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岡本拓司『科学と社会――戦前期日本における

国家・学問・戦争の諸相』サイエンス社、2014
年 9 月、245 頁、ISBN 978-4-7819-1345-2 、定
価 2,400円＋税

本書は、「科学と社会――国家・学問・戦争

の諸相」というタイトルで、2011年から 2014
年にわたって『数理科学』（サイエンス社）誌

上で連載された計 20回分の文章を、一部加筆
修正等を施したうえ、20章構成の本にまとめ
たものである。

著者は、P・W・ブリッジマンにおける操作
主義の科学基礎論史的研究、20世紀物理学史
（特に量子力学史）の研究、ノーベル賞選考資

料を活用した研究評価に関する研究など、これ

まで多様な研究を行ってきた。近年では、日本

の近代化に関わる科学史にも取り組んでいるよ

うで、本書はそういった研究の成果の一部を一

般向け（あるいは理科系の人々向け）に披露し

たものになっている。さらに、上記のようなさ

まざまな研究履歴を垣間見ることができる章も

存在しており、結果として幅広い話題を扱った

一冊となっている。

　「科学」と「社会」というタイトルにもかか

わらず、本書は決してそういった分野の概説書

ではない。たしかに、第 1章「科学とは何か」
や第 2章「科学はどのようにして生まれたか」、
また第 3章「科学と出会った日本」もかろうじ
て、他の人が書いてもこれに近い書き方ができ

るかもしれない内容である。しかし、第 4章か
ら著者の独自色が強まり始め、その後は科学技

術社会論や日本科学技術史の一般的な叙述から

はかけ離れて行く。著者ならではの独自の視点

で焦点を当てる人物を選び、著者のこだわりを

通じて重要と考えられるできごとを選んで書か

れたものである。

とりわけ、本書の中で最も詳しく全 4章を費
やしている明治期の物理学者・技術者木村駿吉

に関する記述がひときわ目を惹く。「なぜ特に

取り上げられるのかが訝しく思われるかもしれ

ない」（54頁）と著者自身が述べる木村をあえ
て取り上げる理由は、やや外れた場所から眺め

ることによってその時代の状況がよりよく見え

ることになるからとされている。

しかし、木村に関する記述は科学研究に関わ

ることだけでない。さまざまな周辺的事項への

言及の筆致が微に入り細をうがつ。木村が生ま

れた家庭と家系、当時の予備門の様子、大学時

代に学んだ科目、嘱託教員として体験した事

件、アメリカ留学時代の体験等々である。しか

し、そういった生き生きと描かれた細部が、非

常に重要な役割を演じているように思われる。

微細な日常的行為のそれぞれの事柄が、その時

代の背景の中で持つ意味が明らかになってくる

からである。

ここには、ある特定の時代・地域の雰囲気の

ようなものを、歴史家がどのようにして再構成

して読者に伝えることができるかという歴史記

述の方法論が関わってきているのではないかと

考えられる。ある時代のある人物を選び、その

一挙手一投足に注意を払うことは、その人物の

身体を通じて、その時代がどのようなもので

あったのかを、間接的に記述していくことに他

ならない。著者が木村を詳細な記述の対象とし

て選んだのは、明治期の近代化によって導入さ

れた大学という場所に学び、教育職から技術職

に移り、また留学をして、海軍でも活躍すると

いう、その立ち位置の大きな変化ゆえに、時代

背景をその経歴の中に凝縮して詰め込んだ媒体

として最適であると考えたからではないかと想

像する。英雄的な人物の描写を通した場合には、

その人物の特殊性の陰に隠れて見えてこないよ

うな時代の一般的な空気のようなものを読み取

ることが、木村を取り上げた理由であると考え

られる。

ところで、本書のタイトルが想定している

「社会」とは何だろうか。「科学と社会」あるい

は「科学技術と社会」という言い方は、本書の
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タイトルだけでなく、今日よく聞かれるのであ

るが、この言い方にはどうしても違和感がつい

てまわる。まるで「科学（技術）」は社会の外

にあるとでも言いたげな表現であるからだ。（同

じような表現に「日本とアジア」があると言え

ば、理解していただけるだろうか。）実際に本

書で記述されていることを挙げていくと、この

ときの「社会」は非常に幅広い概念であること

がわかる。

まず、科学をめぐる社会の諸制度が含まれて

いる。第 3章と第 4章では、近代化を進めてい
くなかで、日本が教育制度をどのような理念で

作り上げたかという問題を扱っている。他方で、

報奨制度としてのノーベル賞の選考において日

本の科学者がどのように扱われたか（第 16章）、
日本国内の研究者や政府がノーベル章の推薦に

どのように関与しようとしたか（第 15章）と
いう問題も扱われている。大学や官費留学と

いった研究推進のための制度も当然のことなが

らたびたび言及される。

また、国家間競争における科学、国際競争と

しての科学という側面が諸処に現れてくる。西

洋諸国と競争するためにこそ西洋諸国から吸収

すべきものであり、国を強くするためのものと

された科学のあり方（第 4章）、国際競争の「競
技」の一種としての科学の認識（第 5章）、さ
らには新興国のアメリカでの博士号の取りやす

さが日本人を引きつけたこと（第 7章）、国家
間の連合と対立が科学者集団の形成を支配した

り、科学者への待遇に大きく影響したりするこ

と（第 13章）などが論じられる。
さらにそれと深く関連するのが、戦争という

社会的事象である。本書の主たる関心は科学技

術ではなく、あくまでも学問としての科学であ

るが、それでも社会という観点からは、その応

用としての技術が問題とされる。たとえば無線

電信機（第 9章）が扱われ、また第二次世界大
戦期に原子力の研究を求められた物理学者（第

18～ 20章）についての言及もある。
他方で、科学が専門家以外の人々によって、

文化として受け止められることも社会における

科学のあり方の一つであろう。最初は知識人に

よって西洋文化として受け入れられた科学（第

3章）が、大衆によって消費される文化となり、
アインシュタインの来日によってその後に俗流

相対論ブーム（第 14章）が起こり、神経学に
おける師弟対立の話題が新聞を賑わせる事件

（第 15章）になる。これも近代化とともに生じ
る「科学と社会」の一側面である。

また科学研究が人々に危害を加えるという観

点がある。一般的には科学の負の側面と言われ

るようなことである。これには先述の戦争に関

する話題も含まれるであろう。その他に、影響

力の強い研究者が旧説を守ろうとしたために、

脚気に関する正しい知識が広まらず、結果とし

て多くの日本人が健康や生命の被害を受けた

（第 10章）事件についても、この中に数え上げ
ることができるかもしれない。

さらに、法律と科学・技術といった問題があ

る。技術の発達によって、しばしば新しい法律

やその他の規則が必要とされる事態について、

現代の私たちはよく知っている。他方で電流が

電子の流れであるという科学的知識をもとにし

て法制度に合理性が与えられるという、科学と

法の関係（第 11章）は、その非常に初期の事
例を与えてくれるだろう。

科学者集団の挙動とそれに対する外部的要因

の影響という視点からは、国内において対立し

ている研究者たちが支持を求めて海外での研究

発表に向かうこと（第 15章）、第一次大戦後の
アメリカにおける財団の支援によって、当時の

同国の科学とりわけちょうど勃興期にあった量

子力学がめざましく成長したこと（第 16章）
などが、重要なトピックとなろう。

このように、本書が描くのは、必ずしも視点

としてはまとまっていない「科学と社会」の諸

相である。しかしそれだけに「科学と社会」と

いう観点の多面性を描き出し、重要でユニーク

な切り口を示している。

 （林　真理）
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柴田優呼『 “ ヒロシマ・ナガサキ ” 被爆神話
を解体する――隠蔽されてきた日米共犯関係

の原点』作品社、2015年 8月、297頁、ISBN 
9784861825477、定価 2,400円＋税

１．本書の狙いと構成

本書は日本語文学やポストコロニアル研究を

専門とする柴田の、初の単著である。著者は「は

じめに」で、日本では「アメリカの原爆使用責

任について避けて通る」ことが多いのはなぜか、

という問いを提起する（8）。著者の答えは、そ
の理由は占領期以来の「日米共犯関係」にある、

すなわち「日本はアメリカの作った原爆につい

ての語りを部分的に受け継ぎ、復唱している」

というものである（9）。そのことを示すために、
著者は「原爆の言説に関して、①日本の外でど

うなっているかみない、②日本の語りは限定的

にしか外に出ていかない、そして③隔絶してい

るようにみえる日本の語りが、実は大いにアメ

リカの語りの影響を受けていることに気づかな

い」（12）という三点を指摘すると予告している。
本書は短い「はじめに」に続く全 5章で構成
されている。以下にその内容を要約する。第 1
章は、広島に対して原子爆弾を使用した直後に

発表されたハリー・S・トルーマン大統領の声
明を読み解く。この声明は「原爆使用を肯定す

るだけでなく、原爆の爆発力に重きを置き、放

射能の影響を無視する形で原爆を位置づける」

という、「アメリカの原爆に関する語りの原型」

となった（10）。
第 2章は、米軍による日本占領下、日米両

国において情報統制がおこなわれ、原爆被害

が隠蔽されていたことを指摘する。この時

期、ジャーナリストのジョン・ハーシー（John 
Hersey）のルポルタージュ『ヒロシマ』（Hiro-
shima, 1946年）は、原爆の惨状を描いた作品
としてアメリカで大ベストセラーとなった。「白

