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りの日を置いて１０日に２個だけ東側に移っているのを
見て， 疑念を払拭，１１日には太陽の周りを巡る金星や
水星のように， これらの星が木星の周りを巡っているの
だと確信，３つの衛星の発見に至る．１３日にはついに４
つ目も
１月１５日は一夜のうちに２回

　

４時間離れての観察記
録を残し， 月面のときのように， 時とともに刻々と姿を
変えていく様子を伝えている， 以降，３月２日まで淡々
とした記述と， 合計６５枚の図によって，４衛星の動き
を記録した． パターン化されて退屈だが， あたかもアニ
メーション図像のように説得力をもって復元できるよう
にしたのである，

　

こうして木星の周りを回る衛星の存在が明確にされ
た， 結論部では， このメディチ星の回る速さが内側のも
のほど短いことや回転する間に大きさが変化することも
指摘している． 重要なのは， このことが「世界体系」 に
とってもつ意味に説き及んだことだろう． 特にコペルニ
クス体系で， 地球が周りを回る月を従えながら太陽の周
りを回るのは「不可能」 とする人たちに対し， 木星の例
は反証となった，４つの星を従えて回る木星があるとす
れば， 月を従えた地球の運動も許されるだろう， 地球は
特殊な事例でなく， 月は地球の衛星という一般的な存在
となる
本書全体の三分の－を占める訳者解説は， 望遠鏡に出
会うまで・望遠鏡との出会い・望遠鏡による天体観測．
『星界の報告』．『星界の報告』 刊行以後の５節からなる
観測機器である望遠鏡をめぐる背景から丁寧に説き起こ
している， ガリレオの望遠鏡製作スキルがそれなりの水
準にあったことを知らされる． 第３節「望遠鏡による天
体観測」 では観測ノートの一部も訳出され，「メディチ
星」 発見の経緯をガリレオの手になるスケッチによって
たどることができる， 発見の先取権確保と就職活動のた
めに出版を急ぐガリレオの様子が伝わってきて興味深
　　

解説の第４節から第５節にかけては， ガリレオの探索
の意義が検討されている， 天界に属する月面を地上の風
景のように解説していく態度は， 当時にあってかなり異
例なものだった， というのも天上世界と地上世界とはま

ったく異なるものという観念が支配的だったからだ， ガ
リレオによれば， 惑星空間は地上と同質の空間に属する
ことになり， 世界体系をめぐる議論は， ここから単なる
数学的なモデルの優劣でなく， 宇宙像の変革という次元

に踏み込んでいくことになる

　

以上のように今回の新訳は， 初版に依拠し， 科学史研
究の成果を参照することによって， 新しい科学の方法や
分野がどのように立ち上がってきたのかを示すことに成
功している， 観測器具の開発， 発見の驚き， 図像 （視覚
言語） の効果的な用い方， 新しい宇宙像への期待， 社会
的な野心， 等々が短い報告のなかにつめ込まれていた．
そう考えると非常に稀有なテクストだという・ことがあら
ためて実感される， 科学史の研究や教育 （科学史の授業
やゼミ） での用途はもちろん， 科学教育や観測会・観望
会などさまざまな場面で利用できるに違いない．

　

この手法で， ぜひ『太１場黒点論』 や 『新科学論議」１の
新しい翻訳も出版していただけたらうれしいと思った次
第である

　　　　　　　　　　　　　　

（山田俊弘）

特集 「なぜ科学博物館が重要なのか：２１世紀の
博物館における科学史」左癖１０８（２０１７）：３６０‐
４０６．

　

科学・技術・医学史の国際誌なおは， 各号で
“Ｆｏｃｕざ

と呼ばれる特集を組んでいる， 本稿では，２０１７年第２
号に掲載さえ た 「なぜ科学博物館が重要なのか：２１世
紀の博物館における科学史 ＷｈｙＳｃｉｅｎｃｅＭｕｓｅｕｍｓ
Ｍａｔｔｅｒ：ＨｉｓｔｏｒｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｉｎＭｕｓｅｕｍｓｉｎｔｈｅＴｗｅｎｔｙ‐

ＦｉｒｓｔＣｅｎｔｎｒｙ」 という特集を紹介する， 以下は， 本特
集に紹介された各論考の概要である．

Ａｄ Ｍａｉｌｓ，”ｌｎ官ｏｄｕｃぜｏｎ：Ｈｉｓ節理 ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ Ｍｕｓｅ‐

ｕｍｓｂｅｔｗｅｅｎＡｃａｄｅｍｉｃｓａｌｌｄＡｕｄｉｅｎｅｅぎ

　

現在の 「プールハーフェ博物館」 は， 当初， 科学者た
ちに昔の機器を見てもらうために建てられた． しかし，
１９４７年に館長が交代し「国立博物館」 となって以降，
様々な予備知識や興味， 目的を持つ一般の人々を呼び込
むようになった， そこで苦心するようになったのは， い
かに来場者数を増やして社会的な存在意義を保つかであ
る， さらに館が１９９１年に移転したころには， 新たな問
題が浮かび上がっていた， それは， 英雄謹に彩られた
「大衆的な」 科学史と専門家が研究している科学史との
ギャップをいかに埋めるかである， 世界には様々な過去

を持つ科学博物館が存在するが， これら２つの問題は，
現在， 多くの科学博物館が抱えている． 本特集では， 科
学は多様な人々の活動から成る複雑な営みであり， これ
こそ科学博物館が伝えるべきことだと， 一貫して語られ
ている， 科学のこのような「ソフトな」部分を語ること
は， 同時に科学という営みの土台となっている社会構造
をも明らかにすることであり， 科学史という学問， 博物
館という空間こそが， この目的に最も適していると， 著
者ＡｄＭａａｓは主張する，

