
その失意と栄誉」，及び第二次大戦中の迫害を受け両肺の

結核を克服したアウワーバッハーを紹介する「私の命は

二度救われた」から成る．このうちシャッツからみたワ

ックスマンの研究への関わり方がとりわけ興味深く，本

稿では「世紀の新薬発見 その失意と栄誉」についてふ

れることにする．

シャッツは，ラトガース大学農学部で土壌科学を専攻

し，1942年から土壌微生物学のワックスマンの研究室で

の研究を始めた．この時期，ペニシリンが実用化されて

抗生物質への関心が高まっており，新化合物の探索や合

成研究が盛んに行われた．その年の秋，シャッツはフロ

リダの空軍病院に配属され，多くの兵士がグラム陰性細

菌による感染症で亡くなるのを見た．ペニシリンはグラ

ム陽性細菌にだけ有効であったため，シャッツは，グラ

ム陰性細菌に有効な新たな抗生物質を見出してこの細菌

による感染症を制圧しようとの強い決意を抱き，空軍か

ら退役後，母校に戻ってワックスマンのもとで研究を始

めた．

ストレプトマイシンの有効性は1943年の秋に確認さ

れた．ところがシャッツによれば，実験によってストレ

プトマイシンの結核菌に対する有効性の可能性が示され

ると，ワックスマンはメディアに提供する全ての情報を

掌握したばかりか，ついにはワックスマンが一人でスト

レプトマイシンを手に入れたと言うまでになった．この

状況をシャッツは 私が地階の研究室で一人で働いてい

るときに，彼はこの問題について講演をしていた と書

いている．

ワックスマンは，新たな抗生物質から多額の報酬が得

られる期待からメルク社とコンサルタント契約を結び，

ストレプトマイシンの大量生産を目論んだ．一方，シャ

ッツは，結核の患者が生きるために大金を要するように

なってはいけないと考え，ストレプトマイシンに関する

特許にはあくまで慎重であった．シャッツは1945年に学

位を取得し，翌年にラトガース大学を離れるまでの間に，

ストレプトマイシンの特許権を大学の研究基金財団に譲

渡する手続きを行った．シャッツは，州立大学で政府の

支援を受けて行った研究から特許権使用料を受け取らな

い立場を貫いたのである．

ストレプトマイシンの特許は1948年に承認されたが，

シャッツの確認にもかかわらず，ワックスマンが特許権

使用料を個人的に受けていたことについて不満を露わに

している．そしてついにシャッツは研究基金財団とワッ

クスマンを提訴した．ところが，裁判の過程で分かった

ことは，ワックスマンが特許権使用料を受け取っていた

こと，そしてストレプトマイシンに関わるシャッツの研

究の貢献度を軽視していたこと，さらには学界がシャッ

ツを厚かましく恩知らずな人間だと思い始めたことであ

った．

裁判の和解後，1952年のノーベル賞がワックスマンに

授与されたとき，シャッツは学界の旧習が変わらなかっ

たことを知った．ワックスマンの受賞理由について当局

は，巧妙で系統的でかつ効果的な土壌微生物の研究が結

核に対する最初の抗生物質のストレプトマイシン発見の

先駆となった，としたのである．

「プロローグ」によれば，アウワーバッハーとシャッツ

は1997年の秋に初めて出会い，その後共同出版の話がま

とまって作業が進んだものの，シャッツは2005年に亡く

なった．本章の末尾には，シャッツの名誉を回復するべ

く，ラトガースメダルの全文が掲げられている．

（園部利彦）

堀越宏一『ものと技術の弁証法（ヨーロッパの中

世 5）』岩波書店，2009年，￥2,940，vii＋308＋10

頁．

本書は，社会史的な視角から中世ヨーロッパ世界を切

り出そうとする岩波書店のシリーズ「ヨーロッパの中世」

の第五巻である．1957年生まれの著者堀越は，現在東洋

大学の教授職にある．東京大学大学院人文科学研究科を

へて，フランスのナンシー大学に学び，中世農村史の大

家ミシェル･ビュル教授の指導のもと，第三課程博士号

を取得した．2008年には博士論文を基にした『ロレーヌ

地方の鉄産業―12世紀から17世紀』を，ラングルにある

ドミニク･ゲニオ社から刊行した ．序言の筆をとった

のは指導教授であるビュル教授である．この大著は翌年，

フランスの碑文文芸アカデミーによる2008年度ガブリ

エル･オギュスト･プロ賞を受賞した．堀越は本書以外

にも日本語で，世界史リブレットの一冊である『中世ヨ

ーロッパの農村世界』とNHK講座のテキストである

『中世ヨーロッパ生活誌』を個人で執筆するとともに，多

数の論文を専門誌や紀要に発表している ．フランス中

世の農業史や技術史に関しては第一人者である．
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タイトルに明確に現れているように，本書の対象は「も

