
会 報

◇2016年度シンポジウム報告

2017年2月18日、日本科学史学会生物学史

分科会と明治大学平和教育登戸研究所資料館共

催により、シンポジウム「生物学と軍事研究

歴史的考察」が明治大学生田校舎にて開

催された。

2015年より始まった防衛装備庁の「安全保

障技術研究推進制度」による研究費助成と翌年

の増額を契機として、科学技術研究と軍事の結

びつきが強まるという懸念が高まっている。こ

のシンポジウムは、こうした現状を背景として、

軍事研究と科学技術（者）の関係を文献・遺物・

遺構に基づいて歴史的に省察し、改めて科学技

術の軍事利用とその研究体制の歴史を考えるた

めに企画された。

全体は2部構成で行われた。午前の部は明治

大学平和教育登戸研究所資料館を中心とした見

学を行い、25名の参加者があった。午後の部

は明治大学生田キャンパスA館でシンポジウ

ムを開催し、49名の参加者があった。日本科

学史学会生物学史分科会総会は、その合間の昼

の時間に行われた。

午前の部では、登戸研究所研究の核を担って

おられる山田朗氏（明治大学文学部教授・平和

教育登戸研究所資料館館長）と渡辺賢二氏（明

治大学文学部兼任講師）に解説をしていただき

ながら、大学構内の遺構と平和教育研究所の見

学を行った。明治大学生田キャンパスは、旧陸

軍の秘密研究所であった登戸研究所の敷地に造

られている。明治大学平和教育登戸研究所資料

館も、陸軍登戸研究所時代の実験棟を保存・活

用しており、建物自体が史料である。キャンパ

ス内にも、登戸研究所時代の遺構がいくつも残っ

ている。

登戸研究所は戦時の科学史にとって意義が深

い歴史的テーマであるが、実態の解明に至るま

での経緯も関心をひきつけてやまないものであっ

た。戦後になっても関係者が黙して語らないま

ま、闇に埋もれかけていた秘密研究所の実態が

解明されていくまでの動きが遺構遺物を目の当

たりにして語られると、見学者からは盛んに質

問が出され、予定時間を延長して見学させてい

ただいた。

午後の部は、軍事研究の歴史を振り返るシン

ポジウム「生物学と軍事研究 歴史的考察」

を行った。企画者の一人である篠田真理子（会

員）が今回のシンポジウムの趣旨説明を行った

後、山田朗氏による「陸軍登戸研究所と日本軍

の秘密戦」、渡辺賢二氏「陸軍登戸研究所の秘

密戦用生物・化学兵器の研究・開発」、常石敬

一氏「科学と戦争 満州731部隊の歴史と

現代」、植木不等式氏「カモメの水兵さん

動物“新兵器化”プランあれこれ」と題して講

演いただいた。

山田氏は、日本軍の「秘密戦」および化学・

生物戦について基本的な概念から紐解き、登戸

研究所の位置づけについて史料に基づいてご講

演くださった。登戸研究所は風船爆弾の製造で

有名であるが、風船の和紙や糊の原料（コンニャ

ク）の増産が求められるなど、ハイテク技術だ

けでなく農業技術も兵器製造に関与していたこ

と、登戸研究所で研究された生物兵器は、対人

用ではなく対家畜・対穀物への打撃を狙った細

菌・ウィルス・昆虫等が主であったことが示さ

れた。

会 報

87



渡邉氏は、歴史から消えかけた登戸研究所が

解明されるにあたって、川崎市民や高校生の調

査が大きな力を発揮し、関係者が口を開くきっ

かけになったこと、巨大な「動物慰霊碑」がこ

の敷地に建立された理由、タイピストとして勤

務されていた方が偶然保管していた『雑書綴』

が書類として残されなかった記録を垣間見せて

くれたことなど、具体的な史料に基づいて講演

された。それらの実物史料を午前の部で見学さ

せていただいていたこともあり、講演内容がよ

り迫真的に感じられた。

常石氏は、長年後研究を続けておられる731

部隊の歴史を中心に、科学研究が軍事と結びつ

くときにおこる問題について講演された。特に

731部隊に関係する科学者の博士論文研究の内

容及びその審査体制を具体的に示されたうえで、

研究のネットワーク、組織的な無責任体系、

閉鎖性、研究環境の特殊性、研究目的などの

側面から軍事研究の問題点を、現在の科学技術

や科学者・技術者にも通じる観点から考察され

た。

植木氏は『ぼくらの哀しき超兵器 軍事

と科学の夢のあと』（岩波書店、2015年）の内

容にさらに新しい知見を加え、動物の兵器とし

ての利用（攻撃、哨戒、輜重、通信）について

講演された。一見すると馬鹿馬鹿しく思えるよ

うな利用方法も、大真面目に人と資源を投下し

て研究される軍事研究の在り方は、登戸研究所

で行われた風船爆弾や偽札づくりにも通じるも

のがあった。

最後に企画者の一人である堂前雅史の司会で

シンポジストの方により総合討論を行い、全体

を締めくくった。軍事史・兵器研究史における

生物学史、生物学史における軍事史・兵器研究

史双方の必要が明らかになったシンポジウムで

あった。

最後に、会場提供を始め、全面的にご協力く

ださった明治大学平和教育登戸研究所資料館お

よび山田朗氏、渡辺賢二氏に篤くお礼を申し上

げます。

（篠田真理子）

◇生物学史研究会報告抄録

2017年7月15日・東京大学駒場キャンパス

「機械論vs生気論」論争はあったのか 19

世紀～20世紀中葉における生気論概念の検討

米本昌平

はじめに

1970年に京都大学理学部生物科学専攻の

3回生になったとき、「生気論を勉強してみた

い」と意思表明したところ、大学院生と思われ

る人たちから激しい攻撃を受け、大学には「研

究の自由」がないことを思い知ったことがすべ

ての出発点にある。1969年当時、京大教養部

はバリケード封鎖され、その内側では「反分子

生物学」という自主ゼミも開講されていた（1）。

私は、1969年8月～1970年2月の間、京都大

学ブータン学術調査隊の一員として日本にいな

かった。京大理学部なら、私の希望は受けいれ

られると思っていたが、期待は裏切られた。

1970年に開講された生物科学の講義は画期的

な内容であったが、生物物理学教室（京大理学

部は学科を教室と呼んだ）の思想が色濃く反映

されたものであった。私は、形の上で生物物理

学教室の寺本英（1925～96）研究室に属したが、

いま考えると、この学科は1960年代前半のア

メリカで完成した分子生物学を日本に導入する
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ために設けられた組織であった。折しもこの時、