ｌｉａｒａＢｅｒｇｅｒｓａｎｄ ＤｉｄｉｖａｎＴｒｉｊｐ，”Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｍｕｓｅ
ｕ１１－ｓ：ＡＰａｌｌｏｒａｌｎｉｃＶｉｅｗ″

　

ＬａｒａＢｅｒｇｅｒｓと ＤｉｄｉｖａｎＴｒｉｉｐによる概観は， 歴史
的価値のある科学機器を扱う科学博物館を， その起源に
応じて三つのタイプに分類する， 一つ目は， 当時のコレ
クションがそのまま博物館になった「化石化」 したケー
ス． ドレスデンの数学・物理学サロンは初期近代の王室
のコレクションであり， オランダのテイラー博物館はブ
ルジョアや学者に公開された１８世紀当時の最新の科学
機器を展示している， リオデジャネイロの天文学と関連
科学の博物館は天文台が博物館になったケースである，
二つ目は， 国家が科学技術の重要性を国民に理解させる
ために設立された博物館， ミュンヘンのドイツ博物館は
国民を引き込むために実験参加や実物大模型の展示など
新しい方法を開発した， シカゴのアドラープラネタリウ
ムは新１日の科学機器を科学技術の啓蒙に活用し， ワシン
トンのスミソニアン協会はフィラデルフィア万博の展示
物を国威発揚に利用している． 三つ目は， コレクション
の保存と研究教育への活用を目的とした博物館， ライデ
ンのプールハ←フェ博物館， オックスフォード科学史博
物館， ハーバード歴史科学機器コレクション， ソウルの
高麗大学博物館などは， 大学と提携し科学史の研究や教
育に資料を提供している． 以上の三つのタイプの博物館
は， 起源の違いが現在の性格の違いに反映しているが，
いずれも歴史的な科学機器を保存し， 科学の歴史を広く
一般に伝えるという同じ課題に取り組んでいる．

Ｒｅｂｅｋａｈ Ｈｉ留ｉは，”Ｃｈ副ｌｃｎｇ面ｇＴｒｏｐｅｓ：Ｇｅｎｉｕｓ，Ｈｅ‐

ｒｏｉｃｌｎｖｅｎｄｏｎ，ａｎｄ 出ｅ立）ｎｇｉｍｄｅＰｒｏｂｌｅｍｉｎｄｌｅ
Ｍｕｓｅ皿’’

　

著者の ＲｅｂｅｋａｈＨｉｇｇｉｔｔは， ２０１４年から２０１５年にグ

リニッジの国立海事博物館で開催された特別展 “Ｓｈｉｐｓ，

Ｃｉｏｃｋｓ，ａｏｄＳｔａｒｓ：ＴｈｅＱｕｅｓｔｆｏｒＬｏｎｇｉｔｕｄざ

　

の展示制

作に携わった， このテーマで いましば語られるのは， 天
才ハリソン（ＪｏｈｎＨａｒｒｉｓｏｏ） が自作の「クロノメータ
ー」 で他の科学者たちと経度測定の正確さを争い， 最終
的に勝利したという英雄護である （ハリソンの時計を
「クロノメーター」と呼ぶことも英雄説を構成しており，
実際の展示では，「クロノメーター」 ではなく 「時計
ｕｍｅｋｅｅｐｅｒ，ｅｌｃｃｋ，ｗａｔｃｈ」 と 呼 ば れ た）， Ｈｉｇｇｉｔｔは，
英雄譲は科学への興，味と支援を引き付けるために必要だ
とも言われるが， 実際は逆であり， 科学は様々な立場と
能力を持った人々が貢献しており， 社会・政治・制度的
な支援も不可欠であることを認識してもらうことが重要
だと指摘する． 特別展の製作に当たっては， より長いタ
イムスケールでより多くの人物が取り上げられ， 天文学
的手法と計時による手法とが並行にかつ相補的なものと
して扱われ

　

来場者が期待してくる以外の場所にも目を
向けてもらえるように展示の工夫がなされた， こうし
て， ハリソンの時計と他の部分の展示とでバランスがと
られるはずであったが， それでも 来場者はハリソンの
時計に列を作り， ニューヨークタイムズのレビュ←記事
のタイトルは「世界を変え時計を生んだ競争」 であっ
た． 歴史の多様な側面を議論するには， どうしても相手
の関心を高めることが必要であり， 展示だけでは ←ト分
かもしれないとＨｉｇｇｉｔｔは述べている，

ＶｉｃｔｏｌｉａＣａｉｎ，”ＰｒｅｓｅｎｔＴｅｎｓｅ：しｃａ日ｎｇ Ｈｉｓｔｏｌｙｉｎ
ＢｏｓｔｏｎヲｓＭｕｓｅｕｍｓｏｆＳｃｉｅｎｃｅ．

　

著者の ＶｉｅｔｏｒｉａＣａｉｎは， アメリカの科学博物館にお
いて科学史が顧みられることが少ない現状を分析し， そ
れを乗り越えるよう提言する， まずＣａｉｏは， ボストン
近郊の科学博物館を事例として， アメリカの科学博物館
において科学史に関する展示が少ないことを確認する．
たとえば， ボストンで最も人気のある科学博物館である
ボストン科学博物館では， 最先端の科学技術を展示に反
映させている反面， 歴史についてはほとんど取り扱わな
い， その理由としてＣａｉｎが指摘するのは， 第一に， 科
学博物館では科学系の企業のスボンサ」によって展示が
おこなわれることが多いため， 必然的に， 最先端の科学
技術をプロモーションするような展示が組まれやすいか
らである． 第二に， ヨーロッパに比べると， アメリカの

科学博物館では政府からの財源が少なく， また， 学校の
カリキュラム （科学史はほとんど含まれない） に関連し

（４４） （４５）
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りの日を置いて１０日に２個だけ東側に移っているのを
見て， 疑念を払拭，１１日には太陽の周りを巡る金星や
水星のように， これらの星が木星の周りを巡っているの
だと確信，３つの衛星の発見に至る．１３日にはついに４
つ目も
１月１５日は一夜のうちに２回

