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紹介：ェッセイレビュー

ウィリアム ·R ・ニューマン『原子と錬金術：キ

ミアと科学革命の実験的起源』

William R. Newman, Atoms and Alchemy: Chyｭ

mistry and the Experimental Origins of the Sciｭ

entific Revolution (Chicago: University of Chiｭ

cago Press, 2006). 

アダム・タカハシ＊

十六世紀から十七世紀にかけての自然科学の大きな変

動いわゆる「科学革命」をどのように論じるべきか

とくに前惟紀の終わりから現在まで，多くの科学史家が

この古典的主題の再考に取りくんできた門そのような

動向の主導者の一人が，本書『原子と錬金術』の著者で

あるウィリアム ·R ・ニューマンである 21_ 彼は， 『科学

革命』（丸善書店， 2014) および『錬金術の秘密』（勁草

書房 2018) の著者としても知られるローレンス ·M ・

プリンチーペとともに初期近代の「キミア」（＝錬金

術と化学とが区別されていなかった初期近代までの錬金

術・化学的知の総称）の伝統の考察を中心に，「科学革

命」の歴史理解を刷新してきた31.

この『原子と錬金術』でニューマンか主題とするのは，

近代化学の創始者と称されるロバート· ボイル (Robert

Boyle, 1627-1691) である．彼はボイルの著作を大き<

二つの思想的系譜のなかで考察する．その系譜の一つ

は，十三世紀に書かれた『完成大全』 (Summa perfecｭ

tionis) に代表される中枇の錬金術的伝統である． もう

一つは，その錬金術的伝統とアリストテレス主義とを融

合させた北ドイツ・ヴィッテンベルクの医学教授ダニエ

ル・ゼンネルト (Daniel Sennert, 1572-1637) の影響で

ある． この著作でニューマンは，ボイルが， まさに彼が

批判していた中世以降の錬金術やアリストテレス主義の

伝統に実は大き＜依存していたことを論証する．

本書は，序論と結論をのぞくと，大きく三部から構成

されている．第一部では『完成大全』に代表される中世

の錬金術的伝統，およびそれに対するトマス・エラスト

ゥス (Thomas Erastus. 1524-1583) による批判とアン
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(35) 