F.クリック（1916～2004）が『分子と人間』（2）

を著し、分子生物学の上に立って生気論批判を

始めたところだった。理学部教官の中で唯一、

議論の相手になってくれたのは、1970年に山

梨大学から着任された白上謙一（1913～74）教

授、一人であった。

私は、分子生物学批判を大学批判に重ね、一

生涯、在野でこの問題を考えぬくことを心に決

め、郷里に帰って職を探した。すると、丸万証

券（後に東海東京証券に吸収）という地場証券

会社が採用してくれた。土日と通勤電車の中で

研究のための資料を読み、見よう見まねで「エ

ンテレヒーと情報概念」（3）と、「私の科学史

陰画の再構成」（4）を書いた。『生物学史研究』

は編集者の判断で、ほとんど何でも載せてくれ

た。

すると 1975年秋、中村禎里（1932～2014）

立正大学教授から、「三菱化成生命科学研究所

という所で生物学史研究の専任ポストを公募し

ているので応募するように」という電話があっ

た。この間の事情は、拙書『独学の時代』（5）に

書いておいた。その結果、私は社会生命科学

研究室（中村桂子室長）の科学史担当の研究

員として採用された。最初、優生学史を手掛け

たが、その後、バイオエシックス、地球環境問

題などを研究した。だが2006年に還暦になっ

てみると、このままでは生命倫理と地球環境

問題の専門家で終ってしまうことに気がつき、

愕然とした。そこで誰か若い人に、現代生物

学と生気論の問題に取り組んでもらいたいと

思い、H.ドリーシュ（1867～1941）の『生

気論の歴史と理論』（6）を翻訳し、『個体性の問

題』（7）と長めの解説をつけて、2007年に書籍

工房早山から出版した（8）。翻訳は絶対にやるま

いと思っていたから、学生の時に読んだ理解を

ほぼそのまま文章した。また原著はドイツ語で

あることもあり、翻訳の誤りを指摘された箇所

がある。

だが、意を決して提示したドリーシュ問題に

誰も関心をもたなかった。自分でやるよりない

と決心し、24歳のときに出会いながら、生命

研に職を得たのを機に棚上げにしてきた問題に

取り組むことにした。その成果は順次、『時間

と生命』（9）、『バイオエピステモロジー』（10）、

『ニュートン主義の罠 バイオエピステモロジー

Ⅱ』（11）にまとめた。この3冊は自費出版であ

る。

1.「機械論 vs生気論」論争史観は、反ドリー

シュ啓蒙運動の副産物

先に言及しておいた方がよいのは、「歴史的

に‘機械論vs生気論’という生命観の対立が

あり、科学が発達するにつれて機械論が勝利を

収め生気論は撲滅されてきた」という教科書的

な史観は、20世紀初頭にH.ドリーシュが主張

した新生気論（Neovitalismus）を正統派が批

判し、機械論を啓蒙する過程で生み出されてき

た副産物であり、一つの都市伝説である。歴史

上誰が生気論者であるかは、ドリーシュ著『生

気論の歴史と学問』（12）での評価が、今日まで

そのまま流用されてきている。ドリーシュと彼

のエンテレヒー概念に対する批判は、論理実証

学派が1930年以降、精力的に行ってきた。ド

リーシュ評価の決定打は、P.フランク（1884～

1966）の『因果法則とその限界』（13）とされてい

る。しかし、そのドリーシュ批判の内容は貧弱

で、「生気論は強い意味で科学的理論ではない」
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と決めつけるだけである。

2.19世紀ドイツ生物学における力学的説明へ

の衝動

19世紀を通して生理学は、物理学的手法を

生命に適用して、その原理を解明しようとする

最先端科学であった。その局面で‘因果論的説

明’として提案される生命力（Lebenskraft）

は、19世紀中葉以降、支持者は少なくなる。

ゲッチンゲン大学の解剖学教授、R.ワグナー

（1805～64）は、『生理学事典』（14）を編集した

が、その際、生命力の項の執筆を哲学者の

H.ロッツエ（1817～81）に依頼した。それは

「Leben,Lebenskraft」という力作に仕上がっ

てきた。そこでワグナーは、この論考を生理学

事典（1843、表紙は1842と誤植）の巻頭に掲

げて、生命力問題の整理を図った。当時、J.

