with BW
23, running from BW 23/1 to BW 23/68, with documents dated from 1937 to 1992. While it may
be tempting to go through all these items because the absolute number looks smaller than the
Needham papers at Cambridge, the containment of an item here is generally much richer,
rendering that ambition unrealistic. And this series is the easy part, for other series of interest are
much larger. One of such series is FO 371, “Foreign Office: Political Departments: General
Correspondence from 1906–1966.” This is only one of the many Foreign Office series, and its
relevance lies in that all the wartime communications from China back to Britain virtually went
through the Foreign Office. The title of FO 371 already suggests the scope of materials covered
(tens of thousands of items), and even the subseries on China is expansive enough to dissuade
any aspiration to go through all of it. This is where the paper catalogues become helpful, as one
can go over the brief descriptions and locate the reference numbers of those items of relevance
quickly. These FO 371 documents and aforementioned BW 23 ones constitute the majority of the
materials that I have collected at the National Archives. Other manuscripts I have looked into
were scattered in the Cabinet Office files, War Office files, etc. There are undoubtedly more
documents of relevance than what I have been able to look into, and time is the key factor in
determining how fully one can explore them.
2.

Preliminary findings
The original intention of this trip to the UK was to find out more about Needham’s
activities in Republican China during the war and his observations of the scientific enterprise
there. In connection with this, another important question in mind was how this Sino-British
science co-operation had started. More time and efforts are needed to process and “decode” the
huge amount of materials I have collected, but a preliminary survey of related materials has
already become a process in which other matters overshadowed by these large issues are gradually
revealed, and as a result it becomes clearer and clearer that there are no simple answers to them.
Nevertheless, these two questions can still be instrumental in making sense of the vast materials.
2.1. Needham’s activities in wartime China
During his stay in China from 1943 to 1946, Needham’s acted as the director of the SinoBritish Science Co-operation Office, and his activities mainly concerned the exchanges between
Chinese and British scientists under the difficulties caused by the Japanese blockade of China.
For that purpose, he made efforts in both transporting scientific materials, including instruments,
journals, and books, into China, and organizing translations of Chinese scientific literature and
sending them abroad. It was due to this effort that Chinese scientists remained part of the world
scientific community despite its geographical isolation from the outside world.
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The two reports outlining these activities in Science Outpost are found in their original
forms in the collections of the NRI and the UL. These are copies of those submitted to the British
Council, and apparently some elements had been left when published. Also to be found are all the
materials that had gone into the compilation of these reports, which help to illustrate Needham’s
activities in wartime China in more details. These details break the general question of Needham’s
activities in China down into more specific enquiries.
As can be known from Science Outpost, Needham’s main approach in making contact
with Chinese scientists was to visit institutions of education and research. Materials at the NRI
and UL include the name cards of the individuals that Needham had met in China and the notes
of his impressions of them. This alone can generate a quite reliable list of Chinese scientists in
the Republican Era, but for those with whom Needham kept correspondence, more information
can be extracted from these materials. This can be extremely valuable in knowing about individual
Chinese scientists’ careers. 5
But to visit all these institutions Needham had to travel through Free China despite all
sorts of wartime difficulties. A large number of Chinese universities had moved from China’s
coastal areas to its hinterland in the first two years of the War, with the majority ending up
scattered in China’s mountainous southwest provinces. The topography already makes travelling
a feat, needless to mention the risk of getting caught in the confrontation with the Japanese army.
Experience of all the difficulties can be found in Needham’s journals and full-length reports of
these journeys. These are illustrative of China’s wartime situation in general as well as the running
of Chinese universities. 6
Although Needham’s main dedication was scientific exchanges between China and
Britain, documents in Cambridge and London suggest his activities were more extensive. Apart
from surveying China’s scientific establishment, it can be told from several memoranda
composed by Needham at the National Archives that he was also making observations on China’s
industry. Apparently these had gone beyond his responsibilities as a science attaché, and they
raise the question of what exactly Needham’s position in China was.7
2.2. British involvement in China’s cultural affairs during the war
The complexity of Needham’s position in China may have originated from the ambiguity
of Britain’s cultural policies toward China during the war. What can be said definitely is that part
of Needham’s original mission was to advise on Britain’s cultural policy toward China. But by
the moment he landed in China, Needham had not been appointed the director of the Sino-British
Science Co-operation Office by the British Council, since the Office was not established until a
5