人アメリカ人男性」であるハーシーが書いた『ヒ

ロシマ』は「よく知られた欧米の作家や研究者

に次々に扱われ、認知される」という「言及の

網」（referential web）により、「重要な知」と

しての地位を得たが、いっぽう被爆者による文

学作品はアメリカではいまだにあまり読まれて

いない。この状況は、「西洋」＝「書く側」、「非

西洋」＝「書かれる側」という西洋中心主義を

反映している（109–112）。
第 3章は、ハーシー『ヒロシマ』を詳細に分
析する。構造面では、主要登場人物が生きのび

ることが冒頭で提示され、また物語の語り手は

鳥瞰的な視点を取るため、本来表象不可能な被

爆体験は首尾一貫したものとして描かれる。こ

れにより読者は作品中の悲劇から切り離され、

死者は背景化し、あたかも冒険物語のように読

むことが可能になるのである（123–135）。また
内容面では、爆発の瞬間に焦点を当てて原爆の

威力を強調し、放射能の影響を軽視するなど、

トルーマン声明を踏襲している（143）。くわえ
て、広島の人々を「善良」だが「子供のような」

人々として描く「植民地主義者的な態度」も見

え隠れする。これは冷戦の兆しが見える中、日

本を敵国から同盟国へと位置づけなおす動きの

一環である（160–165）。
第 4章は、日本で占領期に出版された原爆手
記には『ヒロシマ』と「相通じた」特徴が見ら

れることに着目する。具体的には、永井隆『長

崎の鐘』（1949年）と長田新編『原爆の子』（1951
年）における原爆の描き方は、『ヒロシマ』に

類似している。そして、このような原爆認識は

「日本の被爆者の間でも受容され」、「証言活動

も含む、さまざまな場面での被爆体験の語り」

に踏襲され、しかしそのような語りの起源がア

メリカにあることは忘却され、現在に至ってい

る（172–173、207）。
第 5章は、「非西洋」の広島・長崎で起きた
原爆被害は、人類全体の普遍的な悲劇とは見な

されてこなかったことを指摘する。その理由は

西洋中心主義的・植民地主義的な思考が国際的

な言説空間で影響力をもつためである。しかし、

原爆を「普遍的な問題としてとらえ」ないと、

「人類の未来は危うい」。そのためにもアメリカ

を「不可視」にせず、原爆使用を正当化するこ

とを批判する必要がある（251）。
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２．本書をめぐる論点

本書の着眼点は後述するとおり大きな可能性

を持つが、その可能性を十全に追究するために

は、著者の記述にはいささか不用意な点がある

ことは指摘せざるを得ない。評者が歴史学を

バックグラウンドとするために著者の意図を充

分に汲み取れなかった可能性があることを断っ

たうえで、議論の射程、「日米共犯関係」とい

う見立て、そして戦後日本社会に対する評価の

三点について、以下考えたい。

1) 議論の射程

この書評の冒頭で述べたとおり、著者は「日

米共犯関係」について、三点にわたって議論す

ると予告している。しかし、最初の二つについ

ては――評者としては、著者の主張の方向性は

妥当であると考えるが――論証はきわめて手薄

である。一つ目の点、すなわち原爆被害が日本

の外でどのように語られているか、日本社会

の関心が薄いという主張については、『ヒロシ

マ』がアメリカほかの外国で強い影響力を持つ

ことに関心を持たないと指摘するのみである

（73–76）。二つ目の「日本の語りは限定的にし
か外に出ていかない」（12）かどうかについて
は、日本語で書かれたものは、西洋中心主義的

な思考が欧米の言説の場に深く根ざしているこ

と、そのため翻訳が出るのが遅れたこと、また

中沢啓治『はだしのゲン』などは「大人向けの

書物とは言いがたい」こと、などの理由で「日

本研究以外の分野でどれだけ幅広く読まれて

いるかは少々疑問」と述べるにとどまってい

る（110–112）。これらの論点について、より詳
しい検討がない理由として評者が考えうるもの

は、すでに充分な先行研究が存在するというこ

とである。だが先行研究の整理がなされていな

いため、判断は難しい。

2) 「日米共犯関係」という見立て

いずれにせよ、本書の議論は予告された論点

の三つ目、すなわち西洋中心主義的・植民地主

義的に構成された「アメリカの原爆に関する語

り」（10）が、「日本の語り」（12）に影響を与え
たという点に集中している。題名にある「被爆

神話」も、本文中には定義が見つけられなかっ

たが、おそらくは「日本の語り」がアメリカを

「起源」としていることは忘却され、「日本独自

のものであるかのようにみられている」ことを

指すと推測される（11）。たしかに、「アメリカ
の原爆に関する語り」そのものについては、ト

ルーマン声明との類似点を軸に、『ヒロシマ』

を詳細に分析した著者の主張は説得力を持つ。

ただし、「日本の語り」が「アメリカの語り」

の影響を受けたという「日米共犯関係」の見立

ては、重要ではあるが、いささか一面的ではな

いか。著者自身も述べているとおり、アメリカ

側と原爆被害者側のあいだには、加害者／被害

者、占領国／非占領国、西洋／非西洋という圧

倒的な不均衡が存在した。その不均衡ゆえに、

作品内にある「アメリカの語り」との共通点を

示すのと同時に、テキストに垣間見られる、あ

るいは背後に潜む相違点を丁寧にすくい上げる

必要があっただろう。

たとえば著者は、『原爆の子』に収録された

作文は爆撃直後に焦点を当てたものが「中心」

で、「原爆症についての記述を含む作文も多く

ない」と分析し、「ハーシーの語りのパターン」

を「踏襲」したと結論づけている（204–208）。
しかし評者の読んだところでは、作文の中に

は、放射線障害に対する不安、家族を失った寂

しさやそれによる貧困、原爆や戦争に対する

「にくい」「大きらい」といった感情をつづった

ものも多い。著者は、（『原爆の子』は日本では『ヒ

ロシマ』に代わる「正典」となったと位置づけ

ているにもかかわらず）長田による序文を引用

するのみで、子どもたちが書いた作文は個別に

は検討していない。だが、こうした小さな声を

聞き逃すならば、日本側で「共犯関係」にあっ

たのは誰かという論点を見過ごしてしまうこと

になろう。

また、なぜ「共犯関係」が生じたのか、当時

の人々の主体性を尊重するためにも、その心

情と社会背景を掘りさげることも必要ではな

かったか。著者は本書を「文学研究におけるテ
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キスト分析が主体であり、実証主義的に事実

関係をたどるものではない」（11）と位置づけ
ているため、「共犯関係」の背景の説明は短い

（203–204）。評者は「文学は歴史を補完し、歴
史は文学を補完する」べきだとの著者の姿勢

（11）には大いに同意するが、しかし作品を当
時の社会背景と照らし合わせるという意味での

実証は、作品の意味を読み解くために欠かせな

い作業ではないだろうか。このことは『ヒロシ

マ』執筆に際してのハーシーの主体性とアメリ

カ社会の状況についても言える。実のところ、

原爆被害をめぐっては、占領期を対象とした歴

史学的な研究は史料が乏しいため容易ではな

い。だが文学研究を専門とする著者ならば、「歴

史を補完」するゆたかな考察が期待できたはず

だと残念に思う。

さらに著者は、「今も、原爆に関する日米の

言説空間は、構造的には米軍占領当時とあまり

大差がな」いと断言する（75）。だが少なくと
も日本においては、占領期から現在までの変容

は大きく、「アメリカの語り」や植民地主義的

な視線に対抗する動きも、原爆被害者を中心に

存在した。アメリカの原爆使用責任を問う動き

も見られる。たとえば被爆者の全国組織である

日本原水爆被害者団体協議会は、1984年に発
表した「原爆被害者の基本要求」などの文書で、

アメリカ政府に対し「広島・長崎への原爆投下

が人道に反し、国際法に違反することを認め、

被爆者に謝罪すること」を明確に求めてきた。

日本社会全体を見ると、著者が指摘するよう

に、原爆被害の語られかたがアメリカの眼差し

に絡めとられてきた傾向が強いことは確かであ

る。しかし、だからといって一様で均質な「日

本の語り」が存在するかのように論じることは、

こうした対抗的な活動を担ってきた人々の主体

性を矮小化し、結果として著者の批判対象であ

る植民地主義的なパターナリズムの「共犯」者

となる懸念もある。むしろ対抗的活動に着目す

ることで、「日米共犯関係」が、誰の何を押さ

えつけてきたか浮かび上がらせることが可能に

なるように思う。

3) 戦後日本社会に対する評価

批判の三点目だが、著者は第 5章で、核が再
び使用されることを防ぐために日本人がなすべ

きこととして、加害の歴史を反省することとと

もに、「平和で民主的で豊かな社会」を築いた

という日本の「戦後の歩み」に「自信と誇りを持」

ち、「いささかも驕ることなく、今後もこの道

程を外れずに進んでいくよう努力す」ることを

挙げている（245–250）。だが戦後の日本社会が「平
和」で「豊か」になることができたのは、冷戦

構造のなかでアメリカとの同盟関係のもと、植

民地支配責任や戦争・戦後責任に目をつぶって

きたからにほかならない。日本の経済的な「豊

か」さが、新植民地主義的な発想をともなう対

外的な経済進出に支えられていたことも周知の

事実である。「核なき世界」を目指して諸外国

と日本との共生関係を模索するためにむしろ必

要なのは、「加害の歴史」と「戦後の歩み」、す

なわち日本の戦前・戦中と戦後を連続的にとら

えて批判的に検討することではないか。

付言すると、「ナショナリティ」の訳語とし

ての「国体」（18, 55）や「アメリカナイゼーショ
ン」（50）、「植民地主義政権」（68）、「一国原爆
史観」（208）といった用語の使い方にも違和感
が残る。

３．本書の可能性

以上のように問題点も多いが、著者の出発点

である、なぜアメリカの存在が看過されがちな

のかという問いは高い重要性を持つ。問題は原

爆投下責任にとどまらない。日本が戦後を通じ

て、最大の核保有国であるアメリカと、政治

的・経済的・社会的に、なにより安全保障上、

密接な関係にあったことを踏まえると、日本社

会における原爆被害の記憶や、核エネルギーに

対する理解を問い直す上で、この問いは揺るが

せにしてはならない。

これまでも、原爆被害の隠蔽や拡大には日本

側も加担してきたという議論はなされてきた。

たとえば笹本征男は、日本政府が、米軍が占領

期におこなった原爆調査に協力するいっぽう、

被害者の救援はなおざりにしていたことを明る
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みに出した（『米軍占領下の原爆調査――原爆