ミュラー（1801～58）は、神経反応に対して

「生命力」概念を採用したが、弟子たちにはこ

れは旧弊と映り、後続世代はこれを否定するよ

うになる。実際、ミュラーの研究室に入った

3人の医学生（EmilDuBoisReymond、Ernst

Br�cke、HermannHelmholtz）は、師のこの

態度に反対し、1842年に自らの血で署名をし

「われわれは、以下が真理であることを信じ誓

う。物理・化学と共通しない力が生命の内部で

作動することはない」と誓いあった（デュ・ボ

ア・レーモン＝ブリュッケの誓）。E.デュ・ボ

ア・レーモン（1818～96）は、ミュラーの後を

継いで電気生理学でめざましい成果をあげ、そ

れを1848年に『動物電気の研究』（15）として発

表した。この冒頭で、定式化されたばかりのエ

ネルギー保存則（当時は、力の保存則と言った）

に言及して、生命力を否定してみせたが、以後、

生理学者の間ではこの見解が定番となった。ド

リーシュの新生気論の登場などで「機械論vs

生気論」論争が熱を帯びるようになると、この

冒頭部分は『生命力について ある信仰告白』（16）

というタイトルで、再出版された。これが、自

然に対する信念、すなわち「自然哲学」の問題

であったことには注目してよい。

「機械論vs生気論」の図式は、一方に、生命

を物理・化学で説明しようとするMechanismus

（機械論という訳語が定着しているが内容的は

力学主義）があり、これに対して、物理・化学

だけでは生命は説明しきれない、と一般的に主

張する立場がVitalismus（生気論より生命主

義の方が内容を反映している）である。今日、

英語表記の・vitalism・は、非科学そのもの意味

を帯びているが、かつては積極的な意味でも用

いられていた。事実、R.ウイルヒョウ（1821

～1902）は、総説「新旧の生気論」（17）の中で、

「私の Vitalismusは力学的細胞説である」と

言っている。

一方、『種の起源』（18）を読んだE.ヘッケル

（1834～1919）は、自然選択説こそは生命のす

べてを因果論的に説明するものとの直感し、

『一般形態学』（19）などの中で、Mechanismus

vsVitalismusという二項対立の形を定番化し、

前者のみが科学的であり、後者は宗教的・形而

上学的なものと主張した。ヘッケルの名声で、

この二項図式が影響力をもつようになった。

『一般形態学』のフルタイトルは『有機体の一

般的形態学：Ch.ダーウィンによって再建され

た進化論を通して力学的に基礎づけられた有機

体の形態科学の全概容』というもので、彼の自

然観がよく表れている。ヘッケルは、重力とニュー

トン力学で宇宙の起源を説明した「カント＝ラ
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プラスの星雲説」が空白にしている、生命の発

