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万国の統計学者よ、団結せよ！ 

岡澤康浩1 

1: 序論2 

 1872 年、イギリスの誇る人口統計学者ウィリアム・ファー（William Farr）は、ロンドン統

計協会（Statistical Society of London）年総会で会長演説を行った。ファーは「統計的事実の組

織的観察（the systematic observation of statistical facts）」が拡大していることを祝福し、同年ロ

シアのサンクトペテルブルグで開催された第八回国際統計学（International Statistical Congress

）も成功裏に終わったと賞賛した。3統計的観察はヨーロッパ中を席巻し、さらにその勢いは

植民地にも及んでいた。だが、ファーによれば、統計学者たちはその程度の拡大で満足するべ

きではなかった。統計学はその外に広がるアフリカ大陸、ラテンアメリカ、そして東アジアに

もまで到達し、いずれはあの広大な中華帝国にも統計学の旗がはためくだろう、そうファーは

予言した。そんな彼にとって、「極東」に位置する日本がついに国際的な統計的観察のコミュ

ニティーに参加したことは歓迎すべきことだった。4 

日本、かつてあんなにも排他的であったあの国が、ついに統計の真価を理解するに至

った。[岩倉]使節団は我が国の統計部局を訪れ、そして[セントペテルブルグで開催さ

れた国際統計]会議には 9 人からなる日本代表団が参加した。西方の島国に住まうわれ

われにとって、ほとんど双子といってもよいあの東方の島国はとりわけ興味深い。[国

際統計会議の]ディナーのあと、日本代表団のひとりが熱烈な言葉で乾杯の音頭をとっ

た。「諸国民の友愛のために！（The Fraternity of Nations!）」そのとおり。科学におけ

る、そして商業[trade]における友愛のために。我らロンドン統計協会は日本の同僚たち

[の呼びかけ]に心から応えるものである」5 

 ファーが思い描く統計的コミュニティーは全世界を覆い、そこでは非ヨーロッパ諸国出身者

さえもが科学的観察へと貢献できるはずだった。組織的な統計学的観察の歴史が当時まだ浅か

ったことを考えるならば、ファーのヴィジョンが示す楽観さは興味深いものに思える。イア

ン・ハッキングが「印刷された数字の雪崩（the avalanche of printed numbers）」と呼ぶ大量の

                                                        

1 日本学術振興会特別研究員 PD。Email: yasuhiro.okazawa@gmail.com 
2 本稿は 2019年 1月 17日にケンブリッジ大学 Modern Social and Economic History & Policy Seminarで発表した「Statisticians 

of the World, Unite!: The Statistical Society of London and the Making of Social Statisticians, 1833–1877」を翻訳・改稿したもので

ある。 
3 William Farr, “Inaugural Address Delivered at the Society’s Rooms, 12, St. James’s Square, London, on Tuesday, 19th November, 

1872,” Journal of the Statistical Society of London 35, no. 4 (December 1872): 418. 
4 観察コミュニティーというアイディアについては、ロレイン・ダストンの以下の著作を参照。, Lorraine Daston, “Baconian 

Facts, Academic Civility and the Prehistory of Objectivity,” in Rethinking Objectivity, ed. Allan Megill (Detroit: Wayne State University 

Press, 1992), 37–63, Lorraine Daston, “On Scientific Observation,” Isis 99, no. 1 (2008): 97–110, Lorraine Daston, “The Empire of 

Observation, 1600-1800,” in Histories of Scientific Observation, ed. Lorraine Daston and Elizabeth Lunbeck (Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 2011). 
5 Farr, “1872 SSL Inaugural Address,” 424. 原文は以下「Japan, once so exclusive, has grown alive to the value of statistics; envoys 

have visited the statistical departments here; nine members represented at the [International Statistical] Congress those eastern isles so 

interesting to us, as almost the twins of these isles in the west we inhabit. One of the delegates of Japan, after the dinner, spoke in very 

energetic terms, and gave as a toast, ‘The Fraternity of Nations!’ Yes; fraternity in science, as well as in trade: this our Society heartily 

reciprocates with our Japanese colleagues. 」 
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統計的データ生産がヨーロッパで開始されたのは、たかだか 1820 年代のことに過ぎなかった

し、イギリスがいわゆる統計運動（the statistical movement）を経験したのも 1830 年代のこと

であった。6 1834 年、この統計運動のただ中で、ロンドン統計協会は社会的事実の収集を目的

として生まれた。7そして、1837 年、出生・死亡・婚姻の世俗的登録を扱う部局としてイング

ランド・ウェールズ一般登録局、いわゆる GRO（General Register Office）、が作られ、動態統

計を生産し始めたのであった。8 

 ウィリアム・ファーは一般登録局主任統計官として、イングランド・ウェールズについての

膨大な人口統計データを整理する業務に従事していた。1841 年以降センサス業務も請け負う

ようになった一般登録局はイギリス統計データ生産の中心的拠点の一つであった。こうした業

務経験から、ファーは複数の異なる組織が共同してデータを収集することの困難を熟知してい

た。先述のロンドン統計協会会長演説でファー自身が認めたように、当時のイングランド、ス

コットランド、アイルランドは異なった手法でセンサスデータを収集しており、その結果イギ

リスの内部でさえ集められたデータが比較可能性を欠くという事態が生じていた。ファーが対

峙していた現実は、世界各国での共同的データ収集とそのシームレスな共有・統合という統計

学者の目標とはほど遠いものであった。 さらに、イングランドの白人男性であったファーが

当時のオリエンタリズム的偏見から自由だったわけでもなかった。ファーは、イングランド人

が「すべての支配的人種がそうであるように（like every governing race）」統計学の重要性を

理解していると主張し、世界がそうしたイングランド人によって征服されることを科学のため

に言祝いだ。9かれによれば、アジアの南と東は「イングランドによって啓蒙され、そのおか

げで東洋的停滞からぬけだした（enlightened and led out of Oriental immobility by England）」の

だった。10統計的観察のコミュニティを待ち受ける困難への正確な理解と、「東洋人」に対す

る人種的偏見。それにもかかわらず、ファーはグローバルな統計的コミュニティが建設される

未来を確信していた。 

 ロンドン統計協会はファーのヴィジョンを披露するのにうってつけの場所だった。なぜなら、

ファーの描く未来とはかれの独創的のヴィジョン表現ではなく、そこに集った統計学者たちが

共同で追求し、つくりあげようとしていた世界だったからだ。統計学の科学的使命とは統計的

観察のコミュニティーを建設し、拡大することである、そうヴィクトリア朝の統計学者たちは

信じていた。統計学に専心する科学協会として設立されたロンドン統計協会はこの科学プロジ

ェクトの強力な支持者であり、実際に国内外での統計的コミュニティの建設・維持・拡張に貢

献すべく活動していた。 

                                                        

6 Ian Hacking, “Bio-Power and the Avalanche of Printed Numbers,” Humanities in Society 5 (1982): 279–95, Harald Westergaard, 

Contributions to the History of Statistics (London: P. S. King & Son, 1932), Ch. 13, M. J. Cullen, The Statistical Movement in Early 
Victorian Britain: The Foundations of Empirical Social Research (Hassocks: Harvester Press, 1975). 
7 Victor L. Hilts, “Aliis Exterendum, or, the Origins of the Statistical Society of London,” Isis 69, no. 1 (1978): 21–43, Lawrence 

Goldman, “The Origins of British ’Social Science’: Political Economy, Natural Science and Statistics, 1830-1835,” The Historical 

Journal 26, no. 3 (1983): 587–616.また、ロンドン統計協会の歴史については、ロンドン統計協会の後身である Royal Statistical 

Society が 1934 年に 100 年史を刊行している。, Royal Statistical Society, Annals of the Royal Statistical Society, 1834-1934 

(London: Royal Statistical Society, 1934) 
8 Edward Higgs, Life, Death and Statistics: Civil Registration, Censuses and the Work of the General Register Office, 1836-1952, Local 

Population Studies Supplement (Hatfield: Local Population Studies, 2004).また、Simon Szrterによる Social History of Medicine誌上

の General Register Office特集（1991年第 4巻第 3号）も参照。 
9 Farr, “1872 SSL Inaugural Address,” 426. 
10 Ibid., 424–25. 
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 それが国内的なものであれ、国際的なものであれ、統計的観察のコミュニティとは、統計学