加害国になった日本』新幹社、1995年）。また
著者も参照している五十嵐惠邦によると、原

爆投下を受けて天皇が「聖断」を下したこと

で、日本はポツダム宣言を受け入れたという

戦後日米関係の「起源の物語」（foundational 
narrative）は、日米両政府が共同で作り上げた
ものであり、この物語は敵国から同盟国へとい

う日米関係の転換を合理化した（『敗戦の記憶

――身体・文化・物語 1945–1970』中央公論新社、
2007年、31–74）。
ただ、文学的な側面から日米の「共犯関係」

を論じた研究はさほど多くないだろう。とりわ

け、ハーシーの『ヒロシマ』が日本の原爆被害

認識に与えた影響をめぐる著者の議論は独自性

が高く、植民地主義を切り口にした指摘は鋭

い。評者自身も、『ヒロシマ』は原爆が人間に

与えた被害を初めてアメリカ社会に広く知ら

せ、多くの人々に衝撃を与えたという一般的な

評価を受け入れ、批判的な目を向けてこなかっ

たことを反省した。著者の試みにならい、学問

分野を越えた相互「補完」がいっそう進むよう

努力したい。

 （川口悠子）

長尾伸一『複数世界の思想史』名古屋大学出

版会、2015年１月、361頁、ISBN 978-4-8158-
0796-2、定価 5,500円＋税。

広大な宇宙には地球と同じような星があり、

そこにはきっと宇宙人か何か生物がいるだろ

う。平たく言えば、このような考え方が本書で

検討されている「世界の複数性」論、あるいは

「複数世界論」である。この考え方は、宇宙観

が転換された「科学革命」後に確立され、人工

衛星による惑星探査を支える思想であるため、

明らかに今でも影響力を持ち続けている。確か

に「科学革命」まで支配的ともいえる影響力を

もったアリストテレスの宇宙観では、地球と似

た星や宇宙人を想定することはできなかった。

一方、たとえば人工衛星もなく、恒星のスペク

トル分析も行なわれていなかった時代に、した

がって科学的な証拠が十分に整っていたとは

考えられない 18世紀に、なぜ複数世界を想定
できたのか。複数世界論は科学とは関係のない

フィクションの世界での話なのだろうか。

著者は、18世紀のニュートン主義を中心と
したスコットランド啓蒙やその立役者の一人ト

マス・リード（アダム・スミスの後継者にして

スコットランド常識哲学の祖）の研究者として

よく知られている。著者がどうして複数世界論

に関心をもったのか、具体的な経緯は明らかに

されていないが、内容的にはニュートン主義

（特にその宇宙観）の理解が鍵となっているこ

とは確かである。

通常の研究書と異なって、本書には序文も

前書きもなく、いきなり第１章から叙述が始ま

る。したがって、研究書に不可欠な先行研究の

整理と課題設定がないことになるが、もちろん

本書は研究書である。テーマの領域がかなり広

い割に、研究がほとんどないためこのような体

裁となったのかもしれない。第 1章は福澤諭吉
の科学啓蒙書『訓蒙窮理圖解』の引用から始ま

り、江戸時代の山片蟠桃や志筑忠雄、朝鮮王国

の洪大容なども取り上げて複数世界論の世界的

な広がりを明らかにした上で、本書での課題が

設定される。第２章では古代から初期近代まで

の複数世界論が検討されている。複数世界論は

「科学革命」後に突如出現したのではない。正

統派（アリストテレス学派）以外のところで、

とりわけ異端派の中で複数世界論は明確に存在

していた。著者はデモクリトス、ルクレティウ

スはもちろんこと、イスラーム哲学も射程に収

め、クザーヌスやブルーノ、リベルタンをも取

り上げている。第 3章・第 4章では、電子文献
データ・ベースの EEBO (Early English Books 
Online) と ECCO (Eighteenth Century Collec-
tions Online)を利用して、天文学書、一般向
けの科学啓蒙書、自然神学から理神論、あるい

は論争パンフレットなど、有名・無名の著者た

ちによる、著作・小冊子など 200点以上の文献
が俎上に載せられている。思想史研究者は全般

的に、特定の人物の思想を代表例として分析す

ることが多いので、たとえ電子データ・ベース
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の恩恵に与っているとはいえ、著者のここまで

徹底した史料渉猟は感動的でさえある。比較的

多く言及されていることもあって、ホイヘンス

の遺著『コスモテオロス』が印象に残る。第 5
章は、筆者からすると本書の白眉に思える箇所

で、トマス・リードに代表させる形で「複数世

界論」の成立に、ニュートン主義の無限宇宙論

が大きく貢献した思想史的分析が明らかにされ

ている。加えて、その結果、「複数世界論」に「不

可知の世界」が組み込まれるようになったこと

も指摘されている。この点に関して、リードが

架空の月世界旅行のなかで登場させた「イドメ

ニア人」の話は実に示唆に富む。奥行きの知覚

を持たないイドメニア人は三次元の世界に住み

ながら二次元世界の住人のように知覚するが、

これで彼らは科学を作ることができたのか。こ

の問いは、複数世界論が人間の認知能力の問

題（たとえば、その限界）に波及していくこと

を暗示している。第 6章では、19世紀半ばに
ヒューウェルによって提起された「複数世界論」

批判＝単一性論の動向が検討されている。

著者の本書での狙いは、科学史のみならず、

近代哲学史あるいは近代思想史を「複数世界

論」から書き直すことにあるように筆者には思

える。このためか、著者の射程は広く、カント、

ヘーゲル、フォイエルバッハ、マルクスのみな

らず福音主義や進化論、魔術思想にまで及んで

いる。

 （大野　誠）

松原宏之『虫喰う近代――一九一〇年代社会衛

生運動とアメリカ政治文化』ナカニシヤ出版、

2013年 9月、314頁、ISNB 978-4-7795-0767-0、
定価 3,800円＋税

本書は 19世紀末から 20世紀にかけての世紀
転換期アメリカの社会衛生運動を主題とした政

治文化史研究である。政治文化史とは、著者に

よれば、「権威や規範や社会関係のある特定の

ありようを、つくりだし承認し日々確認してい

くこの機制や状態の研究」である（11頁）。ま
ずは終章を除く各章の概要を確認しよう。

序章「ゆれるアメリカを担うのは誰か」で

は、本書の立ち位置と目的が明示される。本書

は、1910年代のアメリカにおける売買春論争
を糸口として、アメリカの秩序編成過程を描く

ものである。世紀転換期のアメリカは、噴出す

る社会問題の対処に苦慮し混乱していた。改革

主義と称される諸運動が盛り上がりを見せる中

で、社会統制としての反売買春運動もかつてな

い高まりを見せた。その論争と運動が本書の主

題である。さらに強調されるのは、著者の意図

する政治文化史が、権威や規範や社会関係等の

均衡を前提とする一般モデルではなく、状況の

固有性に鋭敏である歴史学であるという点であ

る。以下の各章において、社会改良を唱えた思

想や諸運動が競合した 20世紀初頭のアメリカ
で、新たな秩序がいかに模索されたのかが論じ

られていく。

第一章「権威の争奪戦」では、1910年代ア
メリカにおける初期の反売買春運動が主題に据

えられる。生政治論者による先行研究において

は、1910年代の反売買春運動は中産階級によ
る社会統制の糸口であり、専門家集団の台頭と

科学的知の浸透を契機として、都市下層民の生

活の細部にまで日常的な監視の目を向ける機

制として捉えられてきた。しかし著者は、反売

買春運動の旗印の下には諸団体の衝突や折衝が

絶えなかったことを指摘する。1900年代後半
に白人中産階級の男性が主導した白人奴隷売買

防止キャンペーンは、移民を「野蛮」としてラ

ベリングし、ヴィクトリア期中産階級的なジェ

ンダー規範を正統化することで世論を喚起す

ることに成功するが、1910年を前に衰退する。
変わって主導権を握ったのは、全米諸都市が

1910年代に設置した売買春問題委員会であっ
た。売買春問題委員会は、下層民の規律という

問題を共有しつつも、白人奴隷売買防止キャン

ペーンとは対照的な立場をとった。むしろ旧秩

序、旧体制の問題を明るみにしながら、調査に

基づく「事実」という根拠を強調し、科学の力

を唱道した。売買春問題委員会内部においても

多様なアクターが混在し、常に衝突や競合や交

渉を抱え持った政治文化闘争の場となっていた
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ことが明らかにされる。先行研究が措定してき

