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戦時下日本の科学史研究
－その量的・質的特徴についての考察－

＜投稿後に誤植を訂正したもの＞

河村 豊

１．まえがき

日本における科学史研究がいつ始まり，ど

のように発展していったのか．その起源と言

える 1つの動きは，医師であり医学史研究者

でもあった富士川游（1865-1940）が 1904 年

に執筆した『日本医学史』（裳華房）が挙げ

られる．１） 一方，海外の科学史概説書が翻

訳され，日本に広まり始めた点に注目すれば，

1923 年刊行の『科学史概論』（1 月），『科学

史概講』（6 月），『科学史』（8 月）が起源の

もう 1つであると言っても良いだろう．２）

仮に 1923 年から日本での科学史研究が本

格化し始めたと判断するならば，2023年は，

「日本における科学史研究 100周年」となる．

日本科学史学会の設立が 1941年 4月なので，

2021 年が研究組織の創立 60 周年，学会創設

まで，40 年ほど期間がかかったと言える．

本稿ではこうした記念行事に触れる意図は

ない．その代わりに，日本における科学史研

究の黎明期ともいえる 1920年代から 40年代

が，「戦争と科学」の時代でもあったことに

関心があり，日本での科学史研究の歴史を振

り返ることを試みたい．

この論考を「戦時下日本の科学史研究」と

題したように，科学史研究は日中戦争，太平

洋戦争という戦時中に活発になり，学会も創

立された．したがって，この時代にどのよう

に科学史研究に関心が持たれ，また科学史研

究者が，戦時中にどのような研究を行い，ど

のような発言を行ってきたのかは，戦争と科

学史研究という問題を考えるための基礎作業

ともなる．ただし，本論考では日本科学史学

会の設立過程については触れない．

まず日本科学史学会第 2代会長（1948-1959

年度）であった小倉金之助（1885-1962）を

取り上げてみよう．小倉は戦後になって，「要

するに，われわれの殆どすべては権力の前に

屈服したのである．もちろん私もまさにその

一人であったのだ」と反省している．３） 小

倉は敗戦直後にも，「敗戦の結果として，戦

時中の一切のものを，すべて破算にしようと

いふやうな軽率な態度は，この際 却つて批

判されなければならない．如何なる意味にせ

よ，戦時中の仕事を無視することは，決して

許されない」と，戦時中に自らが関与したこ

とを振り返っていた．４） しかし，小倉がこ

うした「批判」についてどのような反省した

のかなどは明確ではない．

小倉が戦時中，1941年 4月に発表した「現

時局下に於ける科学者の責務」では，「従来，

日本の科学者は，あまりに時代に無関心であ

った．（略）日本人である限り，彼は，平時

にあっては勿論のこと，非常時にあって尚更

らに，科学によつて，国家に奉公すべきであ

る．軍人が血を国家に捧げるように，科学者

の専門的才能と知識とは，－たとひ，どんな

に彼の名声が国境を越えたところで－ 一切

をあげて，国家に捧ぐべきものである」と，

科学者に国家への奉仕を論じていた．５） さ

らに，1944 年 11 月に刊行された『戦時下の

数学』の「読者諸君へ」では，「今日，わが

国民全体が総力を挙げて，大東亜戦争を勝ち

抜かねばならない重大時機であり，殊に現代

の戦争が科学戦であります性質上，科学技術
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を学ぶ者の責務は，極めて重いのであります」

と述べ，「それを軍官民一体の協力の下に真

に日本的な，力強い精神力を以て遂行すべき」

と，軍官民一体論も展開していた．６）

当時の発言だけを捉えれば，科学史研究者

は戦争の時代に迎合し，さらに扇動していた

と批判されても，当然だろう．

小倉金之助を含め，日本科学史学会の創設

に大きな役割を果たした研究者が，当時の時

代に迎合していたのではないかという疑念に

ついては，すでに道家達将が一つの答えを示

している．

「ところでこの学会の設立，そして，その

後の運営について，あれは，当時高まりつつ

あったファシズムの潮流に迎合しようとした

ものだとする見解がある．確かに，菅井準一

ら 5人｛他に天野清，湯浅光朝，稲沼瑞穂，

平田寛｝が学会創設を準備した時期，菅井を

初め 5人中 3人が陸軍士官学校の若手教授で

あり，さらに菅井は大政翼賛会の文化部副部

長になり，敗戦後に「公職追放」になっても

いる．しかし，よく調べてみると，科学史学

会設立に参加した人びとは，強弱の違いはあ

るが，菅井も含めて心底では反ファシズムの

立場に立っていた人びとが多かった」．７）

その事例の一つとして，菅井準一（1903-82）

と三木清（1897-1945）の関わりを，「やがて

治安維持法違反で拘束される三木清が，菅井

準一を大政翼賛会の役職に就くように画策し

たということになる．三木清が近衛文麿のブ

レーンである昭和研究会の専門部の一つ「文

化部会」の委員長であったことなどの動きを

含めて理解しなければ，1941 年における日

本科学史学会設立の意味を正しく理解するこ

とはできない．単純に時代に迎合したという

評価では済まされない複数の要因や動きがあ

る」と説明している．

三木清のこうした政治的活動については，

「時局の迎合者」として評価するのではなく，

文化人としての理想を現実社会に活かそうと

した中で挫折したのだ，と評価したのは杉山

雅夫である．「結局彼｛三木｝は時代の中に

生きようとしたのである．三木は熱狂的な軍

国主義者からは遠いところにあったが，戦争

に関わらざるを得ないと認識していた」と，

近衛のブレーンになった三木の考え方を説明

している．８）

時代に関わろうとしたことが，一方では逮

捕・拘留，もう一方では戦時体制の中での活

動という道につながった．熱狂的な軍国主義

者でないという共通点を考えれば，両者の違

いを必要以上に大きく考えることはできない

のかもしれない．この点で，日本科学史学会

創設のために人的援助，財政的援助を求めて

活動した菅井準一らも，「戦争に関わらざる

を得ない」との認識をもって，科学史研究に

向き合っていた．こうした姿勢で科学史研究

に向かった研究者が，同学会などの組織運営

を担っていた，このように理解することから

分析し始める必要があろう．

他方，当時の若手研究者の中には，こうし

た積極的な対応を取らなかった者もいた．た

とえば，科学史学会設立に関わった平田寬

（1910-94）は，「ある程度，時局に便乗しな

けりゃやっていけない時代だったんです．ち

ょっとでも筆や口で軍部や戦争を批判すれ

ば，すぐ逮捕されていました」と当時の心境

を述べている．９） 戦争批判などには関わら

ないように，科学史研究を学問的に進めてい

こうという姿勢ではないだろうか．

もちろん，岡邦雄（1890-1971）のように 1920

年代より科学史研究に関わり，日本における

科学史研究の初期の活動を担いながら，「フ

ァシズムの潮流に迎合」せず，唯物論研究会

に活動の中心を置き，そのために治安維持法

違反で拘束・投獄され，科学史研究の活動や

発表の機会を失った研究者もいた．１０）

では，戦時下の科学史研究をどのように評

価したら良いのだろうか．分析視角として参

考になるのは，北河賢三の次のような議論で

ある．「抵抗の意志をもって沈黙を守った知

識人は少なからず存在した．しかし，それら
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の知識人だけでなく，戦争に全身のめりこん

でいった「愛国青年」たちのなかにさえ，身

近のしいたげられた人びと－「非国民」と呼

ばれた人びとへの共感や，官憲や末端の指導

者などに対する憤りや抵抗感があったこと－

それを抵抗と呼ぶかどうかは別にしても－に

眼を向けることが必要であろう．そうした経

験が，戦後登場してくる若い知識人たちの思

想形成の核になっていることが少なくないと

思われるからである」．１１）

内なる共感や抵抗感をもっていたかどうか

を，戦時中の活動からは簡単には確認できな

いが，戦後になってからの活動とその影響も

合わせて分析すべき，という視角であろう．

こうした分析視角を参考にして，戦争の時

代の表向きの関わり方（積極的・消極的・批

判的）の分析をひとまず中断しておき，まず

この時代の科学史研究の活動実態を実証的に

明らかにする作業から始めてみたい．そのた

めに，本稿では，戦時下の日本の科学史研究

について，定量的手法も加えることで，その

実態について調べることに努めたい．

以下では，第 1に戦時中の科学史ブームの

実態，第 2に戦時中の科学史研究の活動内容

についての特徴を調べていく．

２．図書・雑誌等に関する量的分析

まず，科学史ブームがどのようなものであ

ったのかを定量的に分析したい．

八杉龍一（1911-97）は，1942 年 7 月に岩

波書店の『思想』の中で，「自然科学の歴史

に対する関心が我国に於てはじめて高まり，

その記述並びに分析が盛に行はれる様になっ

たのは，今より十年余り以前の事である」と

述べている．１２） では，この「高まり」を

科学史ブームと呼んで良いだろうか．

（1）科学史関係図書数にみる傾向

このことを実証するために，まず単行本と

して出版された科学史関係の著作数を調べて

みた．ここで言う「科学史関係」には，科学

史・科学論，技術史・技術論を含めたが，科

学，哲学，工学，経済学そのものの著作は排

除することを心がけ，1916 年から 1955 年ま

でに刊行された合計約 930冊を選択し，グラ

フ化した（図 1）．１３）

図１ 科学史系図書刊行の推移(1916－ 55)