ドレアス・リバヴィウス (Andreas Libavius. 1555-

1616) による擁護が論じられる．第二部ではボイルと並

んで本書の中心人物であるゼンネルトの粒子論的哲学

が第三部ではそこまでの議論をふまえてボイルの機械

論的化学の知的文脈が，それぞれ論じられる．以下で

は， まず本書の内容を各部ごとに要約した上で，最後に

本書の論述の問題点や今後の課題等を指摘することにし

たし'·

序論では，科学革命期における錬金術の役割を適切に

評価してこなかった過去の研究史の再考とともに．本書

の意図が述べられる．ニューマンが本書で特に批判する

のは，古い世代ではマリー・ボアズ・ホール (Marie

Boas Hall). より近年ではスティ一ヴ・シェイピン

(Steve Shapin) によって代表される立場だ41_ ボアズ・

ホールやシェイピンは「錬金術」と「化学」とを区別し

たうえで，前者を否定し後者を評価する．ニューマンに

よると， このような区別を十七世紀の学問の記述に導入

するのは単なる時代錯誤でしかない．たしかに科学史の

文脈を超えて歴史学に大きな影響を与えた『リヴァイア

サンと空気ポンプ』でも知られるシェイピンの議論は，

半世紀以上前のボアズ・ホールなどの論述と比べると分

析手法的には洗練されている ,1_ しかし， シェイピンが

前提としている歴史的事実は，初期近代の錬金術を非理

性的な学問であると単にみなすような古い科学史のそれ

と大差ないとニューマンは批判する．

このように新旧両批代の科学史家たちのアナクロニズ

ムを批判した後に，ニューマンは本書の議論の見通しを

示す．そのために彼は自身の過去の研究を回顧する．本

書にとって璽要な前提となるのは彼の二つの著作だ．一

つは中世の錬金術の伝統において最も重要な位置を占め

ていた『完成大全』と呼ばれる書物の翻訳・研究であ

る凡この研究によって，粒子論あるいは原子論的立場

が中世の錬金術的伝統においてすでに有力な立場であ

ったことを彼は論証したもうーつの研究は『ゲヘナの

火：科学革命期のアメリカ人錬金術師ジョージ・スター

キーの生涯』である”．この署作のなかで，ニューマン

はアメリカ生まれで後にイングランドに渡った錬金術師

ジョージ・スターキー (George Starkey, 1628-1665) と

彼の与えた影響を考察した． スターキーはボイルに「キ

ミア」を教えた人物であり， とくにスターキーによる

十七世紀フランドルの医者・錬金術師ファン• ヘルモン

卜 (Jan Baptist van Belmont, 1580-1644) の学説の理解
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がボイルの化学的知識の前提になったという．本書で二

ューマンは．上記の自身の研究を前提とした上で．新た

にダニェル・ゼンネルトという十六枇紀後半のアリスト

テレス主義者の著作に注目する．ボイルに比べれば知名

度的には劣るかもしれないが． このゼンネルトがボイル

に与えた影響が本書の特に後半の中心的な主題となる．

序論につづく第一部「ゼンネルト以前の状況」は，三

つの章から構成されておりそれぞれの章ではゲベルの

『完成大全」．工ラストゥス， リバヴィウスが論じられ

る．『完成大全』を主に論じる第一章で．ニューマンは

ダニェル・ゼンネルトの著書『化学者たちのアリストテ

レス派とガレノス派の意見の一致と相違について」 We

chymicorum cum Aristotelicis et Galenicis consensu ac 

dissensu) に言及することで議論をはじめる．ゼンネル

トは物質が粒子から構成されているという立場をとっ

たその立場を主張する際に，彼は「キミア」の実験に

依拠していた．それは金属を強酸で分解し，アルカリに

よって沈殿させるといった実験だ．このような実験によ

り金属を純粋な状態へと戻すことを，ゼンネルトは金属

の「原初の状態への還元」 (reductio in pristinum statum) 

と呼んだこの「還元」は，ゼンネルトだけでなく．後

に見るようにロバート・ボイルにとっても，固有の性質

をもった粒子が自然界に存在することを示す決定的な根

拠となるものだった．

重要なことは， この「原初の状態への還元」による粒

子の実在の証明こそが．ニューマンによると，ゲベルの

『完成大全」に代表される中世の錬金術の伝統に由来す

るという．そこで彼は『完成大全』に議論の焦点を移

す．「ゲベル」とは，八世紀のジャービル・イブン・ハ

イヤーンのラテン語名であると思われていただが，二

ューマンによれば，この『完成大全』は， ジャービルの

著作のラテン語訳ではなく，十三世紀末にラテン世界で

新たに作られたある種の偽書であった． さらにニューマ

ンは， この『完成大全』の著者は十三世紀のタラントの

パウルス (Paul of Taranto) であると結論づけた．

『完成大全』において甚本的な実験となっているのは，

硫黄と水銀の「気化」 (sublimation) である．この実験

は，混合物内でも硫黄や水銀は持続していて，かつそれ

らの要素はさらに四元素等へと分解されることはないこ

とを示している．これと同じ見解は， タラントのパウル

スの別の著作である『理論的なものと実践的なもの』

(Theorica et practica) にも見ることができる．パウル

(36) 