た「1910年代アメリカにおける一貫したキャ
ンペーンとしての反売買春運動」という構図が

本章において否定される。

第二章「性衛生学と社会改良」は、アメリカ

性衛生学の始祖かつリーダーと呼びうる医師プ

リンス・A・モローの軌跡を追うことで、性衛
生学という新しい医科学知が実際には容易に受

容されなかった事実を明らかにし、世紀転換期

のアメリカにおける科学的権威の内実と政治文

化的布置を問い直す。モロー性衛生学は、売買

春を法的、道徳的問題ではなく、性病という社

会的脅威を媒介するものとして捉え、管理売春

（売春婦の定期健診を軸とする）に替わる廃娼

論を訴えた。しかし、モローにとっての性衛生

学の目的は体制の補完ではなく刷新（社会変革）

であったため、医学会や既存体制はモローの性

衛生学を容易には支持しなかった。そしてその

志向ゆえに、モローと手を組んだ有力な潮流の

一つは婦人クラブ、YMCA（キリスト教青年
会）、YWCA（キリスト教女子青年会）、女性
医師、セツルメント運動といった女性を中心と

した社会改良運動であった。モローは性病問題

の正統な担い手として医科学の客観性や正統性

を主張しなければならなかったが、一方で彼を

支持したのは「非科学的」で「情緒的」とされ

る女性グループであったことに、著者はモロー

の深いジレンマを読み取る。

第三章「ソーシャルワークの倫理と科学」で

は、世紀転換期アメリカのソーシャルワーク諸

運動の意義が問い直される。本章を通じて「医

科学、社会科学の台頭とともにソーシャルワー

ク諸運動の地位が低下した」という図式や、

「ソーシャルワークは結局のところ既存体制へ

の中産階級女性の参加という試みに過ぎなかっ

た」という図式が修正される。国家機構やテク

ノクラートを欠くアメリカの都市問題・社会問

題に対処したのはチャリティ系やセツルメント

系の民間諸団体である。彼らは、個人を基礎単

位とみなす行政や政治が想定しなかった「社

会」という広がり・つながりを見出し、コミュ

ニティに分け入って「科学」的な観察と「共感」

を両立させながら、「社会」全体の改良を目指

していった。こうしたソーシャルワークの潮流

において、1910年代の反売買春運動は、ソー
シャルワークと医療や公衆衛生とを結び付け、

ソーシャルワークの実効性を問い直す足掛かり

となった。彼らは、自分たちこそが実践的に社

会改良しうるエージェントであると反売買春運

動への関与を通して戦略的に主張していったの

である。

第四章「連携、競合、膠着」では、モロー率

いるアメリカ性衛生学連盟とアメリカ自警協会

が合同して 1914年に誕生した「アメリカ社会
衛生協会」が検討される。先行研究は、社会衛

生協会を 1910年代における反売買春運動の近
代化の推進主体と位置づけてきたが、著者は、

社会衛生協会が様々な立場が交差する化学反応

の場でもあったことを指摘する。資金と人脈を

投入し、協会の設立に奔走したのは財界人ジョ

ン・D・ロックフェラー・ジュニアであったが、
ロックフェラー文書館史料から、「科学」とい

う権威を確保して、政治文化の主導権を握ろう

としていた彼の思惑が明るみにだされる。一方

で、ロックフェラーの思惑が貫徹できたとみる

根拠は乏しく、むしろ実効性という課題の上

で、ソーシャルワークの必要性が提起された。

性衛生学を重視したはずのアメリカ社会衛生協

会は、多様で広範なアクター（性衛生学者、医

学者、ソーシャルワーカー、実務家たち）が

集った合従連衡の場、「権威の争奪戦」が繰り

広げられる場であったのである。

1917年、アメリカは第一次世界大戦に参戦
する。その直後、アメリカ社会衛生協会を母体

に性病管理を目的とする「基地厚生活動委員会」

が陸軍省の下に発足した。第五章「実践という

契機、実効性という解」は、同委員会を検討対

象とする。反売買春運動は全国化し、赤線地帯

の廃止、売春業規制の法や条例の整備にとどま

らず、基地内外で兵士や市民の生活を規律し、

その活力を養おうとした。先行研究は、この「ア

メリカン・プラン」と呼ばれた活動から基地厚

生活動委員会による人々の身体の規律化を読み

取った。また、この過程で反売買春運動の基軸
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が道徳的な非難から医科学的な対処へと移行し

たこと、女性たちを中心とした道徳改良運動家

たちが地位を失い、代わりに医師、社会学者、

テクノクラートたちが主導権を握る過程であっ

たことを指摘した。一方で著者は、アメリカン・

プランの成否がアメリカの政体＝民主制の成否

を反映するものであり、是が非でも実効的な成

果を出さねばならない事業であったとみる。そ

の背景には、共和国アメリカの「正統性」や「完

全性」の自負の裏にある政体の弱体化の自覚と

不安があった。実効性という要請は必ずしも国

家やテクノクラートや医科学者たちの優越性を

保証せず、むしろ YMCAなど民間諸団体の協
働が不可欠であり、多くのソーシャルワーカー

や女性たちが基地厚生活動委員会に中核的に加

わった。それは単なる戦時協力ではなく、実効

性を梃子にした諸アクターの社会変革の担い手

としての承認をめぐる政治闘争であった。

第六章「挫傷を負う社会衛生運動」では、第

一次世界大戦の停戦を機にした基地厚生活動委

員会の幕引きの過程が焦点化される。基地厚生

活動委員会は「実践的、実効的、成功度の高い

道」（195頁）としての再編を模索し、軍をは
じめとする連邦組織に業務を移管しようとし

た。中央集権化構想である。しかし同時に実効

性を担保するには、民間諸団体や女性ワーカー

たちの協働と提携を継続する必要があった。む

しろ、ワーカーたちは終戦と復員の過程にこそ

平時の主導権の確保を目指し始めていた。一方、

政治文化的な権威を求めて、（男性）テクノク

ラートたちは狭義の専門性に閉じこもることで

専門性を確保しようと試みたが、社会改良運動

と業務の社会的な広がりを切り捨てることで、

活動は狭義の保健事業へと切り詰められ、後退

を余儀なくされる。社会衛生運動から国家やテ

クノクラートが撤退していく一方で、積極的に

関与したのは民間団体であり、女性オフィサー

であり、フェミニストたちであった。けれども、

連邦政府からの支持を欠き、世論の追い風もな

い中で、社会衛生というテーマ自体が力を失っ

ていく。1910年代に高揚した社会衛生運動は、
新しい政治文化的な権威を求める諸アクターに

よる連携・牽制の場であったが、その野心は挫

傷し、瓦解していった。

以上が本書の概略である。本書において著者

は繰り返し政治文化史としてのその構えに言及

する。それは先行研究が描いてきたアメリカ近

代史の一般均衡モデルに対する異議申し立てで

あり、政治文化の動態やダイナミクスこそを拾

い上げなければならないという著者の主張の現

れである。

本書において、秩序再編成過程における動態

やダイナミクスを把捉する際のキーワードは

「科学」と「社会」であろう。ミシェル・フー

コーの生政治論に影響を受けた歴史研究は、旧

来の秩序を書き換える「科学」（とそれを標榜

する科学者や専門家）の台頭を近代社会の重要

なメルクマールとして描いてきた。しかし著者

は、社会衛生運動の諸アクターにとって「科学」

が重要な賭け金とされてきたさまを描きながら

も、それを特権化せずに政治文化の動態を把捉

しようと試みる。科学は闘争の具でありながら

も、交渉の一要因でしかなく、その内容や意味

づけは多様だった。当時の発言者の中でも、個

人を基礎単位にした共和制国家に「社会」とい

う有機的存在を発見し、都市化と産業化の下で

多様な社会問題を抱えるアメリカを「社会的配

慮という軸で編み直して」いった（231頁）社
会改良運動家、ソーシャルワーカーたちの存在

感は際立っている。社会問題への実践性や実効

性を重視するこれらの人々は、旧来の道徳では

なく「科学性」を重視したが、著者がここで読

み取るのは客観的・中立的な「科学」ではなく

その政治性であり、それを援用し梃子にする各

アクターによる権威の争奪戦の動態である。

にもかかわらず終章で論じられるのは、「政

治文化過程で揉まれるうちに、実効性を欠く脆

弱なものに成り下が」った「やせた科学」であ

る（233頁）。その結果、貧困、保健、衛生と
いった社会問題に対する社会変革はその後のア

メリカ社会に広がることはなく、対処療法が施

されるにとどまったと著者は言う。世紀転換期

アメリカが目指した変革の成功と挫傷の先に姿

を現したのは、「アメリカの世紀」の下に潜在
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的に横たわる〈虫喰う近代〉だったのである。

本書全体を通じて、各章ごとにクローズアッ

プされた諸アクターが 1910年代という共通の
舞台上においていかなる思惑のもとにどのよう

に立ち回ったか、その緊張をはらんだ関係性が

鮮やかに再現される。明確な物語であるがゆえ

に歴史家を惹きつけてきた単線的な近代史観

や、「中流階級による下層民の規律化」図式を

退け、あくまで史料に即した論証に基づいて別

様の歴史を描き出そうとした本書の政治文化史

としての意欲的な試みは、おおいに成功してい

ると言えるだろう。

一方で、方法論的には、本書は歴史叙述のあ

り方という本質的な課題をひろく歴史家に対し

て提起しているようにも思われる。当然ながら

史料の読み手（著者）の解釈が歴史書のシナリ

オを紡ぐ。ならば著者はその解釈のありようや

妥当性を読者が担保する道をどのように確保す

べきなのか。とりわけ事実関係のみならず、登

場人物の思惑や機微、かけひきを主題とした政

治文化史において、前後の文脈から切り取られ

断片的に提示されざるを得ない史料から読者が

（書き手の）解釈の妥当性を正確に判断するこ

とは難しい。さらに言えば、史料を選択する際

の積極的要因や史料の当時の社会的布置、影響

力等も読者に開示する必要があったのではない

だろうか。

世紀転換期アメリカの政治文化的権威をめ

ぐって繰り広げられた主導権争いを、反売買春

運動を素材として丁寧に描き出した本書の成果

が、国内外の近代政治文化史領域において一層

活発な議論の端緒を開く契機となることを期待

したい。

 （宝月理恵）

山下麻衣編著『歴史のなかの障害者』サピエン

ティア、法政大学出版局、2014年 2月、342＋
ⅶ頁、ISBN 978-4-588-60334-1、定価 4,000 円
＋税

本書は、障害学や医学史といった分野を背景

として書かれた、障害の歴史に関する研究書で

あり、この種の著作としては、日本語で包括的

に読むことのできる初のまとまった編著であ

る。日本における障害に関する歴史研究は、従

来、社会事業史や障害児教育史を中心に進めら

れてきたが、「障害 disability」という現象が多
かれ少なかれ社会的に構築されるとする理解を

引き受けつつ、政府や学校・福祉施設の資料だ

けでなく多様な資料を使用した歴史研究が出版

されたことは画期的なことである。山下麻衣「は

じめに」によれば、本書の問題意識は、①障害

者を障害者と定義する社会背景・基準・論理の

考察と、②障害者の生活の歴史の内実をつまび

らかにすること、の 2点にある。そこで本稿で
は、①に対応する論文と②に対応する論文、加

えて両者に収まらない論文に分けて、それぞれ

紹介していくこととしたい。

まず①は、山下麻衣「初等教育と知的障害児」

（第 1章）、梅原秀元「学校と発話障害児」（第
2章）、長廣利崇「工業化と障害者」（第 4章）
が主として取り組んでいる。

山下論文は、1920年代～ 30年代の東京市に
おける特別学級を検討する。特別学級には学力・

知能検査・体力検査等を通して「劣等児」を中

心とした多様な児童が選ばれたことを明らかに

したうえで、職業自立を目指した教育の結果、

ある程度就職先は見つかっていたことを確認し

ている。梅原論文は、1900年前後のドイツを
対象に、話すことに困難を抱えた児童が教育対

象となる過程や、彼らへの教育内容を探究する

試みである。とくに言語治療において「普通の」

都市であったデュッセルドルフ市の未刊行資料

も用いつつ分析する点が特徴である。本章を通

じて、「『つかえずに話すことができる』ことが

『完全』であり、『つかえてしまう』ことが『不

完全』であるという二分法」（p.74）が確認され、
その恣意性が指摘される。長廣論文は、労働災

害により生み出された戦前期日本の障害者の生

活困窮の有無と、救済対象の基準を探究するべ

く、工場法施行令を丹念に追っていく。その結

果、労働できるか否かという基準ではなく、「損

傷部位」による基準化がなされたため、働ける

のに「障害者」とされたり、生活程度が「普通」
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の障害者がいたことが発見された。