者たちの意識的な努力の産物であった。11大規模な統計的観察を遂行するには、それにふさわ

しい資力をもつアクターをみつけなばならなかったし、統計的観察にまつわる理論的・実践的

な諸問題を他の地域や外国に住む者と議論するためには、それを可能にするような共通の空間

をつくりださねばならなかった。さらに、統計データのスムーズな流通と統合には、それを可

能にするためのデータ作成方法の統一や共通の統計的分類体系の整備といった社会的・科学的

制度をうちたてねばならなかった。だが、統計的観察のコミュニティーがこうした活動を継続

的に行うためには、まずなによりもコミュニティーをささえる参加者たちをリクルートしなけ

ればならなかった。統計学者たちはこの科学的使命実現のために、ロンドン統計協会の活動に

身を投じた。だが、考えてみればこれは不思議なことである。できたばかりの、得体の知れな

い統計学の何がかれらを惹きつけたのだろうか。 

 興味深いことに、統計学が多くの人にとってまったくアピールしないことを統計学者たちは

知っていた。むしろ、統計学者は自分たちの観察がしばしば疑念を持って迎えられるというこ

とを、嫌というほど痛感していた。問題のひとつは統計学者があれほど熱望した集団的観察と

いう営みそれ自体から生じていた。社会観察の科学たらんとした 19 世紀の統計学だったが、

大規模な統計的観察の実施においては多数の観察者を動員することができる政府が主要なアク

ターとなっており、統計学者たちも政府統計に依存していた。だが、政府は科学的組織ではな

かったし、政府調査は名もなき観察者たちによって担われていた。動員された調査員たちに期

待できるのは読み書きなどの基本的能力だけで、特別な科学的トレーニングなどは望むべくも

なかった。動員された観察者たちの能力の低さは、そもそもなぜこうした有象無象たちの観察

をかき集めたものに過ぎない統計的観察が信用に値するのかという、統計学にとって致命的な

疑念をひきおこしかねなかった。統計学的観察は社会生活をその観察対象としていた。だが、

社会生活というものが結局のところ、人々の生と経験を取り巻くありふれた事実の集積である

とするならば、なぜわざわざ統計的観察という特殊な方法が用いなければならないのかは明ら

かではなかった。知的で、信頼できる人間が街路を歩くことで行う観察に比べて、無数の無能

な観察者たちのいびつな集積が一体いかなる意味で優れていると言えるのだろうか。統計学者

たちはこうした問いに答えねばならなかった。 

 統計的観察への不信というトピックは 1860 年にロンドンで開催された第四回国際統計会議

でも取り上げられた。ロンドン大会の会長として出席したヴィクトリア女王の夫アルバート公

（Prince Albert）は、かれの眼前に具現化された国際的統計コミュニティーを祝福し、共同的

に遂行される統計的観察の科学的利点を強調した。 だが、かれはそうした集団による観察と

いう発想がいささか非直感的であること、それゆえに一般大衆の統計的活動への関心が低調で

あることを認めざるをえなかった。 

紳士諸君、諸君らの科学[統計学]は歴史あるものであり、それは疑いなく人類に利益を

もたらしてきた。しかし、大衆(the multitude)は未だにこの科学を理解していない。統

計学の地位が多くの科学の内に認められたのは最近のことであり、それゆえいまだに

無教養な偏見にさらされている。統計学は理解されていない。なぜなら、統計学は一

般民衆には無味乾燥にうつってしまい、簡潔な数を使えば（強い共感を呼び起こしう

                                                        

11 科学的共同的観察がともなう困難については, Daston, “The Empire of Observation.”による概観を参照。 
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るような）生き生きとした事実が、無味乾燥な数字や数表の比較で表現できるという

発想がかれらには受け入れがたいからなのだ。12 

 科学のために、統計学者は団結し、共同的統計観察を実行しなければならない。だが、その

ためには統計学への不信を前にしても動じず、統計的観察コミュニティーの維持・拡大に奉仕

する特殊なタイプの知的探究者が必要であった。統計的観察コミュニティーの維持には社会的、

経済的基盤に加えて、こうしたユニークなタイプの科学的自己（scientific self）の創出という

概念的基盤を必要としたのであった。13本発表では、ロンドン統計協会の活動がどのようにし

てこうした科学的自己を創出したのかを、ロンドン統計協会の科学実践に注目することで検討

する。 

 本発表では以下の三つの主張を行う。 

 まず、ロンドン統計協会に集った統計学者は統計的観察を組織化する中で、統計的観察者を

質問紙に厳格に従う存在として理論化した。多数の観察者によって実行される大規模観察科学

として構想された統計学において、重要な問題の一つは、動員された観察者たちの観察能力が

まちまちであり、高い能力を期待できないということであった。こうした問題を乗り越える上

でロンドン統計協会のメンバ－たちは質問紙と穴埋め記入フォーム（blank form）を採用する

ように推奨した。これらの手段は個々人が行う観察を単純化し、さらに観察者の属人的観察能

力を行使できる余地を最小化すると期待されていた。この観察システムでは、提供された質問

紙に忠実に従いさえすれば、だれもが科学的観察者として十分機能できると考えられていた。 

 次に、ロンドン統計協会の活動は、統計的分析者を個人的経験と個人によって遂行された観

察よりも、集団的に実行された観察を信用する知的探求者として概念化した。このためにロン

ドン統計協会の有力メンバーであったウィリアム・ガイが利用したのは 18 世紀の慈善家／監

獄改革家として著名であったジョン・ハワード（John Howard）であった。ガイはロンドン統

計協会会長としてハワードを模範的統計学者として顕彰する事業を推し進め、ハワードの徹底

的な監獄調査とその成功という逸話を、統計学的観察に基づいて全体像の把握を行える統計学

者の優越性を称えるナラティブへと組み込いれた。これによって統計的分析者の社会観察を迂

遠なものとする懐疑的見解に対する反駁が組み立てられた。さらに、ガイのナラティブは個人

の経験や少数事例の観察は偏った社会像へと導きかねない部分的な観察に過ぎないとしてその

認識上の価値を格下げすることで、集団によって包括的に行われる統計的観察の価値を格上げ

した。 

 忠実な統計的観察者と慎重な統計的分析者の形成は、ファーやほかのヴィクトリア朝の統計

学者たちが拡大し続ける統計コミュニティーというアイディアに魅了されたのかを理解する助

                                                        

12 “The Address of the Prince Consort on Opening as President the Fourth Session of the International Statistical Congress,” Journal of 

the Statistical Society of London 23, no. 3 (September 1860): 278, doi:10.2307/2338498.原文は以下「Gentlemen, old as your science is, 

and undeniable as are the benefits which it has rendered to mankind, it is yet little understood by the multitude; it is new in its 
acknowledged position among the other sciences, and still subject to many vulgar prejudices. It is little understood, for it is dry and 

unpalatable to the general public in its simple arithmetical expressions, representing living facts (which as such are capable of arousing 

the liveliest sympathy) in dry figures and tables for comparison.」 
13 科学的自己については, Lorraine Daston and Peter Galison, Objectivity (New York :London: Zone Books, 2007).を参照。こうした

知識の生産、自己の生成、そしてそれを統御する倫理の史的生成の解明については、以下の著作も参考になる。, Michel 

Foucault, Ethics: Subjectivity and Truth, ed. Paul Rabinow (New Press, 1997)., Ian Hacking, “Historical Ontology,” in Historical 

Ontology (Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2002), 1–26.（=2012, 「歴史的存在論」出口康夫・大西琢朗・渡辺

一弘訳『知の歴史学』岩波書店） 

https://doi.org/10.2307/2338498
https://doi.org/10.2307/2338498
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けとなる。ヴィクトリア朝の統計学者たちは、統計学者が普通の人間に対してもつ認識上の優

位の源泉を統計的観察の集団性へと求めた。そのため、統計学者になるということは他者と共

同し統計的観察を行うために自らを律することを学ぶということを含んでいた。データを収集

し、そのデータに忠実であることは科学的認識のための条件であるだけでなく、統計学者たち

の信じた倫理でもあった。こうした知的・倫理的要請が、統計学者たちを統計的コミュニティ

ーの創造、維持、拡大のために奉仕するよう駆り立てたのであった。 

 本発表ではこれら三つの主張をロンドン統計協会の共同的統計観察活動における統計的観察

者の概念化と、ロンドン統計協会のナラティブにおける理想的統計学者像の創造を分析して示

す。 

 

