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［発表要旨］ 

研究目的：本報告の目的は、19 世紀イギリスにおいて統計データがどのように生産・流通していた
のかを探究することで、統計データという独特な存在物の 19世紀における出現の歴史をあとづける
ことである。具体的には、当時の統計学をリードしていたロンドン統計協会に注目し、統計データ
の概念化および流通において『ロンドン統計協会雑誌』（1838 年創刊）が果たした役割について探
究し、そこで統計データの発表・共有・利用に関してどのような実践が行われていたのかを明らか
にすることを目指す。 

先行研究との差異：これまでの科学史的研究においても、科学雑誌というのは、新しいアイディア
が提案され、異なる意見が戦われる場所として重要な位置を占めてきた。『ロンドン統計協会雑誌』
も統計学および社会科学の科学史的研究においては、もっぱらそうした論争や意見の表明の場とし
てのみ注目されてきた。だが、いくつかの例外を除き 19世紀末になるまで『ロンドン統計協会雑誌』
上において重要な論争というのはおこらなかったため、同誌の初期の活動はしばしば知的に不毛だ
と見なされてきた。一方、統計データの記述に力を注いでいた『ロンドン統計協会雑誌』は、社会
史・経済史家にとって当時の社会・経済・医療統計データを示す貴重な情報源としてしばしば利用
されてきた。こうした従来の二つのアプローチは、共に『ロンドン統計協会雑誌』を研究のための
素材を提供するものとしてのみ関心をもっていたと要約できる。これに対して本研究では、ともす
れば素材を提供するだけの透明のキャリアとして見過ごされてきた『ロンドン統計協会雑誌』自体
に注目し、その創刊と運営それ自身を研究の対象とする。これには、二つの利点がある。一つ目は、
学会誌を論争や理論的提案の場とみなす立場では過小評価されていた、『ロンドン統計協会雑誌』
におけるデータの提供という役割について適切に評価できることである。二つ目は、『ロンドン統
計協会雑誌』に掲載された統計データを、単なる過去を理解するための素材として扱うのではなく、
データを掲載するという営み事態を分析の俎上にあげられることである。集団的経験主義と呼ばれ
る共同的事実の集積に基礎を置く科学においては、17 世紀以降では、事実の報告媒体としての雑誌、
特に学会誌が重要な役割を果たしてきたことはすでに指摘されている。このことをふまえるならば、
『ロンドン統計協会雑誌』における独特の事実の集積のあり方はそれ自体の権利において探求の課
題となりうる。異常の、二つの利点を活かすため、本報告では統計学者たちのデータを書く／読む
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という実践の分析を通して、『ロンドン統計協会雑誌』がデータをどのように扱い、それが統計デ
ータという新しい存在物の歴史的生成において果たした役割を探究する。 

研究の方法：ロンドン統計協会雑誌の設立／運営についてのロンドン統計協会内部資料の分析、お
よび雑誌誌面の詳細な読解による分析を行う。特に、メディア史・読書史の知見を参照することで、
雑誌に掲載された統計報告要約や、雑誌に付された索引といった「オリジナル」な情報を含まない
がゆえに従来見過ごされてきた側面に注目する。 

得られた知見： 本報告よって、以下のことが明らかになった。まず、『ロンドン統計協会雑誌』が
統計データを集積するヴァーチャルなアーカイブとして機能するように設計されていた。これは、
統計学者たちが互いに統計データを共有することを目的していたのだが、このとき想定されていた
読者には外国居住者のような空間的に離れたものだけでなく、後世の人間という時間的に離れた者
も含まれていた。こうした、空間的・時間的に離れた読者たちが直面する統計データへのアクセス
の難しさを考慮して、「いま・ここ」においてはありふれていてオリジナリティがないデータでさ
えも、参照の便宜のために紙面上に収蔵する「転載」や「要約」という活動が許容され、さらには
推奨されていた。さらに、こうやって集められたデータを容易に引用できるように、検索ツールと
して巻末索引や総合索引が準備されていた。学会誌がこうしたデータベースとして設計された背景
には、少数の事例では変則的な事例による歪みが大きく、多数の事例によって補正されなければな
らないという認識論的前提があり、雑誌にはこうした認識論を実際に達成するという科学的役割が
与えられていた。以上、同誌は十九世紀に登場した統計データの記述、利用、実践を可能にするメ
ディア環境の重要な一部であり、そうした環境の意識的構築にも貢献した。さらに、本報告の知見
はロンドン統計協会雑誌という個別雑誌の研究を超えて、学会誌をオリジナリティや著者性によっ
て特徴付けられる個別論文の束と見なすことの問題点と、メディア論と科学史／科学社会学の交点
としての学会誌研究の可能性を示した。 
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[→スライド 1: タイトル] 