6

7

Research along this line is represented by Yin Xiaodong’s [尹晓冬] work on Chinese
physicists. See, for example, Yin Xiaodong and Hu Danian [胡大年], “Studying in Cambridge:
Jwu-Shi Wang’s Story” [in Chinese], Studies in the History of Natural Sciences 33, no. 4
(2014), 445–466.
In fact, Needham’s observations have been quoted in most of the works on Chinese universities
during the war. An influential one in English literature is John Israel, Lianda: A Chinese
University in War and Revolution (Stanford, California: Stanford University Press, 1999).
Needham’s position and mission in China have been investigated in detail in Duan Yibing [段
异兵], “On the Title of Joseph Needham in Wartime China” [in Chinese], China Historical
Materials of Science and Technology 25, no. 3 (2004), 199–208.
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couple of months later based exactly on his own recommendations. 8 To further complicate
matters, the British Council was not the only body that was involved in cultural exchanges with
wartime China—it came after the Ministry of Information. In fact, at least part of the British
Council’s interest in China was the result of its miscommunications with the Ministry of
Information. 9
Yet more information is needed in order to weave all these efforts into a coherent story
of the British involvement in China’s cultural affairs. It looks rather in chronical terms clear that
there had been the Ministry of Information’s propaganda concerns since the prewar period, and
around 1942 the British Council started to join related conversations, and as a result Needham
arrived in China. But in institutional terms, little about the initiatives of all these efforts is known.
For instance, we hardly know anything about why the British Council took an interest in China
in the first place, or how it coordinated with the Ministry of Information thereafter. Moreover, the
SBSCO was hardly the only enterprise that the British Council had concerning China, and it is
only too natural to wonder whether all these different projects worked under a unified scheme. 10
3.

Further explorations
The enquiry into Needham’s wartime activities originates from my Master’s thesis, to
which Science Outpost served as an invaluable reference of the conduct of science in China during
the war. 11 While that volume might be sufficient if one needs to have a rough idea of what Chinese
scientists were doing, it does not provide much information about the initiatives on Britain’s part.
To have a more comprehensive understanding of the scientific and cultural exchanges between
China and Britain during the war, then, visiting the UK to search for relevant sources becomes
inevitable. Yet it turns out that one visit of three weeks can hardly go very far beyond the starting
point, as more materials become relevant in sorting matters out. 12
8

9

10

11

12

Needham’s proposal of a Sino-British Science Co-operation Office appeared in a
memorandum, which was included in a document sent by Horace James Seymour, the British
Ambassador to China then, to Anthony Eden, who was working for the Foreign Office at the
time, on April 21, 1943. A copy of this document can be found in the item CAB 124/542 at the
National Archives.
The story goes: in August 1942 an officer at the British Council saw a letter sent by a
representative of the Ministry of Information in Chongqing [重庆, capital of China during the
war], mentioning that they had prints of some films for propaganda produced by the Council
and would like more. The officer got a little upset, as the Council had never sent any film to
China. It turned out that the prints in China were from the Ministry of Information office in
Singapore (still the officer had no clue how they had got there), but the Council started to send
prints to China thereafter. This anecdote can be inferred from correspondence found in the item
BW 23/1 at the National Archives.
Some research into the overall Britain’s wartime policies toward China has been done. See Li
Shian [李世安], Zhanshi Yingguo Duihuazhengce [战时英国对华政策] (Wuhan, China:
Wuhan University Press, 2010). Although details of the cultural exchanges between Britain and
China are given in the book, a comprehensive and coherent story is still not provided.
For a summary of the thesis, see Heng Wen, “Physics in China during the Second SinoJapanese War: Continuity and Discontinuities (1937–1945),” TITech Studies in Science,
Technology and Culture [技術文化論叢] 17 (2014): 41–48.
Here I refer only to materials to be found in the UK. There is no doubt that China, as the other
party of the relationship, is as important in searching for related materials as Britain. Places in
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To begin with, much more time is needed to explore more fully collections of Cambridge
University Library and the National Archives. As potentially relevant materials are included in
other sections of the Needham papers at the UL, it is necessary to examine the whole collection
instead of only one section of it. As for the National Archives collections, while the same can be
said about the FO 371 and BW 23 series, other series also need to be looked into more carefully.
For instance, another series of the Foreign Office files, FO 371, also contains some items related
to the British Council’s activities in China. Again, the amount of time one needs to sufficiently
survey National Archives’ collection is tremendous, for the extent to which one can know about
the documents is largely limited before he/she actually sees them.
Other materials are basically personal papers of those who participated in the Sino-British
cultural exchanges. Needham’s wife, Dorothy, who joined Joseph in China in 1944, was also a
key figure in the work of SBSCO given her co-authorship of Science Outpost. Her observations
are to be found in the Personal Papers of Dorothy Needham, kept by the Girton College Archive
at Cambridge. Another important person in the Sino-British exchanges in science was James
Gerald Crowther, the director of the Science Department of the British Council at the time. A
large portion of the correspondence between the SBSCO and the British Council was directed to
him, and these are to be found in the Crowther papers, collected by the University of Sussex
Library. There are many other people who had been more or less involved in this enterprise, and
documents of potential relevance can be found in various personal papers, but to start with key
figures is always the most straightforward approach.
History may be regarded as a collection of events that took place in the past. Yet the
experience of going over the pages of historical documents reveals the complexities hidden
behind the word “collection.” Every single document surveyed during my visit to the UK is a
record of a tiny event (say, the event that Needham wrote a letter to someone on a certain day),
but at the same time it is part of a bigger event (the event about which Needham was
communicating with someone in a series of letters); at an even grander level, it reveals a little
about the Sino-British cultural exchanges during the war. However, combined, these documents
perhaps obscure more than clarify that big picture, for the details are intertwined and not every
one of them can be tracked, which means there are a lot of things that can never be known. As a
result, despite the huge amount of materials available to them, historians are still likely to find
themselves short of primary sources when trying to make sense of an enterprise with the scale
and scope of the wartime Sino-British cultural exchanges. As a detour from my Master’s thesis I
have taken a peek into it, and what I have found out is that there remains an insurmountable
amount of work to be done, to which I hope this note can serve for later reference.