図 1の変化から以下の傾向があったことが

推定できる．第 1 に，1942 年に科学史関係

の著作がピークを迎えている点である（123

冊，未刊行を含む）．第 2 に，1934，42，49

年にピークが見えることである．しかし，こ

の 3つのピークをもってブームがあったとは

確定できない．当時の出版数全体との比較が

できていないからである．この比較は容易で

はないが，次のような比較のためのグラフを

作成してみた（図 2）．

図２ 図書刊行の変動傾向（1930－ 49）

図 2は，図書館が所蔵している図書数と，

科学史関係図書刊行数とを比較したものであ

る．１４） 系列 1 は，国立国会図書館（NDL

Online）を利用して所蔵して図書数を年別に

カウントしたものである．1935 年（26,261

件）と 1942 年（23,095 件）の 2 つのピーク
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があるが，それ以降は 1945 年まで減少傾向

を示している．系列 2，東京大学図書館（東

京大学 OPAC)を利用して同様にカウントし

たものである．1936 年（14,086 件）に小さ

なピークがあるが，それ以降は 1945 年まで

減少傾向を示している．系列 3は，科学史関

係図書数の増減について，比較しやすいよう

に実数値を 500 倍にしてグラフ化した．系列

4 は，東京都立図書館（Web 検索）を利用し

て，「科学」をキーワードにして「図書」を

検索したヒット数のグラフである（同様の理

由で 200倍にして示した）．1942年（実数 129

件）にピークがあることもふくめ，系列 3と

相似形を示している．

図 2を使うことで確認できることは，図書

全体の刊行数が 1940年から 45年までの時期

に減少傾向を示している一方で，科学や科学

史関係の図書の刊行数は 1942 年をピークに

増加していたという点である．また系列 4と

の比較では，科学史関係は，「科学」を含む

図書全体よりも，2 年ほど早く 1937 年から

増加していることも分かる．

（2）科学史関係記事を掲載した雑誌の動向

科学史関係の論文や記事は，その多くが雑

誌に掲載されている．従って，単行本（図書）

とは別に雑誌に掲載された論文等の数量的な

調査が必要となる．今回の論考では雑誌に掲

載された科学史関連論文等の定量的調査に先

んじて，その準備調査となる作業を行った．

それが，科学史関係論文等の発表媒体とな

り得た定期刊行物である「雑誌」について，

その年代別の創刊数を調査した（図３）．１５）

たとえば桑木彧雄（1878-1945）は，1919

に創刊された雑誌『我々』（我等社）には「ジ

ョージ・サートン氏の学術史の研究」を掲載

（1920年 1月），1921年に創刊された『思想』

（岩波書店）には「科学史の研究」を掲載（1935

年 10月号）している．１６） またいわゆる総

合雑誌といわれる『改造』や『中央公論』な

どの雑誌にも科学史関連の記事が掲載されて

いる．例えば，『改造』では，「日本科学技

術の確立」を特集している（1943 年 8 月）．

また『中央公論』では，岡邦雄の論文「科学

と社会」（1936 年 12 月）あるいは「技術の

歴史的研究－技術史論序説」（1937年 7月），

その他，小倉金之助「自然科学者の任務」（1936

年 12月）が掲載されている．

図 3 における系列 1 は，1919 年以降から

1944 年までに創刊された雑誌（総合雑誌や

専門雑誌）の内，科学史関係論文や特輯・記

事等を掲載していると判断できた 93 種類の

雑誌を選び，その年代別創刊数に示した．１７）

比較のために，また系列 2 では，雑誌名に

「科学」を付けているもの 32 種を「科学系

雑誌」として抽出し，その年別創刊数を示し

た．科学系雑誌では，例えば，『科学知識』

では「特輯・科学今昔号」（1927年 10月号），

『科学ペン』では，「特輯・日本の科学史」

（1940 年 1 月号），『科学文化』では，「特輯

・明治諸学事始」（1942 年 8 月号）と「特輯

・科学史入門」（1943 年 3 月号）など，科学

史に関する特集記事が確認できている．

図 3 科学史関係論文等掲載の雑誌創刊数

（1919－ 44年）

図３からは，1935 年以降からは雑誌創刊

数が増加傾向であること，また 1942 年の創

刊数がピークを示していることが分かる．特

に 1942 年における創刊数のピークは，科学

史関係図書における刊行数ピークと同様の傾

向である．

図 1から 3までの検討から，戦時中には「科

学史ブーム」と言える現象は存在していたと

いえる．ここからは，それを踏まえて，その
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背景についての分析が必要となろう．

３．図書・雑誌の増加傾向についての分析

（1）科学史関係図書の増加の背景

科学史関係論文や記事がどのような背景で

増加したのかを特定することは，容易ではな

い．例えば，八杉龍一は，日本科学史の研究

が盛んになった理由については「今更此処に

説く迄までもない」と，先に引用した 1942

年 7月の論文に書いている．当時の人々には

「盛ん」となった理由は明白だったであろう

が，今日においては，「科学振興ブーム」が

あったと理解して良いのか，「高度国防国家」

論などの政策と結びつけて理解すべきかな

ど，改めて根拠を探した上で結論を出す必要

がある．１８） 当時の読者がどのような気持ち

で購入したかの動機を分析することも必要な

作業だろう．そこで，本論考では，当時の読

者が科学史関係の図書を購入しやすい条件

が，どのように作られていたのかという点に

絞って調べて，以下に述べて見たい．

科学関係の図書が一般読者にとって購入し

やすくなった一つの工夫として，この時期に

登場した，いわゆるシリーズ刊行図書がある．

文庫や新書，叢書，選書，全書などが 1920

年代から登場し，この中に多くの科学史関係

の図書が含まれている．例えば文庫の場合で

は，西村真次『発明発見物語』がアルス社「日

本児童文庫」（第 41，1927 年）として，ダー

ウィン，三宅驥一訳『種の起源』が潮文閣「万

有文庫」（第 3，1928 年）として刊行されて

いる．科学史関係の図書を含むと思われたシ

リーズ刊行図書の種類をカウントすると，文

庫で 5種類，新書で 5種類，叢書で 12種類，

選書で 5 種類，全書で 5 種，合計 32 種類を

確認することができた． １９）

その中でも，「科学史」を主に扱った，『科

学史叢書』，『自然科学史叢書』，『科学古典

叢書』，『日本科学古典全書』が，1940 年か

ら刊行されている．これらが，ピークとなっ

た 1942 年の科学史関係図書の刊行数，123

冊の刊行を支えていたと言えるだろう．２０）

（2）科学史を支えていた雑誌の実態

一方，科学史関係の論文を発表する雑誌媒

体としては，1930 年代までは，『東洋学芸雑

誌』や『史学』の専門系雑誌が役割を果たし，

その後は『唯物論研究』，『改造』，『中央公

論』，さらに『科学評論』，『科学知識』，『科

学ペン』，『科学主義工業』．1941 年以降から

は『科学人』，『図解科学』，『科学朝日』，『科

学史研究』などに掲載されている．

総合雑誌である『改造』や『中央公論』に

科学史関係の論文・記事が掲載されるように

なったことは，科学史が幅広い知識人に関心

を持たれた指標となる．また一方で，雑誌名

に「科学」を加えた雑誌に掲載の場合では，

理工系に関心のある読者層に対して，科学史

が受入れられていたという指標となる．

1941 年以降に「科学」を加えた雑誌が創

刊ブームになっている（図 3 の系列 2）．主

要な雑誌の創刊年に注目すると，1941 年の

創刊では，『科学人』（科学社，1月創刊），『図

解科学』（中央公論社，3月），『科学朝日』（朝

日新聞社，11 月），『科学文化』（日本科学文

化協会，12 月），『科学史研究』（日本科学史

学会，12月）の 5種類である．

1942 年以降では，『科学技術』（春陽堂書

店，1月），『科学思潮』（科学思潮社，1月，

『科学ペン』から改題），『科学日本』（日本

科学協会，4 月，『科学知識』から改題），

『科学技術動員』（財団法人科学動員協会，8

月）の 4種類である．

1943 年からは，図書とともに雑誌の発行

数も減少したようだが，新たに創刊された雑

誌もある．「科学」が加えられてる雑誌名を

みると，『航空科学技術蒐録』（大日本航空

技術協会，3 月創刊），『科学技術運動』（大

日本科学技術統同会，6 月創刊）の 2 種類あ

る．しかし，この 2種類の雑誌の場合，掲載

されている記事は，科学より技術，技術開発

より現場管理が取り上げられており，科学史

関係の記事はほとんど見当たらない．２１）
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（3）日本科学史学会との関わり