 1871 年の冬、エドワード王太子（後のイングランド国王エドワード七世）は、命の危機に瀕して
いた。2かれの父であるアルバート公の命を奪ったのと同じ病であるチフスが、エドワードを襲った
のだ。国内中の教会が、未来のイギリス国王のすみやかな回復を願い、祈りを捧げた。そして、あ
たかもそうした祈りに答えるかのように、エドワードは死の床から帰還したのだった。この奇跡的
な回復は、祈りが、そして何よりも宗教がもつ力の確かな証拠だとあるものたちには思われた。だ
が、フランシス・ゴールトン（Francis Galton）はそんな主張をまったくうけいれなかった。翌 1872
年、ゴールトンは「祈りの効能についての統計的探求」と題した論文を発表し、祈りによる治癒と
いう考えに公然と挑戦した。3 

 ゴールトンは、祈りの効能が本当に存在するかは、データにもとづいて判断されるべきだと主張
した。死の床に伏していたはずの者が、突如急速に回復するといった一見「奇跡的」に見える事例
はたしかに実際にあったかもしれない。また、その回復の前に祈りが捧げられたということもまた
事実かもしれない。だが、ゴールトンは、そうしたバラバラな事実の寄せ集めにたいして証拠とし
ての地位を認めようとしなかった。その代わりに、かれは統計的データセットを使用することを求
めたのだった。 

 

［→スライド 2: バラバラの事実と統計的事実］ 

[二つの研究のやり方のうち、]最も信頼できる結果を約束する方法とは、多数の事例を検討
し、その平均によって導かれるものだ。もう一方のやり方とはバラバラな事例（isolated 
instances）をあつかうものであり、今回わたしはこの方法を採用しない。後者の方法に頼る
者は、当然ながら、一方的な事例を選んでいるのではないかと、自らの判断を疑うかもしれ
ないし—また、間違いなく他者たちからそう疑われる危険を冒すことになる。 

[原文]：The one [line of research] that promises the most trustworthy results is to examine 
large classes of cases, and to be guided by broad averages; the other, which I will not employ 
in these pages, is to deal with isolated instances. An author who made much use of the latter 
method might reasonably suspect his own judgment — he would certainly run the risk of being 
suspected by others — in choosing one-sided examples.4 

 

 多数の事例とその平均を使うように求めるゴールトンは、実際にこの方法論に従って、中・上流
階級と王族との間で平均寿命の違いがあるかどうかを比較してみせた。王族も一般の富裕層も共に、
寿命を縮めると考えられる貧困とは無縁である。だが、王族の方が一般の人間よりも祈りの対象と
なる機会に恵まれている。もし、祈りに効果があるとすれば、王族の方が長寿となるはずではない
か。だが、こうした推論は、データによって裏切られる。ゴールトンが発見したのは、むしろ王族

 
2 祈りの効能論争についての概要は、以下を参照。Robert Bruce Mullen, “Science, Miracles, and the Prayer-Gauge Debate,” 
in When Science and Christianity Meet, ed. David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (Chicago: University of Chicago Press, 
2003), 203–24. Also, see Frank M. Turner, “Rainfall, Plagues, and the Prince of Wales: A Chapter in the Conflict of Religion and 
Science,” Journal of British Studies 13, no. 2 (May 1974): 46–65, doi:10.1086/385658, Stephen G. Brush, “The Prayer Test: The 
Proposal of a "Scientific" Experiment to Determine the Power of Prayer Kindled a Raging Debate Between Victorian Men of 
Science and Theologians,” American Scientist 62, no. 5 (1974): 561–63, http://www.jstor.org/stable/27845074, Katharine 
Anderson, Predicting the Weather: Victorians and the Science of Meteorology (Chicago ; London: University of Chicago Press, 
2005), 161–67. 
3 Francis Galton, “Statistical Inquiries into the Efficacy of Prayer,” Fortnightly Review 12 (1872): 125–35. 
4 Ibid., 126. []挿入は引用者。 
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の寿命が富裕層の中で最も短いということだった。ゴールトンはこう結論した。「それゆえ祈りに
は、何の効果もない」。5 

 

［→スライド 3: 引用されるデータ］ 

 

図 1：ゴールトンによるガイのデータの引用 

 この統計表が、ゴールトンの議論の中心にあった。ここで賭けられていたのは祈りに効果がある
かどうかという主張の真偽だけでなく、よく整理された統計データ・セットの使用という方法の優
位でもあったからだ。ここで興味深いのは、ゴールトンはデータが絶対的に重要であると考えてい
たが、そうしたデータの収集を自ら行う必要性があるとは考えていなかったことである。引用した
箇所が示すように、ゴールトンのデータはまったくの別人の書いた文章からとられたものだった。
その人物とは医学者で、統計学者のウィリアム・ガイだった。6 

 