China to visit include, but are not limited to, archives of the universities that Needham had
visited during the war, and the Second Historical Archives of China at Nanjing.
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Miyazawa Kenji’s Rasu Earth People’s Association
(Rasu Chijin Kyōkai)†
宮沢賢治の羅須地人協会
Yakup BEKTAS
1.

Rasu in the snow
After a three-hour journey, the earliest train from Tokyo arrived at Hanamaki (ShinHanamaki, Iwate) a little before 9 o’clock on a snowy mid-March day. As I left the station in a
taxi, the snow was falling, heavily at times, blurring everything, as Miyazawa Kenji often
describes in his stories. 1 The taxi stopped for a moment. The driver opened the window and
pointed out a small building barely visible in the snow and mist: “That is the Rasu.” I got out in
front of the administrative building of the Hanamaki Agricultural High School to get the key. The
Rasu was only a short way away, across a stream with high banks. Standing at the entrance to the
grounds, black against the snow, was a life size statue of Kenji wearing an overcoat, modelled on
his well-known “Beethoven photograph.” The ground was all covered with snow. Ahead of me
was the building I had come to see: a two-story cottage that housed Kenji’s Rasu Chijin Kyōkai
or the Rasu Soil People’s Association 2 for two years (1926–28). By the door on a large wooden
board was Kenji’s note: “I am out working in the field below.” (Originally the cottage sat on a
hill above the fields. See Section 3.) (Figure 2)
I opened the door with the old long-necked key (it appeared to date to Kenji’s days) and
entered the hallway. Right away I saw replicas of Kenji’s iconic overcoat, draped over a
mannequin, and his cello. There was also an old organ. 3 The stools (a novelty in his day) that
Kenji used in his seminar room, which I had seen in pictures, were not there, perhaps taken away
for repair during this low-visitation winter season. The visitor book suggested that no one had
come for a couple of months. By the time I completed my tour and went outside, the snow had
eased, so the house and its surroundings now stood out clearly.
This small house, once owned by Kenji’s family, stood originally on the far side of the
town, in the quiet outskirts, an area called Shimoneko. Kenji’s beloved sister Toshiko spent her
last months (July–November 1922) here before her death from tuberculosis. After Kenji’s own
death in 1933, his family sold the cottage. In 1969, as he was becoming better known, the
†

1

2

3

I am deeply thankful to Izumida Mio for reading and discussing with me over several years
Miyazawa Kenji’s works, and to Roger Sherman for reading and commenting on this
manuscript.
For more on Miyazawa Kenji in connection with this piece, see Yakup Bektas, “In Search of
Miyazawa Kenji’s Ihatobu: A Short Trip to Hanamaki, Iwate,” TITech Studies in Science,
Technology, and Culture [技術文化論叢] 17 (2014): 57–64.
The meaning of rasu is unclear—see Section 3; chijin, literally “people of the soil” or “men of
the earth”; and kyōkai, “association,” or “society.” Rasu Chijin Kyōkai is thus often translated
into English as “Rasu Farmers’ Association,” but sometimes more literally as “Rasu Earthmen
Society” as in Hiroaki Sato, “Introduction,” in Selections, Miyazawa Kenji, ed. Hiroaki Sato
(University of California, 2007), 26.
This was not a replica but appeared to be dated to Kenji’s times. There was no information on
its relation to Kenji, who was interested in playing the organ besides the cello.
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Hanamaki Agricultural High School purchased it from its owner, and had it reconstructed on the
grounds of its school. Apart from being a physical reminder of Kenji’s connection with this school,
the building is now little more than a modest tourist attraction.

Figure 1 Kenji’s Rasu Chijin Kyōkai at the Hanamaki Agricultural High School (March 12, 2015)

Figure 2 The original note in Kenji’s handwriting does not survive. The present note was written by
Kenji’s younger brother, Miyazawa Seiroku (1904–2001), imitating Kenji’s original note that he had
seen as a young man when visiting his brother. (March 12, 2015)

But once it was home to Kenji’s revolutionary project. There he not only spent time
writing, but also tried to put into practice his ideas about agricultural techniques, new agrarian art,
music, and modern science, while teaching them to the youth of the poor farming community.
Kenji wanted to set a personal example in creating “peasant art” and promoting modern sciencebased agriculture. His central objective was to make science, art, and music more relevant to the
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lives of peasants and farmers, that is, to use these disciplines to alleviate their miseries and poverty.
2.