生と進化の部分を説明するものである、と『一

般形態学』で述べている。

これに対してK.ネーゲリ（1817～91）は、

G.メンデル（1822～84）の業績を認めなかっ

たというので悪名が高いが、歴史上の正確な位

置を与えられるべきである。動物学者のヘッケ

ルに対して、ネーゲリは自身の専門である植物

学を軸に、ヘッケルが書かなかった、分子次元

から遺伝に至る自然の物質的階層原理を説明し

ようと決めたのだった。そのきっかけは、デュ・

ボア・レーモンが、ドイツ自然科学者医学者大

会で、‘不可知論’を唱えたからである（『自然

認識の限界について』岩波文庫）。そこでネー

ゲリは、最新の物理・化学の成果を猛然と勉強

し、これと細胞の機能との関係を説明づける

『力学的・生理学的な進化理論』（20）を書きあげ

た。刊行時には66歳になっていたが、これが

ネーゲリの主著とされることが多い。

これとは別に、W.ルー（1850～1924）は、

漠然としたヘッケルの因果論の中から、厳密な

因果概念を抽出し、発生力学（Entwicklungs-

mechanik）という新しい学問を提唱し、生物

学への実験導入に際して、それを正当化する哲

学的基礎を提示した。このルーの発生力学を全

面支援したのがドリーシュであり、発生実験と

しても大きな成果をあげた。

19世紀末、ゲッチンゲン大学生理学教授、

M.フェルボルン（1863～1921）は『一般生理

学』（21）を著し、この中でF.ヴェーラー（1800

～82）の尿素合成を例にあげて生気論の批判的

評論を行うという、今日的な機械論の語りの型

を示した。

以上のような19世紀のドイツ生物学の自然

哲学的性向を、私は「大因果論化の時代」と名

づけている（『時間と生命』第一章参照）。

3.ドリーシュによる熱力学第二法則問題の提示

このような中でドリーシュは、ウニの初期胚

の二分割実験を原体験にして、最新の物理学の

成果を精密に読み込み、その上で、問題作『自

然概念と自然判断』（22）を書きあげた。この中

でドリーシュは、熱力学第二法則は狭義の熱力

学理論と、万物は拡散するという現象法則の二

重内容をもっており、生命はこの後者と矛盾す

ると指摘し、その解釈策としてエンテレヒー

（Entelechie）仮説を提案した。ドリーシュが、

機械論では説明できない生気論的証拠として

定式化したのが、調和等能系（harmonisch

�quipotentiellenSystem）である。ただし、

ドリーシュはこの本を暫定的な習作と考えてお

り、自分の主著は『有機体の哲学』（23）と、『秩

序学』（24）や『実在学』（25）の哲学書であると自

己認定をしている。

20世紀初頭に、「機械論vs生気論」論争が

あったのは事実である。文献的には第5回国際

動物学会（1901年）で、ハイデルブルク大学

動物学教授、O.ビュッツリ（1848～1920）が

行った同名の「機械論と生気論」という講演（26）

が有名である。ここでのビュッツリの主張は、

厳格な機械論である。だが歴史を振り返ると、

この直後に書かれた『自然概念と自然判断』

（1904年）が、今に至る生気論論争の源泉になっ

ている。20世紀の生命論と論理実証主義が流

れを決めた生物学の科学哲学は、ドリーシュが

提起した個体発生と再生の問題が重大な起点に

なっており、P・フランクも当初はドリーシュ

の試みに好意的であった。
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一方で、1929年にウィーンで M.シュリッ

ク（1882～1936）と R.カルナップ（1891～

1970）が、「マッハ協会」を立ち上げ、論理実

証主義の研究活動を始めた。マッハ協会の設立

宣言の結語は、「ウィーン学団はあらゆる形の

形而上学的および神学的立場に対して、断固闘

うものである」（27）とあり、これを受けて1930

年代初めから、自らの立場を形而上学と言った

ドリーシュに対する激しい批判が始まる。第二

次大戦後は、論理実証主義の影響を強く受けた

科学哲学が他を圧倒するようになり、ドリーシュ

の諸著作はすべて破棄されるべき破産財となっ

た。

4.分子生物学的啓蒙と「ニュートン主義の罠」

1960年前後の分子生物学の成立は、最終的

には、生化学の拡張に終わった。それは哲学的

には、19世紀ドイツの機械論が貫徹すること

でもあった。ワトソンとクリックは、DNA二

重らせんモデルの発見者に留まるのではなく、

分子生物学的生命観、私の言う「薄い機械論」

の唱道者でもあった。F.クリックは、1966年

に『分子と人間』（28）を著して激しい反生気論

を展開し、批判の対象を生命独特の現象論的法

則を主張した生物物理学者、W.エルサッサー

（1904～91）にまで拡大した。また、J.ワトソ

ンは『遺伝子の分子生物学』（29）で、「細胞は化

学法則に従う」と定式化し、生命を化学の言葉

で説明することを究極目的に掲げた。

ワトソンはさらに、B.アルベルツらと『細

胞の分子生物学』（30）を書きあげる。この本は

冒頭で、熱力学第二法則は生命の全場面で破ら

れていないことについて、無関係な説明に紙面

を費やしている。これは、20世紀における反

生気論の思想的表現である。この自然哲学は恐

ろしく単純で、根は深い。

19世紀ドイツ機械論は、当時の自然認識に

沿って原子/分子を剛体・球形微粒子と見なし、

これにニュートン力学を適用して自然を説明し

ようとするものである。その理論的な最高峰が

ボルツマンの統計熱力学であった。現行の物理・

化学は、熱理論の研究はボルツマンの統計熱力

学で終ったかのように振る舞うが、そもそも熱

力学理論は、理想気体を基本モデルに置いた理

論体系である。その一方で、生きた細胞の内部

は、複雑多種の生体分子が濃密に溶解している

自然である。これは、熱力学を適用する対象と

してまったく不適切な自然である。

ドリーシュの指摘以降、熱力学第二法則と生

気論問題はいかがわしいものと信じられてきて

いたが、あえてこれを正面から論じたのが、E.