［→スライド 4: ウィリアム・A・ガイ］ 

 
5 Ibid., 128. 
6 William A. Guy, “On the Duration of Life as Affected by the Pursuits of Literature, Science, and Art: With a Summary View of 
the Duration of Life Among the Upper and Middle Classes of Society,” Journal of the Statistical Society of London 22, no. 3 
(September 1, 1859): 356, 358, doi:10.2307/2338382.もともとは複数の統計表だったものを、ゴールトンはここでは一つ
にまとめる加工を行っている。 
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 ガイは、ロンドン統計協会の有力メンバーの一人であり、ゴールトンが引用したガイの論文も、
もともとは『ロンドン統計協会雑誌』に 1859年に発表されたものだった。ガイのもともとの論文は、
祈りのもつ医療上の効能を検証するという作業とはおよそ関係がなかった。ガイの主要な目的は個
人の健康に対して職業がおよぼす影響について検討するための基礎データを提供することだった。
これを目的として、ガイは異なる職業ごとの「寿命（生の持続期間）」を調べ、1840年から 50年代
にかけて『ロンドン統計協会雑誌』に複数の論文を出版していた。1859 年の論文は、これら一連の
論文をまとめたものだった。7 

 ガイの論文は探索的なもので、いくつかの仮説が示されるものの、基本的には統計的結果の提示
が主眼であった。注目すべき主張を欠くガイの論文は、現在の眼からはトリヴィアルな事実の提示
であり学術論文というよりも調査報告書や研究ノートといったものにみえるだろう。だが、ここで
注目すべきなのは、ガイの論文が実はオリジナルな観察をさえ欠いていたということである。ガイ
が論文で示した統計データは、ガイの参照した参考図書から拾い集められ、まとめられたものなの
であった。8 

 ゴールトンのデータ引用と、ガイによる既存書籍からの統計データセットの編纂という営みが示
唆するのは、19 世紀統計学において統計的データを生産し、それをエヴィデンスとして利用する際
にテクスト実践が持っていた重要性である。ここでは、統計データの生成と運用の歴史という観点
から、『ロンドン統計協会雑誌』のはじめの 20年間の運営に注目して、統計的テクスト実践が当時
の統計学の科学的使命にたいして重要な意味を持っていたことをさらに分析する。 

 

［→スライド 5: ロンドン統計協会］ 

 1834 年にロンドン統計協会（SSL）が設立され、その設立目的には社会的状況を描き出す事実の
収集が掲げられた。そして、1838年には、学会誌として『ロンドン統計協会雑誌』が創刊された。9 

 
7 William Augustus Guy, “On the Duration of Life Among the Families of the Peerage and Baronetage of the United Kingdom,” 
Journal of the Statistical Society of London 8, no. 1 (March 1, 1845): 69–77, doi:10.2307/2337998, William A. Guy, “On the 
Duration of Life Among the English Gentry, with Additional Observations on the Duration of Life Among the Aristocracy,” 
Journal of the Statistical Society of London 9, no. 1 (March 1, 1846): 37–49, doi:10.2307/2337879, William A. Guy, “On the 
Duration of Life in the Members of the Several Professions,” Journal of the Statistical Society of London 9, no. 4 (December 1, 
1846): 346–53, doi:10.2307/2337679, William Augustus Guy, “On the Duration of Life of Sovereigns,” Journal of the Statistical 
Society of London 10, no. 1 (March 1, 1847): 62–69, doi:10.2307/2338029, William Augustus Guy, “On the Duration of Life 
Among the Clergy,” Journal of the Statistical Society of London 14, no. 4 (December 1, 1851): 289–97, doi:10.2307/2338252, 
William Augustus Guy, “On the Duration of Life Among Medical Men.” Journal of the Statistical Society of London 17, no. 1 
(March 1, 1854): 15–23, doi:10.2307/2338351, William A. Guy, “On the Duration of Life Among Lawyers; with Additional 
Observations on the Relative Longevity of the Members of the Three Learned Professions,” Journal of the Statistical Society of 
London 20, no. 1 (March 1, 1857): 65–71, doi:10.2307/2338164, Guy, “On the Duration of Life as Affected by the Pursuits of 
Literature, Science, and Art.”. 
8 たとえば、以下のような文献。John Sharpe, 1830, Sharpe’s Peerage of the British Empire exhibiting its Prersent State and 
Deducing the Existing Descents from the Ancient Nobility of England, Scotland, and Ireland and Debrett’s Baronetage(1832, 
Debrett’s Baronetage of England 6th edition. 
9 『ロンドン統計協会雑誌』発行以前に、ロンドン統計協会は二つの定期刊行物を発行していた。ひとつは、『ロン
ドン統計協会会報（Proceedings of the Statistical Society of London）』で、これは 1834年から 1838年の間発行されてい
た。この会報はロンドン統計協会の例会の記録であり、発表時の座長、発表者とその発表概要、新会員の選出などを
報告するものであり、各会員に送付された。もうひとつは、1837 年に発行された『ロンドン統計協会紀要
（Transactions of the Statistical Society of London）』である。これには 6本の論文の全文が掲載された。掲載された論
文のいくつかは、ロンドン統計協会例会ですでに報告され、その概要が『ロンドン統計協会会報』に掲載されていた
ものだった。当初はこの『紀要』の続刊が計画されていたが、1838 年に『ロンドン統計協会雑誌』がこの『紀要』
を代替するものとして出版された。『雑誌』と『紀要』の違いとしてまず目につくのはそのサイズの違いである。
『雑誌』は八折り版であるのにたいして、『紀要』は四つ折り版と、『紀要』の方が大判であった。値段については、
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［→スライド 6: ロンドン統計協会雑誌（JSSL）］ 