こうした科学史関係の図書・雑誌に掲載さ

れた著作，論文等に関して，1941 年 4 月に

設立された日本科学史学会会員は，どの程度

の比率で関わっているのだろうか．戦時下日

本における科学史研究活動の中で，日本科学

史学会がどのような役割を果たしたのかを理

解する基礎資料として，会員がどの程度の割

合で著作公表に関わっていたかを調べてみた

い．

戦時中での日本科学史学会会員名簿は，

1942 年 12 月時点（1943 年１月号掲載）と

1944年 12月時点（1945年 5月号掲載）との

二度刊行されている（いずれも『科学史研究』

誌に掲載された）．ここでは，前者の名簿（会

員数 360 人）のみを利用して，1941 年から

1944 年までの図書の執筆者に占める同会員

の割合を求めてみた（表 1）．２２）

表 1 図書著者に占める科学史学会員の比率

年 会員著者数 非会員著者数 組織数 割合

1941 40 37 10 46％

1942 49 59 15 40％

1943 33 25 13 46％

1944 22 28 10 37％

表 1 から分かることは，科学史関係の図書

の刊行が増大している時期において，その執

筆の役割を日本科学史学会会員が，ほぼ 4割

の比率で担っていることだ．1941-44 年まで

に刊行された科学史関係図書 341冊の内，同

会員（1942 年 12 月現在）による執筆は 144

冊（42 ％）．その後に同会員となる著者も数

人含まれていることを考えると，戦時中に刊

行された科学史関係図書の半数は，日本科学

史学会会員が関与していたことになる．した

がって，日本科学史学会会員が，1942 年に

図書発行数のピークを形成する際，少なくと

も量的な部分での担い手となっていたと判断

できるだろう．

しかし，科学史に関する関心があったこと

がきっかけで，日本科学史学会会員になった

という可能性もある．この点は日本科学史学

会会員についての出身別，年齢別，専門テー

マ別の分類を含めた分析が必要であるが，本

稿では扱わない．

４．科学史研究に関する質的分析（１）

（1）科学振興ブームと科学史研究

次に，科学史ブームの背景として，日中戦

争後に注目され始めた「科学振興」への関心

がどのように関わっているかを，検証してみ

たい．

政府関係の組織が「科学振興」を理由に科

学史研究を取り上げた事例としては，1942

年 3月に行われた日本諸学振興委員会自然科

学部門の第一回自然科学会（場所：東京帝国

大学）で科学史分野が登場したことである．22

件の発表の 1つに，日本科学史学会の創立の

中心人物であった菅井準一の論考「近代科学

の成立について－ガリレイ，ニュートンを中

心として－」が掲載されている．それ以外に

も，科学史学会会員の三宅剛一（東北帝大助

教授，哲学，1895-1982）「19 世紀に於ける科

学哲学の趨勢」，総力戦研究所所員の西内雅

（1903-93）「近世初頭に於ける我が国自然科

学の歴史的意義」などの科学史関係の報告が

取り上げられている．２３）

日本諸学振興委員会は，1936 年 9 月に広

田内閣での教学刷新という方針の中で設置さ

れた組織で，実質的な運営は文部省教学局が

行ったという点で，官制の研究組織といえる．

この委員会の母体は，1935 年 11 月 18 日に

設置された，文部大臣隷下の「教学刷新評議

会」で，その設置主旨は，「現下我国に於け

る学問，教育の実情を見るに，明治以来輸入

せられたる西洋の思想，文化にして未だ十分

咀嚼せられざるものを含み，これがために日

本精神の透徹全からざるものあり」という判

断からだ．同委員会では当初は教育学，哲学，

法学，経済学，史学，国文学，芸術の 7部門

に限られていたが，委員会設置から約 5年後
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になって 8部門目の自然科学が加えられた．

その理由を，当時の文部大臣であった橋田

邦彦は，「本委員会の趣旨の徹底を図り現下

切実なる要請となって居ります科学の振興に

資せんがために 新たに自然科学の部門を設

けました」という．２４）

科学の振興に資するためにの自然科学部門

において，その第 1回目の研究会での最初の

報告者が，菅井準一であった．科学振興の関

心が科学史研究につながっていたことの一つ

の証拠といえるだろう．２５）

科学史学会の関係者も，科学史研究が科学

振興に貢献するという自覚を持っていた．こ

のことは，日本科学史学会会員で，また同学

会の幹事（動物学関係）であった丘英通

（1902-82）の次の発言からも分かる．２６）

「科学振興に対し科学史研究のもつ役割は

大きい．強ひて自己の分野を狭くし，科学史

研究などは老人の暇つぶし位に考へて得々た

る学者などにかまって居られる時代ではな

い」と述べている．丘がそのように考えた理

由については，「学界を如何なる方向に進ま

す可きか，又それには如何なる方法を選ぶ可

きかは，学界が過去に辿り来れる歴史を明か

にして始めて決することが出来る」という思
マ マ

いを書いている．２７）

つまり，科学史研究に関心を持った自然科

学分野の研究者にとっては，自然科学を発展

させる手段を知るために，科学史研究に接近

する必要があるとの考えだった．

（2）科学史研究の意義

それでは，科学史研究とはどのようなもの

と説明されていたのだろうか．まず，科学史

研究の役割や意義をついて，どのような議論

があったのか，当時を振り返ってみたい．

初代の日本科学史学会会長となった桑木彧

雄は，科学史研究の意義を 1922年の論考「学

術史の研究」で語っている．「科学の発達に

も歴史的知識の加わったために，よし創造的

科学者は歴史を無視し得るとしても，其の研

究の組織や，社会との関係に於ても前人の同

じ過を繰返さないことを得るであろうと思わ

れる」．また翌 23年に桑木が「序」を寄せた

リッビー『科学史概講』の「原序」には，「科

学史は将来の為めに過去を研究する，それは

断間なき前進の物語りである，それは伝記的

材料に充ちている，それは科学をその相互的

連関に於て示し，学生をその狭い，早熟な専

門化から救ふ，それは哲学の研究への特一な

近接となり，外国語研究の新しい機会を与え，

また知識応用の興味を注いで現代の複雑した

文明に対する手がかりを提供し，新しい発見

や発明に対して個人の心を熱からしめる」と

書かれている．２８）

科学史を研究することは，先に紹介した丘

英通と同様に，自然科学の研究者に必要不可

欠な学問であると理解している．

桑木が示した科学史研究の意義は，次の世

代の科学史研究者にも受け継がれ，さらに拡

張させている．例えば，発表時において 25

才であった矢島祐利（1903-95）は「科学史

その他」と題した論文に同じような論点を示

している．「科学史を見る立場は凡そ 2 つに

大別することができるであろう．1 つは学術

史としてであり，他は文化史としてである」

とした上で，「科学史が実際の役に立つ点」

を５つ示している．①独創研究：「独創を行

わしめるところの背景」を理解できる，②認

識の順序：「科学教育に適用」できる，③哲

学的考察：「科学についてその意義について

研究する」，④「科学的精神を発揚」，⑤「文

化史の一部としての科学史」．２９）

矢島によって追加された④，⑤の意義は，

自然科学者のみを対象としておらず，一般人

への科学知識の普及，歴史学における科学史

の役割を確認した最初の動きであったと評価

できる．

科学史を学ぶことを戦局に結びつけるよう

な主張がはっきりと登場するのは 1941 年頃

である．哲学者であり，また科学史学会会員

でもあった横浜高等商業学校教授の富成喜馬

平（1900-48）は，「科学史に何を学ぶべきか」
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と題した論考の中で，「現在わが国の直面し