シュレーディンガー（1887～1961）の『生命と

は何か 生きた細胞の物理学的視点』（31）であっ

た。シュレーディンガ―は「生命は負のエント

ロピーを食べている」と比喩的表現をとったが、

負エントロピーという表現は彼の独創であった

ことは注目しておいてよい。

『細胞の分子生物学』に表出しているのは、

19世紀型機械論の延長線上に、原子/分子を剛

体・球形微粒子の気体で代用する自然哲学に横

滑りしており、その上で、生命すべてにおいて

熱力学第二法則が破られてはいないことを示さ

なければ、という強迫観念にかられている。こ

れを私は「ニュートン主義の罠」に陥っている、

と表現している。

現行の物理・化学の説明では、分子の熱運動

はすべて捨象されてしまう。だが、生きた細胞

内部は、分子の熱運動が生理的機能の鍵を握っ
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ているものと考えうるのだが、このような自然

解釈は、現行の物理・化学が視野に入れない要

素を考慮するがゆえに、これまでは生気論的思

考として拒否されてきた。分子がすべて止まっ

た状態で表記される現行の生化学は、熱運動を

消去した「便宜的絶対0度」の立場と言ってよ

く、この点で、生化学的説明は「近似真理」の

体系と言ってよい。この自然哲学を「薄い機械

論」と名づけるが、ここでは自然と科学の説明

原理とが錯倒している。まずは、半世紀をかけ

て広く浸透している、‘上から目線’の分子生

物学的説明を脱構築することである。次は、

『分子生物学という虚構』という一般書を書き

たいと思っている。
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（26）O,B�tschli,MechanismusundVitalis-

会 報

93



mus,1901
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（28）F.Crick,OfMoleculesandMen,Univ.

ofWashingtonPress,1966

（29）J.Watson,MolecularBiologyofthe
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（31）E.Schr�dinger,Whatislife?ThePhy-