2: 無能で有能な統計的観察者を作り上げる 

 1901 年イギリスセンサスの数日前に、統計的観察者を風刺したイラストが『パンチ』誌に

掲載された。 

14 

 この絵の中で右側に座る男は自己記入式センサス調査票を手にしている。センサスをきわめ

てまじめに受け取るかれは、世帯主としての責任を果たすべく使用人である女性コックの名前、

婚姻状態、そして年齢を尋ねる。男はセンサス調査票を正確にうめるという作業に没頭するあ

まり眼前にある自明の事実を見逃してしまう。「男性か、それとも女性か（Male or 

Female?）」、そう機械的に尋ねる世帯主に女性コックは憤慨して「女性です！（FEMALE!）」

と答える。 

 風刺画は統計的観察を盲目なものとして描く。統計的観察は実際に生きている人間をたんな

る数字とカテゴリーへと還元する。観察者たる男は観察対象となる女性を見ようともしない。

こんなうすっぺらな観察が実際に生きる人々についての知識を産み出すといえるのだろうか。

                                                        

14 Punch, 29 March 1911. 
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この風刺画に見られるような統計的観察への素朴な疑念は、統計的観察が急速に組織化されて

いくなかで 19 世紀の統計学者たちがたびたび出会ったものだった。だが、この風刺画を特に

興味深いものにしているのは、世帯主がセンサス調査票を扱う際の奇妙にも思える真剣さをと

らえていることだ。女性コックにとって、世帯主の観察方法は明白にばかげたものに過ぎない。

女性コックの憤慨を理解する読者もまた、男の観察のうすっぺらさをただちに見て取ることが

できる。だが、世帯主の男はそれでもこのうすっぺらにみえる観察を忠実に実行しようとする。 

 センサス調査票にみられるような質問リストというものは大規模な統計的観察を可能にする

ための不可欠な装置であった。この装置は、こうした質問リストに対して忠実に、そして正確

な回答を返す観察者たちが存在するということを前提としている。そうした特殊な義務感をも

った観察者たちが存在するようになったのは歴史的には極めて最近、たかだか 19 世紀のこと

に過ぎない。統計学的観察を組織化していく 19 世紀の統計学者たちは、まず大量の調査票に

忠実たらんとする観察者たちを作り上げねばならなかった。 

 ここで確認しておく必要があるのは、データの効率的収集のために質問をまとめたリストを

もちいるという調査技法自体は 19世紀以前からよく知られたものであり、とりたてて 19世紀

統計学者の発明ではないということである。「質問紙(questionnaire)」の伝統は少なくとも王立

協会初期にまで遡ることができる。1665 年、ロバート・ボイル（Robert Boyle）はかれの「質

問紙」を王立協会の機関誌『Philosophical Transactions』誌へと出版していた。 こうした事例に

ついてはイギリスだけでもいくつもあげることができる。15 

16 

 社会的事実の収集を掲げたロンドン統計協会にとって統計的観察を行うことは重要な任務の

一つであった。その中で、同一の質問を印刷したフォームを各地に配布することは大規模デー

タの効率的収集という観点から重要なものだと設立当初から認識されていた。ロンドン統計協

会の質問リストの使用が特に興味深いのは、統計学者たちにとって質問リストがたんなる便利

な道具以上のものであり、その利用がかれらの科学的観察理論に位置づけられていたからであ

る。ロンドン統計協会はリストの利用が平凡な能力しかない観察者を補助し、熱意はあるが能

力はない観察者たちを導くための道具なのだと定義する。 

                                                        

15 Adam Fox, “Printed Questionnaires, Research Networks, and the Discovery of the British Isles, 16501800,” The Historical Journal 53, 

no. 3 (September 2010): 593–621, doi:10.1017/S0018246X1000021X. 
16 Robert Boyle, “General Heads for a Natural History of a Countrey, Great or Small, Imparted Likewise by Mr. Boyle,” Philosophical 

Transactions 1 (January 1665): 186–89, doi:10.1098/rstl.1665.0082. 

https://doi.org/10.1017/S0018246X1000021X
https://doi.org/10.1017/S0018246X1000021X
https://doi.org/10.1098/rstl.1665.0082
https://doi.org/10.1098/rstl.1665.0082
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新たな統計的情報収集に向けて、時系列的にも重要度的にもまず最初にくるのがよく

練られた質問リストである。これらはロンドン統計協会内部の個別委員会の監督のも

とに起草され、その後ロンドン統計協会評議会によって審査、承認、配布される。質

問リスト作成という仕事を丁寧に行うことは個々の探究者の活動を指導し助けるとい

う点と、そしてまた不完全な、あるいはどうでもよい情報の流入からロンドン統計協

会を守るという二つの点で重要である。こうした調査にすすんで協力し、情報収集を

助けようとするひとびとは大量にいる。だが、そうした人々は統計的調査の対象全体

に対して幅広い観点から考えてはいない。さらにいえば、彼らのほとんどはロンドン

統計協会が具体的にどういった情報を収集したいと考えているのかについて明確にほ

とんど理解していないのである。17 

 こうした質問紙を無能な観察者を補助する道具と位置づけるのは、革新的なことであった。

このことは、ロンドン統計協会に先行する統計学的質問紙と対比するならばより鮮明になる。

ここでは、統計学史上もっとも有名な質問紙調査の一つ、ジョン・シンクレア（John Sinclair）

が 1790 年におこなったスコットランド調査をあげよう。シンクレアは地誌的調査として構想

されたドイツ統計学と出会い、この影響のもとに英語圏においてはじめて「statistics」という

言葉を社会調査の文脈で使用した人間として知られている。かれは統計的調査の実践として自

ら作成した質問紙をスコットランドのすべての教区に対して配布する。その質問は 166個にも

及び、その質問は「教区の歴史的名前と現代の名前はなんですか」、「その地域は一般的など

んな見た目ですか？平たいですか？それとも、丘っぽい、岩っぽい。あるいは山っぽいです

か？(What is the general appearance of the country? Is it flat or hilly, rocky or mountainous?)」、「土

壌の性質はどうですか？肥沃ですか、不毛ですか、深いですか、浅いですか？(Is it fertile or 

barren, deep or shallow?)」 といった風にそれぞれの土地の特徴、土壌、歴史などについて包括

的な記述をもとめるものであった。Sinclair の統計学的観察は現代的な意味での統計的観察と

いうよりも、みしろ郷土誌に似ていたといえるかもしれない。 

 シンクレアの調査では各観察者は自らが担当する教区についての包括的な観察を提供するよ

うに求められ、そのすべての観察結果をあつめた『Statistical Account of Scotland』は 21巻にも

及ぶ大著となった。シンクレアの質問紙は提供されるべき情報のタイプをおおまかに特定して

いたものの、観察方法の標準化などというものは望むべくもなかった。シンクレアのもとに集

められた観察は回答量、回答の質、さらには記述スタイルにいたるまでバラバラであり、教区

牧師個々人の知識、熱意、技量を色濃く反映していた。18『Statistical Account of Scotland』出版

に当たってシンクレアは編集作業をほとんどしなかったため、出版されたものは複数の著者の

レポートの寄せ集めのようにもみえた。実際、各レポートの冒頭には、観察を行った牧師の名

前が著者として記されていた。19 

                                                        

17 “Prospectus of the Objects and Plan of the Statistical Society of London,” in Report of the Third Meeting of the British Association for 

the Advancement of Science; Held at Cambridge 1833 (London: John Murray, 1834), 493–94.原文は以下の通り。「Towards 

collecting fresh statistical information, the first step in order, both of time and importance, would be the arrangement of a good set of 

interrogatories, to be drawn up under the superintendence of the Sub-committees, and afterwards examined, sanctioned, and circulated by 
the Council. The careful execution of this task is essential both to afford guidance and aid to individual inquirers, and to protect the 

Society against the influx of imperfect or irrelevant statements. Willing agents of inquiry exist in abundance quite ready to aid in 

collecting materials; but few of these agents take a very wide view of all the objects of statistical inquiry, and indeed few have very 

distinct notions about the precise information the Society may wish to collect, even as to any one object.」 
18 Donald J. Withrington, “General Introduction,” in The Statistical Account of Scotland, ed. Donald J. Withrington and Ian R. Grant 
(East Ardsley, England: EP Publishing Limited, 1983), xx. 
19 Ibid., xxiv. 
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20 

  

                                                        