ている非常時局を乗切るためには生産力の拡

充，高度国防国家の建設といふことが絶対に

必要不可欠な条件である．この目的を遂行す

るために科学振興の急務なることが痛感さ

れ，「科学する心」「行としての科学」を全

国民の心魂に徹底せしめようということが重

要国策の一つとして取り上げられているが，

これは「科学日本」のため，真に慶賀すべき

現象である」と説明している．科学史との関

係が明確ではないが，科学振興を仲介にして，

高度国防国家の建設と科学史をつなげようと

しているのかもしれない．３０）

（3）科学史研究の方法論

次に，科学史研究の方法論をどのように整

備しようとしていたのか，振り返ってみる．

科学史研究の方法論を体系的に語り始めた

事例は，1934年に発表された小倉金之助「科

学史の意義」に見いだせる．「今日，「然ら

ば科学史の眞に科学的とは何か？」との問が，

提出されてよいだろう．（略）従来，科学史

の研究と言へば，先づ，（1）或特定の時代

・国・学者・著述などにおける専門的科学の

内容，形式の叙述，解釈或は現代的説明を意

味する．（略）然しこれだけでは，史料及至

史実ではあっても，それは歴史の素材に外な

らぬ．単にこれ等の蒐積を以て，決して科学

的な科学史とは言い得ないであろう」という．

さらに「それ故に，次には（2）専門科学の

内容において，その理論・思想及び方法・技

術の伝達発展の経路を明かにせねばならぬ．

ここに至って，それは単なる専門科学者の域

を超えて，科学史家の仕事となる．（略）さ

て科学発展経路の研究は，自ら科学者の時代

的・社会的環境に触れて来る．否，それどこ

ろか，科学史に進んで，社会との関連におい

て研究されねばならない．（略）それ故に，

（3）科学史は上層建築の歴史として，基礎

的経済諸関係から諸種のイデオロギーとの関

連に至まで，全面的に追跡することによって

のみ，眞に科学的なる科学史に値するであろ

う．かくして（3）なる方法の中に，（1）及

び（2）の結果が，綜合され統一されねばな

らない」．３１）

専門的科学の説明とその時代的社会的環境

に触れることを「統一」するというこの考え

方は，戦後に登場することになる，内的科学

史と外的科学史との統一を目指した議論に通

じる．後者の外的科学史に関わる動きとして

は，有名なゲッセン論文が 1931年に登場し，

日本でも，1932 年 2 月には『新興自然科学

論叢』，1934 年 5 月には唯物論研究会訳『岐

路に立つ自然科学』で紹介されている．３２）

海外での科学史研究の成果を取り入れるこ

とで，学説史に比重が置かれた科学史の方法

論が，さらに幅広く展開できた．その時期が，

1930年代半ばだったといえる．

小倉金之助の議論をさらに発展させたと思

われる議論の一つを，約 8 年後，1942 年 1

月に田中実（1907-78）が示している．「自然

科学の各分野の歴史を書くためには，少なく

とも次の３つの仕事がなされねばならぬ．第

一はその科学の方法論的発展を追跡するこ

と，第二は他の科学分野及び技術，さらに哲

学，また極めて重要なことには社会的諸関係

との関連性を闡明すること，第三は研究者の
せんめい

学的活動をその分野の発展過程の線の上にお

いて，また彼の全生活の中において現実的に

再現することである，また彼の全生活のなか

において現実的に再現することである．この

うちで第一の課題は科学各分野のいはば自己

運動を必然性において捉へることであり，第

二の課題は環境諸条件との相互作用を闡明す

ることになる．そして実際には，これらの三

つの仕事は切り離してなされ得るものではな

く，互ひに補ひつつ自然科学の発展過程の究

明を可能ならしめるのである」．３３）

さらに同年７月には，八杉龍一が「科学史

方法論の覚え書き」と題して，２つの欠陥と

２つの観点を論じている．「｛科学史｝研究

は極く最近に至る迄、主として，自然科学の

発達を生産関係の基礎の上に於て理解し且つ
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真理の相対性を認める一史観の立場に在る人

達によつて行はれた」．そこには「重大な欠

陥を指摘し得る．その一は，事実的材料の著

しい不足である」．そして「欠陥の第二は，

それが全く外国文献に依存し，その紹介より

以上に出なかつた事」であるという．

第一の欠陥に対しては，「科学史研究に於

ける素材主義」を取ること，第二の欠陥に対

しては，「科学史研究と雖も日本科学の進歩

に対する貢献を常に念頭に置いて為されねば

ならない」という．しかし，「この素材主義

の後を承くべき科学史の新しい理論的研究は

開始せられたばかりである」と述べ，次のよ

うな 2つの観点を紹介する．第一が「科学史

が文化史の一部」であることであり，第二が

「科学の方法，特殊的には個別的科学の方法

が如何に確立せられたか，を考察する立場」

であるという．３４）

小倉や田中と比べると，科学史を文化史の

一部として分析することを強調している点

が，先に見た矢島と，この八杉の科学史方法

論の特徴といえよう．

５．科学史研究に関する質的分析（２）

（1）「日本科学史」について

この時代に行われた科学史研究のもう一つ

の特徴は，「日本科学史」の興隆である．図 1

で用いたデータを利用してみると，「日本科

学史」に関係する図書は 1941年から 44年ま

でに 80 冊あり，全体（340 冊）の 24 ％を占

めている．1944年だけをみるとその比率は 34

％に増加している．また，1942 年 1 月から

刊行を始めた日本科学史学会の機関誌『科学

史研究』では，戦時中に第９号（全 8冊）ま

で刊行できたが，雑誌に掲載された論文，資

料紹介（書評は除く）は 55本あり，その内，43

本が日本科学史関係である．比率とすると 78

％と高い．近藤洋逸，原光雄，平田寬らは西

欧科学史分野での論文を投稿している一方

で，小倉金之助，矢島祐利，天野清らは，他

の図書等で西欧科学史に関する論文を執筆し

ている中で，『科学史研究』では日本科学史

を中心に投稿している．３５）

当時の日本科学史学会として，「日本科学

史」を中心に取り上げることになった理由は，

偶然なのか，意図的なのかも含め，現時点で

はその理由を特定できない．ただし，当時の

時代背景に，「日本的科学」を巡る活発な議

論が存在していたことは確認できそうであ

る．つまり，科学史研究の広まりの中で，科

学史方法論や資料に基づく実証的研究を促進

する動きがある一方で，戦時下の中で台頭し

てきた，民族主義的な主張と結びついた科学

史の論考も数多く出版されているからだ．

ここでは，科学史研究が戦時下で果たした

役割を考えるためにも，この「日本的科学」

という議論についても検討しておきたい．

一つの事例が，1940 年 1 月号の雑誌『科

学ペン』に掲載された「特輯日本の科学史」

である．この号の「編集後記」には特集の意

図を次のように説明している．

「吾人の民族意識は日本科学文化史のうち

にもはっきり見るべきものを見出してゆかね

ばならぬ」．そこで，「皇紀二千六百年に因

み，本誌は日本科学史の一断面を切開するこ

とにした」という．３６） つまり「日本科学

史」を民族意識に関わらせて論じようという

意図である．

一方，日本独特の自然科学研究を評価しよ

うとする最初の動きは，医学者でありかつ文

部大臣（1940 年 7 月-43 年 4 月）となった橋

田邦彦（1882-1945）の議論に求められるだ

ろう．橋田は，1937 年 7 月には『行として

の科学』，1939 年 12 月には『科学の日本的

把握』を出版している．３７） 文部大臣就任後

の発言では，以下のようなものがある．

「ものごとを「物心一如」に於ける「一即

多 多即一」として具体全機的に把握する東

洋的な立場が茲に深く省察せられる必要があ
ここ

ると考へるのであります．而してこの立場こ

そは行ずることに於て体得せられるものであ

りまして 我々日本人に於ては日本人として
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行ずる所に顕現するのであります．かくして

日本的なる立場を真に体得して始めて我が国

独自の自然科学の創造が見られるのでありま

す」．３８） つまり，ある種の直感的な活動を

加えることが「日本的科学」であり，そのこ

とを確認することが「日本科学史」研究に求

められていく．

ただし，先の「特輯日本の科学史」で「日

本科学思潮史」を書いた加茂儀一（1899-1977）

は，「斯様に考へて来ると，日本人は科学的

精神能力を全然有つていないと云ふことが出

来るかもしれない」と述べた上で，変化のき

っかけは「八代将軍吉宗がなした科学研究の

鎖国の解禁であった．このことは，日本科学

史上非常に大きい意義を有つていたと同時

に，日本が明治時代に至つて，西洋文明の大

量を受容，摂取の際の日本人の受容能力に対

して大きい影響を及ぼした」という．科学に

は科学的精神が必要で，それは西洋文明から

受容したという議論を立てている．３９）

その一方で，対立する考えを，同じ年の秋，

国民精神文化研究所（1932 年に設置）の助

手である中村光が，東京中央放送局から４回

にわたって放送した．放送内容そのものは記

録されていないようだが，放送を元にして書

かれた著作には次のように書かれている．４０）

「ヨーロッパ的近代科学の欠陥は，従来彼

の立場に於いて非科学的なりとした東洋的直

感力の欠如であり，東洋こそ，科学の本然の

姿たる創造精神の所有者なることが自覚され

つつある．近代を独自の立場に於いて乗り越

え，新しき学の権威を打ち樹てる上には，自

らの歴史を省みる必要があるが，特に江戸時

代は，科学が単に学問経営の学としてでなく，

つねに国家経営の学として樹てられた点に現

代的意義があり，我が国科学史上重要な一時

期と言ひ得る」．橋田の議論に通じる内容で

ある．つまり，東洋的直感力を「日本の科学」

の特徴として，その意義を強調した内容とな

っている．

こうした民族意識を高める論調がある一方

で，太平洋戦争開戦後においても，発表され

た日本科学史関連の論文，著作の多くに，実

証的な調査，総合的な記述があり，橋田邦彦

が唱えるような「日本的把握」をことさら強

調している論調が主流をなしていたとは言え

ない．このことを示す資料としては，1942

年 11月に大矢眞一（1907-91）が発表した「読

書案内 日本科学史について（幕末まで）」

がある．４１）

大矢はこの案内の中で，1917 年から 41 年

の期間に発表された，42 本の論文および図

書を取り上げ，伝記，資料目録，蘭学史，天

文学史，暦学史，化学史，数学史，医学史，

理化学史などに日本科学史を分類している．

総合的な日本科学史は，理化学史に区分さ

れているようで， 桑木或雄「日本に於ける

理学思想の発達」や「明治以前の我が國に於

ける自然科学の発達」が紹介されている．４２）

桑木の後者の論考では，日本科学史につい

て，種子島の鉄砲伝来（1543 年）から明治

維新（1868 年）までの 325 年を３つに時代

区分し，それぞれを，第一期（天文 12 年か

ら寛永７年まで：87 年間）交通が自由であ

った時代から寛永禁書まで，第二期（寛永７

年から亨保５年：90 年間）鎖国から吉宗の

寛永禁書を緩めるまで，第三期（亨保５年か

ら明治維新まで：148 年間）鎖国だが蘭学興

隆の時代，というような基準を紹介している．

欧米からの科学知識の伝来やその受容という

指標で客観的に描き出している．その点で体

系的な「日本科学史」が桑木彧雄によって描

き出されたと判断して良いだろう．

大矢の紹介以降も，桑木は日本科学史に関

する論考を発表している．例えば，1942 年 8

月に桑木彧雄が発表した「日本理学の先蹤」
せんしよう

では，欧米の科学導入前を日本の理学として，

7 世紀に遡り，「我国の理学（自然科学）の

発達も実に此の間に於て｛聖徳｝太子に依り

て創められたといふべきである」として，そ

の理由を，「この貞享改暦は我国理学発達史

に一大時期を画くしたものであり，我国理学
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の発達は聖徳太子に依りて其の始めを與へら