Riding trains: Hanamaki–Morioka–Tokyo
As the son of a wealthy family, Kenji received most of his education in Morioka, the
capital city of Iwate prefecture, more cultured and metropolitan than his hometown Hanamaki.
Going there also exposed the young Kenji to railroad travelling, a major influence on his narrative
style and an inspiration for his stories and poems. The 36 kilometer distance between Hanamaki
and Morioka had been traversed by rail since 1890. Kenji’s education in Morioka began in 1909
at the age of 13 at the Prefectural Middle School; then came the Morioka Higher School for
Agriculture and Forestry. After graduating from the latter in 1918, he began to work there as a
researcher on geology and fertilizers. However, he soon became sick with pleurisy, which
interrupted his work. In same year his sister Toshiko, then a student at Japan Women’s College
in Tokyo, contracted a serious illness, which later developed into tuberculosis. Kenji went to
Tokyo with his mother to bring her to Hanamaki. Beginning about this period, he became more
engaged in writing poems and children’s stories.
Kenji’s literary growth could not be complete without Tokyo, the capital city, the center
of modern learning, art, and industry. Tokyo boasted a wealth of modern institutions such as
theaters, exhibition halls, book shops, and learned societies. Since his student days in Morioka,
Kenji had taken lengthy visits to Tokyo for further intellectual stimulation, whether it was for
studying music, languages, or doing business, or collecting woodblock prints, or seeing
exhibitions, or meeting other poets and writers. Japan’s extensive rail network was making
traveling convenient and trains had just become affordable for middle-class people like Kenji.
During his longest stay in Tokyo, nine months in 1921, he began to work for a publishing
company as a proofreader and copyist, while visiting libraries, studying Esperanto, and learning
to play the cello. This was a very productive time for Kenji, but at the news of Toshiko’s
deteriorating health, he had to return to Hanamaki. Nevertheless he would return to Tokyo
whenever the chance offered.

Figure 3 With their boundaries blurred by fresh snow, a train on the Kamaishi line crossing a bridge
over the Kitakami River near Kenji’s “English Coast” (March 12, 2015)
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At the end of 1921, Kenji became a science and agriculture teacher at the Hinuki County
Agricultural School (renamed in 1923 Hanamaki Agricultural School). The death of Toshiko a
year later was a major blow. In search of solace, he travelled (by rail and sea) to Karafuto, the
part of Sakhalin Island then controlled by Japan. The immensity of the sea and sky and the
northern landscapes, and the play of light, impressed Kenji deeply. The whole trip proved to be a
transformative experience. He returned home and gave himself to writing, composing some of his
best known stories, such as Night on the Milky Way Train (1924). While teaching at Hanamaki
Agricultural High School, he also enjoyed outdoor activities with his students, such as climbing
Mt. Iwate, the highest mountain in the region, swimming in the Kitakami River, staging plays
(written by Kenji himself), and excursions (as far as to Hokkaido).

Figure 4 Mt. Iwate as seen over a bridge across the Kitakami River running through Morioka. In
Morioka too Kenji is revered as a cultural treasure. The high school Kenji attended there is now
Iwate University. (March 14, 2015)

3.

Rasu, Kenji’s Walden Pond
But Kenji was growing restless, thinking that he was not doing enough for farming and
the peasants. Already in April 1925 he wrote to a former student (Hosaka Kanai) that he was
contemplating “quitting teaching to become a real peasant.” 4 The following year he did quit his
job and moved to a building, belonging to his family, on the outskirts of Hanamaki. Set on a low
hill overlooking the Kitakami River (another major inspiration for many of his stories), the new
place was surrounded by open fields. Kenji moved there not just to concentrate on writing and
pursue an independent life, but to put into practice his most ambitious enterprise: to promote
modern agriculture, new science and new art by means of his Rasu Chijin Kyōkai. He had the
cottage renovated and the first floor rearranged as a seminar room to host his society. At the end
of the summer of 1926, Rasu began its activities.
The word “rasu,” like the word “ihatobu,” is shrouded in mystery in regard to its meaning
and origin. Kenji liked using mysterious words for the names of the characters and places in his
4

Quoted in Hiroaki Sato, Selections, Miyazawa Kenji, 23.
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stories. He drew on different languages, especially on the three that he studied: English, German,
and Esperanto. He often adopted cleverly names such as “porān” (as in The Porān Square),
“goesh” or “gauche” (as in Goesh, the Cellist), or “oriza,” a name Kenji gives to “a new disease
resistant variety of rice” in his semi-science fictional The Life of Gusuko Budori (1932). But it is
the same as “oriza” in Latin, which is the transliteration of the Greek “oryza,” meaning rice. In
this respect Kenji was genuinely open-minded and international in his thinking. Furthermore, he
knew well that unusual, obscure words would have a strong appeal to young readers. He proved
right.
Many have speculated about the word “rasu,” although Kenji himself is reported to have
said to a friend that it had no special meaning. 5 There is nevertheless now an impressive number
of theories on where Kenji might have picked up this word and what it might mean. 6 They include:
that it is from “las” in Polish meaning “forest” (Roger Pulvers) 7; from the word for “pine” in the
Ainu language 8 ; from “lath” in English—meaning metaphorically an association supporting
farmers in the way that a lath supports plaster (Takafusa Satō) 9; from the English word “rustic”;
or from “Rasukin,” the Japanese form of the name of John Ruskin (1819–1900), a noted Victorian
social thinker, philanthropist, and artist that Kenji liked very much. 10 Last but not least, that Kenji
might simply have coined “rasu” for its pleasing and peaceful sound. 11 Most of these suggestions
are reasonable, but no one knows with certainty how he came up with this word. It is in fact a fine
example of his habit of introducing new words, whether for their meanings, esthetics, or
imaginary associations, or just at random.
4.