sicalAspectoftheLivingCell,Cam-

bridge,1944

（米本昌平）

◇生物学史研究会のご案内

本会では、土曜の午後に東京大学駒場キャン

パス（教養学部）にて、生物学史研究会を開催

しています。生物学史分科会会員以外の方も自

由にご参加いただけますので、お誘い合わせの

上、お気軽においでください。

随時、研究会発表者を募集しております。最

近雑誌等に原稿を発表された方、著書を刊行さ

れた方、論文を投稿するために準備中の方、新

しいアイデアを多くの方々と議論なさりたい方……

どのような段階でも結構です。発表をご希望の

方は生物学史研究会係までご連絡ください。

ご希望の方に、研究会の案内をメーリングリ

ストでお送りしています。案内をご希望の方は、

http://groups.google.com/group/hisbio-m

よりご登録ください。

〈連絡先〉

・奥村大介（epistemologie2001@yahoo.co.jp）

・藤本大士（hiro.fujimoto.n@gmail.com）

・川端美季（mikikwbt@gmail.com）

・森下直紀（nmr7091@wako.ac.jp）

・中尾 暁（nakaogyo@gmail.com）

◇編集委員会からのお知らせ

原稿募集

研究論文の投稿をよろしくお願いします。投

稿規定にもあるように、研究論文以外のご投稿

も大いに歓迎いたします。例えば生物学史に関

連する書籍や論文の評論、海外の学会参加記、

内外の科学史・生物学史・医学史などの研究・

教育状況の紹介など、会員の研究活動に役立つ

情報をお寄せください。ご投稿をお待ちしてい

ます。

雑誌編集全般に関するお問い合わせは、郵便

または電子メールで編集委員会までどうぞ。

投稿上のご注意

○投稿規定をよく読んで守ってください。特に

以下の点にご留意願います。

・投稿票を必ず添えてください。

・原稿枚数は類別により規定枚数が異なりま

す。ご確認の上、規定枚数を守って原稿を

作成してください。

・原稿は完成稿としてご投稿ください。

・本誌は学術刊行誌であり、編集を担当する

会員のボランティア活動により刊行されて

います。専属の編集事務担当者はおりませ

ん。編集委員の負担の軽減にご協力くださ

い。

・著者校正は初校のみですが、修正は最小限

度に止めていただけるようお願いします。

○ご投稿は必ず郵送でお願いします。

・郵送以外の方法での投稿は受け付けません。

・受付日は原則として消印の年月日とします。
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・原稿郵送後2週間が経過しても受け取り通