スは水銀と硫黄が金属を構成する要素であると主張して

いた．そして．彼はそれらの要素の「原初の状態への還

元」に言及していた． このパウルスの見解は西欧スコラ

学の自然哲学に対する批判を含んでいる．十ご世紀の代

表的なスコラ学者であるトマス• アクィナス (1225-

1274) は， 自然の事物はただ一つの「実体的形柑」しか

もたないとする形相の単一説を唱えていた．それに対し

て，パウルスは混合物内ではそれぞれの要素が持続した

ままである，つまり複数の「実体的形相」が存在してい

ると説く立場を取ったことになる．

第二章はこのような錬金術的な伝統を否定したハイ

デベルク大学医学教授トマス・エラストゥスを論じてい

る．ェラストゥスはパラケルスス (1493-1541) にたいす

る批判者として知られる．実際，彼はその批判のために

『フィリップ・パラケルススの新医学にたいする吋論』

(Disputationes de nova Philゅpi Paracelsi medicina) を

1572 年に出版しただが，ニューマンによると，ェラス

トゥスがその著作で主張していることの多くは，彼がパ

ラケルススを知る前に書かれていたものだ．つまり，エ

ラストゥスの念頭になったのは，実際はゲベルに由来す

る中枇の錬金術的伝統だったのだ．

第三章では，パラケルススの批判者でありながらも錬

金術それ自体は擁護したアンドレアス・リバヴィウスが

主題となる． ここで重要になるのは，アリストテレスの

『気象論』（特に第四巻）の影響だ．ニューマンによる

と，アリストテレスの自然哲学的著作は大きく二つに分

けることができる．一つのグループは， 自然の事物の運

動等を抽象的に扱う『自然学』や『天界について」であ

る． もうーつは自然現象の具体的過程を論じる『生成消

滅論』と『気象論』である．中枇から初期近代の物質理

論を理解するで重要になるのは後者のグループだ．特

に，本書でニューマンが幾度も強調することだが，『気

象論』の「第四巻」は中世錬金術および粒子論の伝統を

考える上で欠かすことができない書物だ．アリストテレ

スは『気象論」第四巻で．他の書物では批判している粒

子論的な立場を展開していたからだ（ゆえに， この巻の

正統性がしばしば疑問視されてきた）．ニューマンは，

この『気象論」第四巻がゲベルやタラントのパウルスの

物質理論の哲学的論拠であったと主張する． リバヴィウ

スに戻ると．彼は今述べた『気象論』におけるアリスト

テレス的な粒子論と古代のデモクリトゥス的な原子論と

を調和させる役割を果たした．ゲベルの錬金術的な粒子
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論をアリストテレス的な用語で語るという．のちのゼン

ネルトに見られる特徴をリバヴィウスは先駆的に体現し

ていたのだ．

第二部「ダニェル・ゼンネルトの原子論とアリストテ

レス主義物質理論の改革」は二つの章で構成され，それぞ

れがゼンネルトの自然哲学を主題としている．第四章で

は．ゼンネルトの立場の変遷とその知的背景が検討され

る．ゼンネルトが十七世紀における原子論の璽要な人物

であったことは．クルト・ラスヴィッツ (Kurd Lasswitz) 

による『原子論の歴史」 (Geschichte der Atomistik vom 

Mittelalter bis Newton) ですでに知られていた見だが．

これまで十分な研究がなされてこなかった．本章でニュ

一マンは．ゼンネルトの立場の変更に注意を促す． とい

うのも． このヴィッテンベルクの医学者は最初から粒子

論的な立場を取っていたわけではないからだ．実際．

1600 年頃に書かれた『自然科学提要』 (Epitome naturalis 

scientiae) では粒子論を擁護していない．だが同書の

1618 年版になると．粒子論や錬金術に好意的な立場に

彼は転じている．ただし，ニューマンによると．その立

場の変更は 1611 年に出版された『医学教程』 (/nstitu

ti ones medicinae) においてすでに現れていた．その著

作では粒子論的な説明の長所が述べられているのだ．そ

して他のどの著作よりも粒子論的な立場が鮮明に打ち出

されるのは. 1619 年に出版された『化学者たちのアリス

トテレス派とガレノス派の意見の一致と相違について』

である．そこでゼンネルトは「すべての事物が原子から

成り，生成消滅とは（原子の）「結合」 (synkrisis) と「分

離」 (diakrisis) にほかならない」と主張した．

この立場の変更を理解する上でニューマンが言及する

のは， まずアリストテレスの『気象論』第四巻である．

前述のように． この巻でアリストテレスは粒子論と親和

的な立場を示した．ゆえに．ゼンネルトが原子論を支持

したとしても．それは決して反アリストテレスに転じた

ことを意味しない．むしろ逆である． もうーつはゲベル

の錬金術的伝統である．だが．ニューマンによると，ゲ

ベルとゼンネルトでは．化学上の技法にかんして大きな

差毘も存在していた． というのも．この二人のあいだの

時代に塩酸や硝酸などの無機酸が発見されたからだ．こ

れらの無機酸を使うことで．ゼンネルトは物質の「原初

の状態への還元」を容易に行うことができた．

この二つの伝統に加えて． この章で新たにニューマン

が注意を向けるのはイタリアの自然哲学者ユリウス・カ

(37) 