障害が障害となっていく過程の描写は、障害

を社会的な産物だと考える視点の強みであろ

う。また長廣論文が示唆するように、ある時期

に形成された障害の定義が、現在の障害者の処

遇にも影響を与えていることが示されれば、研

究が現代的な意味をも持ちうると思われる。

これに対して、上記の②に対応する論文が、

鈴木晃仁「脳病院と精神障害の歴史」（第 3章）、
藤原哲也「戦争と障害者の家族」（第 7章）と
言える。

鈴木論文は、健常者と障害者の区別・差異

化（〈定義と切断〉）ではなく、差異化された障

害者の生活とそれを成り立たせる構造（〈内容

と構造〉）に着目すると宣言したうえで、昭和

戦前期の王子脳病院の症例誌を紐解く。試論的

なものも含められているとのことであるが、本

章の議論からは、入退院のパターンや治療法に

関して、私費患者と公費患者の間に明確な違い

が見いだされた。藤原論文は、傷痍軍人会の出

版物を通して、傷痍軍人の妻たちが経験した結

婚、生活、「傷痍軍人妻の会」活動を分析し、

彼女たちの戦後史を描く。国策の後押しがあり

ながらも多様な背景で結婚した妻たちは、その

多くが戦後、就業を通じて当時の男性の領域に

も進出し、「戦後の傷痍軍人の妻としての意識

を高めた」（p.313）。また、「妻の会」活動を通
じて、傷痍軍人の特殊性も体験したとされる。

これら障害者の生活の内実を明らかにする論

文を読むと、著者の分析の巧みさとあいまっ

て、読者は資料から立ち上がる世界の魅力にひ

きつけられる。とくに鈴木論文ではイギリス医

学史研究の動向を引き継ぎつつ、日本におけ

る症例誌活用の可能性が提示されている。これ

は、病院に限らず、他の障害領域におけるケー

ス記録や日誌の検討にも示唆を与えるものであ

ろう。

ここまで紹介できなかった大谷誠「社会階層

と『精神薄弱者』」（第 5章）と中野智世「社会
事業と肢体不自由児」（第 6章）は、本書の①
②の目的と若干異なるように見受けられるもの

の、障害者対策の担い手や事業に関する手堅い

論文である。

大谷論文は、20世紀前半のイギリスにおけ
る上・中流階級の精神薄弱者対策に関して、こ

の層に注目していたトレッドゴールド医師の著

作や政策文書などから研究したものである。当

時、下層階級の精神薄弱者とは異なり、上・中

流階級の精神薄弱者は、公的な管理の対象と

はなっていなかった。トレッドゴールドは彼ら

へのケアと管理を主張したものの、家族や私費

患者を相手とする医師からの抵抗が根強く、公

的管理政策はなかなか進まなかったことが描か

れた。中野論文は、第 1次世界大戦以前のドイ
ツの「クリュッペル」（肢体不自由者）に対す

る事業を対象とする。「クリュッペル」救済事

業に携わったのはプロテスタントらの宗教組織

と、整形外科医らの組織の 2系統があった。先
行研究では医師の役割が重視され、宗教による

慈善の役割は軽視されてきた。しかし前者が軽

度の「クリュッペル」を扱う一方、後者は障害

が重度の人々をも扱っていたことを著者は明ら

かにし、宗教と医師は補完関係にあったという

ことを、両者の機関誌などを資料として結論づ

けている。

以上のように、本書は構築主義的な見方と、

堅実な歴史研究が配置された著作であった。た

だ、この 2つの研究がうまく統合されずに分立
していたとも言える。そこで、今後の障害の歴

史研究の課題の 1つは、本研究で試みられた 2
つの系統の研究をつないでいくことだろう。た

とえば、一度定められた障害者の定義が生活の

内実から規定され直されるあり方を研究するこ

とが考えられる。また、歴史的な障害者の処遇

のあり方から現在のそれについて説明を試みる

といったことも課題となるであろう。本書の巻

末には日本・アメリカ合衆国・イギリス・ドイ

ツに関する文献案内が掲載されてあり、今後、

こうした課題にこたえていく研究者にとって、

大きな助けとなるだろう。

 （原田玄機）
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山本由美子『死産児になる――フランスから読

み解く「死にゆく胎児」と生命倫理』生活書院、

2015 年 3 月、272 頁、ISBN978-4865000351、
定価 2,800円＋税

本書の最大の功績は、「死にゆく胎児
4 4 4 4 4 4

」を主
4 4

題化したこと
4 4 4 4 4 4

にある。もっとも本書は、主にフ

ランスの法における医学的妊娠中絶と死産児の

扱いを追究したものであり、それらの論点にも

後述のような示唆が含まれている。しかし、「母

胎内で生きており、母胎外へ生み出されてもな

お生きているのにもかかわらず、死産児になっ

た存在」(3)に目を向け、主題化したことは、
突出して大きな意義を持っている。

山本によれば、いわゆる「生命倫理学」に

おける「中絶についての代表的な容認派でさ

え、たとえば、胎外で生きている胎児とはいっ

たい何であるのかについてほとんど追究してい

ない」(29–33)。トムソンは母体と胎児との結
びつきを女性の視点から捉えた。しかし母胎内

の胎児について論じられることはあっても、人

工的に身体的結合を解かれた後になお（しば

らくは）生きている胎児のことは考慮されな

い。その点、トゥーリーは「新生児殺し」を取

り上げ、「自己の概念」をもたない限りにおい

て、その殺害を道徳的に許容できるとした。山

本は、トゥーリーが「新生児殺しが望まれる事

例の圧倒的多数においては、その望ましさは誕

生後すぐに明らかになる」と言っていることを

捉えて、「自己の概念をもたないというよりも、

障害や重症疾患があることをもって殺すことを

許容していると解釈せざるを得ない」と述べて

いる (30)。その他、山本によれば、ウォレン、
イングリッシュ、エンゲルハート、ドゥオーキ

ン、シャーウィンの議論においても「死にゆく

胎児」に関する論究は見られないとされる。そ

の理由のひとつは、「中絶の容認をもって議論

が終結されており、現実の中絶とはどんなもの

であるのかが検討されていないからである。こ

れについて別の言い方をすると、中絶によって

胎児はすみやかに死に、胎外へ分離あるいは排

出された時点で、その存在とはもう確固たる死

体なのだ、ということがほとんど願望のもとに

想定されているのである」(33)。
それでは「現実の中絶」とはいかなるものか。

山本が見つめるのは、妊娠初期
4 4

に吸引や掻爬に

より行われる中絶ではなく、妊娠中
4

・後期
4 4

に行

われる陣痛促進剤を用いた中絶を辛うじて生き

延びた胎児である。その叙述を見てみよう。

「IMG〔医学的人工妊娠中絶〕では、『胎児
安楽死』や『胎児殺し』を正当化する、胎

児の『不治で重篤な疾患』に加えて、陣痛

誘発のため出産の生理を全く尊重しない非

常に強力な薬理効果によって、『胎児』は

瀕死の状態で娩出されることになる。蘇生

行為の差し控えは、多くの場合、娩出後数

分以内で『胎児』を死に至らしめる。母体

外へ娩出された『胎児』は急激に体温が下

がり、呼吸運動や筋肉の運動が途切れなが

らじわじわと死の過程をたどり、やがて心

臓の拍動が止まる。ところが、IMGのさい、
『胎児』の蘇生を控えるだけでは死に至ら

ない場合がある」（167–168；評者により引
用文中の参照指示を省略）

中絶された胎児が「生きて生まれることを見

るリスク」をなくすため、フランスでは妊婦の

おなかに針を刺し、臍帯静脈又は胎児の心臓

めがけて塩化カリウムなどの混合液を注入す

る「胎児殺し」の処置が行われるようになった

(165)。日本では妊娠 22週以降の中絶は原則と
して認められていないので、こうした事例に関

する記述自体が極めてまれである (138–)。その
ため倫理的議論どころか医療分野の報告におい

てすら、ほとんど取り上げられない。ところが

問題が認められていないわけでは決してない。

評者の個人的な経験であるが、ある大学病院に

おける講演を依頼され、ドイツの妊娠葛藤相談

に関する報告の傍らでオルデンブルクでのティ

ム君の事例に触れたところ、産科医の方々から

この事例に関して詳しく知りたいと言われ、ま

た後期中絶の問題について今後ぜひ研究してほ

しいと熱心に求められた。「死にゆく胎児」に
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日々直面する職業に携わる方々にとって、この