20 John Sinclair, Queries Drawn up for the Purpose of Elucidating the Natural History and Political State of Scotland (Edinburgh, 1790). 
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 質問紙調査の歴史の中でシンクレアの試みが画期的だったのは、かれがこの調査を実際に完

遂することができた点にある。シンクレア以前にも質問紙を配布することで大規模な観察を行

おうという試みは存在したのだが、必要とされる作業量が膨大であることなども相まってそれ

らの多くは必要な回答がえられないという単純な理由で失敗に終わっていた。 

 1836 年、ロンドン統計協会評議会が最初の質問紙調査の試みも、社会生活を幅広く扱い、

質問数が 233個に及ぶ長大なものであった。だが、ロンドン統計協会内部の議論で、こうした

長大なリストが観察者に過大な負担を課す可能性は指摘されており、評議会が最終的に作成し

たもの質問紙は 11 個のセクションに分けられ、これらのセクションごとに分割して回答する

ことが可能なようにデザインされていた。 

21 

 こうした工夫にもかかわらず、ロンドン統計協会の最初の質問紙調査もほとんど回収ができ

ず、失敗に終わる。 ロンドン統計協会のメンバーたちはこうした包括的な質問紙に伴う負担

をさらに軽減するために、特定の問題へと限定した質問紙のデザインを次に試すこととなる。 

 1838 年、ロンドン統計協会内に設置されたストライキ委員会は、ストライキというトピッ

クに限定された質問紙を作成した。これは 57 個の質問によって構成され、1836 年の質問紙よ

りもかなり短くなっていた。一方で、その質問のしかたは依然としてシンクレアのものに似て

おり、観察者は「ストライキに関連する限りで、現地住民の特徴とかれらの主な雇用

（[c]haracteristics of the population, and of their staple employ, with reference to the strike）」につい

て回答するように尋ねられた。これに回答できる観察者はかなりの観察力、知識、描写能力を

備えていなければならなかっただろう。 

                                                        

21 Ibid. 
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22 

 一方、同じ年にロンドン統計協会犯罪委員会はデータ収集用の共通登録フォーム作成におい

てかなり異なるデザインを利用した。 

23 

 犯罪委員会は各犯罪者についての情報を共通の登録フォームを利用して記録することを提案

する。そこでは穴埋め式の記入欄が効果的に利用されていた。このフォームは空白の量を限定

することで、詳細な解答を排除するようにデザインされていた。さらに、質問においても性別、

年齢、職業といった質問形式を採用することで許容される回答の幅を制限するクローズド・ク

エスチョンの技法が利用されていた。 

 さらに、重要なのはこの登録フォームでは回答の幅を制限することがむつかしい項目につい

ては事前コーディングを利用することで選択肢を限定するように提案されていたことだった。

当時のホットトピックであった犯罪と教育の関係を明らかにできるよう、この情報登録フォー

ムでは犯罪者の教育程度についても質問していた。問題は、こうした教育程度についての回答

が極めて多様でありうることだった。そこで、犯罪委員会は教育程度に対して「読み書きがで

                                                        

22 “Fourth Annual Report of the Council of the Statistical Society of London,” Journal of the Statistical Society of London 1, no. 1 (May 

1838): 11–13. 
23 Statistical Society of London, “Forms for Registering the Principal Circumstances Connected with the Birth, Parentage, Education, and 
Condition of Criminal Offenders; the Nature and Probable Causes of Their Offences, with the Result of Their Trial.” Journal of the 

Statistical Society of London 1, no. 3 (July 1838): 174–78, doi:10.2307/2337913. 

https://doi.org/10.2307/2337913
https://doi.org/10.2307/2337913
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きない Cannot Read」、「読むことはできる Can Read Only」「すこしなら読み書きができる

Can Read and Write Ill」といった五つのカテゴリーを用意し、そこから択一式で選択させるこ

とで、回答がとりうる範囲をコントロールした。先述のストライキ委員会の質問紙と比べれば、

こうしたデザインの採用が記入者の負担をさげる効果をもつことに気づくだろう。 

 こうしたデザインは単に記入を簡略化するだけでなく、個々の観察方法の同質性を担保し、

後に統計データとして統合できるようにするための重要なテクニックでもあった。 

 統計学者たちは質問紙を観察者を支援し、かれらの観察を信頼できるものとする科学器具だ

と認識していた。ロンドン統計協会がこうした質問紙と複数の観察者にもとづく科学観察理論

を発展させていったのには実践的重要性があった。大規模な調査の実施には多額の資金が必要

となることから、統計学者個人やロンドン統計協会が調査活動を継続的に行うことが非現実的

であることを統計学者たちは受け入れていた。そのため統計学者にとって、多数の調査員を動

員できる政府に主要な統計的データ収集活動を委ねるということが現実的な解となった。問題

は、政府の調査で動員される調査員に科学的観察に対する適性や厳格なトレーニングを期待で

きなかった点である。科学協会であるロンドン統計協会にとって、政府によって生産される統

計データを信頼できるものにするには、こうした平凡な観察者たちをどうにかして信頼できる

有能な観察者へと変貌させる装置と、それを正当化する観察理論を用意する必要があった。 

 こうした政府による統計調査の最も代表的なものがセンサスであった。1841 年第 5 回イギ

リスセンサスの前年に、ロンドン統計協会はセンサス改善策を検討するためのセンサス委員会

を設置する。この委員会が過去のイギリスセンサスにおける問題点として指摘したのが、デー

タ生産において均質性（uniformity）を確保するための機構が存在しないことであった。24セン

サス調査員の観察能力や観察方法は各個人によってばらばらであるはずなのに、センサス実施

機構の中ではセンサス調査員の個人特性の影響を観察から排除する手立ては特に講じられてい

ない、とセンサス委員会は指摘した。25 

 こうした問題を解決するために、センサス委員会が提案したのは、事前に印刷された共通の

センサス調査票と、それに対応するセンサス調査簿の利用、およびそれを記入するための記入

要領の配布であった。 

 ロンドン統計協会はセンサス委員会は以下の図にあげたようなセンサス調査簿の利用を提案

した。センサス調査員は各家庭に世帯調査票を配布・回収し、調査票に記載された情報をこの

センサス調査簿へと転記するように求められた。記入されたセンサス調査簿とセンサス調査票

の双方はさらにロンドンにある中央オフィスに送付されることになっていた。さらに、センサ

ス委員会はセンサス調査簿を記入するやり方を指示する記入要領の配布によって、センサス調

査員が均一なやりかたで記入を行うことができるようにするべきだと主張した。 

                                                        

24 “Report to the Council of the Statistical Society of London, from the Committee Appointed to Consider the Best Mode of Taking the 

Census of the United Kingdom in 1841,” Journal of the Statistical Society of London 3, no. 1 (April 1840): 72–102. 
25 たとえば、センサス委員会による以下の指摘。「For the actual enumeration of the living, it will be perceived that no method or 

system was in the first instance, nor has it ever since been, prescribed; the schedules transmitted to the overseers and schoolmasters being 
merely the forms in which they were to express the results of the enumeration, which, in each parish, they might make in whatever 

method they should think best. When the very various intelligence and character of the agents, the absence of all central control over their 

proceedings, and the opening for negligence which the whole system, or rather want of system, presents, are taken into consideration, it 

can scarcely be imagined that any very great exactitude has been obtained in the enumerations that have yet been made. 」, ibid., 86 
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 ロンドン統計協会センサス委員会は均質性の確保には個々の調査員の能力の高低が観察結果

にあたえる影響を可能な限りなくす必要があることを理解していた。センサス調査員は一般に

能力がそれほど高くないということを鑑み、ロンドン統計協会は観察タスクを能力が低いもの

でも十全に観察を遂行できるように、調査作業の簡略化を行った。 

 そのために導入されたのが、個別記入（enumeration）と総計（abstraction）の区別である。

それまでのセンサスにおいては、センサス調査員は事前に定められたカテゴリーに該当する人

間が何人いるのかの合計を報告するよう求められていたが、個人レベルでの情報を収集するこ

とは義務に含まれていなかった。これに対して、センサス委員会は、世帯の個々の成員につい

て名前、年齢などの情報を記述するよう求めた。センサス委員会がこの変更を推進した理由の

一つは、総計を正確に行うのに必要とされる知的作業よりも個別記入のほうが作業が簡便であ

るというものであった。この提案は実際に 1841 年センサスで初めてイングランド全土に導入

されることとなる。 

 