エサル・スカリゲル (Julius Caesar Scaliger, 1484-1558) 

の影響である特にスカリゲルの『顕教的演習』 (Exo

tericae Exercitationes) は，ゼンネルトの自然哲学の璽

要な典拠であった9). 二ューマンによると，この著作に

は，のちの粒子論者に多大な影響を与えた混合の理論が

含まれていた．スカリゲルは「混合」を「最小の物体の

運動J であるとみなしていたからだ．

第五章では．ゼンネルトが科学的な実験や観察に依拠

することで自然哲学的理論を展開していたことが論じら

れる．ゼンネルトは．ゲベルにも見られた「否定的・経

験的アプローチ J ( negative-empirical approach) とニ

ューマンが呼ぶものを採用していたという．そのアプロ

ーチとは，化学的分析の限界（否定性）が，それ以上単

純な物体には分解されない粒子の実在を証明していると

考える方法だ．

さらに， この章では医学的伝統のゼンネルトの理論形

成への影響が検討される．十五・十六世紀の医学におい

て，病気や薬の作用は，物体が四元素の「温．冷・乾．

湿」という「明らかな性質」には還元できない「隠れた

性質」 (occult qualities) を有していると見る立場を促し

た．すでにガレノスにおいてもその萌芽は見られたが，

十六世紀においてジローラモ・フラカストロ (Girolamo

Fracastoro, 1478-1553) やジャン・フェルネル (Jean

Ferne!. 1497-1558) といった医学者たちがその問題は本

格的に検討することになった．「隠れた性質」をもった

実体にかんする医学的理論が，ゼンネルトに様々な性質

を担っている粒子の実在を考えさせた可能性も高いとい

うことだ．

二ューマンによれば，医学理論と原子論との密接な連

関は，ゼンネルトが「自然発生」を議論するところでも

確証することができる．「自然発生」とは腐敗したもの

から蛇虫などが生成する現象だ．ゼンネルトは，その現

象を説明するのに滸在的な形相を有している粒子の存在

に言及した．彼にとって，金属の粒子が酸のなかで隠れ

ているように．動物や植物の不可視な粒子も物質に潜在

しているというのだ． このように動物の自然発生にかん

する医学的理論と金属の還元の話とが同じ枠組みで論じ

られているのである呵

最後に第三部「ロバート・ボイルの物質理論」の二つ

の章は，これまでの議論を前提とした上で，ボイルの

「機械論的」な化学の実像を論じる．第六章では，ボイ

ルの粒子論哲学の初期の主要な典拠がゼンネルトであっ



202 化学史研究 Vol. 45 No. 4 

たことが示される．ゼンネルトが中世の錬金術的伝統か

ら受け継いでいた「原初の状態への還元」の手法を，ボ

イルも混合中の粒子の持続を示す理論的根拠として用い

ていたただし，ゼンネルトとボイルのあいだには，共

通点と同時に，顕著な相違点も存在したその最たるも

のは，ゼンネルトが「実体的形相J の実在を擁護してい

たのに対して，ボイルはそれを排除しようとしていたこ

とだ．

たしかに「実体的形相」の必要性については大きく立

場が分かれるがこのゼンネルトとボイルの比較は，後

者の「機械論哲学」の本質についても， これまでの研究

とは異なる視点を提供するだろう．ニューマンによる

と，ボイルは原―fの形，大きさ，運動といった，いわゆ

る「機械論的」な観点ではなく，化学的粒子の結合と分

離の議論のうえに自分の理論を展開した．つまり，ボイ

ルの「機械論的」な化学は，デカルト等の「機械論的」

な哲学の延長ではなく，ゼンネルトによって展開された

錬金術的• アリストテレス主義的な粒子論から実質的に

展開したものなのだ．

最後の第七章で，性質（例えば色）の変化に関する説

明でもボイルがゼンネルトに依拠していたことが語られ