れ」た，と描いている．４３）

一方で，1942 年 11 月に行った講演では，

「申すまでもなく，わが国に於いて科学とい

ふ名に相応するのは，明治前よりは明治以降

であります．明治前に於きましては今日から

見てきわめて幼稚なものであって，眞に科学

という名に値するとは言い難いのでありま

す．しかし又それは其の時代や環境からみれ

ば已むを得ないのでありまして，幼稚ながら

も自らそこに意義もあり価値もある次第であ

ります」という．４４） つまり日本古来の自

然理解を稚拙な「理学」と述べ，それに代わ

る「科学」は海外から導入し，明治以降に定

着したと桑木は主張していると理解できる．

桑木の「理学」の議論の中にさえ，橋田が

主張するような東洋的直感力を評価する姿勢

を見ることはできない．

（2）「科学の日本的性格」について

最後に，「科学の日本的性格」に触れてい

る２つの論考を比較してみたい．

一つは，菅井準一「科学の日本的性格とい

ふこと」（1941年 5月）である．

「僕は知識人にはいま，いろいろの意味で

問ひが投げかけられているやうに思はれてな

らない」と問い，物理学者のプランクを引用

して「（科学上の法則が）個々の人の性格だ

けでなく，民族的な，国家的な影響を多分に

受けるものだといふことがここで力説されて

いるのである．実のところ，科学の国際性，

世界性と国民的，及至民族的基礎づけとの間

は決してばらばらに分離して考えられないも

のであること．．．かういふことは，科学も

亦歴史的に形成されてきたものである限り，

あたり前のことといつていいのである．（略），

「科学の日本的性格」といふことも，この点

を十分把握して語るのが正しいやふに思はれ

る」．「もともと科学や技術の日本的性格を

確立せよといふ声は，これまでの輸入科学･

技術，模倣科学・技術に対する反省として先

づ意味づけられたのであった」．４５）

菅井のこの文章からは，橋田の主張との類

似性は見えてこない．

もう一つは，1944 年 8 月に刊行された山

本成之助『日本科学史』である．山本はこの

本の「序」において，「支那大陸竝に西欧に
ならび

発したる科学が，如何にして我国に移入され，

また如何にしてこれらが日本的性格を付与さ

れたかを」本書で扱うと述べ，「国民性たる

直感的独創性が，遺憾なく発揮せられている

ことを強調したつもり」だとも述べている．

さらに「結語」では，「国家のためといふ熱

烈なる愛国的・進取的精神とによつて，摂取

同化して，これを日本的性格のものとなし了

つたことがわかった」と結んでいる．４６）

中村光が用いた「直感」などの言葉に加え，

サイパン喪失後という時期もあるだろうが，

「愛国的」という言葉も日本科学史に関連づ

けられている．

しかし奇妙なことに，本論では，日本科学

史を客観的に時代区分する説明が中心で，直

感的独創性に関わる説明は，明示的には示さ

れていない．むしろ，実証的な手法で時代区

分を行っている点が見えてくる．

第一期は大陸科学移入期（554-1942），第

二期は西欧科学移入期（1543-1822）として，

小区分を伴天連伝来記（1543-1638），通詞翻

訳期（1639-1773），蘭学者啓蒙期（1774-1822）

に区分けし，さらに第三期は近代科学移入期

（1823-明治末）として，小区分を長崎伝習

期（1823-1867），諸外国学習期（1868-明治

末）としている．このように 6 世紀から 20

世紀初頭までの日本科学史を 3期に区分でき

ると論じている．

個々の説明においても，「世界に誇る我国

の独創的業績として」，和算，暦学，医学，

武器の国産化などを紹介はしているが，これ

らの発展を直感的独創性に結びつけて説明す

るという部分を発見できない．実証的に時代

区分を行いながら，それでも「序」や「結語」

にのみ，日本的性格や直感的独創性を付け加

えている．これが，この著書の特徴となって
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いる．実証的な著作を，1944 年 8 月という

時期に刊行するため，その手段として，科学

の日本的性格や，日本特有の直感的創造性，

愛国的精神という表現を利用していたと理解

しておきたい．

６．おわりに

（1）科学史ブーム衰退とその後

戦時体制の科学振興や民族主義の動向に関

わりながら科学史ブームが形成されたが，そ

れも 1942 年をピークに，戦争後半では衰退

してく．では，1943 年以降の科学史研究は

どのように特徴づけられるだろうか．

橋田邦彦は 1943 年 4 月に文部大臣を辞め

た．後任の岡部長景（1884-1970，在任 1943

年 4月～ 44年 7月）は，同年 6月 29日から

開催された「日本諸学振興委員会 昭和 18年

度自然科学特別学会」の挨拶で，「我が国の

伝統的学問の精神に則とり確乎たる基礎の上

に日本科学を樹立することが刻下の急務とせ

らるるのであります」と，橋田の路線を受け

継ぐ発言をしている． その一方で，8 月に

登場させる新たな政策に関わる方向性にも触

れている．４７）

「この際 特に科学が国家活動の凡ゆる部

面に動員活用せられ国防体制の確立，生産の

増強等に最高度の能力を発揮し，日々苛烈の

度を加へつつある科学戦に対応すべきことは

今日最も急務なりと確信致すのであります」．

つまり，教学刷新，諸学振興を戦時政策に

置き，科学振興と科学の日本的性格を追い求

めた橋田邦彦に対し，戦況悪化と軍部による

軍戦備計画の変更を背景に，岡部長景は戦時

政策の中心を科学者の組織動員に置き，「科

学戦」に対応した「科学の戦力化」を追求し

始めた．文部省による戦時下の科学政策は，

文部大臣が岡部に代わったこともあり，1943

年 8月に大きく転換したのである．４８）

この転換が科学史ブームにもたらした変化

を 2つの事例で見ておきたい．

第 1は，科学系雑誌の科学史記事の変化で

ある．例えば，『科学日本』では，1944 年 1

月には，編集母体であった財団法人科学知識

普及会が日本科学協会と合同し，財団法人日

本科学協会となった（会長：八木秀次）．1943

年 7 月の記事には，「化学の先駆者宇田川榕

菴」（加藤忠夫）（第 23 巻第 7 号：1943 年 7

月）であったが，同年 10月号では，「造営技

術の史的展望（9）希臘建築の築造技術」（藤

島亥治郎）（第 23巻第 10号，1943年 10月），

「造船技術の史的展望（斜塔）」（藤島亥治

郎），（第 24 巻第 7 号，1944 年 7 月）に変化

する．科学史から技術史，民生技術から軍事

技術への転換が見て取れる．４９）

第 2は，紀元二千六百年奉祝会の委嘱で帝

国学士院が 1940 年 4 月に開始した『明治前

日本科学史』編纂企画の経緯である．この企

画の趣旨は「皇国固有の科学文化に対する国

民的自覚を深め」ることにあり，その実現の

ために，「日本科学の独自性を顕現すること」

が編纂方針に加えられていた．同年 7月に文

部大臣となる橋田邦彦が進展させることにな

る「科学の日本的把握」が，すでにこの時点

から始まっていたともいえる．また，当初は 3

分野（数学，天文，物理）が企画されたが，

紀元二千六百年奉祝会の要望で，自然科学全

般へと拡張され，採鉱冶金，医学・本草学，

造船・機械，農学，博物，応用化学の６分野

となり，編纂期間を 3年から 5年に延長，完

成を 1945年 12月までとしていた．５０）

ただし，この出版企画では，戦時中に１冊

も刊行されなかった．「昭和 20年 3月に至り

空襲の激化に伴い，編纂を進捗することが殆

ど不可能の状況となり，一部原稿の脱稿をみ

たまま，編纂を一時中止するの已むなきに至

った」と戦後になって説明されいるが，「空

襲の激化」までには，企画開始から 4年ほど

の時間があったことを考えると，戦時中に未

刊行に終わった理由を「空襲の激化」だけで

説明はできない．むしろ，橋田から岡部へと

文部省の路線が 1943 年の夏頃に大きく転換

したことにより，編纂作業の優先順位が低下
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し，編纂作業が遅れたと理解した方が良いの