 ロンドン統計協会センサス委員会はセンサス調査員側の知的負担を軽減するために、さらに

事後コーディングというテクニックを利用する。センサス調査簿は性別と婚姻状態については

事前コーディングを用いていた。先述したように事前コーディングは許容可能な回答の集合を
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限定できるため、観察作業を簡略し、他の観察者とのデータの統合を助けるための重要なテク

ニックである。だが、センサス委員会は事前コーディングの乱用がかえって観察作業を複雑に

する可能性にさえ気づいており、「職業」という具体例を挙げてこの問題を指摘している。 

人々の職業を分類するのは大変むつかしい。それに対して、個々人についてかれらの

職業を述べることはきわめて簡単である。（中略）いままでのセンサスにおける過ち

は、すべての調査員に対して分類という大変な作業を行うように要求していたことで

ある。たとえよくできたお手本を渡され適切な指示を受けていたとしても、そうした

分類作業を達成できるほど調査員たちは有能ではなかった。26 

 1841 年以前のイギリスセンサスでは、センサス調査員は各個人を事前に定められた職業カ

テゴリーのどれに該当するかを判断し、さらにそれを足し合わせて各職業カテゴリーごとの総

計を算出することが求められていた。これに対して、ロンドン統計協会センサス委員会は、カ

テゴリー別職業分類という複雑な仕事を正確に完遂できるほどの能力をセンサス調査員に期待

するのは非現実的だと指摘している。そこでセンサス委員会が提案した対応は、各センサス調

査員の義務を個人の職業を記入するという単純な作業にとどめ、分類という複雑な作業をより

高い能力を有するものたちにゆだねるという分業体制であった。個々人の職業が記されたセン

サス調査簿はロンドンに置かれた中央オフィスへと返送され、そこではより高度な訓練を受け

た少数の統計官たちが職業分類を行うべきなのだとされた。 

 このように、統計学者たちはロンドン統計協会での活動を通して統計的観察における観察者

の役割を周縁化するための観察理論と技法を発展させた。こうした活動のなかで、シンクレア

型の包括的なタイプの調査を行うという質問紙の伝統は放棄され、収集される情報のタイプを

限定し、その回答の幅も制限するという調査を簡略化する方向へとすすんだ。さらに、統計的

観察理論における階層的分業の導入は、末端の調査員の地位をさらに低下させ、観察者たる個

別の調査員が分類や総計といった複雑な作業に従事しなくてもすむモデルをつくりあげた。観

察者の役割の縮小に応じて、情報収集のための質問紙やフォームも調査員が個々人の能力に依

存する度合いを最小化するようにデザインされていった。 

 この時期の統計学者たちが利用した穴埋め式記入などの個々のテクニックの多く統計的観察

以外の場においては以前から存在したものであり、まったくの独創というわけではなかったか

もしれない。だが、こうしたさまざまなテクニックを組み合わせることで、無名の調査員が各

地で観察する事実をほかの観察結果とシームレスに結合し、統計的データを産出できるように

するという明確な意図をもってまとめあげられたのは 19 世紀において初めて起こった現象で

あった。 

 こうして構築された観察体制の中で個々の観察者が占める地位は低下した。これに呼応して、

統計学者による直接的観察の価値もまた低下したのであった。1840 年、ロンドン統計協会の

評議会は観察（observation）と分析（analysis）という二つの行為を区別する。そして、分析に

は通常以上の能力を必要とするのに対し、観察行為にはそうした高い能力は必要されないのだ

と主張した。 

                                                        

26 ibid., 98.原文は以下の通り。「[The occupations of a people] are very difficult of classification, but very easy of statement in each 

individual case; […] The error of previous attempts of this kind has consisted in requiring of every enumerator to go through a laborious 

classification, which he was incompetent to accomplish fully, had he even been properly instructed, and presented with a good model. 」 
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分析を行うには通常以上の能力が必要とされるけれども、単に観察を実行することは

それにくらべてはるかに低い熟練度しかもたない人員(hands of far less skill)にゆだねる

ことができる。それは、観察者たちの努力には価値があるものの、かれらの従事する

活動は最高度のものとは言えないからである。誤りが起きてしまう危険は前者の分析

にあるのであり、後者の観察においてではない。そして、分析的方法こそが、依然気

づかれていなかった道徳的[moral]影響を検出できるという可能性、必要とされる仕事

を小分割することで、道徳的事象の個々の領域をそれぞれ別々に徹底的に調査するで

きるという可能性、そして探究者がたんに道徳的事象の一部分だけでなく、その全体

を覆う法則を学ぶことができるという可能性を我々に与えるのである。27 

 個々の観察者は単に社会の一部分を見るに過ぎない。それに対して、分析者は社会全体を観

察できるという特権をえることができる、そう統計学者たちは主張した。こうして、通常の仕

方とは違う方法で観察を行える統計的分析者が生まれることとなる。 

 

3: 有徳な統計学者とかれらの訓練された盲目さ 

 1830 年から 1850 年の間、イギリス統計学者が統計学的観察の理論を練り上げていくのと同

時並行して、大量の統計データがイギリス、そしてヨーロッパ全体で生産、流通するようにな

った。28 

 しかし、すべてのひとがこの新しいタイプの知識に熱狂したわけではなかった。1854 年、

チャールズ・ディケンズ（Charles Dickens）は社会風刺小説『ハード・タイムズ（Hard 

Times）』で愚鈍な統計学者のカリカチュアを描き、そのうすっぺらさを嘲笑した。物語の主

要人物であるトマス・グラッドグラインド（Thomas Gradgrind）は統計学の熱心な支持者であ

る。政府統計データをおさめた議会報告書（blue books）で埋め尽くされた書斎で、グラッド

グラインドは数字をもてあそぶだけであたかも社会問題を解決できるかのようにうぬぼれる。

そこでは「極めて複雑な社会問題が計算され、正確に総計され、そして最終的に精算された—

もっとも、問題にされた人たちは、自分たちがどのように精算されたか、ついぞ知ることはな

なかったけれど」。29 しかし、人々の生を観察するための天文台としてつくられたグラッドグ

ラインドの部屋は、奇妙なことに人々の生活からは隔絶されていた。 

あたかも、窓一つない天文台が建造されて、その中にいる天文学者が、ペンとインク

と紙だけで、星の満ちた宇宙をきちんと配列してしまうみたいに、グラッドグライン

ド氏はこの自分だけの天文台の中で（この手のものは多いのだが）、そのまわりに満

                                                        

27 “Sixth Annual Report of the Council of the Statistical Society of London,” Journal of the Statistical Society of London 3, no. 1 (1840): 

7.原文は以下の通り。「And though to make such analysis may require more than ordinary powers, yet the mere labour of observation 

may often be entrusted to hands of far less skill, whose efforts are not the less meritorious, because their province is not the highest. The 
greatest danger of error will be in the former process, not in the latter; and yet it is by this analytical method alone, that there is any hope 

of detecting moral influences before unnoticed; of subdividing the labour so as to accomplish a thorough investigation into each class of 

moral phenomena separately; and of assuring the inquirer that he knows not a part only, but the whole of their laws. 」 
28 Hacking, “The Avalanche of Printed Numbers.” Westergaard, Contributions to the History of Statistics, Ch. 13. Cullen, The Statistical 

Movement. 
29 Charles Dickens, Hard Times for These Times, ed. Kate Flint (London ; New York: Penguin, 2003), 95. 翻訳は邦訳から, Charles 

Dickens, 『ハード・タイムズ』山村元彦, 田中孝信,竹村義和訳 (英宝社, 2000)。原文は以下。「the most complicated social 

questions were cast up, got into exact totals, and finally settled—if those concerned could only have been brought to know it」。 
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ち溢れる無数の人間たちに目もくれず、これら人間たちの運命を石版の上で清算し、