 『ロンドン統計協会雑誌』創刊は多大な金銭的負担をもたらすプロジェクトであった。その費用
のために、ロンドン統計協会は年間収入の三分の一以上に相当する大金を支出しなければならなか
った。10このプロジェクトによるしわ寄せは、ロンドン統計協会がスポンサーする独自社会調査へ
も及んだ。財政状況の悪化を理由に協会の資金による独自調査の実施は低調となり、1848 年を最後
に調査が行われることはなかった。そうした財政状況にもかかわらず、ロンドン統計協会は『雑誌』
を維持することを決めた。つまり、統計調査を犠牲にしても、学会誌の継続を選んだのだ。ロンド
ン統計協会の公式の目的が社会的事実の収集であったことを考えれば、高価な定期刊行物の発行を
廃止し、独自調査の遂行とその報告書の配布にだけ自らの役割を限定するという方法もあっただろ
う。11それゆえ、ロンドン統計協会評議会の決断は必ずしも自明ではなく、疑問を引き起こしうる
ものだった。 

 これに対して、ロンドン統計協会評議会は、厳しい財政状況の中であくまで学会誌を維持すると
いう判断の正当性を訴えた。121839 年、評議会は、ロンドン統計協会設立趣意書の文言を参照し、
『ロンドン統計協会雑誌』創刊が統計協会の科学的使命遂行に資するのだとあくまで主張した。 

 

［→スライド 7: 既存事実の貯蔵庫としての統計協会雑誌］ 

［ロンドン統計協会雑誌のような］定期刊行物の発行は、本協会が注目するに値する文書を
迅速にかつ簡便に流通させる手段をもたらすものであり、評議会はこれを統計協会設立時に
示された主要な目的の一つを実現する適切な方法だと考える。というのも、設立趣意書で示
されたその目的と活動計画を見てみるならば、そこには、新しい事実の収集は本協会の仕事
のうちの一部分を占めるにすぎないとされていたからである。そして、すでに存在している
ものの、未発表であったり、発表されているものの冗漫（diffuse）であったり、高価であっ
たり、外国語で書かれていたりする事実について、これを要約し（condense）、整理し、出
版することもまた、同程度の有用性をもつ仕事であると述べられたのであった。 

原文：The establishment of such a periodical[JSSL], as furnishing a vehicle for the prompt 
and convenient circulation of documents deemed worthy of the Society’s attention, was 
considered by the Council an advisable mode of accomplishing one of the principal ends 
proposed at the foundation of the Society; for, by adverting to the prospectus of its objects and 
plan of operation, it will be seen that the collection of new statistical materials is intended to 
form only one part of the Society’s work; and that, to condense, arrange, and publish those 

 
販売を請け負ったチャールズ・ナイト社の広告によれば、『紀要』は 7シリング 6ペンスであった。これにたいし、
『雑誌』のほうは契約書では 1シリング 6ペンスで販売とされており、『紀要』のほうが高価であった。価格につい
ては以下を参照。 ‘B2/1 Council Minutes,’ London, Royal Statistical Society Archive, 187–88 (30 Mar 1838). 
10 ロンドン統計協会の年間収入が 884ポンドであったのに対し、評議会はこのプロジェクトに 300ポンドもの費用を
負担した。See, “Fifth Annual Report of the Council of the Statistical Society of London,” Journal of the Statistical Society of 
London 2, no. 3 (April 1, 1839): 132, 134, doi:10.2307/2338019.  
11 ロンドン統計協会内に統計図書室を建設し、そこに重要な統計文書をすべて収蔵するという計画があった。これが
ロンドン統計協会にとって重要な目標だと考えられたのもここで述べたのと同様の理由による。 
12 ロンドン統計協会設立の一年間に同様の目的でマンチェスター統計協会（the Manchester Statistical Society）が設立
されていた。 マンチェスター統計協会は早くから自前の社会調査を行い、1830 年代を通してその調査報告を発行し
ていた。だが、独自の定期刊行物をもつようになるのはようやく 1853年になってからである。 
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already existing, but either unpublished or published only in a diffuse or expensive form, or in 
foreign languages, is declared to be a task of equal usefulness.13 

  