ではないか．この点の詳細な分析は今後の課

題となる．５１）

戦争末期の状況を見てみよう．1945年の 1

月から 8月までに刊行された科学史関係の図

書にはどのようなものがあっただろうか．

刊行月が確認できた 3冊の図書は以下のよ

うなものである．1 月：日本学術振興会『優

秀児童家系調査』丸善，6月：天野重安編『藤

浪鑑撰集』南江堂医学文庫，南江堂出版，7

月：服部敏良『奈良時代医学の研究』東京堂，

である．いずれも医学に関わる著作という共

通項が確認できるだけである．こうした内容

の図書については，刊行許可がだされたとい

うことになる．

（2）敗戦直後の科学史研究への期待

先に示した図 1によれば，戦後における科

学史関係の図書は，1948 年に急速に刊行数

を増やしている．ただし，全般的な図書刊行

数も増大傾向にあるので，これを敗戦後最初

の科学史ブームとまでは現時点では，断定で

きない．それでも，敗戦後から占領期におい

て，科学史関係の図書が順調に刊行されてい

る傾向は確認できよう．

では，この時期に，科学史はどのように理

解されていたのだろうか．戦後の科学史研究

の動向に関する本格的な分析は今後の課題と

して取り扱わず，ここでは敗戦直後に科学史

への新たな役割を論じた事例を一つだけ紹介

しておきたい．

それは，設立時期から日本科学史学会会員

であった湯川秀樹（1907-81）の論考「続 新

生の科学日本に寄せる」である（『科学朝日』

1945 年 10 月号）．主張点はタイトルにみら

れるように「科学日本」の「新生」であるが，

科学史研究の意義にも触れている．少し長く

なるが，引用してみたい．

「日本の科学を振興するにはどうすればよ

いかという問いに対して，しばしば次のよう

な二つの答えが与えられてきた．その一つは

従来我が国では手取り早い実用的な研究が偏

重されて来た．今後はもっと基礎科学に重点

を置かねばならぬ．それには先ず科学精神を

涵養せねばならぬ．この目的には例えば科学

史の研究や普及が有効であろうという意見で

ある．他の一つは従来の教育は空理論に走り

過ぎた 先ず事実を知ることが肝腎である．

まづ何でも自分でやって見ることが大切であ

る．原理はわからなくてもよいから，とにか

くいろいろな器械をいぢくって見てこれに慣

れるのが先決問題という意見である．この二

つの答えは一見全く相反する如く感ぜられ

る．そのいづれを採用するかによって，科学

教育の方向が全く違ってくるように思はれ

る．ところが少し常識のある人なら，この二

つの答えはどちらも一面の真理を表はしてい

ることを否定しないであろう．ただこの二つ

の答えのいづれか一方だけを実行しようとし

ても，問題の根本的解決にはならぬ点に注意

しなければならぬ．問題の焦点はむしろ互ひ

に相反する両様の欠陥を，日本の科学が持た

ねばならなかった眞の原因を明らかにするこ

とにある．真理の思想的側面，精神的な側面

を強調した場合に第一の答えとなり，その実

行的な側面事実としての真理に着目した場合

に第二の答えとなるのである」５２）

科学振興には基礎科学と実践教育の両方が

必要であると論じている．さらにこの議論の

後半では，科学者にとって必要な「科学精神」

の養成の問題にもどって次のように論じてい

る．

「そこで第一の答案に立ち帰って見ると，

何者によってもゆがめられない科学精神を養

成する上において，科学の長い歴史を通じて

先人の苦闘の跡を知るということにどんなに

大きな意義があるかが諒解されると思ふ．更

にまた真に科学を発達せしめるに適した社会

環境がどんなものであるか，そしてそれは偶

然に与えられたものでなく，どんなに長い期

間に亘る人間の絶えざる努力によって創り出

されたものであるかも自ら明らかであると思

ふ」と強調している．５３）
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湯川にとって，科学史研究は，「何者によ

ってもゆがめられない科学精神を養成する

上」で「大きな意義がある」という．これを

敗戦直後に，日本の科学界の「新生」にとっ

て必要なことだと，論じていることになる．

少なくともこの当時，湯川にとって，科学史

研究の意義は大きなものであったと言って良

いだろう．

戦争の前半期（1942 年まで）において，

科学史研究は，戦争遂行を目的とした科学振

興や民族主義的な「日本科学史」から大きな

影響を受けて，それも一つの要因となって，

科学史ブームを形成していた．こうした時代

には，「ゆがめられない科学精神」という批

判的精神とも解釈できる役割を科学史が持っ

ていることは，言論弾圧の恐怖があったこと

から，明示的には主張することはできなかっ

ただろう．それでも，敗戦直後にこうした意

義を言葉にしたということは，戦争中から，

科学史研究の批判的な役割について，その意

義を感じ取っていたのではないか．湯川の文

章はその一つの証拠ではないだろうか．

なお，本論考は科研費基盤研究（C）：溝口元

「日本における科学と社会の今日的課題の解決

に寄与する関連領域を含む新たな科学史研究」

による集団的な調査・研究会などを踏まえた，

研究成果の一部である．この様な調査の機会を

与えていただいた溝口元氏に感謝する．

注と文献

1）富士川游（1865-1940）の業績としては，富士

川游『日本医学史』裳華房，1904 年，1190p．

が有名である．この著作は，1941 年にも改訂

再版されているので，戦時下における医学史

研究として，影響力をもっていた．富士川游

『日本医学史 決定版』日新書院，1941年，812p．

佐藤裕によれば，この富士川の医学史研究書

に匹敵する者は，1943 年 9 月に刊行された，

小川政修『西洋医学史』日新書院，1943 年 9

月，972p，である．佐藤裕（北九州市立若松

病院医史学会福岡地方会）「医学史家・小川政

修」日本医史学雑誌，51（2），2006．なお，

当時の現代科学史に関わる翻訳としでは，ウ

イリアムズ，中瀬古六郎訳『十九世紀科学之

進歩』大日本文明協会刊行書，1909 年（原著

：Henry Smith Williams, The story of nineteenth

century science）．「科学史」通史の翻訳書では，

ホェザム，藤井繁一訳『科学思想発達史』大

日本文明協会刊行書，1915 年 1 月，454p（原

著：W.C.D.Whetham, C.D.Whetham, Science and

the human mind, 1912）や，ギュンター，黒田

啓次訳『世界自然科学史』洛陽堂，1917 年 6

月が初期の刊行物といえる．後者の図書の場

合，京都帝国大学の医学部生であった黒田啓

次が翻訳し，刊行に際しては，医学史に関心

をもっていた京都帝国大学医科大学教授・藤

浪鑑（1870-1934）が「序」を書き，1931 年に

京都大学で理学史会設立運動を進めた山本一

清（1889-1959）が校閲の一人に加わっている．

著者ギュンター（Siegmund Gunther, 1848-1923）

は，『大自然科学史』（1941 年刊行）の著者と

して知られているダンネマン（ Friedrich

Dannemann,1859-1936）より 10 年ほど年配であ

るが，翻訳された原著は，前者が 1909 年版，

後者は 1896 年版である．なぜ黒田がダンネマ

ンではなくギュンターを選択したのかは不明

である．

2）日本人による最初の「科学史通史」と言える

図書がこの年に刊行された．柵山茂三郎『科

学史概論』小西書店，1923 年 1 月．著者の柵

山は有機化学者であるらしいが，生没年も含

め，詳細は不明である．翻訳書による「科学

史通史」としては，同一の著者の作品が翻訳

された．まず，ダブリユー・リッビー，岡邦

雄・内山賢次訳『科学史概講』春秋社，1923

年 6月，376pである．原著と思われる著作は，

Walter Libby, An Introduction to the History of

Science, 1918．また，岡邦雄訳の刊行の 2ヶ月

後には同著書の抄訳が，藤村信次訳版として

刊行された．ウォルター・リビー，藤村信次

訳『科学史』黎明閣出版，黎明閣科学叢書 2，1923
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年 8 月，241p．抄訳ということで分量が少な