る．ゼンネルトの「原初の状態への還元」は，二つの意

味合いが存在した．一つは酸によって溶解した金属が還

元によって元の状態に戻ることであり，先述のように，

それはボイルに元素のレベル以上の粒子が存在すること

を教えたもうーつは，その同じ手法を，ボイルは特定

の性質の起源を説明する際にも用いたのである．ボイル

以前に，ゼンネルトが「ーつの形相が異なる物体的形態

のもとに自然の劇場に生起する」と述べていた． この見

解に依拠しながら，ボイルは粒子が本性的には無変化の

ままでも，その粒子の織りなす「組織」 (texture) に由

来する性質であれば，その「組織」の様態が異なれば変

化しうると考えるにいたったのだ．

結論部でニューマンは，ここまでの議論を総括し，あ

らためて中世のゲベルの錬金術の伝統とリバヴィウスや

ゼンネルトによって体現されたアリストテレス主義的な

粒子論を，ボイルの化学を理解するための二つの大きな

知的水脈として整理する．すでに述べたが，ゼンネルト

が錬金術的な粒子論の伝統とアリストテレスを接合する

ことで「実体的形相」の教義を維持しようとしていたの

にたいして，同じ論理をもってボイルは［実体的形相」

をその理論の中から排除することになったのは歴史的な

(38) 

逆説と言えよう．

もちろん，ゼンネルトヘのボイルの依拠が明らかにな

ったからとしても，それによってボイルの独創性が消え

るわけではない．ただし，ボアズ・ホールなどが考えた

ように，ボイルの機械論哲学は物理学から来たのではな

く，「キミア」の伝統から生まれたものだった点をニュ

一マンは幾度も強調する． さらに，ゲベルやパウルスが

示した，実験によってそれ以上物質が分解されない場

合，その状態が四元素とは異なる粒子の実在を示すとい

う実験の「否定的・経験的」なアプローチが，ボイルの

経験論的な立場の前提となっていたともニューマンは主

張する．

以上，『原子と錬金術』の議論を要約してきた． ここか

らは簡単にではあるが，今後の課題を含めて本書の問題

点を指摘したい．一つ H は，十七他紀の「科学革命」の

特質が，やはりニューマンの手法によっては明らかにさ

れていないように思われることだ．本稿の注にも挙げた

『原子と錬金術』出版直後の書評では，おおむねどの評

者も本書の達成を大いに賞賛していた．実際，中世の錬

金術の伝統と十六批紀のアリストテレス主義のうえに

十七世紀の「科学革命」の代表的な人物を位置付ける試

みは，テクスト読解を重視した科学史研究の到達点の一

つを示すものだろう．だが，ボイルの論述を十六世紀の

ァリストテレス主義者，そして中世の錬金術へと遡行す

る彼の試みを前にすると，ではなぜ十六世紀以前の伝統

では十七世紀以後のような自然科学の展開がなされなか

ったのかという当然の疑問を読者は抱くことになるはず

だ．十六世紀以前の哲学者・錬金術師たちとボイルのテ

クストが多くの点で同質であるとするなら，ボイル以後

の展開を理解するには，テクスト上にうかがえるもの以

上の何かが十七世紀以後の展開において決定的な役割を

果たしたのではないか， と私たちは推測することになる

だろう．その点で，スティープ・シェイピンの議論は．

本書において強く批判されているが，科学者の「実践」

(practice) というニューマンの議論に致命的に欠けて

いる論点に私たちの注意を促す点で，依然として璽要さ

を失っていないと評者は考える叫

もうーつは，ゼンネルトの粒子論の展開についてであ

る．本書のメインの論述では，ゼンネルトの粒子論はア

リストテレスの『気象論』第四巻とゲベルに代表される

中世の錬金術の伝統の掛け合わせによって多くが説明さ

れていただが．ゼンネルトが粒子論に対して好意的な
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立場へと転じたのは．ニューマン自身が言及するよう