 ロンドン統計協会設立趣意書は、ロンドン統計協会が社会的事実を「入手し、整理し、出版する」
ために設立されたと述べていた。だが、ここで事実は二種類に分けられ、片方に「新鮮な事実」、
もう片方には「すでに存在する事実」があるのだとされた。14 この事実の二分法に従って、ロンド
ン統計協会の使命もまた二つにわけられた。つまり、新しい情報の収集と、既存の情報を「整理、
要約（condensing）、出版」することである。15興味深いことに、設立趣意書はこの両者に等しい価
値をわりあて、既存の情報を出版することと、新しい情報を収集することを同程度に有用だとした
のだった。ロンドン統計協会評議会はこの区別を利用し、『ロンドン統計協会雑誌』は出版を通し
て既存の事実へのアクセスを容易にすることで、設立時の目的を果たすのだとしたのだった。  

 それゆえ、通常の学会誌に期待されるのとは違って、『ロンドン統計協会雑誌』の役割は新しい
発見を記録することに限られなかった。『ロンドン統計協会雑誌』に掲載された事実の少なくない
部分は、すでに他の場所で報告されていた。このことが特に顕著だったのは「雑報
（Miscellaneous）」とよばれたセクションで、ここには公式統計の要約やコピーが多数掲載されて
いた。 

 

［→スライド 8: 雑報 セクション(救貧法について)］ 

 

図 2：「雑報」セクション［貧者の数］ 

 

 例えば、『ロンドン統計協会雑誌』第一巻の「雑報」には、1836年から 1837年のクリスマスの時
期における貧民の数について、簡単な要約が掲載されていた。この抜粋中右下に示されているとお

 
13 “Fifth Annual Report of the Council of the Statistical Society of London,” Journal of the Statistical Society of London 2, no. 3 
(April 1, 1839): 131, doi:10.2307/2338019. 
14 “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), 492. 
15 Ibid., 493. 
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り、このデータはオリジナルではなく、議会報告書（文書番号 220）をとりだし加工した、部分的
要約である。16 

 新規性という観点からみれば、こうしたオリジナルでない二番煎じのデータを掲載するというの
は単に冗長にみえる。こういった予想される批判に対しても、当時の統計学者は反論を用意してい
た。 

 まず、そのままほうっておけばバラバラになってしまう公式統計記録を統計協会雑誌一箇所に集
中することで、イギリス全体についての要約的統計情報へのアクセスが容易なるとされた。これは
特に、遠方や外国に住んでいたりして、オリジナルの資料へのアクセスが難しいものにとっては大
きな利点だとされた。だが、統計協会雑誌は空間的遠さだけでなく、時間的な意味でも遠くにいる、
はるか未来の読者たちのことも念頭に置いていた。 

 1836年、当時ロンドン統計協会副会長だったホルト・マッケンジー（Holt Mackenzie）は、ありふ
れた事実の短命さという性質へ統計学者たちの注意を促した。17まず、かれは当時の歴史的探究が
直面する問題として、基本的な事実についての正確な情報の欠如をあげる。たとえば、穀物などの
主要商品の小売価格といったものは、当時の人々にとってはあたりまえに知られていた日常的な事
実であったわけだが、いざ歴史家がそれを調べようとすると、そうした情報が失われていることに
気づくのである。このように、あまりにありふれた事実は、過去においては誰にでもアクセス可能
なものだったが、そうした情報をきちんと記録するためのシステムがない限り、容易に失われてし
まう短命なものである、マッケンジーはこう主張した。18 それゆえ、現在退屈に見える事実でさえ
も、それを貴重な記録だと見なしうる二千年先の未来の読者たちのために保存しなければならない
のだ。マッケンジーの発表記録には以下のように書かれている。19 

 

［→スライド 9: ありふれた事実の短命さ］ 

マッケンジーはこう述べた。次は、我々が古代人となる番がやってくるのだ。（印刷術のも
つ驚異的な力があるとはいえ）後世のものたちの質問を予期しこれに満足に答えようとする
試みが成功する見込みについて、楽観的にはなれないかもしれない。だが、そのために努力
することはまずまちがいなく有益だろう。そうすることで、なにもしなければ我々がまだ生
きているうちにさえ失われてしまうだろう事実を保存し、一連の有用な問いへと導き、現在
まったくアクセスできない知識の多くへのアクセスを容易にすることに資するだろう。 

原文：Now, he[Mackenzie] argued, we shall be in our turn ancients; and although we might 
not be sanguine in estimating the probable success of any attempt to anticipate and satisfy the 
enquiries of posterity (the prodigious power of printing notwithstanding), yet the effort could 
scarcely fail to be advantageous, in preserving facts that would otherwise be lost even in our 
own time; in leading to useful trains of enquiry, and in rendering easy of access much 
knowledge now wholly inaccessible.20 