そして、ほんの一切れの汚いスポンジで彼らの涙をすっかり拭い取ってやってしまう

のである。30 

 ディケンズは統計学者の盲目さを暴く。グラッドグラインドは読み、書き、計算する。だが、

かれにはすぐそばに存在する人々の窮状さえ見えてはいない。かれの書斎では人々が生きる現

実は捨象され、人々は紙の上の干からびた数字に置き換えられる。統計学者は冷酷で数字を処

理するだけの機械だ、とディケンズの目には映る。この機械が大量に呑みこむ数字は人間の生

を表すとされているのだが、そうした機械が実際の人間たちのことを、かれらの感情を理解す

ることはできない。ディケンズの小説に見られるような不信感は統計学にとって致命傷になり

かねなかった。無情な統計学者という表象は多くの人を統計的観察コミュニティーから遠ざけ

てしまう危険があり、それは共同的な科学的プロジェクトとして構想された統計学の根幹を掘

り崩しうるものだったからだ。 

 一方、ロンドン統計協会の有力なメンバーであったウィリアム・ガイ（William Guy）はま

ったく別の統計学者像を提示した。統計学への不信感を払拭し、統計的観察を擁護するために、

ガイは理想化された統計学者像を『ロンドン統計協会雑誌』を通して拡散した。そこで、ガイ

が利用したのは、当時広く尊敬されていた 18 世紀の慈善家・監獄改革者のジョン・ハワード

(John Howard)であった。 

 1873 年、ガイは『ロンドン統計協会雑誌』に「統計学者としてのジョン・ハワード」31とい

う論文を発表し、ハワードこそが統計学者の模範であるのだという歴史的正確さの疑わしい主

張を行った。ガイはさらにハワードを統計学の聖者とするための策をめぐらす。「統計学者と

してのジョン・ハワード」出版と同年にロンドン統計協会会長に就任したガイは、社会統計学

を扱う論文を対象として毎年授与されるハワード・メダルを創設し、ハワードの名を統計学と

ロンドン統計協会の歴史の中に刻んでいく。321874 年、国際的に名高いベルギーの統計学者で

あったアドルフ・ケトレ（Adolph Quetelet）が死去した際にも、ガイはこの機会をハワード神

話の普及に利用している。ロンドン統計協会はケトレのイギリス統計学への寄与を記念してケ

トレおよび他の統計学の創設者の肖像画を購入することを決定するのだが、その際にガイはフ

ローレンス・ナイチンゲールとジョン・ハワードの肖像画購入のために 5ポンドを寄付してい

る。331875 年、ガイはハワードの聖人伝続編にあたる「ジョン・ハワードの歴史上の真の位置」

                                                        

30 Dickens, Hard Times for These Times, 95. 翻訳は邦訳から。原文は「As if an astronomical observatory should be made without any 

windows, and the astronomer within should arrange the starry universe solely by pen, ink, and paper, so Mr. Gradgrind, in his 
Observatory (and there are many like it), had no need to cast an eye upon the teeming myriads of human beings around him, but could 

settle all their destinies on a slate, and wipe out all their tears with one dirty little bit of sponge.」 
31  William A. Guy, “John Howard as Statist,” Journal of the Statistical Society of London 36, no. 1 (March 1873): 1–18, 

doi:10.2307/2338803. 当時のイギリス統計学者がしばしばそうしたように、ガイは統計学者を指すのに statistician ではなく

statistという表現を好んだ。 
32 “Report of the Council for the Financial Year Ended 31st December, 1873, and for the Sessional Year Ended 30th June, 1874, 

Presented at the Fortieth Anniversary Meeting of the Statistical Society, Held at the Society’s Rooms, 12, St. James’s Square, on the 30th 
of June, 1874, with the Proceedings of That Meeting,” Journal of the Statistical Society of London 37, no. 3 (September 1874): 308. 
33 “Report of the Council for the Financial Year Ended 31st December, 1875, and for the Sessional Year Ended 27th June, 1876, 

Presented at the Forty-Second Anniversary Meeting of the Statistical Society, Held at the Society’s Rooms, Somerset House Terrace 
(King’s College Entrance), Strand, W. C., London, on the 27th of June, 1876, with the Proceedings of That Meeting,” Journal of the 

Statistical Society of London 39, no. 3 (September 1876): 313. 

https://doi.org/10.2307/2338803
https://doi.org/10.2307/2338803
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34という論文を『ロンドン統計協会雑誌』に発表し、ハワードが統計学史において重要な位置

を占めるという主張を繰り返したのだった。 

 1870 年代を通してガイが作り上げた神話の中で、ハワードの 18 世紀の監獄改革をデータに

基づく社会政策立案だったのだ、と描き直される。1773 年にベッドフォードシャー

（Bedfordshire）州長官（high sheriff）に就任したハワードは、州長官の義務の一つとして定め

られていた地域の監獄検査を行う。ベッドフォードシャーにおける囚人の扱いが悲惨であるこ

とを学んだハワードは、その調査範囲をさらに拡大し、イングランドのすべての監獄を回り、

かれが自分の担当地域で発見した問題が、ベッドフォードシャーに特有の問題ではなく、全国

的問題であることに気づく。 

 ガイによればハワードが発見した主要な問題は二つあった。35一つ目は、無罪であることが

確定した囚人たちが監守たちへの手数料が支払えないために牢獄に留め置かれてしまうという

ものであり、二つ目は、監獄のずさんな管理の結果、監獄熱が蔓延し、囚人たちの健康を害し

ているということであった。 ハワードはイングランドにおける監獄の醜態について証拠を集

め、それは議会へと提出する。ハワードのレポートを受け取った議会は、問題の重要性を認め、

監守たちが行っている違法な手数料の徴収の廃止と、囚人の健康を守るための施策の導入とい

う対応策を可決する。 

 こうしたハワードの活動は事実にもとづいてよりよい社会政策立案を助けるものであるとい

う点で「真に統計的な調査(truly statistical inquiry)」だったのだ、とガイは強弁する。36ここで

のガイのナラティブは統計調査と社会制作立案が緊密に結びつくと主張することでその有用性

を提示することに成功する。だが、同時に、それは統計学者たちを社会問題へと関心を注ぐ他

のアクターとの直接的な競合状態に置く。統計学者に対抗しうるアクターとしてガイが特に意

識していたのは慈善家と芸術家であった。37 

 慈善家たちはひとびとの苦しみに同情するのだが、社会問題の根本原因には注意を払わず、

施しに代表されるような一時しのぎの対処療法的な手段をとる。これに対して、統計学者はよ

りよく社会問題を理解し、根本原因を解明できると、慈善家に対して知的・実践的に優れた存

在として提示される。 

 ガイはさらにすすんで、統計学者が他のアクターに対して認識上優れているだけでなく、道

徳的にさえ優れていることを示唆する。ガイはハワードのことを社会科学特有の誘惑へと抵抗

できる人物として描く。つまり、いままさに苦しんでいる人々を前にして、社会科学者たちは

苦しみを直ちに軽減しようと即座に行動してしまいたいという誘惑に直面することとなる。こ

うした他者を救いたいという誘惑に駆られた人々は、一見したところもっともらしいがその正

当性を確かめられていないお手軽な理論へと嬉々として飛びついてしまう。ガイによれば芸術

家はしばしばこの罠にからめとられてしまう。 

                                                        

34 William A. Guy, “John Howard’s True Place in History. A Supplement to the Paper Entitled "John Howard as Statist.",” Journal of the 
Statistical Society of London 38, no. 4 (December 1875): 430–37, doi:10.2307/2338962. 
35 Guy, “John Howard as Statist,” 10. 
36 Ibid. 
37 William A. Guy, “Inaugural Address Delivered at the Society’s Rooms, 12, St. James’s Square, London, on Tuesday, 18th November, 

1873,” Journal of the Statistical Society of London 36, no. 4 (December 1873): 471–72, doi:10.2307/2338670. 

https://doi.org/10.2307/2338962
https://doi.org/10.2307/2338962
https://doi.org/10.2307/2338670
https://doi.org/10.2307/2338670


2019年 10月 5日日本科学史学会京都支部@京都大学人文研本館 

岡澤康浩「万国の統計学者よ、団結せよ！」  

 

17 

 