問題がいかに切実なものであるかを思い知らさ

れた。

1997年 7月 6日、ティム君は、妊娠 25週、
体重 690ｇ、身長 32cmで生まれた 1)。「生まれ

4 4 4

た
4

」と言うより、陣痛促進剤の作用により娩出
4 4

された
4 4 4

。ティム君がダウン症であることが判明

すると直ちに彼の身体上の母親が中絶を望み、

それができなければ自殺するとまで述べたから

である。胎児は娩出の過程、またはその後間も

なく死亡すると思われていた。しかし生きて生
4 4 4 4

まれた
4 4 4

ため、ほとんど裸のまま分娩室に放置さ

れた。しかし 9時間経過しても死亡しなかった
ので、医師らによって保護された。その後さま

ざまな合併症にも打ち勝ち、5か月目からは養
親のもとで暮らしている。

本稿ではドイツの法的状況の説明などは割愛

するが、医学的適応による後期中絶の問題が取

り上げられるたびに、またプロライフ派のキャ

ンペーンなどのたびにティム君の例が引き合い

に出される。議論も蓄積されているはずである

が、私自身は NIPTや着床前診断などの新動向
に押され、後期中絶の問題については手がつか

ないままである。そこに山本氏がフランスにつ

いて詳細な情報をもたらしたことは、私だけで

なく多くの医療関係者にとって大きな意義をも

つだろう。

さて第 1章において山本は、フランスで「生
命のない子どもの証明書」が発行されること

の経緯と意味づけを説明し、考察を加えてい

る。この証明書は「日本の死産届に類似しては

いるが、生まれる前に死んだ子の存在が家族と

して公的に登録されるという点で大きく異な

る」(75)。古くは出生隠匿と子殺しを取り締ま
るために 1806年の政令によって義務付けられ
た手続きであった (80–)。1874年からは、「生
存可能性」のある時期、つまり「妊娠 180日以
降あるいは妊娠 6か月以降」に死んで生まれた
子どもの死体について埋葬が義務づけられた

(85)。1993年には、「生存可能性」基準を「妊
娠 22週以降もしくは体重 500g以上」という
ＷＨＯの定義に合わせるべきとする通達が出さ

れた (88)。ところがその基準に満たない小さな
流産児の 3組の親たちが、子への「生命のない
子どもの証明書」の作成を求めて訴訟を起こし

た (100)。これに対して、2008年、最高裁であ
る破毀院は、「出産に続いて生命なく生まれた

すべての胎児は、いかなる発達段階であるか

に関わらず、民事身分の死亡登録簿に登録され

ることができる」ことを判示した (104)。この
証明書は胎児に「人」としての地位を与えるも

のではない。しかし、ひとたびおなかに宿った

生命の痕跡を、公的記録の中に残したいと望む

親たちの希望が叶えられる道が開かれたのであ

る。山本はこの過程を、「胎児の死体の処遇に

関する医療者から親へのイニシアチブの転換」

(116)、「医学や法における合理性よりも、親の
意思を尊重したものであった」(118)と説明し
ている。このことは、科学的合理性のパースペ

クティヴに対置される文化的あるいは心的な現
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

実性
4 4

を示すものとして興味深い。

ただし本書では、こうした「親の意思」が、

どのような社会的あるいは心理的な文脈に属す

るのかは殆ど述べられていない。妊娠早期か

ら「胎児の三次元の画像」などを見ることがで

きるようになり、「親による子への思いも相乗

的に強化されてきた」ことには触れられている

(120)。しかし例えば訴訟を提起した 3組のカッ
プルは、どのような社会的状況にあり、どのよ

うな願望をもっていたのだろうか。また山本は、

死産を経験した妊婦及びその近親者が死産児と

ともに過ごすことのできる期間を設けるなど、

近年、フランスで積極的に推進されている「グ

リーフケア」に触れながらも、その内容や社会

的評価について十分検討していない (50)。本書
が「死にゆく胎児」に焦点を合わせたものであ

ることは理解できるが、当事者の（まずもって

中絶を経験した女性の）社会的状況や “ 語り ”

を取り上げない姿勢には疑問を感じる。「死に

ゆく胎児」が、なぜ「中絶」されたのかを考え

るとすれば、当事者の状況や言説を避けて通る

ことはできないはずである。またトゥーリーが

述べていたような「望ましさ」では割り切れな

いものが残るからこそ、悲嘆の過程に寄り添う
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援助が求められる。そこには、対話的関係を通

じて胎児と女性とを共に援助するための示唆が

含まれていると私は考える。

第 2章では、フランスにおける「医学的人工
妊娠中絶（IMG）」が取り上げられており、本
稿でも上記で既にその叙述に触れた。日本では

母体保護法指定医ひとりの判断によって行われ

ているが、フランスでは特殊な法的身分をもつ

二人の医師の所見書に加えて、「出生前診断複

合専門センター」における審査が義務付けられ

ている (157)。本書による限りでは、この審査
は単に胎児の状態を医学的に判断するものであ

り、当事者の心理社会的状況に配慮するもので

はない。しかし障がいをもつ子を産む／産めな

いという判断には、当事者の社会的状況や心理

的文脈が深く関わり、単に障がいの種類や「重

篤さ」の度合いによって測ることができるもの

ではないことを考慮すると、医学的判断だけで

は不十分である。フランスには胎児条項が存在

し、胎児の障がいが中絶の適応事由として認め

られるのに対し、胎児条項が存在しないドイツ

では、ますます当事者の「葛藤」が重視される

傾向にある。たとえば着床前診断に関して、「学

際的な委員構成による独立した倫理委員会」2)

を設置し、当事者の意見を聞いたうえで審査す

る仕組みが作られている。この委員には「患者

の利益及び障害者自助の代表的組織の代表者各

1人」を含むものと規定されている。日本にも
胎児条項は存在せず、また単独の担当医が苦悩

を抱えている現状を考えると、まずは当事者と

複数の医師の所見に基づく公的な審査の仕組み

を整え、そして医学だけでなく多分野からなる

委員、および患者団体、障がい者団体の代表な

どによって複眼的な議論を展開してゆくことが

望まれる。

第 3章では、2005年にパリの公立病院で起
こった「管理を忘れられた 351の胎児」事件が
取り上げられ、フランスにおける胎児の遺体の

取り扱いに目が向けられている。再生医療など

への胎児組織の利用、また日本における胎児の

遺体の処理の現状と問題点など、本書の主題に

関連して論じられるべきことの裾野は広い。山

本による今後の議論展開に注目される。

　「残された課題」として山本自身も挙げてい

るように、本書では「人工妊娠中絶を否定する

プロライフや障害者団体の動向及び見解につ

いてはほとんど取り上げることができなかっ

た」(228)。これは確かに本書に足りない点で
あり、今後の研究が待たれる。しかし、たとえ

ば 1984年に米国で製作された「沈黙の叫び (The 
Silent Scream)」というビデオが、ほとんど恫
喝のような調子でプロライフのプロパガンダに

用いられた過去を振り返ったとしても、得られ

るものは少ないだろう。これに対してフランス

の障がい者団体の動向については、管見のかぎ

り坂井律子『いのちを選ぶ社会』（NHK出版、
2013年）を除いてほとんど紹介されておらず、
ましてやその歴史を追った研究は見当たらな

い。これは重要な課題であると思われる。この

ほか、本書におけるバタイユの読解 (38–40)が
不十分である点などは、すでに私は山本に対し

て直接に指摘した。また日本では秋葉悦子など

によって紹介されているカトリック教会の主

張を考慮に入れることは、フランスでの論争を

理解するためにも不可欠の前提であろう。しか

し、これらに関して詳しく検討するのは、むし

ろ“哲学者”や “倫理学者”を自認する他の人々

の課題であるとも言えよう。われわれが現代の

この世界に生まれるということについて、包み

隠さず、ごまかしなく思索したいと考える者に

とって、どうしても必要な知識を与えてくれる

のが本書である。

注と文献

1)  http://www.tim-lebt.de/wer-ist-tim/（2016 年 5
月確認）。S. auch: Silvia Dahlkamp, Spätabtrei-
bung: Das Geschenk eines Lebens, in SPIEGEL 
ONLINE, 25. März 2010.

2)  渡辺富久子（訳）「着床前診断に関する命令」、「外
国の立法」256、2013年 6月、61–62頁参照。

 （小椋宗一郎）
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佐藤恵子『ヘッケルと進化の夢――一元論、エ

コロジー、系統樹』工作舎、2015年 9月、420
頁、ISBN 978-4-87502-466-8、定価 3,200 円＋
税

本書の主人公エルンスト・ヘッケル（Ernst 
Haeckel、1834～ 1919、ドイツ）は生物学史、
ひろくは科学史の世界でドイツにおける進化論

の積極的支持・普及者、「系統樹」の創作者、「個

体発生は系統発生を繰り返す」という「反復説」

や世界観に関する彼独特の「一元論」の提唱者、

さらに「Oekologie（生態学）」の造語者などと
して知られている人物である。

本評者は大学 2年次（1953年 10月）に八杉
龍一から「進化論」の講義でヘッケルの反復説

は厳密には正しくないということを J. Huxley
が述べているという話を聞いた（当時の講義

ノートの記録）。その八杉は早くから進化論・

進化思想史などの研究に取り組み、『近代進化

思想史』（中央公論社、1950年、再刊 1972年）、
『進化学序論―歴史と方法』（岩波書店、1965
年）などでヘッケルについての科学史や科学方

法論等の視点からの研究成果も公にしてきた。

ここに紹介する著書は八杉の『近代進化思

想史』を読んだことを一つのきっかけとして

約 20年間ヘッケル研究を続けてこられた著者
によって、それまでに「大学紀要」「研究会誌」

などで発表された論稿などが纏められ、2015
年に出版されたものであり、新聞や学会機関誌

などの書評欄で好評を得ている。好評の一つの

理由が日本で初めてのヘッケルに関する「まと

まった」、「全貌を知る」著作であるというもの。

ちなみに、著者は本学会生物学史分科会の本書

合評会（2016年 3月 5日）で「紹介はいくつ
もあるが、実像、歴史的文脈に定位させた立体

的な人物像としては初である」と述べている。

そこで、以下に本書の概要を紹介しよう。2
部構成の第 1部「生涯と一元論の構想」（第 1
章「ヘッケルの生涯と一九世紀ドイツ」、第 2
章「一元論と『有機体の一般形態学』）ではヘッ