Rasu and the idea of a new peasant community
The idea of creating an egalitarian agricultural village or commune was radical but not
entirely new in Japan at the time. Around 1910 this was becoming a trend among a number of
intellectuals especially from wealthy families. One example that might have inspired Kenji was
the “atarashiki-mura” or New Village. This was a utopian farming community and quasisocialistic commune, formed in 1918 by the novelist, poet, playwright, and artist Mushanokōji
Saneatsu (1885–1976) in the mountains of Miyazaki in Kyushu. Another notable formation
around this time was the Shirakaba-ha or the White Birch Society, a literati group formed at
Gakushūin (Peers’ School), led by Mushanokōji and the popular short story writer Shiga Naoya
(1883–1971). Their magazine Shirakaba, in circulation from 1910 until the Great Kanto
Earthquake in 1923, enjoyed considerable popularity. Like Kenji, they promoted internationalism
and humanism, and advocated freedom, morality and social justice. They too were interested in
art, especially folk art.
Another group needs to be mentioned, with which Kenji had a more concrete and lasting
association. This was the Kokuchūkai, the Nation’s Pillar Society, which he joined in 1920. It was
5
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Hara Shirō, Miyazawa Kenji goi jiten [Miyazawa Kenji Glossary] (Tokyo: Chikuma Shobo,
2013), 753.
Most of these suggestions are described briefly in Hara Shirō, Miyazawa Kenji goi jiten, 753–
755.
See Roger Pulvers, “Long-gone Writer Tells It How It Is,” The Japan Times (Aug. 24, 2013).
Aoe Shunjiro, Miyazawa Kenji: Shura ni ikiro (Kodansha, 1974).
Hara Shirō, Miyazawa Kenji goi jiten, 755.
Ibid., 754.
Ibid., 754–5.
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a radical nationalist Buddhist sect, led by Tanaka Chigaku (1861–1939), that espoused
nichirenism (nichirenshugi in Japanese), a blend of Buddhism and Japan’s State Shinto. Tanaka
reinvented Nichiren Shonin, a 13th century Buddhist priest, as the champion of the nation of Japan
with the divine emperor at the center. Kenji’s involvement with this group and its influence on
his thinking and writing are subjects of considerable debate.12 One thing is certain: Kenji’s writing
says nothing in the name of nationalism. In fact, there is no other writer in Japan in this period
who was more internationalist. As Roger Pulvers has noted, there is hardly any mention of Japan
or the Japanese in Kenji’s writing. 13
It is true that Kenji was deeply inspired by Buddhism. He uses in his stories examples
and imagery from Nichiren Buddhism, but for non-nationalist ends. Kenji’s reference is never the
nation, but all the world, all humanity, as he believed “an individual cannot really be happy unless
the whole world is happy.” 14 However, the idea of “self-sacrifice,” giving one’s life for the
happiness of others or society in general, which is very strong in all Kenji’s stories, might well
be connected with the teaching of Buddhism as a whole, and of nichirenism in particular.
A more widespread cause that was inspiring intellectuals at this time was the socialism
and labor movement, which gained a significant impulse worldwide from the Bolshevik
Revolution of 1917 in Russia. In the 1920s Japan too this proletarian movement was spreading.
Kenji was not left behind by it. For a time he was even helping the local branch of the newly
established Japan Labor-Farmer Party (1926–28). 15 Kenji owned a copy of Karl Marx’s Das
Kapital and he was familiar with Lenin’s The State and Revolution (1917). 16 Some of his stories
support socialistic ideas. His play-like Poran-no Hiroba or Poran’s Square (1927), for example,
portrays a land owner as greedy and corrupt, while promoting public assemblies and the idea of
workers becoming the owners of their factories.
Lastly, Kenji was, partly through his reading, following popular social, philosophical,
musical and artistic trends from outside Japan. His way of life at the Shimoneko cottage was
somewhat similar to that of Henry David Thoreau (1817–62) at Walden Pond. Like Thoreau,
Kenji lived in his cottage—a lot larger than Thoreau’s cabin—for about two years, and like him
embraced vegetarianism for humanistic and moralistic reasons. Kenji too tried to become
independent. On the occasion of his resigning from his teaching, Kenji told the local newspaper
(The Iwate Daily) that he wanted to do research on “village economy,” and planned to earn his
living like a farmer by “exchang[ing] the produce I have made with effort, with sweat on my
brow.” 17 He grew vegetables, his favorite being ponderosa tomatoes, which appear in his popular
story, Goesh, the Cellist. Goesh lives like a farmer on the edge of his town, growing vegetables,
while at night he plays the cello with the town orchestra at silent movies. Kenji experimented with
the seeds of vegetables and flowers he ordered from overseas through a purveyor in Yokohama. 18
Nevertheless there is no firm evidence that Kenji had read Thoreau’s Walden. If he had, he would
12
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For a recent work in English, see Gerald Scott Iguchi, Nichirenism as Modernism: Imperialism,
Fascism, and Buddhism in Modern Japan, Ph.D. Dissertation, UC San Diego, 2006.
Roger Pulvers, “Long-Gone Writer Tells It How It Is,” The Japan Times (Aug. 24, 2013).
Shinshū Miyazawa Kenji Zenshū [Miyazawa Kenji Complete Works], (Tokyo: Chikuma Shobo,
1979–1980), 16 volumes, vol. 14.
Hiroaki, Selections, Miyazawa Kenji, 25.
Ibid., 28.
The Iwate Daily, Morning Edition (April 1st, 1926); Miyazawa Kenji Zenshū, vol. 14, 593.
See his “Memo Flora,” Miyazawa Kenji Zenshū, vol. 14, 371–396.
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surely have mentioned Thoreau in his writings. On the other hand, it would have been unusual
for an avid reader such as Kenji not to have noticed Walden, which had been available in Japanese
translation for several decades. Kenji certainly knew about Ralph Waldo Emerson, Thoreau’s
friend and mentor, as he included his name in his outline of what he planned to teach at the Rasu. 19
5.