[芸術家たちが喜んで受け入れるのは] あの古くさく単純な図式である。詩人や画家た

ちにはあまりにも便利であるのだが、冷静な真理からはかけはなれたあの図式。それ

によれば、社会はたった二つの階級によって構成されるのだという。片や富裕な抑圧

者、片や貧しい被抑圧者。片や[高貴な]紫色の上質な布をまとい、片やボロをまとう。

ロンドン統計協会の果たすべき機能の一つ、もしかしたら最も重要な機能、とはこう

した便利で単純な詩の言語をより理解が困難ではあるがより正確な数字の言語に置き

換え、社会生活をそのまったき複雑性において示すことなのだ。38 

 詩人や画家たちは社会問題を単純でわかりやすい図式へと還元し、そこから一気に社会変革

を夢見る。だが、こうした未熟な理論化作業は単に誤った結論へと芸術家たちを導くだけでな

く、的外れな解決策に貴重なリソースを配分してしまう結果、結局のところ人々の苦しみをさ

らに長引かせてしまう可能性さえある、そうガイはほのめかす。これに対して、統計学者は

人々の苦しみを軽減しようとする正義感ゆえに、単純化されたストーリーを慎重に退け、社会

の複雑性全体を受け入れ、真の解決策を見いだすのだとされる。 

 社会問題の複雑性は、統計学者たちに特殊な仕方での視覚を持つことを要請する。統計学者

たちは少数事例の観察から隠された問題の核心を一気に「見抜く」という芸術家たちの観察方

法にたいして懐疑的になることを学ぶ。社会問題を「たった一つや数例にのみ基づくのではな

く、その範囲と深刻さをその全体性（not in a single example only, or even in one or two instances, 

but in its whole extent and magnitude）」において示すことには「はかりしれない利点（immense 

advantage）」があり、「現存する悪（some existing evil）」の範囲を一般大衆に知らせること

は、 「統計学の最重要機能（a most important function of statistics）」とされる。39 

 統計学者は人々の苦しみを前にしても、拙速な結論を控え、忍耐強く徹底的に問題を調査し

なければならない。こういった態度が自然なものではないことにはガイも気づいていた。それ

でも、ガイは統計学者たちにこの困難な道を歩む勇気をもつことを求めた。そのために、統計

学者は目を奪うような印象的な出来事よりも、退屈な統計文書の数字の中に人々の生きられた

経験を見いだすという特殊な感性を持たねばならなかった。 

混雑した道でのたった一件の交通事故、たった一件の船舶事故、たった一件の鉄道事

故、そしてたった一件の激しい暴力事件はほとんどのひとにとってはもっとも興味深

い数字の羅列よりも強い印象を残すだろう。だが、世の中には多数積み上げられた事

故 やケガの件数の中にこそ介入的政策(preventive legislation)を正当化する理由を見いだ

すものが少数ながら存在する。こうした少数者は、偉大な小説家や詩人が大衆に与え

るのと同じような強い印象を、数字の中に見いだすことができるのである。40 

 こうした事実の徹底した収集を目指す統計学者たちにとってお手本となるのはハワードであ

る。ガイのナラティブの中で、ハワードは統計学者の知的かつ道徳的義務を体現した者として

                                                        

38 ibid., 472. 原文は「…that old simple view, so convenient to the poet and painter, so remote from the sober truth of things, that could 

see in society but two classes—the rich, mostly oppressors, the poor mostly oppressed: on the one side purple and fine linen, on the other 

rags. One function of this Society [SSL], perhaps its highest, is to substitute for the convenient simple language of poetry…the more 

exact, though more perplexing, language of figures, displaying social life in all its complicated reality…」 
39 Ibid., 483. 
40 ibid. 原文は以下の通り「For while a single case of running over in our crowded streets, a single shipwreck, a single railway 

accident, or a single example of brutal violence will affect the majority of minds more than the most striking array of figures, there is a 

minority…that finds in the multiplication of accidents and injuries the strongest argument in favour of preventive legislation. On minds 

of this order figures of arithmetic work the same sort of effect which a great novelist or poet will produce on the mind of the public. 」 
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描かれる。ガイは特に 1773～1774 年をまたぐ冬にかけてハワードが行った監獄調査の旅と、

そこでの綿密なノート・テイキングというエピソードをハワードの知的・道徳的な力の象徴と

してみる。41 

 先述したように、ハワードの監獄調査は非合法な手数料の徴収と、監獄熱の蔓延による囚人

の劣悪な健康状態という二つの大きな問題を白日の下にさらしたことで評価されていた。 こ

こでガイのナラティブはハワードの調査の中で前者の問題が即座に理解されたのに対し、後者

の問題はかなり遅れて発見されたという時間的なズレを巧みに利用する。 

 非合法な手数料については、ハワードはその原因、帰結、そして解決策までをも一瞬で把握

していた。理不尽にみえる監守たちの行動が、かれらの経済的不安定さに由来することを見て

取ったハワードは、監守たちがこうした手数料なしでも生活できるように、定額の給料を支給

することで、根本的な原因の除去ができると進言する。 

 一方、監獄熱はハワードの当初の観察では見落とされていた。ベッドフォードシャーの治安

判事に監獄改革の必要性を説得する上で先例の存在が重要だと知ったハワードは、先例を捜す

ためにイングランド各地の監獄を訪れる旅に出る。 そしてこの辛抱強い旅という行為を通し

て、当初かれの眼がとらえ損ねていた監獄熱の問題へと気づくことができたのだ。州監獄での

視察中、かれはひどい健康状態の者が矯正院（bridewell）から連れて来られたものであること

に気づく。 この手がかりをもとに、ハワードは調査範囲を拡大し、監獄だけでなく矯正院も

調査対象へと含める。こうした包括的な調査によって、ハワードはようやく監獄熱の問題を十

全に理解したのであった。 

 ハワードは監獄熱という問題を即座に「見抜く」ことはできず、その複雑な現実の前で致命

的な見落としをする。だが、ハワードの徹底的な調査は、かれが「問題に関するすべての事実

を完全に熟知（perfect master of all the facts of the case）」することを助け、かれを過ちから救

った。42さらにガイは、ハワードの先駆者たるほかの監獄改革家たちについても、かれれが十

分に優れた観察眼を持っていた示唆する。それにもかかわらず、こうした先駆者たちが監獄改

革を実行することはできず、ハワードだけが真に監獄の苦しみを軽減することができた。ここ

でガイが示唆するのはたとえ優れた観察眼をもっていても、個人の限定された範囲での観測は

社会問題の理解と解決にとって十分ではないということである。真に重要なのはよく収集され

たデータを手にすることであり、そうしたすべての事実の緩慢な集積を待つように自己を規律

する能力なのである。そして、ハワードが先行者たちに対して優れていたのはこの点なのであ

った。 

 ハワードによる事実の包括的な収集において重要な役割を果たしたもう一つのテクニックと

して、ガイはハワードによる綿密なノート・テイキングに注目する。ガイによれば、ハワード

のノートは各監獄ごとの訪問日、囚人の数、監獄スタッフの名前と給料、手数料についての慣

習といった基本情報を整然と「表形式でまとめった形で（tabular systematic statement）」示さ

れており、およびそれによって各監獄の「比較が簡単にできる（easy comparison）」ようにな

っていたことを指摘する。43こうして、ハワードがノートに残した記録は空間的・時間的に異

                                                        

41 今回は詳細に取り上げないが、Guy による Howard 聖人伝の集大成はまさにこの 1773/1774 年冬の旅に捧げられている。, 

William A. Guy, John Howard’s Winter’s Journey (London: T. de la Rue, 1882). 
42 Guy, “John Howard’s True Place in History,” 436. 
43 Guy, “John Howard as Statist,” 13. 
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なる監獄の状態を比較することを可能にし、一見ある地域に偶然存在するように見えた問題の

裏に隠された共通の原因を明るみに出すことを可能にしたというのだ。 

 ここから、ガイは以下のことを示唆する。ハワードのノート・テイキングとかれの調査旅行

は、ハワードが直接観察の場においてえた自己自身の印象から距離を置き、それを相対化する

ことを可能にする同種のテクニックなのだ。こうしたテクニックなくしては、ハワードはその

場での印象に惑わされ、近視眼的で表面的な結論に飛びついていたかもしれない。ハワードは

直接観察に基づく即時的な印象を信用することなく、辛抱強く調査旅行を行い、その成果を丹

念にノートに記していく。こうしたテクニックによってハワードはすべての事実を集める。そ

れは、一握りの特殊かもしれないケースによる誤解を避け、近視眼的な観察者たちが見ること

ができないものを見るための技法なのだ。ガイはこうまとめる。 

非合法な料金の徴収の問題にせよ、病が蔓延した牢獄の問題にせよ、もし、ハワード

が一つや二つの事例だけで満足してしまっていたら、かれの活動はまちがいなく失敗

に終わっただろう。かれの調査が網羅的であること(completeness)、そしてそれゆえに

かれの事例が膨大であったことこそが、かれに成功をもたらしたのだから。44 

 ハワードを統計学者の模範として語るガイのナラティブは、統計学的観察を通常の観察より

もより正確で、より有効なものとして提示する。そうすることで、ガイの議論は少数の事例に

基づく観察は正当な知識を産み出すことができないし、また効果的な解決策も提案できないと

いう印象を与えるように組み立てられている。だが、実はこの前提の妥当性は自明ではない。

先に示したディケンズの例でみたように、ディケンズは社会問題を瞬時に理解することが（少

なくとも時には）可能であるということを前提としていたし、ガイ自身が少数の典型例に基づ

いて社会的介入を行うことがありうる可能性を認めていた。45. 