の」と「技術」である．しかしながら，本書の目指すと

ころは，単なる技術史ではない．著者の言葉を借りるな

らば，「ヨーロッパ中世一千年の歴史を理解するために重

要であると思われる物質生活上のトピックを取り上げな

がら，前後の時代との連続性のなかで，中世社会が育ん

だ，ものとそれを生み出す技術をめぐる問題を論じるこ

と」（14頁）であり，「その生産と消費の背後にある中世

社会そのものの特質を明らかにすること」である．かり

に，古いタイプの科学技術史が科学技術の発展史である

と理解するならば――もちろん現在の研究はそうではな

い――，本書は二つの点で旧来の態度に背を向けている．

ひとつは中世社会という独自の価値体系を持つ社会のな

かで，モノとそれを扱う技術によって培われた物質文化

の生成要因や価値を意義付けていることである．もうひ

とつはそうした物質文化という観点から，中世社会を捉

えなおしているということである．前者が技術史家とし

ての堀越の態度であるとするならば，後者は一般史家の

堀越の態度であろう．その二つの態度の結露である本書

は，物質文化というプリズムを通じてみた中世ヨーロッ

パ――特にフランス――の日常生活史である．

全体の構成を見渡してみたい．第1章 中世物質文化

の源」では，古代末期から初期中世という時代において，

古代ローマ，ゲルマン諸部族，キリスト教，そしてさら

に東方世界（イスラーム世界や遊牧民）という四つの要

素が，中世盛期以降の物質文化に与えた影響を探ってい

る ．中世社会が今述べた四つの要素を取り込みながら

成立したことはしばしば言及される．しかしながらここ

で重要なのは個々の要素をただ取り込んだという事実で

はなく，そのような要素の中から何を継承したのか，そ

して何を継承しなかったのかという点である．たとえば

中央アジアの遊牧騎馬民族に起源をさかのぼりうる馬上

からの弓射という戦闘技術は，ローマ社会では知られて

いたにもかかわらず，中世社会では定着しなかった．そ

のような受容のあり方とその背景にこそ中世社会の特質

が看取できることは特筆しておきたい．

この第一章を受けて，中世盛期から中世後期にかけて

のヨーロッパ社会における物質文化の展開を具体的な事

例に沿ってみるのが，第二章から第四章の連続する三章

である．第二章「領主に支配される生産と技術」では，

領主による支配圏の及ぶ農村社会における物質文化を確

認する．とりわけ興味深いのは領主による水車の使用強

制である．水車の所有者である領主には，この水車を在

地農民に利用させ，使用税を徴収する権利がある．ケン･

フォレットの小説『大聖堂』で描写される著名な場面で

もあるが，流水を動力とする水車は，農村生活のかなり

の部分を占める食糧生産と手工業で不可欠の要素であ

る．水車という農村部のマージナルな空間に設置された

技術が，実は農村社会を機能させる中心的役割を担って

いたことを確認させる記述は，とりわけ中世史になじみ

のない読者には強いインパクトを与えるだろう．第三章

「都市に生まれた技術と商品」では，中世盛期以降に急速

に発展した都市社会に特有の産業に焦点をしぼってい

る．本章では商人と職人という都市特有の階層に注目し，

都市建築，奢侈品，そして時計やクレーンといった都市

と農村とを分かつ目印を中心に紹介する．第四章「身分

制社会のなかの技術･もの」では，中世社会特有の身分

に注目し，各身分の差異を視角化するさまざまな要素に

注目する．とりわけ一時期のフランス中世史学が強力に

推し進めた象徴体系の研究成果を十分に利用しながら，

身分間の差異を認識させる生活様式，食事，服装に注目

している．

本書の中でもっとも特徴的であり，かつオリジナリテ

ィに富むのが，第五章「鉄から見た中世社会」である．

前述した著者の博士論文のタイトルから了解されるよう

に，著者の専門は中世盛期から近世初頭のフランス･ロ

レーヌ地方における製鉄業である．本章は，長年にわた

る緻密な史料読解と考古遺跡の調査に基づくオリジナル

な研究成果を，古代から近世という長期スパンのなかに

放出する．中世社会において鉄がきわめて重要な素材で

あったことは言を俟たないが，その具体的な利用のあり

かたを論じた文章は意外に少ない．著者は本章で，商業，

産業，戦争といった技術史分野で蓄積のあるテーマから

生活空間や環境問題に至るまで，幅広い実例を拾い上げ

ながら，人間社会とのかかわりで鉄を論じる．「ものと技

術の弁証法」というタイトルにふさわしい一章である．

第6章は「大量消費社会のあけぼの」と表題される．黒

死病以降の中世社会は，いったんの人口減少とそれ以後

の急速な回復を引き金として，さまざまな点でそれ以前

の社会とは異なる．著者はそのようなポスト黒死病のヨ

ーロッパ社会を「大量消費社会」と規定し，その中にお

ける技術革新やそれに伴うものそして嗜好の変化を跡付

ける．そして中世社会と様々な要素において連続はしつ

つも，根本的な社会構造の変化する近世社会への移行を
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論じた終章「中世から近世へ」で全体は締めくくられる．