“Peasant Art”
From January to March 1926, the last three months of his teaching job, Kenji also gave a
series of lectures for a new adult education program set up by the prefectural administration at
Hanamaki Agricultural High School. For this, Kenji wrote an outline, mostly rough notes and
statements on the idea of “peasant art,” the main theme of his lectures. 20 These notes are more or
less the only direct evidence for what Kenji was planning to teach. They are about Kenji’s idea
of art, particularly of “peasant art,” with hints into his critique of the science and religion of his
day.
In addition to Emerson, in these notes Kenji referred to an impressive list of scholars,
writers, artists, and philosophers. They include Ludwig Büchner, Daniel Defoe, Oscar Wilde,
William Morris, Leo Tolstoy, Oswald Spengler, Romain Rolland, Edward Carpenter, Leon
Trotsky, Richard Wagner, Edouard Manet, and Paul Cezanne. Using their ideas about art,
creativity, and beauty, Kenji wanted to develop his theory of nōmin geijitsu or peasant art. He
used this term interchangeably with nōson geijitsu or rural art, but did not say if they are different.
Kenji’s central idea was that by being commercialized and professionalized, art has
become corrupted. That is, presently art is a commodity for the benefit of the few. It is completely
irrelevant to the lives of poor peasants. He referred to a statement attributed to Tolstoy that “the
bourgeois or only ten percent of the population enjoys life, while the rest works to death.” 21
Kenji saw that the life of a peasant in particular was dry and full of hardship with no
enjoyment, in part because it lacked artistic creativity and beauty. He wanted to show that farming
could be done in a way that was more rewarding, mainly through art and music, both of which he
himself practiced and tried to promote. For Kenji, art was a means for finding “a bright and
enjoyable way of living.” 22 That is, art was a way of attaining “real happiness” and “beauty” in
the world. It also represented a “collective consciousness.” 23
In spite of his earnest attempts to elaborate it, Kenji’s idea of “peasant art” remains
obscure. He believed that in the past many country people, although much poorer, lived happier
and more meaningful lives. 24 The present dire state of peasant life was not just a matter of material
poverty, but also one of spiritual and aesthetic loss. There was an urgent need to restore the beauty
of peasant life. In his view of art generally, and “peasant art” specifically, Kenji was inspired by
the writings of English critics William Morris and John Ruskin. Kenji’s idea of “peasant art” was
a reaction to art dominated by a laissez-faire capitalism, and the elitist view of art that ignored the
19
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“Nōmin geijutsu gairon kōyō” [An Introductory Outline to Peasant Art], Miyazawa Kenji
Zenshū, vol. 14, 19.
This outline is “Nōmin geijutsu gairon kōyō” [An Introductory Outline to Peasant Art], in
Miyazawa Kenji Zenshū, vol. 14, 8–22. Hereafter: Miyazawa Kenji, “Outline to Peasant Art.”
Miyazawa Kenji, “Outline to Peasant Art,” 19. Kenji does not give the source of this statement.
The original has not been identified.
Ibid., 8.
Ibid., 9.
Ibid., 8.

138

宮沢賢治の羅須地人協会

work of peasants. Finally it was a reaction against doing “art for art’s sake.” Like art in general,
“peasant art” should come from within life; it should be a way of imbuing the peasant world with
creativity, meaning, and beauty. To support this idea, Kenji quotes, in English, from Morris, “Art
is man’s expression of his joy in labour.” 25 Morris, who was a committed socialist, did not choose
the word “labour” lightly, but for deep political reasons: he was expressing solidarity with the
working classes of Britain. 26 Just as Morris had drawn attention to laborers demoralized by the
growing industrial and capitalist system, Kenji wanted to encourage Japanese peasants and
farmers, by expanding the idea of art to include their work.
Kenji himself tried to set an example through his design work and flowerbed
arrangements. He was also good at drawing. He drew a large number of illustrations mostly for
teaching, always very artistically, for example of rocks, crystals, and minerals. But he also made
a good number of watercolor paintings. About a dozen of which survive. One, of an owl, has been
enjoying great popularity recently, partly because the owl is a symbol of good-luck. (Figure 5)
Kenji’s owl drawing can be seen everywhere as a decoration in Hanamaki.