ケルの生涯、進化論との出会い、「一元論」へ

の開眼について述べた後、ヘッケルの主著『有

機体の一般形態学』（2巻本、8部 30章の構成、
全体で 1200ページ、1866年。以下、『形態学』
と略称）を取り上げ、そこに述べられている

ダーウィン以前のラマルクやゲーテに関する

ヘッケルの考えや彼自身の研究方法などを考察

し、この著作でヘッケルが目指したことは「一

元論的な自然像の確立」であったと述べている。

一元論とは、「一般に、世界に真に実在する

ものはただ一つのもの、ないしただ一種類のも

のである、とする立場」で、「精神と物体など、

互いに還元不可能な二つの対立原理によって世

界を説明しようとする二元論」などと対峙する

世界観である（参照：『岩波　哲学思想事典』

1998）が、著者によれば、ヘッケルの一元論は、
17世紀に登場し 18世紀のドイツロマン主義者
たちに影響を与えたスピノザの「汎神論的一元

論」（根源的な一つの実体が、時には「精神」、

時には「物体」として現れるという考え）とダー

ウィンの進化論が融合したものであるという。

そして、著者は第 2章の終り近くで、後で紹介
する「『形態学』の 8つのポイント」の一つ「⑧
一元論的宇宙観と神」で「一元論における神と

は……世界を支配する普遍的な因果律のことで

あり……一元論は、真の意味での一神教なので

ある」とも述べている。

続く第 3章で著者は「資料編」として膨大な
『形態学』の内容を約 40ページに纏めて各章の
概要を示している。この作業は大変な労力を要

したであろうと思うが、先にも述べた「『形態

学』の 8つのポイント（①自然発生の復権、②
生物の分類法の改革、③基本形態の模索、④個

体概念との格闘、⑤進化を取り入れた並行論、

⑥エコロギーという学問の創設、⑦自然界のヒ

トの位置、⑧一元論的宇宙観と神）」の作成と

ともに少しでもヘッケルの「実像」を読者が掴

むことが出来るよう配慮されているという印象

をもった。

第 2部「一元論のもたらしたもの―文化・社
会への影響」では、9つの章（第 1章「魅惑的
な生物発生原則」、第 2章「ミッシングリンク
の夢―ガストレア、モネラ、ピテカントロプ

ス」、第 3章「科学の自由について」、第 4章
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「ドイツ一元論者同盟と教会離脱運動」、第 5章
「ヘッケルの人種主義と優生思想」、第 6章「エ
コロジーの誕生」、第 7章「プランクトン論争」、
第 8章「自然の芸術形態」、第 9章「結晶の魂
―結晶、ゼーレ、実体則」）のタイトルが表す

事柄にヘッケルの「一元論」がどのような関わ

りをもったかが考察されている。いずれの章に

も興味が湧くが、ここでは本評者も関心を持

ち、以前、日本での動向を調査したことがある

優生思想史におけるヘッケルの位置を扱った第

5章を簡単に紹介しよう。
　「ドイツ」と「優生思想」という言葉を聞け

ばナチスの人種政策が思い出される。歴史家に

よってはその政策の思想的基礎を準備したのが

ヘッケルであると論じる者もいるが、著者は

ヘッケルの各著書にある彼の言説を検討し、彼

は決して反ユダヤ主義者ではないとしてそうし

た論を否定している。その上で、一元論者とし

ての立場からヘッケルが白人種を至上とする人

種主義や優生思想の考えを保持していたことは

認めている。

このように本書の目次・概要を眺めると哲学、

科学、文学、芸術など幅広い分野におけるヘッ

ケルの姿を「一元論」という視点から検討した

著作であることがわかる。

さて、本書を読んでいくつかの特徴を見出す

ことができた。その一つは先の「合評会」で著

者が述べていた「歴史的文脈に定位させた立体

的な人物像」としてヘッケルを描き出すという

著者の想いに関連することである。歴史書であ

るので、当然と言えばそれまでであるが、各章

で取り上げられているヘッケルの話題に関する

学問的、社会的（政治・経済も含む）状況など

を時間軸に沿って丁寧に紹介し、ヘッケルの歴

史的位置や科学と社会の関係などに関する読者

の理解を深めさせてくれている。そのことは第

1部第 2章の「二元論と一元論」、第 2部第 1
章の「反復説の歴史」、第 2章の「パストウー
ルからヘッケルへ」、第 3章や第 4章の大部分、
第 7章の「海洋生物学と電信ケーブル―当時の
深海底イメージ」、第 8章の「顕微鏡と印刷術」
などの文に具現されている。

つぎに、いくつかの書評でも指摘されている

ことであるが、各章での課題を論じる際に一次

資料を豊富に用いていることも本書の特徴であ

る。このことはヘッケルの「実像」を読者に提

示するという考えの現れであり、時には誤った

情報が広がることへの警告でもある。実は本

書でその「誤報」事例（第 2部第 6章「エコ
ロジーの誕生」）が紹介されている。初めにも

述べたようにヘッケルが「Oekologie」（生態
学）の造語者であるということは知られている

が、著者によれば、ヘッケルが近年環境関連で

使われる「ビオトープ」の造語者でもあるとい

う誤報がネット上に氾濫しているという。長

年、環境教育にかかわり、小中学校などでビオ

トープ作りに協力してきた本評者には「寝耳に

水」。ネット上での状況を確認して先の「合評

会」で紹介した上で環境教育に関わっている人

たちには著者が本書で紹介しているようにダー

ル（Friedrich Dahl, 1856～ 1929）が 1908年に
造語したことも伝えた。その後、ビオトープ関

連の冊子（1993）で沼田眞が『生態学方法論』
（古今書院、1953年、改稿版 1967年）でダー
ルのことを紹介したと述べているのを発見、早

速、それを確認した。曰く、「ある biocoenosis
の生活空間（habitat, Lebensraum）はほとん
ど等しいか一様でなければならない。そのよう

な生活空間をダール（Dahl 1903–21）も “biotop”

とよび、ウェレシャギン（Wereshchagin 1914）
やフィリップエフ（Filip’ev 1924）は “station”

とよんだ」と。本評者は、まだ環境教育に関わ

る以前にこの本に目を通したのでダールも「ビ

オトープ」も印象の外にあった。

ここで、本評者にとって目新しいヘッケルの

芸術分野における活動状況を取り上げた第 8章
を紹介しよう。著者によればヘッケルは「広範

な教養層の人々に、深海底に隠されていた、顕

微鏡でしか見えないような微細な生物の素晴ら

しい形態の美」を知ってもらうことなどを目的

に図版集『自然の芸術形態』（各々 10枚の図版
が載った 10シリーズの冊子、1899～ 1904）を
出版したという。本書でも 2ページを使って 6
点の図版（カラー）を掲載し、その「美」の一



178 書評・紹介

部を提示しているが、本評者は本書「文献表」

にあるヘッケルの図版訳書『エルンスト・ヘッ

ケル―生物の驚異的な形』（小畠郁生監訳、戸

田裕之訳、河出書房新社、2009年）を S大学
図書館から借り出し鑑賞した。そこではヘッケ

ルの研究材料であった放散虫をはじめ、有孔

虫、珪藻など顕微鏡的存在の生物のほかにクラ

ゲ、エビ、カエルなどの動物やキノコ、海藻、

コケ、ランなどの植物も姿を現している。普通

の生物図鑑とは違って、著者の言葉を借りれ

ば「極めて異質で奇怪かつ幻想的なものとして

迫ってくる形態と構図」が展開されている。そ

の中でも顕微鏡を用いての放散虫の殻のスケッ

チは無機物の結晶を思わせる「美」を感じさ

せてくれるものであった。残念ながら本評者は

顕微鏡下で実物の放散虫を見たことがない。そ

の「美」こそ、ヘッケルの「一元論的な美（科

学と技術の進展により新しく発見された自然の

美）」なのであろうか。

最後に第 2部第 9章『結晶の魂―結晶、ゼー
レ、実体則』を紹介しよう。本稿は第1部第1章・
第 2章とともに今回の本書出版にあたって「書
き下ろし」されたものである。ヘッケルの遺作

と言われる『結晶の魂』（1917）を取り上げ、ヘッ
ケルが最後までこだわった無生物と生物を繋ぐ

ものとして当時見出された「液晶」（固体性と

液体性を両有する物質）に関する理論などを援

用し、一元論の正しさを主張していく様子を著

者は丹念に考察していく。

著者はこの章の終り「宇宙の謎は解けたの

か」で「現在でさえこのような状況にあるよう

な難しい問題に、当時の限られた知識だけで立

ち向かったヘッケルには頭が下がるが、その大

胆さには驚きを感じざるをえない。若干、意地

の悪い表現を使えば、その時代の知の制約の中

で、何とか汎神論的な自然哲学に自然科学的な

装いをさせるために、哲学的な文章をこねくり

回したという印象もないわけではない。しかし、

よくぞここまで考えて、多くの仮説的な暫定案

をつくり上げものである。そしてすべての検証

は未完のまま終わった。……それにしても、彼

の一元論から繰り出された想像の力は、多くの

人々に強い影響を与えたものである。」と感想

を述べている。先に紹介した「一元論は、真の

意味での一神教なのである」という著者の言葉

が思い出される。

本評者が生物学史研究の分野に足を踏み入れ

た当時、参考書の一つとなった Charles Singer: 
A History of Biology (1956) でも何か所かでヘッ
ケルが取り上げられていた。その一つ「発生学」

のところに「ドイツにおけるダーウィニズムの

使徒の諸労作は、今では図書館の少々不便な棚

に平和に眠っている。しかしそれらは、科学思

想の形成のために今でもなお基礎となるべきも

のを包含している」（前記、八杉龍一『進化学

序論』での引用文の訳より）という文がある。

今回、本書「あとがき」を読み、著者が大学内

の図書館に眠っている多くのヘッケル関係の蔵

書に光を当てたことを知り、著者の活動が上に

紹介した Singerの言葉に繋がるものを感じた。
 （鈴木善次）

Benjamin A. Elman (ed.), Antiquarianism, 
Language, and Medical Philology: From Early 
Modern to Modern Sino-Japanese Medical 
Discourses (Leiden and Boston: Brill, 2015), pp. 
viii+232, $135.0, hardback, ISBN 978-90-04-
28544-6.