 しかし、ガイのナラティブはハワードが監獄検査の旅という緩やかなデータ収集作業を経て

初めて監獄の惨状を正確に理解したという逸話的証拠（anecdotal evidence）を用いることで、

この特殊な前提が正当に見えるように注意深く組み立てられていた。こうした特殊な前提が受

け入れられたならば、ディケンズの描いたような、人々の苦しみという「明らかな」社会悪を

みることができない無能で冷淡な統計学者という像は崩れ去ることとなる。せっかちな慈善家

や芸術家は少数ケースの観察にもとづいて拙速に「明白な」原因を特定し、実際には問題を解

決しない的外れな対策で満足してしまうだろう。人々の苦しみに共感する統計学者もまた、性

急な「改善」へと身をゆだねたいという誘惑にさらされる。だが、統計学者は勇敢にもこの誘

惑をはねのけ、真の解決策をもたらすために十分なデータが収集されるまで待ち続けるという

科学的信念を貫くだろう。こうした緩慢なデータ集積を待つという統計学者の態度は、それに

よって統計学者が通常の観察者が見えないものを見ることができるという統計学者の認識上の

優位の根拠となっているだけでなく、社会正義実現のために一時の感情に流されないように自

己を律することができるという統計学者の有徳さをも証拠立てるものとして利用されていた。

こうして統計的分析者は、自らの経験と直接的観察に由来する印象を例外的でミスリーディン

グなものでありうると相対化し、早急な判断を避ける賢慮を学ぶのだ。 

                                                        

44 Guy, “1873 SSL Inaugural Address,” 484. 原文は以下。[H]ad Howard rested content with one or two facts of either kind—an 

instance or two of illegal fees, a few examples of sickly prisons—he would certainly have failed. It was the completeness of his inquiry, 
and the consequent number of his facts that carried the day. 
45 Ibid., 482. 
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4: 結論 

 19 世紀イギリスの統計学者たちは統計学を共同的データ収集に基づく科学だとみなしてい

た。統計学者はロンドン統計協会を結成し、さまざまなアクターが共同的知識生産へと参加で

きるようにと統計的コミュニティーをデザインし、維持するために努力していた。本発表では

こうした共同的科学プロジェクトとしての統計学を実行する上で、統計学者たちによる特殊な

科学的自己の形成が重要な役割を果たした主張した。 

 ロンドン統計協会委員会での活動を通して、統計学者たちは多数の観察者を動員して行う協

同的統計観察の機構をデザインしていた。多数の観察者を利用することで、統計学者たちは個

人が観測できる範囲をはるかに超えて物事を観察することが可能になった。だが、科学的トレ

ーニングを受けてない無名の観察者の動員は、統計的観察によって集められた事実の信頼性を

疑念にさらしかねなかった。この問題への対処として、統計学者たちは質問紙を観察者の観察

行為を制御するための科学的器具として位置づけ、観察者の能力（の低さ）に合わせて質問紙

のデザインを洗練させた。ロンドン統計協会委員会はさらに階層的分業体制を導入し、分類・

総計といった知的に負担な作業をより能力の高い統計学者にゆだねることで、個々の平凡な観

察者の作業を簡略化した。この集団的観察のシステムにおいては、統計的観察者は事前に作成

された質問紙にただ忠実に従うべき存在として定式化されたのであった。 

 懐疑家たちはそれでも統計学者たちによる奇妙な観察の方法と、それによって生み出される

うすっぺらに見える観察結果を信用しようとはしなかった。かれらは統計的分析者たちを眼前

に広がる社会的現実を理解できない無能だと糾弾した。ウィリアム・ガイによって流布された

統計学創設の父としてのジョン・ハワードという聖人伝はこうした懐疑家たちの疑念に対抗し、

統計学者の認識と道徳を一体化させた科学的エートスを示すように組み立てられていた。ディ

ケンズには社会的現実などというものは、たんに実際の人々の生活へと目を向けるだけで把握

可能なものであったのだろう。だが、統計学者たちは積極的に自らの眼を疑うことを通して社

会的現実を見ようとした。ガイによって広められた統計学者像は、心ない統計学者という表象

を反転させ、有徳な存在として提示することに成功した。一人の人間が見ることができるもの

は社会の不完全な像にすぎない、そうみなす統計学者には、統計学的観察をバカにするものた

ちは、自らの観察眼を過信するもの、空想にうつつを抜かすもの、さらには単なると詐欺師と

さえ映るようになる。統計学者の冷淡さと見えたものは、いまや統計学者の社会正義実現への

情熱の結果としての厳しい自己抑制と塗り替えられることとなる。人々への愛ゆえに、統計学

者は目の前の人々から眼を背け、統計文書で満たされた書斎へと向かう。紙の上の退屈な数字

は、もしかしたら、統計学者が個人的レベルにおける人々の苦しみに向けるまなざしをくらま

せたかもしれない。だが、そうした紙の上の数字を通じて、統計学者は人々の苦しみをその全

体性においてみるという新しい視覚を手にするできるようなるのだ。統計学者たちの「盲目さ」

への批判は決してやむことがなかったが、それは集団的視覚の優位を信じる「有徳な」統計学

者たちの信念を揺さぶることはもはやできなかった。 

 19 世紀を通じて、かつてない規模の人々が地域、国家の枠を超えて統計的観察へと動員さ

れた。統計的観察の範囲も拡大しつづけ、ついには全世界が観察対象となった。こうして共同

的統計観察の対象がより多様に、より広くなるにつれて、統計学者たちは限定されたケースを

対象として行われる微細な観察の価値を副次的なものとして切り下げていくこととなる。よく

できたケース・スタディーズは特定のケースについての豊かな情報をもたらすかもしれないが、
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統計学者からみればそうした情報はミスリーディングでありうる孤立した事実（isolated facts）

にすぎないからだ。18 世紀ドイツ統計学にっとて統計的記述とは、地元のことに精通し教育

を受けた現地住民が与える特定の地域についての豊かな観察結果だったかもしれない。だが、

19 世紀イギリスの統計学者たちは薄っぺらに見えるかもしれないが集団的に均一なやり方で

遂行された共同観察によって作成された統計表を作成することを選んだ。 

 19 世紀の統計学者たちは自分たち自身を作り上げた。単純な質問を印刷した紙切れにあく

まで忠実であろうとする統計的観察者という存在者も、自らの経験と印象から距離を置きすべ

てのデータが集積されるまで忍耐強くまつ統計的分析者という存在者も、19 世紀以前には存

在することがなかった。自らの観察よりも集団的観察を信じる統計学者たちは統計的観察のコ

ミュニティーを作り、拡大することを自らの使命とした。そして、その共同観察が覆うべき範

囲は全世界にまで拡大していった。科学のために、そして社会正義実現のために、万国の統計

学者は、団結しなければならない。そう、ヴィクトリア朝の統計学者たちは信じた。 

 統計学者は個人の観察能力とも経験とも切り離された冷たい事実を生産する。だが、そうし

た生産活動は、統計学者たちが統計的観察コミュニティーに対して持つ信頼と、そのコミュニ

ティーに参加するひとたちとの間にあると想像されたあたたかな友情に依存していた。もちろ

ん、19 世紀イギリスの統計学者たちがもった統計的コミュニティー建設への熱意をたんなる

科学的友愛の物語として理解するのはあまりにも単純で、かつ愚かであろう。ウィリアム・フ

ァーが日本からの国際統計会議参加者を歓迎した演説がオリエンタリズムや帝国主義的な言語

によって満たされていることからもわかるように、イギリスの統計学者たちの活動は大英帝国

の植民地への欲望というコンテクストの中で展開していた。だが、それを踏まえたうえでもな

お、ファーやガイ、そしてかれらの同時代のイギリス統計学者たちの活動を駆動したもののす

くなくとも一部に、かれらが深く信じる特殊な倫理があったことを指摘することは重要である。

それは、統計学者たちのもつ奇妙な倫理と科学的自己の史的生成を理解することが、統計学が

統計データが社会政策決定をめぐる議論において抗いがたい魅力をもつようになったわたした

ち自身の来歴を理解する鍵となるからだ。 
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