Figure 5 Kenji’s horned owl with moon, painted on the back of an unsent note (RINPOO)

Like art, science and religion were detached from poor people’s lives. Religion, for
example, had been monopolized and thus corrupted over centuries by a professional group, the
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Morris Internet Archives: Works,” https://www.marxists.org/archive/morris/works/index.htm.
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clergy. 27 It was now losing its effectiveness and appeal. Kenji stated in his outline to peasant art:
“Worn-out, religion has become replaced by modern science; but science is cold and dark.” 28 This
is because science, too, is blind to the real needs of the poor and society as whole. The goal of
science and technology for Kenji was the elimination of poverty, famine, and overall human
suffering. This idea is superbly exemplified in The Life of Gusuko Budori (completed circa 1932).
There, science is a way of predicting and controlling natural disasters such earthquakes, volcanic
eruptions, and the crop diseases that were particularly severe in the part of Japan where Kenji
lived.
6.

The police come to Rasu
Kenji began the meetings at Rasu in August 1926, with about 20 students from the
farming community. Its program included lectures on art, science and agriculture, listening to
records, forming a music band, and playing the piano and cello. Listening to records and playing
modern musical instruments were still very much novelties, especially in a rural town like
Hanamaki. Kenji himself composed several pieces of music, and also the words for them, such as
hoshi meguri no uta or “a song of stargazing,” poran no hiroba no uta or “the song of Poran
Square,” ihatobo nōgakko no haru or “spring at Ihatobu Agricultural School,” and seishinka or
“a song of the mind.” The last one is now the official school song of Hanamaki Agricultural High
School.
His goal was to serve as an example at Rasu that farming or peasant life need not be
devoid of enjoyment or creativity. He wanted to show that farming could be made more fulfilling
with the help of music and art.
But this high-minded enterprise would not last long. An editorial in The Iwate Daily
(February 1, 1927) praising Kenji’s project raised the suspicions of the police about socialistic
tendencies and potential activism at Rasu. 29 Although Kenji was obviously stimulated by a
socialistic world view, this was primarily based on a romantic idea of creating a just and happy
world for all. His was far from any active advocacy or organized political activism for the cause
of socialism or proletarianism. Nevertheless, a month later, the local police visited Kenji at
Rasu. 30 We do not know what they said, but Kenji was alarmed and put a halt to all of Rasu’s
activities: the teaching, meetings, and concerts. He then concentrated his effort on helping farmers
with fertilizers. For this he would visit them and study the soil of their fields. In this effort Kenji
was committed and he did it all for free, but his fertilizer initiative was no more successful than
Rasu. Some farmers expected immediate improvement, and when that did not happen they even
asked Kenji’s well-to-do father for compensation.
Kenji’s hard work in the summer of 1928, when the region suffered one of its worst
droughts, exhausted his energies. He walked long distances to farms in the high heat. The harvest
was very poor and hardships grew around him, with the danger of a famine looming. Perhaps also,
distress caused by the police was an aggravating factor. In any case, by the end of August, Kenji
was ill again. In December he came down with pneumonia and was forced to move back to his
parents’ home. Although the following year he felt better, Kenji did not return to the Shimoneko
27
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cottage again, and he wrote to his students to apologize for not being able to continue. Thus, the
noble enterprise of the Rasu ended, but its idea would continue to inspire others after Kenji’s
death.

141

投稿規定
本学で研究・教育に携わる者は投稿することができる．その他，編集委員会が必要あるいは
適切と判断した場合も本誌に投稿することができる．
2. 投稿の種類は，論文，寄書・資料紹介，研究ノート，修士・博士論文梗概等とする．
3. 原稿の掲載の可否は編集委員会が決定する．論文は，審査を行う．
4. 原稿の分量は，注や図表も含めて割付後のページ数を原則として次の通りとする．
論文，研究ノート：本文 15 ページ以内，および欧文要旨 1 ページ以内．
博士論文梗概：本文 10 ページ以内，および欧文要旨 1 ページ以内．
修士論文梗概：本文 5 ページ以内，および欧文要旨 1 ページ以内．
5. 原稿（紙媒体）は 1 部提出し，著者は手元にオリジナルを必ず保管する．また，原稿の電子
ファイルを電子メールで提出する．提出された原稿は返却しない．電子ファイルの提出先は
編集委員会に問い合わせる．
6. 原稿は下記宛に送付する．
〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東京工業大学大学院 社会理工学研究科
経営工学専攻 技術構造分析講座『技術文化論叢』編集委員会
7. 掲載された文書の著者には掲載号を 3 部贈呈する．
8. 発行後に訂正を要する事項が生じた場合には，すみやかに文書で編集委員会に申し出る．
9. 本誌に掲載された文書の著作権は『技術文化論叢』編集委員会に帰属する．他に転載しよう
とする場合には，あらかじめ編集委員会に申し出て許可を受けなければならない．
10. 本誌に掲載された文書は，一定期間を経た後，技術構造分析講座のホームページにおいて公
開される．
11. 原稿の作成は次のようにおこなう．
(1) 原稿は，原則としてワードプロセッサーを用いて作成する．使用するソフトウェアは，
一般に広く普及しているものが望ましい．
(2) 用紙は A4 サイズのものを横書きで使用し，1 ページあたり日本語で 35 字×40 行を目安
とする．左右 3cm，上下 3.5cm の余白をあける．
(3) 原稿の冒頭に和文表題・著者名を入れる．また，著者の所属機関名など連絡先を脚注に
記す．
(4) 原稿には，欧文表題とローマ字による著者名を付記する．
(5) 読点はコンマ(，)，終止点はピリオド(．) を用いる．
(6) 文中の引用文は「 」の中に入れる．長い引用文は本文より 2 字下げて記入し，上下に
一行ずつ空白行を入れる．
(7) 図表には表題をつけ挿入個所を指定する．説明文は挿入個所に書き入れる．図表は白黒
のみとし，そのまま写真製版できるような鮮明なものを使用する．カラーの図表は受け
つけない．
(8) 引用文献の記載においては，出典を確認できるよう十分な書誌データを記す．書き方は
以下の例に準じる．
<書籍>
1.