　

４時間離れての観察記
録を残し， 月面のときのように， 時とともに刻々と姿を
変えていく様子を伝えている， 以降，３月２日まで淡々
とした記述と， 合計６５枚の図によって，４衛星の動き
を記録した． パターン化されて退屈だが， あたかもアニ
メーション図像のように説得力をもって復元できるよう
にしたのである，

　

こうして木星の周りを回る衛星の存在が明確にされ
た， 結論部では， このメディチ星の回る速さが内側のも
のほど短いことや回転する間に大きさが変化することも
指摘している． 重要なのは， このことが「世界体系」 に
とってもつ意味に説き及んだことだろう． 特にコペルニ
クス体系で， 地球が周りを回る月を従えながら太陽の周
りを回るのは「不可能」 とする人たちに対し， 木星の例
は反証となった，４つの星を従えて回る木星があるとす
れば， 月を従えた地球の運動も許されるだろう， 地球は
特殊な事例でなく， 月は地球の衛星という一般的な存在
となる
本書全体の三分の－を占める訳者解説は， 望遠鏡に出
会うまで・望遠鏡との出会い・望遠鏡による天体観測．
『星界の報告』．『星界の報告』刊行以後の５節からなる
観測機器である望遠鏡をめぐる背景から丁寧に説き起こ
している， ガリレオの望遠鏡製作スキルがそれなりの水
準にあったことを知らされる． 第３節「望遠鏡による天
体観測」 では観測ノートの一部も訳出され，「メディチ
星」 発見の経緯をガリレオの手になるスケッチによって
たどることができる， 発見の先取権確保と就職活動のた
めに出版を急ぐガリレオの様子が伝わってきて興味深
　　

解説の第４節から第５節にかけては， ガリレオの探索
の意義が検討されている， 天界に属する月面を地上の風
景のように解説していく態度は， 当時にあってかなり異
例なものだった， というのも天上世界と地上世界とはま

ったく異なるものという観念が支配的だったからだ， ガ
リレオによれば， 惑星空間は地上と同質の空間に属する
ことになり， 世界体系をめぐる議論は， ここから単なる
数学的なモデルの優劣でなく， 宇宙像の変革という次元

に踏み込んでいくことになる

　

以上のように今回の新訳は， 初版に依拠し， 科学史研
究の成果を参照することによって， 新しい科学の方法や
分野がどのように立ち上がってきたのかを示すことに成
功している， 観測器具の開発， 発見の驚き， 図像 （視覚
言語） の効果的な用い方， 新しい宇宙像への期待， 社会
的な野心， 等々が短い報告のなかにつめ込まれていた．
そう考えると非常に稀有なテクストだという・ことがあら
ためて実感される， 科学史の研究や教育 （科学史の授業
やゼミ） での用途はもちろん， 科学教育や観測会・観望
会などさまざまな場面で利用できるに違いない．

　

この手法で， ぜひ『太１場黒点論』 や 『新科学論議」１の
新しい翻訳も出版していただけたらうれしいと思った次
第である

　　　　　　　　　　　　　　

（山田俊弘）

特集 「なぜ科学博物館が重要なのか：２１世紀の
博物館における科学史」左癖１０８（２０１７）：３６０‐
４０６．

　

科学・技術・医学史の国際誌なおは， 各号で
“Ｆｏｃｕざ

と呼ばれる特集を組んでいる， 本稿では，２０１７年第２
号に掲載さえ た 「なぜ科学博物館が重要なのか：２１世
紀の博物館における科学史 ＷｈｙＳｃｉｅｎｃｅＭｕｓｅｕｍｓ
Ｍａｔｔｅｒ：ＨｉｓｔｏｒｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｉｎＭｕｓｅｕｍｓｉｎｔｈｅＴｗｅｎｔｙ‐

ＦｉｒｓｔＣｅｎｔｎｒｙ」 という特集を紹介する， 以下は， 本特
集に紹介された各論考の概要である．

Ａｄ Ｍａｉｌｓ，”ｌｎ官ｏｄｕｃぜｏｎ：Ｈｉｓ節理 ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ Ｍｕｓｅ‐

ｕｍｓｂｅｔｗｅｅｎＡｃａｄｅｍｉｃｓａｌｌｄＡｕｄｉｅｎｅｅぎ

　

現在の 「プールハーフェ博物館」 は， 当初， 科学者た
ちに昔の機器を見てもらうために建てられた． しかし，
１９４７年に館長が交代し「国立博物館」 となって以降，
様々な予備知識や興味， 目的を持つ一般の人々を呼び込
むようになった， そこで苦心するようになったのは， い
かに来場者数を増やして社会的な存在意義を保つかであ
る， さらに館が１９９１年に移転したころには， 新たな問
題が浮かび上がっていた， それは， 英雄謹に彩られた
「大衆的な」 科学史と専門家が研究している科学史との
ギャップをいかに埋めるかである， 世界には様々な過去

を持つ科学博物館が存在するが， これら２つの問題は，
現在， 多くの科学博物館が抱えている． 本特集では， 科
学は多様な人々の活動から成る複雑な営みであり， これ
こそ科学博物館が伝えるべきことだと， 一貫して語られ
ている， 科学のこのような「ソフトな」 部分を語ること
は， 同時に科学という営みの土台となっている社会構造
をも明らかにすることであり， 科学史という学問， 博物
館という空間こそが， この目的に最も適していると， 著
者ＡｄＭａａｓは主張する，

ｌｉａｒａＢｅｒｇｅｒｓａｎｄ ＤｉｄｉｖａｎＴｒｉｊｐ，”Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｍｕｓｅ
ｕ１１－ｓ：ＡＰａｌｌｏｒａｌｎｉｃＶｉｅｗ″

　