以上見てきたように，本書は，具体的な物質文化の事

例に基づく，たいへん魅力的な中世社会論である．モノ

の扱い方も技術の応用も，それを使う人，そしてその人

の思考を規定する同時代社会によって異なるのだという

ことが力強く示されている．

ここで評者の関心という観点から，本書の記述と関わ

る論点を三点指摘しておきたい．ひとつは生活空間（hab-

itat）の問題である．本書の特徴のひとつに，近年進展著

しい中世考古学の成果を活用しているという点がある．

そもそも著者の専門である製鉄業の研究では，発掘され

た製鉄所や鉄製品の分析も重要な一部を占める．そのよ

うな研究上の経験は，ただ製鉄業研究の枠内での成果だ

けではなく，さまざまな分野で文献史学と重なり合い

――時として反発しあう――中世考古学の成果の本書で

の積極的な応用へとつながっているように思える．それ

自体にさまざまな分野を内包する中世考古学の中で ，

著者がとりわけ注目しているのは生活空間の再現であ

る．本書では，第四章がそうであるように，人間が居住

する家屋を中心に，その家屋の内部構造や家屋内で用い

られたものに対するミクロな視線と，その家屋が一部を

占める集落や都市の具体的構造に目を向けるマクロな視

線の双方に配慮する．著者はフランスの事例を中心に紹

介しているが，気候や身分に大きく規定される生活空間

は，地域差が大きい．南イタリアや北欧といった地域別

の比較を試みたならば，著者の提起した論点を大きく展

開させ，ヨーロッパが内包する多様性を明らかにするこ

とも可能であるかもしれない ．

ふたつめは技術書の問題である．本書では，通常の歴

史書では紹介されることの少ないさまざまな技術書が紹

介されている．具体的には戦術書と建築書（第1章1節で

のウェゲティウス『戦争覚書』とウィトルウィウス『建

築十書』），農書（第2章1節でのウォルター･オブ･ヘ

ンレイ『家政の書』），狩猟書と料理書（第四章六節での

フリードリヒ二世『鷹狩りの術について』やシカール『料

理書』など）である．このような技術書に関する研究は

個別研究というレベルにおいてはこれまでなかったわけ

ではないが，技術書を全体として論じる試みはおそらく

欧米においてもなされていない．しかしながら中世社会

における技術は，古代から受け継いだもの，外部世界か

ら受容したもの，作業経験として伝授されたものなど，

さまざまな社会階層の知識の集成である．たとえばウィ

トルウィウスの建築術は，中世建築の一体どの部分に適

用されたのかという問題は，学知の歴史においても技術

史においても建築史においても非常に重要な問題である

に違いない．

最後にドイツの冶金術の問題を挙げておきたい．本書

では著者の専門との関連もあってフランスにおける製鉄

業の事例が引き合いに出されるが，中世における冶金術

でしばしば話題となるのは神聖ローマ帝国に属する山岳

領域であったように思われる．この地域で蓄積された採

掘技術や精錬技術は，1556年に刊行されたゲオルク･バ

ウアー，通称アグリコラによるラテン語著作『鉱物につ

いて』によって集大成されることは技術史上のよく知ら

れた事実である ．しかしながらこのようなドイツの冶

金術は，16世紀に突如完成されたものではない．貨幣の

地金に必要な金属を採掘できる鉱山をかかえたドイツで

は，初期中世以来，技術と経験値が蓄積され，冶金術の

知識とその技術が彫琢されつつあった ．ドイツでの冶

金術の技術の高さが周囲の世界に知られていたからこ

そ，スウェーデンには，エンゲルブレクト一門のような

ドイツ出自の鉱山技師家系が移住し，鉱山開発を進めた

という事実がある ．このようなドイツの観点を取り込

むことによって，第五章の鉄社会論の議論はさらに深化

するのではないだろうか．

いずれにせよ，中世の物質生活の諸側面についてさま

ざまなヒントの詰まった『ものと技術の弁証法』は，中

世における技術史の教科書的役割を果たすと同時に，今

後生み出されるであろうモノや技術に関する研究の導き