本書は 9点の論考をおさめ、古典籍の文献
学 philology が、12世紀から 20世紀初頭まで
の東アジア医学の理論および実践に関して、強

力な概念装置として働いていたことを考察す

る。構成としては、第 1章で編者が「philology」
の解説を以て全体の方向性を示し、第 2章か
ら 9章で執筆者たちが、各時代・地域におけ
る医学の社会・文化・経済・政治的な重層に

philologyの切り口からアプローチする。編者
のエルマン (Benjamin A. Elman) は中国の科
学、考証学、科挙制などに関する著作を多数著

す、東アジア文化史の第一人者であり、2章以
下を構成するのは、すでに東アジア医学史・科

学史の分野で数多くの論文・書籍を著している

研究者達である。
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したがって本書を理解するにあたり philol-
ogyとは何かを明確にすることが大前提とな
る。訳語としては「言語学」や「文献学」が一

般的であるが、漢字文化圏における philology
は学術の核心を成してきた。とりわけ、清代中

国において隆盛を究めた考証学は、古典籍に実

証的な検討を加え経典の真意を捉えようとする

学問で、東アジアの学知に大きなインパクトを

与えたからである。エルマンは本書における

philologyを「テキストまたは言語に関わる行
為」と広く定義し、更に本書に通底する要素と

して、①医学という主題、②東アジアという地

域性、③「古代の」テキストまたは言語という

3点を挙げる。この意味において、本書のタイ
トルは、その射程範囲をかなり正しく表してい

る。

各章の概要を紹介する前に、3世紀に成立し
た中国の医書『傷寒論』の史的意義に触れてお

きたい。本書の第 2・3・4・6・9章で言及され
るため、第 1章でその書誌が簡潔に紹介されて
いる。しかし、東アジア医学における古代から

近代への連続と変遷を理解するうえで鍵となる

テキストの一つであり、若干の補足があってよ

いと思われる。

医学における文献学の中核をなした古典籍は

3世紀に成立したとされる『傷寒論』であり、
このテキストをめぐるさまざまな解釈が、何世

紀にもわたって東アジア医学史の一つの重要な

柱となった。後漢末の医師・張仲景が著した『傷

寒論』は、主に脈診に依る診断法と、煎じ薬を

中心とする治療法を体系的に結びつけた、中国

医学の臨床医学書の嚆矢とされる。しかしオリ

ジナルのテキストは失われてしまったため、後

世の人びとの手を経て変更された（と思われ

る）部分を修正・削除し、張仲景が書いた原型

に戻そうとするのが、傷寒論研究の使命の一つ

であった。異なる人がテキストの異なる部分を

以て「オリジナル」と主張したために、『傷寒論』

の歴史は複雑になった。それを医学史家である

山田慶兒が『傷寒論』を次のように評したのは

正鵠を得ている。

歴史が後世に残したのは、それぞれの時代

の人びとの眼が見、心が捉えた「傷寒論」

いわば「風景としての傷寒論」である。風

景としての「傷寒論」の変遷は、そのまま

中国医学の発展の重要な一局面をするどく

切り取ったものであるにちがいない。（『中

国医学はいかにつくられたか』岩波新書、

165–6頁）

換言すれば、本書のタイトルが集約するところ

の「古典主義・言語・医学文献学」という窓枠

を通して、各章はそれぞれの時代・地域の医学

の風景、風景の移り変わりを見せてくれるので

ある。

第 2章 (Asaf Goldschmidt)は、12世紀の中
国のあるエリート医師が著した治験集を取り上

げる。彼の著作は、長く後世で評価されること

はなかったが、当時まだ知名度が低かった『傷

寒論』をベースとした自身の臨床の記録を残す

ことで、古典籍の理解を啓蒙し、古代の理論と

当代の医学実践を組み合わせる可能性を示そう

としたという。

第 3章（Fabien Simonis）は 13世紀から 16
世紀にかけて、中国医学で「折中」という新し

い医学書の編集方法が興隆し衰微したプロセス

をたどる。元代の朱震亨が確立した「折中」と

は、病は千差万別かつ常に変化するという信条

の下、どのような医師もあらゆる事態に対応で

きるよう、古今の医学書を、その治療効果を基

準として取捨選択すべきであるという、テキス

トに対する一貫した戦略であったと論じる。

第 4章（Daniel Trambaiolo）は、古典籍の
研究と臨床での検証を通して、張仲景の治療を

ベースとした古代の医学を復活させようとする

医師たちが台頭したことを紹介する。彼等の登

場は、宋代以降の古典の解釈を歪曲したものと

して否定した、儒学における考証学（古学）の

流れを受けたもので、同時に医師の社会的・学

術的地位を向上させようという希求とも結びつ

いていた。

第 5章（Mathias Vigouroux）は、15世紀の
中国からの鍼灸テキストの伝入が、16世紀以
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降の日本における鍼灸の経絡理論の形成に与え

た影響と、なぜ日中でその後の鍼灸理論が異な

る展開を見せたかを論じた。その学知的な背景

として、古学への傾倒は鍼灸においても朱震亨

派の批判と『傷寒論』の称揚へとつながり、理

論面で経絡説への疑いまたは否定という形で表

れたという。

第 6章（Susan L. Burns）が取り上げるのは、
19世紀前半の秋田で活躍した医師・七山順道
である。七山は、彼自身の疫病治療経験から、

『傷寒論』は権威の書ではなく処方の手引きで

あり、専門家の観察、実証を基にした修正が必

要であるとした。医療サービスが拡大し、医師

達が互いに優劣を競い合うようになった 1820
年代、地方でもより効果的かつ迅速な医療がプ

ロフェッショナルに求められるようになった背

景が指摘される。

第 7章（Federico Marcon）は、江戸時代に
薬物の商品化と世界交易に組み込まれて発展し

た本草学が、明治以降、生物学・動物学・植物

学等に再分類された過程を明らかにする。明治

維新とともに西洋医学が偏重されるようになる

と、西洋の博物学のカテゴリーに当てはまらな

かった分野は漢方に組み込まれ、価値を減じて

いった。

第 8章（Angela Ki Che Leung）は、「脚気」
を例に、19～ 20世紀の医師たちが古典籍の医
学知識を共有しつつも、異なる病因論を展開し

たことを分析する。日本の脚気（かっけ）、中

国の脚気 (Jiaoqi)、西欧の Beriberiとは、同じ
病気に対する 3つの異なる名前ではなく、各文
脈において複数の病因を持つ病であり、それに

相応しい異なる治療法が提案されていた。

第 9章（第一著者・真柳誠）は、明治以降、
中国に伝入した日本の漢方医籍の軌跡をたど

り、どのように本が売られ、買われ、出版され

たか、緻密な書誌学的分析を行った。漢方医

学が西洋医学に席捲されるなか、江戸考証学派

とも呼ばれた幕府の医官の家系が所蔵していた

貴重な医薬書の多くは巷間に流出した。当時清

国大使に随行して来日していた楊守敬がそうし

た蔵書を多数購入し、帰国後に増補して出版し

た。その増補・改訂点に、中国側の文化的価値

観・政治的・経済的立場を垣間見ることができ

るという。

本書の貢献の一つは、テキストの編集、出

版、所蔵、移動、売買、解釈といったモノを扱

う行為から、異なる時代・地域の医療風景を切

り取った点にある。テキスト化された医学知識

の立証・修正・標準化をもたらしたのは、学知

的な動機だけではない。例えば医学教育機関等

の社会機構、印刷技術、医学知のネットワー

ク、テキストの経済学や利用を含めたマテリア

ル・カルチャーの成長、市場における薬物の

流通、医療サービスを享受する層の拡大など、

種々の必要性の変化に後押しされて、人々の注

意が古典籍に集まったことは言うまでもない。

江戸時代に 120を超える『傷寒論』に関する医
学書が著されたのは、まさにこうした状況の現

れであろう。

さらに重要な成果として、医療に求められて

いるのは、治療技術の向上だけではなく、医療

者と患者の双方が納得する社会的・文化的なシ

ステムであったことを示唆した点がある。医師

達は、文献学に拠って過去と（彼等にとっての）

現在の病の仕組みを理解した。そして、自身の

経験知を加味してより効果的・説得力のある治

療を提供するための仲介ツールとして、過去の

テキストに有用性を見出したのである。そこに

はバーバラ・ドゥーデンの名著『女の皮膚の下』

が、18世紀ドイツの症例誌から女性の身体感
覚を浮彫にしたように、各時代の医師と患者が

共有していた身体感覚・病観が下地として存在

したはずである。したがって、本書の文献学的

アプローチがしばしば治療の書『傷寒論』に言

及し、医学理論書よりは治療や診断、医案（症

例誌）に着目しているのは、当然の成り行きと

もいえよう。

本書は、知識の媒体としてのテキスト、そし

てその中に書かれている何百年も前の言語に、

後世の人々がどのような価値を見出したか、医

療行為を中心に照射した良書である。しかし、

いくばくかの不消化感が残る理由の一つに、各

論考がやや短い点が挙げられよう。9本の論考
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の、参考文献を除いた長さを平均すると、20
頁強である。それにもかかわらず、内容はそれ

ぞれに濃い。これが何を意味するのかというと、

半ば前提として、読者が持っていることを期待

している情報や知識が多いのである。例えば『傷

寒論』のヒストリオグラフィが極めて簡略化さ

れていたり、清朝考証学に関する解説がほとん

どなかったりと、触れられていない、いくつか

の重要な詳細や背景がある。言い換えれば、執

筆陣のこれまでの研究内容をほぼ把握している

読者、すなわち「内輪」に向けて発信された書

であるような印象をぬぐいきれない。とはいえ、

そうした「内輪」の一人としては、彼等の研究

の近況に思いを馳せることができ、また学問的

に多くの刺激を受ける書ではある。

 （大道寺慶子）