ＬａｒａＢｅｒｇｅｒｓと ＤｉｄｉｖａｎＴｒｉｉｐによる概観は， 歴史
的価値のある科学機器を扱う科学博物館を， その起源に
応じて三つのタイプに分類する， 一つ目は， 当時のコレ
クションがそのまま博物館になった 「化石化」 したケー
ス． ドレスデンの数学・物理学サロンは初期近代の王室
のコレクションであり， オランダのテイラー博物館はブ
ルジョアや学者に公開された１８世紀当時の最新の科学
機器を展示している， リオデジャネイロの天文学と関連
科学の博物館は天文台が博物館になったケースである，
二つ目は， 国家が科学技術の重要性を国民に理解させる
ために設立された博物館， ミュンヘンのドイツ博物館は
国民を引き込むために実験参加や実物大模型の展示など
新しい方法を開発した， シカゴのアドラープラネタリウ
ムは新１日の科学機器を科学技術の啓蒙に活用し， ワシン
トンのスミソニアン協会はフィラデルフィア万博の展示
物を国威発揚に利用している． 三つ目は， コレクション
の保存と研究教育への活用を目的とした博物館， ライデ
ンのプールハ←フェ博物館， オックスフォード科学史博
物館， ハーバード歴史科学機器コレクション， ソウルの
高麗大学博物館などは， 大学と提携し科学史の研究や教
育に資料を提供している． 以上の三つのタイプの博物館
は， 起源の違いが現在の性格の違いに反映しているが，
いずれも歴史的な科学機器を保存し， 科学の歴史を広く
一般に伝えるという同じ課題に取り組んでいる．

Ｒｅｂｅｋａｈ Ｈｉ留ｉは，”Ｃｈ副ｌｃｎｇ面ｇＴｒｏｐｅｓ：Ｇｅｎｉｕｓ，Ｈｅ‐

ｒｏｉｃｌｎｖｅｎｄｏｎ，ａｎｄ 出ｅ立）ｎｇｉｍｄｅＰｒｏｂｌｅｍｉｎｄｌｅ
Ｍｕｓｅ皿’’

　

著者の ＲｅｂｅｋａｈＨｉｇｇｉｔｔは， ２０１４年から２０１５年にグ

リニッジの国立海事博物館で開催された特別展 “Ｓｈｉｐｓ，

Ｃｉｏｃｋｓ，ａｏｄＳｔａｒｓ：ＴｈｅＱｕｅｓｔｆｏｒＬｏｎｇｉｔｕｄざ

　

の展示制

作に携わった， このテーマで いましば語られるのは， 天
才ハリソン（ＪｏｈｎＨａｒｒｉｓｏｏ） が自作の 「クロノメータ
ー」 で他の科学者たちと経度測定の正確さを争い， 最終
的に勝利したという英雄護である （ハリソンの時計を
「クロノメーター」 と呼ぶことも英雄説を構成しており，
実際の展示では，「クロノメーター」 ではなく 「時計
ｕｍｅｋｅｅｐｅｒ，ｅｌｃｃｋ，ｗａｔｃｈ」 と 呼 ば れ た）， Ｈｉｇｇｉｔｔは，
英雄譲は科学への興，味と支援を引き付けるために必要だ
とも言われるが， 実際は逆であり， 科学は様々な立場と
能力を持った人々が貢献しており， 社会・政治・制度的
な支援も不可欠であることを認識してもらうことが重要
だと指摘する． 特別展の製作に当たっては， より長いタ
イムスケールでより多くの人物が取り上げられ， 天文学
的手法と計時による手法とが並行にかつ相補的なものと
して扱われ

　

来場者が期待してくる以外の場所にも目を
向けてもらえるように展示の工夫がなされた， こうし
て， ハリソンの時計と他の部分の展示とでバランスがと
られるはずであったが， それでも 来場者はハリソンの
時計に列を作り， ニューヨークタイムズのレビュ←記事
のタイトルは「世界を変え時計を生んだ競争」 であっ
た． 歴史の多様な側面を議論するには， どうしても相手
の関心を高めることが必要であり， 展示だけでは ←ト分
かもしれないとＨｉｇｇｉｔｔは述べている，

ＶｉｃｔｏｌｉａＣａｉｎ，”ＰｒｅｓｅｎｔＴｅｎｓｅ：しｃａ日ｎｇ Ｈｉｓｔｏｌｙｉｎ
ＢｏｓｔｏｎヲｓＭｕｓｅｕｍｓｏｆＳｃｉｅｎｃｅ．

　

著者の ＶｉｅｔｏｒｉａＣａｉｎは， アメリカの科学博物館にお
いて科学史が顧みられることが少ない現状を分析し， そ
れを乗り越えるよう提言する， まずＣａｉｏは， ボストン
近郊の科学博物館を事例として， アメリカの科学博物館
において科学史に関する展示が少ないことを確認する．
たとえば， ボストンで最も人気のある科学博物館である
ボストン科学博物館では， 最先端の科学技術を展示に反
映させている反面， 歴史についてはほとんど取り扱わな
い， その理由としてＣａｉｎが指摘するのは， 第一に， 科
学博物館では科学系の企業のスボンサ」によって展示が
おこなわれることが多いため， 必然的に， 最先端の科学
技術をプロモーションするような展示が組まれやすいか
らである． 第二に， ヨーロッパに比べると， アメリカの

科学博物館では政府からの財源が少なく， また， 学校の
カリキュラム （科学史はほとんど含まれない） に関連し

（４４） （４５）
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化

　

学

　

史

た展示が好まれるからである， しかしながら， 科学史を
科学博物館にうまく取り入れた事例もあり， たとえばノ・
一バード白然誌博物館， Ｍ工Ｔ博物館，ノ・←バード歴史
科学機器コレクションがあげられる． ただしそれらが可
能となっている背景には， 母体の大学が非常に資金力が
あり， 政治的・経済的なプレッシャーから比較的自由で
あることがあげられる， 最後にＣａｉｎは， 今後の博物館
と科学史のより良い関係構築に向けて， 研究者， 科学
者， 大衆向けの科学博物館のスタッフの連携の必要性を
説き， Ｍｕｓｅｕｍ２，０と呼ばれる取り組みを紹介している‐