いが，全 20 章である点は岡訳と同様である．

ただし，偶然で 2つの翻訳が出版されたのか，

別の版の原著を利用したのかどうかは，現時

点では確認できない．以上の３つの著作・翻

訳が登場した点で，1923 年は日本における科

学史研究の象徴的な年といえるだろう．比較

のために，日本における最初の「技術史通史」

をみると，翻訳では，ヴェ・ダニレフスキイ，

岡邦雄，桝本セツ訳『近代技術史』三笠書房，

1938 年，日本人の著作では，桝本セツ『技術

史』三笠全書，三笠書房，1938年 7月となる．

桝本は著作の「序」において，「この小冊子を，

邦文最初の技術史として公にする」と書いて

いる．この点から日本人による科学史・技術

史の図書（通史）においては，科学史の方が 15

年ほど早かったといえる．

3）小倉金之助「われ科学者たるを恥ず」改造，

第 34 巻第 1 号，1953 年．pp.157-167．p.167．

4）小倉金之助『科学の指標』中央公論社，1946

年 8月，223p．p.2．

5）小倉金之助「現時局下に於ける科学者の責務」

中央公論，1941 年 4 月号．同論考は，小倉金

之助『戦時下の数学』創元社，1944 年 11 月，

248p，に収録されている．

6）小倉金之助『戦時下の数学』創元社，1944年 11

月，248p．6000部．

7）道家達将「我が国の科学史２」連載「我が国

の科学史」学術の動向，1996 年 5 月．中心を

担った科学史研究者が「反ファシズム」の気

持ちを持っていたことに類似する指摘が，1949

年時点の「日本科学史学会の現状」を取り上

げた高林武彦（1919-99）の説明にもある．「科

学史学会の現状：科学史学会をリードする矢

島祐利，菅井準一，稲沼瑞穂，今野武雄，田

中実，平田寬，八杉龍一，大矢眞一等，科学

史研究のヴェテランも健在であり，単なる科

学史家としてのみならず，多方面な活動をし

た人も多い．科学史がアカデミックな空気の

中からではなく，専ら進歩的民主主義的科学

者によっておし進められてきたし，又現在も

そうであることは一つの著しい事実である」．

高林武彦「科学史」『科学年鑑 第３集 1949 年

版』民主主義科学者協会編，北隆館，1949年，

157-162．

8）杉山雅夫「大東亜共栄圏の正当化と論理 :「世

界史の哲学」と三木清」人間関係論集 21, 2004

年 3月，pp.69-91．

9）平田寬『ガリレオの椅子』恒和選書，1980年 6

月，231p．p.141

10）岡邦雄は 1914 年に東京物理学校を卒業し，

1916年時点で桑木彧雄が主任教授をしていた，

九州帝国大学工学部数学力学物理学教室の助

手となった．会田軍太夫によれば，九大に行

くことを勧めたのは，福田為造（当時，東京

高等工業学校教授）であったという（「九大時

代の桑木彧雄先生」自然，1981年 12月，p.88）．

1919年には岡は助手をやめ，1932年 10月には

唯物論研究会の設立に戸坂潤とともに関わる．

このことが「弾圧」の対象とされた理由で，1941

年 4 月に設立された日本科学史学会の会員に

加わっていない背景でもある．しかし桑木彧

雄は，1923年出版の岡の翻訳に「序」を寄せ，

1933 年頃には，「量子論の発達」という論考を

『唯物論研究』1933 年 1 月に投稿している．

その後の言論弾圧の中で，「迎合しない」岡の

行動が，どのように桑木彧雄に映ったのか．

そのプロセスに注目することも戦争と科学史

研究を考えるためには必要な事項だろう．今

後の課題としたい．

11）北河賢三『戦争と知識人』山川出版，日本史

リブレット，2003年 11月，92p．

12）八杉龍一「六十年代の露西亜科学 科学史方

法論への覚書 上・中・下」『思想』岩波書店，

1942 年 7 月～ 9 月：(7)242 号 42-50，(8)243 号

98-107，(9)244号 167-175．

13）該当時期の科学史関係の文献として以下のよ

うな方針で約 930 冊を取り上げたが，まだ不

完全である．選択方針は，図書の章立ての中

に科学・技術の歴史的記述を含むと判断でき

たものは加え，科学・技術，歴史や政策に特

化した文献は除いた．また上下巻や増補・改
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訂版や刊行予告が雑誌等に掲載されながら未

刊行に終わった図書もカウントした．現物入

手できないものは，国会図書館デジタルコレ

クションなどの画像データ，目次データを利

用した．この文献一覧は追加・修正した上で，

別稿において掲載する予定である．

14）1940 年（36 冊）と翌年（81 冊）で 2.3 倍．

また 1941-45 間の刊行数（5 年間：323 冊）と

1916-49間の刊行数（33年間：676冊）より，6

分の１の期間に約半数が集中していた．

15）1919 年から 1944 年までに創刊された雑誌の

内，系列 1（図 3 の上側）では，科学史関係の

記事が掲載された（掲載されたと推測できる）

雑誌について，創刊時期を時代別に示し，系

列 2（図 3 の下側）では，雑誌名に「科学」を

ついた雑誌の創刊時期をカウントした．

16）桑木彧雄「ジョージ・サートン氏の学術史の

研究」我等，第２巻第 1号，1920年，pp.78-80．

桑木彧雄「科学史の研究」思想，1935 年 10 月

（『黎明期の日本科学』弘文堂書房，1947 年 4

月に再録）．当時の雑誌に掲載された科学史関

係の論文や記事の全数については数値化でき

ていない．

17）ここで選んだ 93 種類の雑誌では，科学史関

係の記事を掲載していないものも含んでいる．

選択の基準は，科学や技術に関連した記事を

掲載している雑誌とした．この 93 種類につい

ても，調査途上であるので，修正・追加した

上で，別稿において掲載する予定である．以

下，「科学」が誌名についている雑誌 32 種の

み，創刊年（改題年）を付して掲載しておく．

『科学知識』創刊 1921 年，『科学画報』1923

年，『科学の世界』1924年，『子供の科学』1924

年，『社会科学』1925 年，『科学と工業』1926

年，『自然科学』1926年，『科学雑誌』1927年，

『科学と模型』1928 年，『新興科学の旗のもと

に』1928年，『プロレタリア科学』1929年，『プ

ロレタリア科学研究』1931 年，『科学』1931

年，『科学と芸術』1933 年，『電波科学』1933

年，『綜合科学』1934年，『科学ペン』1936年，

『科学評論』1936 年，『科学主義工業』1936

年，『国防科学雑誌 機械化』1938 年，『学生

の科学』改題 1940 年，『科学人』1941 年，『図

解科学』1941 年，『科学朝日』1941 年，『科学

文化』1941 年，『科学測器』1941 年，『科学技

術』1942年，『科学日本』1942年，『科学思想』

1942年，『科学技術動員』1942年，『科学思潮』

改題 1942 年，『科学史研究』1942 年，『科学技

術運動』1943 年，『航空科学技術蒐録』1943

年．

18）八杉龍一「六十年代の露西亜科学 科学史方

法論への覚え書き（上）」思想，(7)242号，1942

年 7月，pp.42-50．

19）代表的なシリーズ図書の一覧を示しておく．

文庫では，岩波書店『岩波文庫』1926年開始，

春秋社『春秋文庫』1929 年，改造社『改造文

庫』1929年，弘文堂書房『教養文庫』1939年，

日本出版社『国民科学文庫』1942 年．新書で

は，岩波書店『岩波新書』1938 年，文部省教

学局・興亜教学研究会編『教学新書』1940年，

河出書房『科学新書』1941 年，羽田書店『生

活科学新書』1942 年，日本電報通信社出版部

『国防科学新書』1942 年．叢書では，日本評

論社『自然科学叢書』1930 年，文部省教学局

『教学叢書』1937 年，三笠書房『文化と技術

叢書』1939年，世界創造社『戦争文化叢書』1939

年，山雅房『科学史叢書』1940 年，誠文堂新

光社『科学文化叢書』1940 年，山口書店『自

然科学史叢書』1941 年，ダイヤモンド社『国

防科学叢書』1941年，アルス『ナチス叢書』1941

年，大日本出版株式会社（弘文堂書房）『科学

古典叢書』1942 年，大日本翼賛壮年団『翼賛

壮年叢書』 1942 年，富士書店『国防科学研究

叢書』1942．選書では，創元社『創元科学選

書』1940 年，白水社『科学選書』1941 年，慶

応書房『科学選書』1941 年，財団法人国民学

術協会『国民学術協会選書』1942 年，積文堂

『自然科学選書』1943 年．全書では，岩波書

店『岩波全書』1933 年，三笠書房『唯物論全

書』1935 年，三笠書房『日本歴史全書』1940

年，三笠書房『日本現代史全書』1941 年，朝

日新聞社『日本科学古典全書』1942年．
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20）「科学」が付くシリーズ図書の内，注 19に加