手となることは間違いない．実のところモノや技術に対

する関心は，従来分析対象としてモノやそれを生み出す

技術を扱ってこなかった分野において高まっているよう

に見える．三冊紹介しておきたい．マルセイユの商業文

書に挟まれていた一切れの更紗を手がかりにレヴァント

貿易の実相を描き出した西洋史家深沢克己の『商人と更

紗』，カタルーニャのジローナ大聖堂に伝来する巨大な

刺繡布を図像学的手法で解読した美術史家金沢百枝の

『ロマネスクの宇宙』 ，多様な史料に点在する砂糖に関

する記述を丹念に拾い上げ，イスラーム世界における砂

糖の意義を明らかとしたイスラーム史家佐藤次高の『砂

糖のイスラーム生活史』である ．いずれも専門領域固有

の方法論を用いた堅実な研究書でありながら，分析対象

とするモノやそれを生み出す技術に着目した著作であ

る．モノと対峙するこのような種類の研究が今後とも着
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実に蓄積されることを願う．
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ただいた．感謝したい．

8) 小澤実･薩摩秀登･林邦夫『辺境のダイナミズム』

（岩波書店，2009年）70頁参照．

9) 深沢克己『商人と更紗 近世フランス＝レヴァン

ト貿易史研究』（東京大学出版会，2007年）．書評は，

斉藤寛海『西洋史学』230号（2008年）161-163頁，

君塚恭弘『史林』91巻6号（2008年）1095-1101頁，

堀井優『歴史学研究』855号（2009年）55-58，64頁．

10) 金沢百枝『ロマネスクの宇宙 ジローナの 天地創

造の刺繡布 を読む』（東京大学出版会，2008年）．書

評は，小澤実『UP』436号（2009年）10-16頁，安發

和彰『地中海学研究』32号（2009年）83-88頁，村上

司樹『史学雑誌』118編6号（2009年）1210-1219頁．

11) 佐藤次高『砂糖のイスラーム生活史』（岩波書店，

2009年）．

(小澤 実）

泊次郎『プレートテクトニクスの拒絶と受容―戦

後日本の地球科学史』東京大学出版会，2008年6

月，vi＋258頁，3800円＋税，ISBN 978-4-13-

060307-2

歴史家が科学論争を眺める時，それはどちらかの当事

者の観点を代弁するものではないだろう．また学問とし

ての科学史研究では，現在の物差しを基準にして過去の

理論や概念などの価値を判定するヒストリオグラフィー

の問題点も指摘されてきた．著者の泊氏は，プレートテ

クトニクスをめぐって日本で繰り広げられた論争につい

て詳細に検討することを「歴史家に残された仕事」（9頁）

と認識しつつ，その歴史展開を当時の文脈に注意しなが

ら分析している．

何故日本の地質学界には，プレートテクトニクスを受

け入れようとしない学者が少なくないのか．1970年代以

降，ジャーナリストとしてこのような疑問を抱くように

なった著者はこのテーマについて調べ始め，その後は新

聞社を辞めて大学院に入り，本格的に研究を行うことに

なる．その研究成果をまとめた本書で，著者はまず日本

の地質学が有している歴史的な背景に読者の目を向けさ

せる．即ち，戦前から日本の地質学には日本列島を研究

の中心課題とする地域主義的･地史中心主義的な伝統

があり，このような特徴が グローバルな理論」としての

プレートテクトニクスに対する「違和感と無関心さ」に

つながったのではないか，ということである．著者は地

質学のこのような性格を，早くから世界を意識した研究

を続け，1970年代の早い時期にプレートテクトニクスを

受け入れた地震学とも対比させている（57-77頁）．ただ

し，ここで評者は地震学にも明治以降「グローバル」と

「ローカル」のダイナミクスの中で進化してきた歴史があ

ることを付け加えておきたい（金，2007)．
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