Ｍａｒ始

　

Ｃ．ＬＰｕｒｅｎ ｏａｎｄＪｏｓ色 ＰｅｄｒｏＳｏｕｓａ Ｄｉａｓ，
…Ｔｉ・ｎｅＣａｐｓｕｌｅｓ“ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ：

　

Ｍｕｓｅｕｍ Ｃｏｌｌｅｃ‐
ｄｏｎｓａｎｄｓｃｉｅｎ出６ｃＨｅ宣撫ｇｅ血 Ｐｏｄ噂証’

　

ＭａｒｔａＣ．ＬｏｕｒｅｎｃｏとＪｏｓとＰｅｄｒｏＳｏｕｓａＤｉａｓの論文
は， ポルトガルにおける国立科学博物館の歴史をもと
に， 科学と科学遺産の一筋縄ではいかない関係を描き出
している， ポルトガルには国立の科学博物館が存在しな
い．１８世紀このかたポルトガルは欧米列強と比べ経済．
産業的に立ち後れており， その遅れを取り戻すべく国立
の科学博物館を設立し， 科学ひいては産業を振興しよう
とする動きカキ世紀ごとに生じはした， だがいずれの試み
も， 経済的および政治的事情により比較的短命に終わっ
た， このためポルトガルにおける科学遺産保存の役割
は， 国内各所の大学や高校， 病院などの研究・教育機関
に併設された実験室やコレクションに委ねられた． こう
した施設では， 科学に投資される資源の少なさゆえに，
実験室やコレクションを新調することができなかった，
このようにポルトガルにおける科学の状況は決して良い
ものではなかった． しかし逆説的なことに， この苦しい
状況は科学遺産の保存に寄与することになった， すなわ
ちポルトガルにおいては， 国内の様々な場所に， 非常に
古い貴重な科学遺産がそのまま保存されることになった
のだ （科学の 「タイムカプセル」）． こうした保有：状況
は， 単一の場所に遺産を集め展示するという旧来の博物
館モデルで理解できるものではなく，「国中に分散した
単一のインフラ」 として捉えられている， ポルトガルの
事例は「科学が発展するほどに科学遺産が生まれる」と
いう直線的関係は成立しないことを教えてくれる
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４７

と述べた． Ｍａａｓ本人は反語のつもりで述べたのだろう
が， まさにこの２点こそ， より深く， 多様な視点から議
論されるべき部分である，

　

東京大学科学史・科学哲学研究室に所属する大学院生
を中心といて，２０１１年度から定期的にＺｓｚｓの特集記事
を読む研究会を開催している， 本記事は，２０１７年７月
の同研究会に参加された方々の意見に多くを負ってい
る

　　　　　

（升元健太郎， 斉藤方丈， 藤本大士，（升元健太郎， 斉藤方丈，
片岡雅知， 住田朋久）

ＰｅｔｅｒＨｅｅｄｎｇ，
‘‘ＳｃｉｅｎｃｅＤｑｕｓｅｕｌ１ｏｓａｍｄＳｃｉｅｎｃｅＥｄ－

ｕｃａｄｏｎ’’

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

、

　

ミュンヘンのドイツ博物館で滞在研究をしたことのあ
るＰｅｔｅｒＨｅｅｒｉｎｇは， 科学博物館における教育について
議論する． 市民の科学リテラシ←が注目されるなか， 近
年の科学教育では， 与えられた知識の学習よりも， 学生
自身の活動 （探究中心学習ｉｎｑｕｉｒｙ－ｂａｓｅｄ工ｅａｒｎｉｎｇ） が

重要だと考えられている． たとえばエルステッド（１７７７－
１８５１） の電磁相互作用を扱す際， 教師が与えたワークシ
ートに基づいて実験するのではなく， エルステッドの文
章を読んで実験を設計するのである． また， 科学の内容
だけでなく，「科学者がどのように知るか」という 「科
学の本質ｎａｔｎｒｅｏｆｓｃｉｅｎｃｅ」 を学ぶことも強調される．
ＤｏｕｇｌａｓＡＩ１ｅｈｉｎはこれらを統合し， 内容， 手順の技法，
科学の性質を含む「全科学ＷｈｏｌｅＳｃｉｅｎｃｅ」を提案する，
これは歴史的事例研究に基づくので， 科学博物館と相性
がよい， そこでは， 科学博物館の物や， 文化的文脈にお
ける位置づけが重視される， もうひとつの重要なアプロ
ーチは「物語り」 である． たとえばゲーリケ （１６０２‐
１６８６） の真空ポンプの発明やハリソン（１６９３‐１７７６） の
機械時計の開発には， 多くの人々が関わり， 失敗や論争
など感情的な側面も存在する． このように， 科学教育に
おいて歴史的アプローチは役立つのである

　

以上が各論考の概要である， 最後に， 本特集から得ら
れる論点を提示したい，

　

博物館の機能は， 一般的に「収集・保存」「調査・研
究」「展示・教育」 の３つがあるとされる，お肉第９６巻
（２００５年）のＦｏｃｕｓ“ＭｕｓｅｕｍｓａｎｄｔｈｅＨｉｓｔｏｒｙｏｆｓｃｉ‐
ｅｎｃざ

　

は「調査・研究」 に注目したものであった． そ
れに対し本特集は，「展示・教育」 に焦点が当てられた
ものである，

　