 
16 「雑報」に掲載された文章は、以下の文書に掲載された統計表の簡潔な要約である。’Sixteenth report from Select 
Committee on the Poor Law Amendment Act; with the minutes of evidence, and appendix. (1837-38, House of Commons Papers, 
No. 220) p. 35. 
17 Holt Mackenzie, “Observations on the Means of Collecting Information on Various Points of Statistics, Explanatory of a 
Proposition for the Appointment of a Committee to Consider the Expediency of Opening Books for the Contemporary Record of 
Various Statistical Facts, and to Prepare the Forms in Which Such Books Shall Be Kept,” Proceedings of the Statistical Society of 
London 1, no. 6 (May 16, 1836): 153–54, http://www.jstor.org/stable/29765600. 
18 Ibid., 154. 
19 マッケンジーの発表論文は現存しない。 
20 Ibid., 155. 
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［→スライド 10: 雑報セクション（穀物価格）］ 

 マッケンジーが関心を払ったようなありふれた事実も、『統計協会雑誌』の「雑報」セクション
において報告され、たとえば以下のように、イングランドおよびウェールズにおける各週ごとの穀
物の平均価格などが掲載された。この情報もまた、イギリス政府の公式記録を発行していた『ロン
ドン・ガゼット（London Gazette）』に見つけることが出来るもので、ロンドン統計協会のオリジナ
ルなデータではなかった。21 

 

図 3：「雑報」セクション（穀物価格） 

 マッケンジーはロンドン統計協会が、後世のために基本的な統計データを保管する貯蔵庫となる
ように願った。そして、『ロンドン統計協会雑誌』というのは、このマッケンジーの願いを、部分
的に実現するものであった。22それは時空を超えて事実を求める統計学者たちを繋ぐメディアとし
てデザインされたのだった 

 こうして、統計学者は既存の事実の再編集へと独自の価値を見いだし、他者によって行われた観
察への依存を増していった。この背景には、他者の報告をまとめあげるほうが、自分で調査を計画
実施するよりもはるかに簡単で安上がりであるという単純な労力の問題もあっただろう。だが、同
時に、そこでは個人の行う直接観察の科学的価値の切り下げも生じていたことは見逃されてはなら
ない。これを理論化するうえで重要な役割を果たしたのは、他ならぬウィリアム・ガイであった。 

 1841 年、ガイはロンドン統計協会の例会において統計的データの収集と整理のためにコモンプレ
ースブック（commonplace book）と呼ばれる雑記帳を改良した記録カードを用い、各文献に散らば

 
21 こうしたデータはすでに、商務省の穀物報告編纂者（Comptroller of Corn Returns）によって公表されている。『ロ
ンドン統計協会雑誌』の数字は丸められているが、同様のデータは、『ロンドン・ガゼット』の以下に見つけられる。
Original Sources (presumed): London Gazette, pp. 1094 (11 May 1838), 1141 (18 May 1838), 1200 (25 May 1838), 1253 (1 June 
1838).  
22 マッケンジーはこの目的専用の記録帳の設置を計画していたようだが、これは失敗に終わったようだ。 
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った事実の落ち穂拾い（gleaning）によって、まとまったデータを編纂するという方法を提案した。
23  

 データ編纂の重要性を訴える中で、もともと医学者としてトレーニングをうけたガイは、医学的
観察において詳細な症例報告が大量に行われる一方で、それが整理されず、互いに孤立してしまっ
ているという状況を例に挙げた。個人の直接観察にもとづいて行われる症例報告は、その詳細さゆ
えに医学者を助けるかもしれない。だが、少数の限られた事例は、しばしば医療者を欺き、一見正
しそうに見えるが実は誤っている結論へと誘導してしまう危険があった。この危険を避ける防衛策
として、単純に事例の数を増やすという方法も考えられるが、大規模な観察を単独で行う時間と労
力に恵まれた人間などほとんどいない以上、これは現実的な解決策ではなかった。そこで代替案と
してガイが推奨したのは、すでに公表されている他者たちの観察を記録カードに転写し、これを集
積させ、統計データセットを構築することであった。具体的には、本や論文を読んでいて関心のあ
る現象の観察結果と出会ったならば、記録カードにこの結果を書き込み、この記録カードをトピッ
ク事に分類する。そして、あるトピックで十分な数の事例があつまったならば、このカードの束を
製本し、そうすることでより永続的な参考資料とするというものだった。こうしてまとめられたお
手製の本を使えば、ばらばらに孤立している少数の症例報告を統合し、より大きな統計的データセ
ットを作成することが出来る。例外的事例の影響を受けやすい少数の事例に頼るよりも、こうして
編纂された統計データにもとづいて議論を進める方が、より安全に一般化が行えるとガイは考えた。 

 こうした、すでに報告されている事実をさらにまとめ上げるという一見するとたいしたことない
行為のもつ有益さを訴えるために、ガイは集積される記録カードを、自然史博物館の建設に匹敵す
るものと主張した。 

 