に, 1611 年の『医学教程」 (/nstitutiones medicinae) の

執筆前後においてだったとするならば．彼の立場の変

更で決定的な要索となっていたのは．当時のガレノス主

義や l::'. ポクラテス主義の医学の伝統ではないか． との推

測を促すように思われる．実際，その論点は l::'. ロ・ヒラ

イが『医学的人文主義と自然哲学』のなかで．ニューマ

ンの議論も踏まえながら敷術した論点ではなるが．まだ

包括的な議論はなされていないw_ 原子論の隆盛と医学

的伝統との関連については．今後より本質的な研究がな

されるべきだろう．

以上．大きく二つの論点について本書の論述に対する

疑問点と今後の課題を指摘したが．それは本書の達成と

価値を否定するものでは全くない．多くの評者たちがす

でに指摘しているように．この書物は科学の展開を理解

しようとする際に．テクストの精密な読解という人文学

の古典的手法が有効であることを私たちに示している．

そして．ジョン・ヘンリー (John Henry) が書評で述

べたようにその手法の有効性を疑う者がいたとした

ら．その誰もが「この優れた作品を一読すべき」 (should

take a look at this excellent book) なのである．なお，

二ューマンは「原子と錬金術』におけるゼンネルトとボ

イルにかんする研究以後．アイザック・ニュートンの錬

金術にかんする研究を本格的に進めることになった．そ

の研究成果である「錬金術師ニュートン』が 2018 年末

にいよいよ出版予定であることを付記して本稿を閉じた

し‘
13) 

なお，本稿は，過去にご依頼をいただいた際に執筆を

一度断念していたが，吉本秀之氏から再度励ましのお言

業をいただき取り組んだ結果完成したものだ． また，初

期近代の科学者たちの「実践」にかんする研究の総括と

ロバート・ボイルにかんする最新の研究については，山

本浩司氏（東京大学経済学部）からご助言をいただい

た．吉本氏と山本氏には心より感謝を申し上げたい．

注

1) 「科学革命」の再考としては，すでにいくつもの著

作・論集が存在する第ーに，プリンチーペの著作

『科学革命」（丸善出版， 2014 年）とその「参考文献」

を参照せよ．

2) 本稿が論評する『原子と錬金術』には，主なもの

(39) 

だけでもすでに次の書評が出ている. John Henry 

(Nuncius, 21 (2006), pp. 395ー396), Antonio Clerｭ

icuzio (Aestimatio, 4 (2007), pp. 162-165), Nicholas 

H. Clulee (Renaissance Quarterly, 60 (2007), pp. 

997-998), Joie Shackelford (The Ameガcan Historiｭ

cal Review, 112 (2007), pp. 266-267), Pamela Smith 

(Science, 315 (2007), pp. 43-44). 本書もかかわる初

期近代の錬金術・化学史の研究史の総括としては，

下記の論考を参照せよ. William R. Newman, "What 

Have We Learned from the Recent Historiography 

of Alchemy," Isis, 102 (2011), pp. 313-321; Marcos 

Martinon-Torres, "Some Recent Developments in 

the Historiography of Alchemy," Ambix, 58 (2011), 

pp. 215-37. 特に Newman の Isis の論考は『原子と

錬金術』出版以後のニューマンの研究やその手法に

たいする批判への再批判を要約したようなものであ

り，本書が科学史・化学史研究に与えた影響を知る

上で有益である．

3) 「錬金術」と「化学」という（時代錯誤的な）用語

に代えて，「キミア／キミストリー」 (Chymia/Chy

mistry) という用語を用いるべきであるとニューマ

ン（とプリンチーペ）は主張した現在彼らの主張は

科学史研究者によって広く支持されている. William 

R. Newman and Lawrence M. Principe, "Alchemy 

vs. Chemistry : The Etymological Origins of a Hisｭ

toriographic Mistake," Early Science and Medicine, 

3 (1998), pp. 32-65. 

4) Marie Boas Hall, "The Establishment of the Meｭ

chanical Philosophy," Osiris, 10 (1952), pp. 412-

541; Steve Shapin, The Scientific Revolution (Chiｭ

cago, IL: Chicago University Press, 1996). 

5) Steve Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and 

the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimenｭ

ta! Life (Princeton, NJ : Princeton University Press, 

1985). この著作には，新たな序文を加えた 2011 年出

版の第二版がある．なお次の邦訳も参照せよ．吉本

秀之（監訳）『リヴァイアサンと空気ポンプ：ホップ

ス，ボイル，実験的生活』（名古屋大学出版会， 2016

年）．

6) William R. Newman, The'Summa Perfectionis'of 

Pseudo-Geber: A Cガtical Edition, Translation and 

Study (Leiden: Brill, 1991). 

7) William R. Newman, Gehennical Fire: The Lives 

of George Starkey, an American Alchemist in the 
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Scientific Revolution (Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 2003). 