本特集全体を通した主張の一つに，「科学は多様な
人々の活動から成る複雑な営みであることを， 一般の
人々に向けて． また， 科学教育の現場で， 伝えるべきで
ある」というものがある． 科学理論の内容だけではなく
社会や制度の歴史的な役割を伝えることは現在の科学へ
の社会的な支援を増加させ， 少数の天才以外の科学への
貢献を伝えることは学生たちにより科学への意欲をもた
らすだろう， という主張には同意できる部分も多い， し
かし， これは「（１） 科学史の資料を使って」「（２） 博物
館での展示という手法で」 どれほど達成可能な物だろう

か？

　

（１） については， 第一に，「過去の」 科学遺産で「現
代の」 科学リテラシ←を学べるか， という問題がある，
確かに過去の「科学」 と称される活動と現在の科学に共
適する特徴はあるだろうが， しかし． まさに科学的な営
みの性質は時代とともに変化し続けていることこそ， 科
学史の研究が明らかにしていることではないだろうか，
第二に， 本特集で登場した科学史の事例は， レーウェン
フックの顕微鏡， ハリソンの時計， エルステッドの電流
の磁気作用など， 現代でも通用する西洋での発明．発見
ばかりであり， このような資料はどうしても欧米の方が
充実している， しかし， 西洋以外の地域でも独自の科学
的な営みが発展していたことは科学史の研究が明らかに
していることであり， 日本もその一つである． 日本のよ
うな地域に特有の史料が本特集で調われているような科
学を伝えるという目的に活用可能かどうかは， 改めて考
察されるべきであろう．

　

（２） については， 元来， 博物館の来場者は展示品やパ
ネルをすべて真剣に見て記憶するわけではない， これに
は肉体的・精神的疲労 （博物館疲労Ｍｕｓｅｕｍ Ｆａｔｉｇｕｅ
という言葉もある） や時間的制限など様々な要素が関連
している， このような状況において， 展示はどれほど有
効な手段であろうか？

　

科学のより複雑な様相を伝える
ためには， どうしてもより多くの展示を見てもらわなく
てはならない， 本特集のＨｉｇｇｉｔｔの論考で紹介された展
示はまさにこの点に挑戦したものだったが， 同時に展示
の限界を感じさせるものでもあった， 博物館職員との直
接の対話の重要性も説かれているが， すべての現場で行
えるものではなく， 各科学博物館の一層の創意工夫が求
められるところである，

　

以上， 本特集から得られる論点をやや批判的に紹介し
たが， 科学史や博物館展示の社会的意義を否定したいも
のではない点を， 最後に付け加えておく． 現在科学と称
される営みの多様な在り方を歴史から学ぶことば， 科学
リテラシーの滴義という視点以外においても， 多くの意
味を持ちうる． また， 博物館という施設は， 必ずしも
「何かを学ぶ」ための施設である必要はなく， 例えば古
い機器を古美術品として鑑賞するという楽しみ方も認め
られるはずである，

　

本特集の工ｎ宜ｏｄｕｃｔｉｏｎで Ｍａａｓは， 「科学のソフトな

面」 を伝えるために，「科学史より良い方法があるだろ
うか？」「公共の博物館より良い場所があるだろうか？」

ＡｇｕｓｔｉＮｉｅｔｏ－Ｇ副ａｎ，（ｔｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＦｉｏｎａＫｅｌｓｏ），
Ｓｃｆｅ牡ｃｅｉｎ

　

量ｅ Ｐｕｂ互ｃＳｐｈｅｒｅ‘Ａ 猛７ｓわｒｙｏヂ
ムザ あとゴロｏｗ′ｅｄｇｅａｎｄ Ｅｘｐｅｒ”ｓｅ （Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，
２０１６）．服ＢＮ：９７８‐１‐１３８‐９０９５２‐６（ｐｂｋ）

　

筆者がこの本に関心を持ったのは， 表題 『公共圏にお
ける科学』が筆者たちの科研費共１司研究の課題「近代イ
ギリスにおける科学の制度化と公共圏」とかなり似てい
るからである， 一体どのような内容の本だろうか，

　

前書きによれば， 著者が本書を構想するようになった
きっかけは， 留学していたオクスフォード大学大学院の
科学史セミナ←で１９９４年４月に大衆科学 （ｐｏｐｍａｒｓｏｉ‐
ｅｎｃｅ） という語を初めて知ったことにあった， これ以
来， 著者は科学の大衆化 （ｓｏｉｏｎｏｅｐｏｐｕｌａｒｉｚａｂｏｎ） をメ
インテ←マとした新しい科学史書を書くこと， 特に理論
的な枠組みを提示することに心血を注ぎ，２０１１年にス
ペイン語の本を上梓した． 本書はその英語版のようであ
る． 著者の見るところ， このテーマに関するこれまでの
研究は， 個別事例や国ごとの特有な事情に限定されすぎ
ているという問題点があった． 本書ではこの限界を突破
しようと， ルネサンスから２０世紀までを対象とした大
きな見取り図を描くことをめざすという， 各章の概要は
次の通り，

　

第１章 「科学文化への不満」

　

１９６０年以降

　

科学にはリスクや危険が伴うといった
負のイメージが広がったが， その背後にあったのは， 科
学者 （＝科学の専門家） と大衆の間に大きな断絶がある
とする見方であった， 著者はこの見方をｄｏｆｉｃｉｔｍｏｄｅｌ

（４６） （４７）



　

４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

化

　

学

　

史

た展示が好まれるからである， しかしながら， 科学史を
科学博物館にうまく取り入れた事例もあり， たとえばノ・
一バード白然誌博物館， Ｍ工Ｔ博物館，ノ・←バード歴史
科学機器コレクションがあげられる． ただしそれらが可
能となっている背景には， 母体の大学が非常に資金力が
あり， 政治的・経済的なプレッシャーから比較的自由で
あることがあげられる， 最後にＣａｉｎは， 今後の博物館
と科学史のより良い関係構築に向けて， 研究者， 科学
者， 大衆向けの科学博物館のスタッフの連携の必要性を
説き， Ｍｕｓｅｕｍ２，０と呼ばれる取り組みを紹介している‐