［→スライド 11: 事実の博物館］ 

ひとは生涯を費やして、自然科学の実例（illustration）となる物的対象を収集、保存、整理
する—そして多大な労力と高額の費用をもって博物館を建設する。だがもっと気楽に、そし
てほんのわずかな紙片を使うだけで、ひとは事実と思想の博物館をコレクションすることが
できるかもしれない。それは［自然史博物館と］同様の正確さをもって整理され、たとえ同
じくらいに壮観ではないにせよ、同じ程度に有用ではありうるのだ。 

原文：Men spend their lives in collecting, preserving, and arranging material objects in 
illustration of the natural sciences—in making museums at great labour and heavy cost; with 
much more ease, and at the expense of a few reams of paper, they might collect museums of 
facts and thoughts, arranged with equal accuracy, and, though less showy, not less useful.24 

 

 ガイは既存報告の「落ち穂拾い（gleaning）」を推奨することで二次的観察のよく整理されたコレ
クションの価値を高めた。同時に、直接観察では規模が小さくなることを避けがたいという前提を
置き、それゆえ直接観察は孤立した事実を産み出すのだとした。つまり、ガイの推論に従えば、直
接観察は、対象の詳細な描写としてはすぐれているかもしれないが、少数事例にならざるをえず、
それゆえそこから引き出される結論は歪んだものになりやすい。この推論が受け入れられる時、観
察の科学的証拠としての地位は格下げされることとなる。そして、ともすれば又聞きと批判されか
ねない他者の観察に依存することが、むしろ望ましくなるのである。 

 
23 William Augustus Guy, “On the Best Method of Collecting and Arranging Facts, with a Proposed New Plan of Common-Place 
Book,” Journal of the Statistical Society of London 3, no. 4 (1841): 353–66, www.jstor.org/stable/2337720. 
24 Ibid., 361. 
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 より大きなデータセットを求める統計学者たちは、印刷媒体へとちらばった事例の収集へと向か
った。こうした統計学者の科学的関心を考えれば、ロンドン統計協会が索引の作成に力を注いだの
も、十分理解可能となる。『ロンドン統計協会雑誌』の各巻末には容易に主題を検索しやすいよう
に索引が付されていた。さらに、1854年には、それまで刊行されていた『統計協会雑誌』全 15巻を
対象とする『ロンドン統計協会雑誌総合索引（General Index）』も発行された。 

 

［→スライド 12: 『統計協会雑誌』総合索引 (1854) 

 この『総合索引』作成は書誌学者であるベンジャミン・ロバート・ウィートリー（Benjamin 
Robert Wheatley）へと任せられた。25ウィートリーによれば、『総合索引』は、統計学者が必要なデ
ータを見つけ出し、それをもとに科学的一般化を行うことを助けるという目的のもとにデザインさ
れていた。26この索引をつかえば、統計学者は「犯罪統計」「死亡統計」といった特定のトピック
にかかわる論文や統計表、そして特定の著者の論文を見つけることができたのだった。そして、こ
の『総合索引』では個別論文の中にある統計表だけでなく、必ずしもオリジナルではない「雑報」
セクションの統計表も登録され、それゆえ検索可能とされたのだった 

 たとえば、もしイギリスにおける穀物価格の統計データに関心があるものは、索引からそれに関
連する統計表のページ数を調べることが出来るのだ。 

［→スライド 13: 総合索引（穀物価格）］ 

 

 

図 4：ロンドン統計協会総合索引（穀物価格） 

 
25 後続の『総合索引』はそれぞれ、1863年、1874年、1889年に出版されている。. 
26 Journal of the Statistical Society of London General Index to the First Fifteen Volumes (London: John William Parker & Son, 
1854), v. 
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 もちろん、索引がつけられたといっても、『ロンドン統計協会雑誌』が必ずしも常に統計学者が
必要とするデータを提供できたわけではない。データの蓄積というものが半永久的に行われるプロ
セスであり、決して完成することがない以上、これは避けがたいことだった。 

［→スライド 14: 総合索引（ビール屋）］  

 この図像が示すように、イングランドにおけるパブの数を調べようとした統計学者は、情報がほ
とんどないことに失望しただろう。だが、索引は同時に『ロンドン統計協会雑誌』において埋めら
れるべき情報の欠如を示すことで、その欠如を埋めるように統計学者たちを促しもしただろう。 

 

図 5：ロンドン統計協会雑誌総合索引（ビール屋の数） 

 ウィートリーによれば、『総合索引』では、わざと細かい項目が立てられていた。これは、現在
の眼から見れば不必要に見える情報でも、後世の人々はそうした情報を興味深いと感じるかもしれ
ないという、未来の読者を意識してのことだった。27 

 『ロンドン統計協会雑誌』は、現在と、そして未来の統計学者たちが自分の関心をもつデータセ
ットを探すのを助けるようにデザインされていた。実際、1857 年に当時の統計協会会長エドワー
ド・ヘンリー・スタンリー（第十五代ダービー伯）は、『統計協会雑誌』がもつこのようなデータ
検索機能を賞賛した。会長演説において、スタンリーは『ロンドン統計協会雑誌』の有用性をこう
褒め称えた。 