・ロバート・オッペンハイマー（美作太郎，矢島敬二訳）
『原子力は誰のものか』中央公論新社，
2002 年，17 頁．
・Mark Walker, Nazi Science: Myth, Truth, and the German Atomic Bomb (Cambridge: Perseus Publishing,
1995), 269–271.

<論文>
・David Holloway, “Physics, The State, and Civil Society in the Soviet Union,” Historical Studies in the
Physical and Biological Sciences 30 (1999): 173–192.
・スタンリー・ゴールドバーグ（春名幹男訳）
「グローブス将軍と原爆投下」
『世界』第 611 号，
1995 年，173–191 頁．

この投稿規定は 2011 年 1 月 8 日から適用する．

『技術文化論叢』要綱
1. 発行趣旨
今日の科学・技術の発展はきわめて急速であり，社会における科学・技術のあり方や先端技術の方
向性如何が環境問題や人間性にかかわるものとして論議をよんでいる．他方，技術開発をめぐる国際
的競争はますます激化しており，ここでも先進国間，南北間での技術移転や国際協力問題は国際的な
課題となっている．東京工業大学大学院社会理工学研究科は「科学技術と人間社会のインターフェイ
スに位置する文化や科学技術を対象とする学問領域を切り開くために」設置された．
『技術文化論叢』は，こうした状況の下で，科学や技術の本質，それらの発展の仕方や社会的関係
などを歴史的に，哲学的・方法論的，あるいはひろく社会科学的に論議する研究誌として公刊するも
のである．

2. 発行主体
東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻技術構造分析講座で発行の運営を行う．

3. 編集組織
上記技術構造分析講座を中心として編集委員会を構成するが，適宜必要に応じて東京工業大学内の
構成員が加わることも妨げない．編集委員は，1 年任期とする．再任を妨げない．

4. 発行回数
原則として年 1 回とする．
次号 (第 19 号) の論文と研究ノートの提出締め切りは，2016 年 1 月 8 日（金）とする．

『技術文化論叢』第 18 号（2015 年）
2015 年 4 月 30 日発行
編集：技術文化論叢編集委員会
編集委員長：ヤクブ・ベクタス（Yakup Bektas）
編集委員：勝屋信昭，栗原岳史
多久和理実，文恒，和田正法
発行：東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻
技術構造分析講座
〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1
URL：http://www.histec.me.titech.ac.jp
Tel: 03-5734-3610 / Fax: 03-5734-2844
印刷：国際文献社

Table of Contents
< Articles >
An Analysis of Maclaurin’s Two Understandings Regarding Vis viva
KUDO, Riki ................................................................................................................1
The Higher Education of Engineers in Meiji and Taisho Eras Reviewed through Curricula
TSUNEKAWA, Seiji .................................................................................................18

< Research Notes >
An Overview of the History of Chilean Universities
VICENCIO NAVARRETE, Eliana Del Carmen ....................................................39
On the Recent Trend of William Whewell Research
KATSUYA, Nobuaki ................................................................................................47
Principles of Science: Shunkichi Kimura’s First Book Based on His Teachings
MASUDA, Sumiko ...................................................................................................54
Astronomical Observations by Edmond Halley in St Helena
SUGIMOTO, Takeshi ..............................................................................................71

< Summaries of New Dissertations (Titech) >
William Whewell’s Idea of Science
KATSUYA, Nobuaki ................................................................................................89
The Construction Process of Japan’s Center of Excellence (COE) Programs
LIU, Qiaochu ............................................................................................................95

< Activities >
The First International Workshop on the History of Chemistry (IWHC2015 in Tokyo)
Held in Japan
KAJI, Masanori ......................................................................................................101
A Student Essay: The Modernization of Egypt in the Nineteenth Century
MOSTAFA, Noha ................................................................................................... 110

< Exploratory Research Trips >
Materials on Joseph Needham’s Wartime Activities in China (1943–1946)
WEN, Heng.............................................................................................................123
Miyazawa Kenji’s Rasu Earth People’s Association (Rasu Chijin Kyōkai)
BEKTAS, Yakup ....................................................................................................132

TITech Studies in Science, Technology and Culture
No. 18 (2015)
Tokyo Institute of Technology
ISSN 1347-6262