8) ラスヴィッツの『原子論の歴史』は依然として中

世から初期近代の原子論の系譜を知るために最重要

な著作であり続けている． この著作の意義の再考と

しては，次の論考を参照せよ. Christoph Luthy, "Atｭ

oms and Corpuscles : Kurd Lasswitz and the Histoｭ

riography of Atomism," Intellectual News, 11 (2003), 

pp. 7-16. 

9) スカリゲルと『顕教的演習』については，次の著

作を参照せよ. Kuni Sakamoto, Julius Caesar Scatｭ

iger, Renaissance Reformer of Aristotelianism : A 

Study of His Exotericae Exercitationes (Leiden : 

Brill, 2016). 

10) ゼンネルトにおける粒子論と「自然発生」の問題

との関連については，次を参照せよ. Hiro Hirai, 

Medical Humanism and Natural Philosophy: Reｭ

naissance Debates on Matter, Lげe and the Soul 

紹介

並松信久『農の科学史―イギリス「所領知」の

革新と制度化一』．名古屋大学出版会. 2016 年

11 月．本文 366 頁＋注 104 頁 6300 円＋税.ISBN:

978-4-8158-0853-2 

「近代イギリス農学の成立は，所領知の制度化であっ

た」（本書 357 頁）との見方を土台として論述された

のが本書である．副題にも使われている「所領知」とい

う語はたいへん魅力的なものに思える. 16 世紀から少な

くとも第一次世界大戦期までイギリス社会を統治したジ

ェントルマン層にとって，所領をいかにうまく経営して

い＜かはまさに自らの存亡にかかわる大問題であったの

で，もしも「所領知」の変遷を解明できたのなら，社会

構成の面だけに注目してきたこれまでのジェントルマン

論を越えられたかもしれない， という期待を抱かせるか

らである．著者は．「農」に関わる知識を．農業に関わ

る自然科学的な知識のみならず．農場経営のような社会

的な知識も含むものとして，従来の「農学」よりも幅広

＜想定しているがそれでもなお，本書は全体として視

野が「農学」の歴史に留まつている．「所領知」に関係

(40) 

(Leiden: Brill, 2011), esp. pp. 151-172. 

11) シェイピンの論考を含む．初期近代の科学におけ

る「実践」や「信用」に関する研究の総括としては．

次のサーヴェイ論文を見よ. Adrian Johns, "Identity, 

Practice, and Trust in Early Modern Natural Phiｭ

losophy," Historical journal, 42 (1999), pp. 1125-

1145. また．特にポイルの科学· 化学的な「実践」に

かんする最新の論考としては, Alexander Wraggeｭ

Morely, "Robert Boyle and the Representation of 

Imperceptible Entities," British journal for the Hisｭ

tory of Science, 51 (2018), pp. 17-40 を参照せよ．

12) Cf. Hirai, Medical Humanism and Natural Philosｭ

ophy, esp. pp. 151-172. 

13) William R. Newman, Newton the Alchemist: 

Science, Enigma, and the Quest for Nature's "Secret 

Fire" (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

forthcoming). 

するのは， 19 i!I: 紀前中期を扱った第 3 章「農業知識と土

地管理人の役割」，第 4 章「所領経営と農業」＜らいだ

からである． もっとも，著者は 20 世紀になると所領知

の担い手が農業経済プロフェッションに置き換わったと

考えているようなので，これらを扱った最後の 2 章も加

えるべきかもしれない．

本書は 18 世紀末から 20 世紀前半までを対象として，

イギリス農学の形成過程を 5 つの時期に分けて論述して

いる．観察・啓蒙の時代から始め，上地管理人の活躍と

農業試験の本格化， 19 世紀後期の「法則化と制度化」の

時期， 20 世紀初頭の国家助成による農業科学政策の推進

と研究・教育体制の整備（大学などでの農学部の設置），

最後に農業経済プロフェッションの誕生と国内外での学

会の設立である． この概観から窺えるように，本書で特

筆すべき点は，イギリス農学の形成・展開を学説や理論

の面からではなく，研究機関の動向から明らかにしよう

としていることにある．副題の「制度化」とは具体的に

は研究機関の設立とその活動を指している．このため，

本書では多数の団体や機関が取り上げられているが，筆

者の印象に残っている主なものを挙げれば， H. デイヴ

イが農業化学の講演を行ったことで本学会会員にはお馴

染みの農業改良調査会 (Board of Agriculture, 1793-