知が来ない場合は、編集委員会にお問い合

わせください。

原稿送付・問い合わせ先

〒6068501京都市左京区吉田本町 京都大学人

文科学研究所 瀬戸口明久気付

『生物学史研究』編集委員会

E-mail:histbioled@gmail.com

◇事務局からのお知らせ

住所変更通知のお願い

雑誌を皆様に確実にお届けできるよう、住所

変更の通知はできるだけ早く、必ず事務局あて

にお送りください。本誌の配送は宅配便を使用

することがあり、その場合郵便局に届け出た転

居先への転送は行われません。通信事務の省力

化、経費削減のためどうぞご協力をお願い申し

上げます。また退会の場合も至急お知らせくだ

さい。
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『生物学史研究』投稿規定

1.本規定は、日本科学史学会生物学史分科会が刊行する『生物学史研究』（以下、本誌）

への投稿および執筆について定める。

2.本誌は、『生物学史研究』編集委員会（以下、編集委員会）の責任編集のもとで、年

2回発行される。

3.投稿資格は生物学史分科会会員（以下、会員）とする。ただし、編集委員会が特に認

めた者はこの限りではない。

4.本誌に掲載される原稿は未発表で、生物学史研究に貢献するものとする。

5.投稿原稿の類別は、論文、研究ノート、資料、書評、研究動向とし、著者が類別を指

定する。共著の場合、筆頭著者は会員であることとする。また、単著者または共著論文

筆頭者の原稿は、論文または研究ノートとして同じ号に2本以上掲載しない。

6.投稿原稿の採否は編集委員会が決定する。ただし論文については、編集委員会が委嘱

した査読者による審査結果を参考に、採否を決定する。

7.投稿は3部提出し、投稿者は必ず原稿の控えを手許に保管する。投稿の際に投稿票1

部を記入の上、同封する。投稿票は『生物学史研究』からコピーするか、生物学史分科

会ホームページからダウンロードしてプリントする。掲載決定後、原稿のデータを電子

ファイルで提出する。原稿およびデータは編集委員会宛に送付する。

8.掲載された論文、研究ノートについては別刷20部を著者に贈呈する。掲載原稿は返

却しない。

9.本誌に掲載された著作物の複製権および公衆送信権は、本誌掲載論文等のインターネッ

ト公開のため日本科学史学会生物学史分科会に許諾される。

10.執筆要領

� 原稿は日本語 横書きとする。

� 原稿の分量は、400字詰め原稿用紙で論文、研究ノート、資料は50枚（20,000字）

を一応の限度とする。書評、研究動向は10枚（4,000字）を一応の目安とする。

� 投稿票の所定の項目に記載の上、同封する。論文、研究ノート、資料については、

3件以上、5件以内の日本語と英語のキーワードを脚注に記す。

� 論文には800字以内の日本語要旨と、同内容の250語以内の英文要旨をつける。英

文題名および英文要旨は、あらかじめ英文の校閲を経たうえで提出する。

� 著者校正は初校のみとする。校正は最小限度の訂正にとどめ、指定された期日以内

に返送する。

� 注・引用文献、および、参考文献一覧は原稿枚数の中に含める。図表、写真は縮尺

率を考慮して原稿枚数内に収める。

� 図表は、それぞれ別紙に作成し、通し番号（図1、図2、表1、表2）、表題、キャプ

ションなどを記載する。写真には、それぞれ通し番号、表題、キャプションなどを添



原稿送付・お問い合わせ先

〒6068501京都市左京区吉田本町

京都大学人文科学研究所 瀬戸口明久気付

『生物学史研究』編集委員会

E-mail:histbioled@gmail.com