 

［→スライド 15: 統計百科事典としての『統計協会雑誌』］ 

本協会の『雑誌』が刊行 20 年を迎えるわけでありますが、これは大量の統計情報を含んで
おりますので、あるいは統計百科事典（an Encyclopædia of Statistics）とでも呼べるかもしれ
ません。実際、わたし自身も、なんらかの統計情報が必要となった際には、それを『統計協
会雑誌』に見つけることができましたし、あるいはそれが出来ない場合でも、すくなくとも
それに関連する情報を載せている信頼できる文書への文献情報を見つけることが出来たので
あります。 

原文：The Journal of the Society, which is now in the twentieth year of its existence, contains 
a vast amount of statistical information, and may be called an Encyclopædia of Statistics. For 
himself, if he [Stanley] had occasion for any statistical information, he could always either find 
it in the Journal, or at least could find references to authentic documents bearing on the point 
in question.28 

 

 
27 Journal of the Statistical Society of London General Index to the First Fifteen Volumes (London: John William Parker & Son, 
1854), v. 
28 “Twenty-Third Anniversary Meeting of the Statistical Society,” Journal of the Statistical Society of London 20, no. 2 (June 1, 
1857): 100, http://www.jstor.org/stable/2338342. 
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［→スライド 16: まとめ］ 

 本報告では 19世紀イギリスの統計学者たちによる統計データを作り上げていくプロセスを検討し、
そこで『ロンドン統計協会雑誌』といった学術誌というメディアや、そうした転載、既存文献から
の落ち穂拾い、データの引用と言ったテクスト実践が果たした役割を見てきた。 

 1834 年にロンドン統計協会を設立した統計学者は、既存の事実を整理し流通させることが、新し
い事実を収集するのと同程度に有用だと主張した。1838 年に創刊された『ロンドン統計協会雑誌』
はこの事実の二分法を受け入れ、新しい事実の公表とともに、すでに別の場所で発表されていた事
実を再録する場所として構想された。 

 たとえ発表される統計データがオリジナルでなかったとしても、データへのアクセスをより容易
にする要約や転載は、統計学の科学的使命にかなうとされたのだ。これを正当化するために動員さ
れたのが、ありふれた事実の短命さと、小規模な直接観察の価値の切り下げという議論であった。 

 現在から見れば退屈であたりまえに見える事実も、それを保存するための組織的な努力がなけれ
ばやがて失われてしまう。この不安と忘却への対抗として、統計学者は退屈に思える事実を『統計
協会雑誌』、特に「雑報」セクションあえて収録した。それは遠隔地に住むが故にオリジナルな文
書へアクセスできないものたちだけでなく、数千年先に住む未来の読者へ奉仕するのだとされた。 

 ガイは直接観察にたいして、それらが不可避的に少数事例に限られるという特徴に注目し、その
証拠としての価値に疑問をふした。そのかわりにガイが作り上げたのは、既存文献からの「落ち穂
拾い」によって大規模な統計データセットをつくるというテクストを用いた二次的観察の理論だっ
た。こうして少数事例報告に懐疑的となった統計学者は、自己自身の眼を用いて少数の事例を観察
するよりも、むしろ関連する報告を紙の上に探すという新たな観察方法を身につけ、新たな認識論
を深めていった。こうした統計学者たちの認識論的要請に答えるために、『ロンドン統計協会雑誌』
には索引がふされ、統計学者が自身の研究のためのデータを調達するための一種の参考図書となる
ようにデザインされた。 

 『ロンドン統計協会雑誌』をしばしば埋めているオリジナルな主張もオリジナルなデータさえも
欠いたような無味乾燥で退屈な文章を支えていたのは、こうしたデータについての統計学者の科学
思想とテクスト操作の実践だった。学術誌というメディアをオリジナルな知見の報告や、科学思想
の表明の場としてみてしまうと、『統計協会雑誌』は些末で退屈で新規性のない文字と数字で埋め
尽くされた失敗した雑誌に見えるだろう。だが、そういった見方は、同時にこの学術誌で生じてい
たデータを読み書きするという科学的かつメディア的実践の発明を見落としてしまうだろう。『ロ
ンドン統計協会雑誌』は、ゴールトンによる祈りの批判、より一般的には図書館から経験的社会科
学を行うという今日ではあたりまえとなったメディア環境が形成されいていく歴史の重要な一部な
のだ。29そして、その歴史からはまた、自分の眼が見る事実よりもむしろ、他者と協働して集積さ
れていくデータにたいして忠実とあろうとする特殊な視覚をもつ人間存在も産み出したのだった。 

 
29 図書館医学については以下の論文を参照。J. Andrew Mendelsohn, “Empiricism in the Library: Medicine’s Case History,” 
in Science in the Archives: Pasts, Presents, Futures, ed. Lorraine Daston (Chicago: IL; London: University of Chicago Press, 
2017), 85–109. 