Ｍａｒ始

　

Ｃ．ＬＰｕｒｅｎ ｏａｎｄＪｏｓ色 ＰｅｄｒｏＳｏｕｓａ Ｄｉａｓ，
…Ｔｉ・ｎｅＣａｐｓｕｌｅｓ“ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ：

　

Ｍｕｓｅｕｍ Ｃｏｌｌｅｃ‐
ｄｏｎｓａｎｄｓｃｉｅｎ出６ｃＨｅ宣撫ｇｅ血 Ｐｏｄ噂証’

　

ＭａｒｔａＣ．ＬｏｕｒｅｎｃｏとＪｏｓとＰｅｄｒｏＳｏｕｓａＤｉａｓの論文
は， ポルトガルにおける国立科学博物館の歴史をもと
に， 科学と科学遺産の一筋縄ではいかない関係を描き出
している， ポルトガルには国立の科学博物館が存在しな
い．１８世紀このかたポルトガルは欧米列強と比べ経済．
産業的に立ち後れており， その遅れを取り戻すべく国立
の科学博物館を設立し， 科学ひいては産業を振興しよう
とする動きカキ世紀ごとに生じはした， だがいずれの試み
も， 経済的および政治的事情により比較的短命に終わっ
た， このためポルトガルにおける科学遺産保存の役割
は， 国内各所の大学や高校， 病院などの研究・教育機関
に併設された実験室やコレクションに委ねられた． こう
した施設では， 科学に投資される資源の少なさゆえに，
実験室やコレクションを新調することができなかった，
このようにポルトガルにおける科学の状況は決して良い
ものではなかった． しかし逆説的なことに， この苦しい
状況は科学遺産の保存に寄与することになった， すなわ
ちポルトガルにおいては， 国内の様々な場所に， 非常に
古い貴重な科学遺産がそのまま保存されることになった
のだ （科学の「タイムカプセル」）． こうした保有：状況
は， 単一の場所に遺産を集め展示するという旧来の博物
館モデルで理解できるものではなく，「国中に分散した
単一のインフラ」 として捉えられている， ポルトガルの
事例は「科学が発展するほどに科学遺産が生まれる」と
いう直線的関係は成立しないことを教えてくれる

化

　

学

　

史 研

　

究

　

Ｖｏｌ．４５

　

Ｎ‐ｏ，１ 紹

　　　

介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４７

と述べた． Ｍａａｓ本人は反語のつもりで述べたのだろう
が， まさにこの２点こそ， より深く， 多様な視点から議
論されるべき部分である，

　

東京大学科学史・科学哲学研究室に所属する大学院生
を中心といて，２０１１年度から定期的にＺｓｚｓの特集記事
を読む研究会を開催している， 本記事は，２０１７年７月
の同研究会に参加された方々の意見に多くを負ってい
る

　　　　　

（升元健太郎， 斉藤方丈， 藤本大士，（升元健太郎， 斉藤方丈，
片岡雅知， 住田朋久）

ＰｅｔｅｒＨｅｅｄｎｇ，
‘‘ＳｃｉｅｎｃｅＤｑｕｓｅｕｌ１ｏｓａｍｄＳｃｉｅｎｃｅＥｄ－

ｕｃａｄｏｎ’’

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

、

　

ミュンヘンのドイツ博物館で滞在研究をしたことのあ
るＰｅｔｅｒＨｅｅｒｉｎｇは， 科学博物館における教育について
議論する． 市民の科学リテラシ←が注目されるなか， 近
年の科学教育では， 与えられた知識の学習よりも， 学生
自身の活動 （探究中心学習ｉｎｑｕｉｒｙ－ｂａｓｅｄ工ｅａｒｎｉｎｇ） が

重要だと考えられている． たとえばエルステッド（１７７７－
１８５１） の電磁相互作用を扱す際， 教師が与えたワークシ
ートに基づいて実験するのではなく， エルステッドの文
章を読んで実験を設計するのである． また， 科学の内容
だけでなく，「科学者がどのように知るか」という 「科
学の本質ｎａｔｎｒｅｏｆｓｃｉｅｎｃｅ」 を学ぶことも強調される．
ＤｏｕｇｌａｓＡＩ１ｅｈｉｎはこれらを統合し， 内容， 手順の技法，
科学の性質を含む「全科学ＷｈｏｌｅＳｃｉｅｎｃｅ」を提案する，
これは歴史的事例研究に基づくので， 科学博物館と相性
がよい， そこでは， 科学博物館の物や， 文化的文脈にお
ける位置づけが重視される， もうひとつの重要なアプロ
ーチは「物語り」 である． たとえばゲーリケ （１６０２‐
１６８６） の真空ポンプの発明やハリソン（１６９３‐１７７６） の
機械時計の開発には， 多くの人々が関わり， 失敗や論争
など感情的な側面も存在する． このように， 科学教育に
おいて歴史的アプローチは役立つのである

　

以上が各論考の概要である， 最後に， 本特集から得ら
れる論点を提示したい，

　

博物館の機能は， 一般的に「収集・保存」「調査・研
究」「展示・教育」 の３つがあるとされる，お肉第９６巻
（２００５年）のＦｏｃｕｓ“ＭｕｓｅｕｍｓａｎｄｔｈｅＨｉｓｔｏｒｙｏｆｓｃｉ‐
ｅｎｃざ

　

は「調査・研究」 に注目したものであった． そ
れに対し本特集は，「展示・教育」 に焦点が当てられた
ものである，

　

本特集全体を通した主張の一つに，「科学は多様な
人々の活動から成る複雑な営みであることを， 一般の
人々に向けて． また， 科学教育の現場で， 伝えるべきで
ある」というものがある． 科学理論の内容だけではなく
社会や制度の歴史的な役割を伝えることは現在の科学へ
の社会的な支援を増加させ， 少数の天才以外の科学への
貢献を伝えることは学生たちにより科学への意欲をもた
らすだろう， という主張には同意できる部分も多い， し
かし， これは「（１） 科学史の資料を使って」「（２） 博物
館での展示という手法で」 どれほど達成可能な物だろう