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付する。図表や写真を挿入する場所と縮尺率を原稿中に記載する。図表や写真によっ

ては、掲載に伴う費用の自己負担を著者に求める場合がある。

� 読点は「、」、句点は「。」を用いる。

� 数字は引用文の場合の他は算用数字を用い、欧語は活字体で記す。

� 外国人名や外国地名は、初出の際にその原綴りを示す。西洋年紀以外の年紀を使用

する場合には、昭和5（1930）年のように書く。

� 文中の引用文は「 」の中に入れる。長い引用文は本文より2字下げて記入する。

� 章・節の番号としては、通し番号1、2、．．．など算用数字を用いる。注及び参考文

献一覧は本文の最後にまとめて記載する。

� 注・引用文献の記載は以下の例に準じる。

1）松永俊男「マイヴァートのダーウィニズム批判」『生物学史研究』64（1999）,25．

2）RobertOlby,・TheDimensionsofScientificControversy:TheBiometric

MendelianDebate,・BritishJournalfortheHistoryofScience22（1989）:299300.

3）中村禎里『血液循環の発見 ウィリアム・ハーヴィの生涯』岩波書店,1977年,

2728.

4）WilliamB.Provine,TheOriginsofTheoreticalPopulationGenetics（Chicago:

UniversityofChicagoPress,1971）,32.

5）PeterJ.Bowler,Evolution:TheHistoryofanIdea（Berkeley:Universityof

CaliforniaPress,1984）,33（ピーター・J・ボウラー著，鈴木善次ほか訳『進化思想

の歴史 上』朝日新聞社,1987年,42）.

6）「卵子ビジネス 米浸透」『朝日新聞』2010年12月6日 朝刊.

7）「生物多様性条約第10回締約国会議の開催について（結果概要）」，農林水産省報

道発表資料.http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/101030-01.pdf,

2011年1月6日閲覧.

1）、2）は雑誌論文の例、3）、4）、5）は単行本の例、6）は新聞記事の例、7）はホーム

ページの例

附則 本規定は、2014年12月1日から施行し、No.92から適用する。



編集後記

今号は、植物学者の早田文蔵についての新資

料と、昨年度の夏の学校特集をお送りします。

夏の学校は会員有志が中心になって企画する

行事ですが、非会員でも参加・報告できます。

最近では企画セッションとは別に、研究報告の

枠ができて小さな学会のようになっています。

とくに会員の方は、投稿論文につながる意見交

換の場所として、駒場で開催されている「生物

学史研究会」とあわせて活用していただければ

幸いです。

（瀬戸口明久）

『生物学史研究』編集委員会

飯田香穂里、坂野徹、篠田真理子、瀬戸口

明久（代表者）、月澤美代子、林真理、

福井由理子、松原洋子

◇会員の方は、ぜひ生物学史及び関連分野に関

心をお持ちの方をお誘い下さい。

◇年2回発行。

◇講読会費 年額4,000円（前納）。会員は本

誌への投稿権、編集に関しての発言権をもつ。

◇入会ご希望の方は下記の口座に講読会費をお

振り込み下さい。その際、振込用紙の通信欄

に入会希望の旨をお書き添え下さい。

郵便振替口座：00160565030

加入者名：日本科学史学会生物学史分科会
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