わらないものは，創元社『科学の泉』1943年．

21）大日本科学技術統同会により刊行された『科

学技術運動』 には，遠藤喜兵衛「ドイツ航空

二十五年史」が第 2 巻第 3･4 号（1944 年）に

掲載されているが，第 1 巻第 1 号（1943 年 6

月）では，巻頭言に「攻撃の精神」，科学技術

運動の組織化（岸道三），世界に於けるアルミ

ニウム製錬の現況（菅原甚一）など，科学技

術動員に直結する記事が中心となっている．

22）「会員著者数」とは図書の著者に 1942 年 12

月時点の日本科学史学会会員名簿に 1 名以上

加わっている場合の図書数．「非会員著者数」

とは同会員であることが図書の著者の中に一

人も確認できない場合の図書数．「組織数」と

は協会等が編著者となっている場合の図書数．

「割合」はその年の全図書数に占める会員著

者数の比率である．

23）文部省教学局編『日本諸学振興委員会研究報

告』第 15 編「自然科学」，文部省教学局，日

本諸学研究報告，1942 年 11 月，303p．三宅剛

一には戦後に，『数理哲学思想史』弘文堂書房，

1948 年，西内雅には，『渋川春海の研究』至文

堂，1940 年など，科学史関係の著作がある．

24）1942年 3月の挨拶，同上，p.1．

25）日本諸学振興委員会第一回自然科学会につい

ては，日本科学史学会編『日本科学技術史大

系』第 4 巻（通史 4）』に資料が掲載されてい

る．また，日本諸学振興委員会についての以

下の研究著作が刊行されているが，同委員会

の自然科学部門についての分析はまだ行われ

ていない．駒込武，川村肇，那須恵子『戦時

下学問の統制と動員 日本諸学振興委員会の

研究』東京大学出版会，2011年 3月．

26）丘英通は丘浅次郎の 3男．東京帝国大学卒業．

1939 年に東京文理大学教授（動物学）．1942

年 12 月現在，日本科学史学会会員．現在，日

本節足動物発生学会の「丘英通賞」で知られ

ている．

27）丘英通「新著紹介 上野益三 日本生物学の歴

史 教養交庫，弘文堂，1939 年」動物学雑誌，

51(8)，1939年 8月．

28）桑木彧雄「学術史の研究」我等，第 4 巻第 1

号，1922 年，pp.57-59．この中で桑木は，サー

トン，シンガー等が科学史研究の意味を力説

しているとして，「文明史的学術史的研究によ

りて人類の本性を極め，文化に対する協力の

価値を唱道しようとする」と説明している．

なお，雑誌『我等』掲載の資料は岡田大士さ

んより入手した．後半の引用は，リッビー『科

学史概講』前掲，「原序」p.2．

29）矢島祐利「科学史その他」東洋学芸雑誌，1928

年 11月号，第 44巻第 547号，pp.773-780．

30）富成喜馬平「科学史に何を学ぶべきか」『科

学人』1941年 3月，pp.100-106．p.100．

31）小倉金之助「科学史の意義」（初出：東京帝

国大学新聞，1934 年 3 月 12 日掲載）：再録：

『科学的精神と数学教育』岩波書店，1937年 7

月，348p． 引用部分は pp.179-183．

32）唯物論研究会訳『岐路に立つ自然科学』大畑

書店，1934 年 5 月，420p．ヘッセン（ゲッセ

ン）「ニュートンの『プリンシピア』の社会的

及び経済的根底」の論文については，原光雄

「Galilei-Newton 時代における科学と技術との

關係(I) 自然科学方法論上の一問題」科学 12

（1），1942 年 1 月，において，「わが国の科学

史家たちは，別にふかい理由も掲げずに，多

くは Hessen の見解の方に賛同している」と批

判的に紹介している．p.32．

33）田中実「書評 原光雄：大化学者（上）ラヴ

ォアジェ（教養文庫）弘文堂，昭和 16 年」科

学，1942年 1月，p.25．

34）1942 年 7 月．八杉龍一「六十年代の露西亜

科学 科学史方法論への覚書 上・中・下」

『思想』岩波書店，1942年 7月～ 9月：(7)242

号 42-50，(8)243 号 98-107，(9)244 号 167-175．

35）例えば第 1 号（1941 年 12 月刊）の日本科学

史の論文は，村木直次郎「日本科学史の研究

資料について」，小倉金之助「我国に於ける日

本数学的研究」，藤原松三郎「建部賢弘の著と

考へられる算暦雜考」，神田茂「渋川家に關す

る史料」，矢島祐利「物理学的科学渡来外国書」，
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三枝博音「初期釜石製鉄史研究覚書（一）」，

天野清「明治度制の起源と内田五観」，古川晴

男「「シーボルト研究」への補遺」の 8本．

36）『科学ペン』第 5 巻 1 号，1940 年 1 月．主な

論考は以下の通り．後藤末雄「科学精神の発

展」，田中阿歌麿「日本湖沼学の沿革」，吉岡

修一郎「日本数学史」，高木純一「江戸時代の

物理学」，池田謙三「時局の重要資材－銅－日

本産銅史抄－」，西村眞次「築城学上の日本古

代城郭」，芳賀壇「日本民族と科学」，加茂儀

一「日本科学思潮史」，日戸修一「現代日本医

学論－日本医学史序説－」，内山賢次「ダーウ

ィン研究」，湯浅明「家畜・栽培植物の変異仮

説」．

37）橋田邦彦『行としての科学』日本文化第１冊，

日本文化協会出版会部，1937 年 7 月，38p．本

書は 1936 年 11 月に文部省主催で開催された

日本文化教官研究講習会，自然科学第一回講

習での講演速記を基に訂正加筆したものであ

る．橋田邦彦／興亜教学研究会編 『科学の日

本的把握』目黒書店，教学新書７，1939 年 12

月，120p．は，1940 年 8 月印刷版には，23 版

とあるので，かなりの部数が発行されたと思

われる．仮に 1 版を 1000 部と推定すれば，合

計２万 3000冊が発行されたことになる．

38）橋田邦彦（文部大臣）「学会挨拶」日本諸学

振興委員会昭和十七年度自然科学特別学会

1942 年 11 月 12 日，名古屋高等工業学校）．文

部省教学局，日本諸学研究報告特輯第 9編（自

然科学），1944年 6月刊行，149p．

39）1940 年 1 月 加茂儀一「日本科学思潮史」

科学ペン，第 5 巻 1 号，1940 年 1 月号：特輯

日本の科学史．

40）『江戸時代の科学政策』日本放送出版協会，

ラジオ新書 78，1942 年 4 月，157p．引用した

文章は本書の外箱に書かれた紹介文から引用

した．中村の放送に対して，石原純が「科学

振興論 枝葉末節に 拘 るな」帝国大学新聞
こだわ

（1940年 10月 21日）（『戦争と科学』1941年 8

月，pp.31-38．に再録）で批判している．「特

に注意を喚起したいのは，同じく科学の振興

を論ずる人々の中に，全く科学に対する理解

を欠いているものがあるという驚くべき事実

についてである」と述べ，「ともかくヨーロッ

パ的科学に対立する日本的及至は東洋的科学

の存在を肯定しているのは確かである．（略）

それこそ最も非科学的な思考に外ならない」．

「多少とも指導的地位にある（略）ものが，

これほどな無理解な言辞を弄するすることに

対しては，其の弊害の多大であるのを私は恐

れるのである」．石原が恐れたことが，橋田邦

彦の科学政策として進められることになった．

41）大矢眞一「読書案内 日本科学史について（幕

末まで）」科学思潮，1942年 11月号，第 11号，

120-126. 1917 年の著作は，大日本文明協会編

『日本の科学界』，1941 年の著作は，伊藤至郎

『日本科学史』伊藤書店である．

42）桑木或雄「日本に於ける理学思想の発達」（岩

波講座『物理学及び化学』別項 物理学 9）岩

波書店，1931 年，および，桑木彧雄「明治以

前の我が國に於ける自然科学の発達」文部省

教学局，教学叢書第 10 輯，1941 年 4 月，

pp.233-257．

43）桑木彧雄「日本理学の先 蹤 」文部時報，第 768
せんしよう

号，1942年 8月 11日，pp.28-33．

44）桑木彧雄「我が国科学界の発達」（1942年 11

月 12 日）『日本諸学講演会 8，自然科学』文部

省教学局編纂，1943年 10月，pp.33-53．

45）『科学文化の基調』日本評論社，1942 年 10

月，334p．p.158．

46）山本成之助『日本科学史』1944年 8月，194p．

肇書房，日本出版配給株式会社，p.457．

47）岡部長景「学会挨拶」文部省教学局編『日本

諸学研究報告』特輯第 11編（自然科学），1944

年 9 月，148p．p.32，この時の特別学会は従来

と同様に２日間（1943 年 6 月 29-30 日）であ

るが，会場が文部省第一会議室である．以前

までは東京帝大，名古屋帝大であったことと

比較すると，規模を縮小したともいえる．こ

の特別学会が開催される 3週間ほど前（6月 10

日）に，岡部は「帝国大学総長会議に於ける

訓示」を発表し，「大学に於ける研究指導組織
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の整備即ち修練組織の強化」を命じている（『文

部時報』第 797号，1943年 9月 15日，pp.2-6）．

同年 8月には「科学研究の緊急整備方策要綱」

が閣議決定され，それを踏まえて，「科学研究

の総力を戦争へ」の談話も発表した（『文部時

報』第 798 号）．この時期に大きな政策転換が

あったこと，戦時下の科学史研究にとっても，

大きな環境変化であったことが確認できる．

48）戦時科学動員に関しては以下の論文を参照の

こと．河村豊「戦時科学史から見た軍事研究

と科学者」現代思想，44(21) ，2016年 11月，

pp.73-85，河村豊「戦時後期における文部省の

戦時科学政策－企画院（技術院）と文部省の

二度目の対立－」イル・サジアトーレ，No.35，

2006年 5月，pp.33-46．

49）日本科学協会編輯，大日本出版の『科学日本』

は，1942 年 4 月創刊であるが，1944 年 1 月に

財団法人日本科学協会となり，創刊 1921 年 6

月である『科学知識』の刊行母体であった財

団法人科学知識普及会を吸収する形で組織替

えを行った．詳細は不明であるが，政府の科

学政策の転換がこの組織替えの背景にあると

推測しておく．

50）『明治前日本科学史総説・年表』日本学術振

興会，1968年 3月，980p．

51）経過編纂の経緯は前掲書の「明治前日本科学

史編纂及び刊行の経過」（柴田雄次）にある

（pp.953-980）．それによると，1945 年 3 月に

は奉祝会より編纂一時中止，資料・原稿の疎

開保存のために引渡の依頼もあったが，疎開

せずに焼失・盗難に遭った原稿もあった．中

止に至までの経緯では，担当した日本科学史

編纂会の初代委員長であった長与又郎（1878-

1941）が，1941 年 8 月に死亡，後任の平賀譲

（1878-1943）もその 1 年半後，1943 年 2 月に

死亡したことも関係があるかもしれない．戦

況の悪化，編集代表の相次ぐ死亡も編集を遅

らせた要因であろう．しかし，当時の金額で 52

万 2 千円という大きな予算を与えられ，数年

の編集期間も与えられていたことを考えると，

1943 年夏以降の文部省の政策変更，そして科

学者の戦時動員の強化が，「明治前日本科学史」

の編纂作業を遅らせた主因ではないだろうか．

52）湯川秀樹「続 新生の科学日本に寄せる」科

学朝日，5巻 14号，1945年 10月，pp23-25．p.23．

53）前掲，p.25