か？

　

（１） については， 第一に，「過去の」 科学遺産で「現
代の」 科学リテラシ←を学べるか， という問題がある，
確かに過去の「科学」 と称される活動と現在の科学に共
適する特徴はあるだろうが， しかし． まさに科学的な営
みの性質は時代とともに変化し続けていることこそ， 科
学史の研究が明らかにしていることではないだろうか，
第二に， 本特集で登場した科学史の事例は， レーウェン
フックの顕微鏡， ハリソンの時計， エルステッドの電流
の磁気作用など， 現代でも通用する西洋での発明．発見
ばかりであり， このような資料はどうしても欧米の方が
充実している， しかし， 西洋以外の地域でも独自の科学
的な営みが発展していたことは科学史の研究が明らかに
していることであり， 日本もその一つである． 日本のよ
うな地域に特有の史料が本特集で調われているような科
学を伝えるという目的に活用可能かどうかは， 改めて考
察されるべきであろう．

　

（２） については， 元来， 博物館の来場者は展示品やパ
ネルをすべて真剣に見て記憶するわけではない， これに
は肉体的・精神的疲労 （博物館疲労Ｍｕｓｅｕｍ Ｆａｔｉｇｕｅ
という言葉もある） や時間的制限など様々な要素が関連
している， このような状況において， 展示はどれほど有
効な手段であろうか？

　

科学のより複雑な様相を伝える
ためには， どうしてもより多くの展示を見てもらわなく
てはならない， 本特集のＨｉｇｇｉｔｔの論考で紹介された展
示はまさにこの点に挑戦したものだったが， 同時に展示
の限界を感じさせるものでもあった， 博物館職員との直
接の対話の重要性も説かれているが， すべての現場で行
えるものではなく， 各科学博物館の一層の創意工夫が求
められるところである，

　

以上， 本特集から得られる論点をやや批判的に紹介し
たが， 科学史や博物館展示の社会的意義を否定したいも
のではない点を， 最後に付け加えておく． 現在科学と称
される営みの多様な在り方を歴史から学ぶことば， 科学
リテラシーの滴義という視点以外においても， 多くの意
味を持ちうる． また， 博物館という施設は， 必ずしも
「何かを学ぶ」ための施設である必要はなく， 例えば古
い機器を古美術品として鑑賞するという楽しみ方も認め
られるはずである，

　

本特集の工ｎ宜ｏｄｕｃｔｉｏｎで Ｍａａｓは， 「科学のソフトな

面」 を伝えるために，「科学史より良い方法があるだろ
うか？」「公共の博物館より良い場所があるだろうか？」

ＡｇｕｓｔｉＮｉｅｔｏ－Ｇ副ａｎ，（ｔｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＦｉｏｎａＫｅｌｓｏ），
Ｓｃｆｅ牡ｃｅｉｎ

　

量ｅ Ｐｕｂ互ｃＳｐｈｅｒｅ‘Ａ 猛７ｓわｒｙｏヂ
ムザ あとゴロｏｗ′ｅｄｇｅａｎｄ Ｅｘｐｅｒ”ｓｅ （Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，
２０１６）．服ＢＮ：９７８‐１‐１３８‐９０９５２‐６（ｐｂｋ）

　

筆者がこの本に関心を持ったのは， 表題 『公共圏にお
ける科学』が筆者たちの科研費共１司研究の課題「近代イ
ギリスにおける科学の制度化と公共圏」とかなり似てい
るからである， 一体どのような内容の本だろうか，

　

前書きによれば， 著者が本書を構想するようになった
きっかけは， 留学していたオクスフォード大学大学院の
科学史セミナ←で１９９４年４月に大衆科学 （ｐｏｐｍａｒｓｏｉ‐
ｅｎｃｅ） という語を初めて知ったことにあった， これ以
来， 著者は科学の大衆化 （ｓｏｉｏｎｏｅｐｏｐｕｌａｒｉｚａｂｏｎ） をメ
インテ←マとした新しい科学史書を書くこと， 特に理論
的な枠組みを提示することに心血を注ぎ，２０１１年にス
ペイン語の本を上梓した． 本書はその英語版のようであ
る． 著者の見るところ， このテーマに関するこれまでの
研究は， 個別事例や国ごとの特有な事情に限定されすぎ
ているという問題点があった． 本書ではこの限界を突破
しようと， ルネサンスから２０世紀までを対象とした大
きな見取り図を描くことをめざすという， 各章の概要は
次の通り，

　

第１章 「科学文化への不満」

　

１９６０年以降

　

科学にはリスクや危険が伴うといった
負のイメージが広がったが， その背後にあったのは， 科
学者 （＝科学の専門家） と大衆の間に大きな断絶がある
とする見方であった， 著者はこの見方をｄｏｆｉｃｉｔｍｏｄｅｌ

（４６） （４７）
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升元健太郎， 斉藤方丈， 藤本大士， 片岡雅知， 住田朋久

　

４

　

４ （４４）
Ａｇｕｓｔｉ Ｊｉｅｔｏ－Ｇａｌａｎ，ｓｃｉｅ“” 粥 舵ｅＰ鷲鋭化ｓＰわｅγ６′Ａ
猛Ｚｓｚｏか けＬＱγＫｍｗ‘ｅｄｇｅα〃ｄＥゆｇ打Ｚｓｅ
水沢光『軍用機の誕生－日本軍の航空戦略と技術開発』

大 野

　　

誠
橋本毅彦

４７ （４７）
４９ （４９）

（１）

（１５）

（２７）
（４０）
（４３）

エミル．フィッシャー

化

　

学

　

史

　

学

　

会


