
1 は じ め に

日本における明治以降の研究組織は，東京司薬場（明治7（1874）年，明治20（1887）年に東京衛生

試験所と改称），電気試験所（明治24（1891）年）等，主に試験所の名称の組織に始まり，大正期に

理化学研究所（大正6（1917）年）等，研究所が多数設立されて本格化したとされる。著名な組織

で最も早く研究所を名乗ったのは伝染病研究所（明治25（1892）年）であった。

本稿では，「研究」という言葉の用法の明治前期における大きな変化と，明治前期に「研究

所」と称した組織・施設がどのような内容であったかを検討する。

2 先行研究と本稿のアプローチ

日本の研究組織の歴史について初期の検討としては，昭和3（1928）年の桜井錠二の
（1）
講演，

昭和14（1939）年の森戸辰男の
（2）
書籍等がある。その中で検討された研究組織は，官立の研究機

＊ 2014年9月1日受理，西国立志編，帝国大学令，森鷗外，興業意見，酒造研究所
＊＊ 元・富士通，富士通研究所
（1） 桜井錠二“本邦に於ける化学の発達”『東洋学芸雑誌』No．542，1928，427～437頁（『日本科学
技術史大系』第3巻，187～190頁）。
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関が中心であり，民間の研究組織は主に重工業の研究所の一部がリストアップされた。すべて

の研究組織を網羅しているわけではなく，著者が強化することを期待した分野が主な対象と

なっていた。第2次大戦後の代表的な論考としては，湯浅光朝，広重徹，鎌谷親善等の著作が

あるが，明治期の研究組織のリストは初期に作られたものをほぼ踏襲して
（3）
いた。民間企業の研

究所の歴史を検討したものとしては，鎌谷親善と喜多清の著作があるが，鎌谷は電機工業と化

学工業の第2次大戦中以降を中心としたもので
（4）
あり，喜多は明治38（1905）年以前については

「なかったに等しい」と推定して
（5）
いた。

用語の視点からは，欧文を翻訳する上で必要だった「科学」，「技術」については，その成立

ちの分析が行われて
（6）
きた。これに対し「研究」は古くから使われてきた語であり，その用法が

明治初期と現在で異なることを指摘した論考は見当たら
（7）
ない。

本稿では，明治期の「研究」の用例について検討し，それを踏まえて明治前期の「研究所」

の検討をおこなう。「研究所」の抽出には，電子化された明治期資料を活用してデータを収集
（8）
した。なお，当時の研究組織の全体像を把握する上では，その主要部分であった試験所等と呼

ばれた組織を中心とした記述が不可欠だが，本稿では「研究所」に限定して述べる。

3 「研究」概念の変容

（1）現在の「研究」の用法とその背景

明治前期の「研究」の意味を検討するための出発点として，現在の「研究」の用法を確認し

ておく。『日本国語大辞典』第2版（2001年）では，「研究」とは「物事を深く考えたり，詳し

く調べたりして，真理，理論，事実などを明らかにすること。研鑽。」と説明されている。こ

の語釈は現在論文等で使用される場合の「研究」に，ほぼ合致している。しかし日常会話で，

「最近，ゴルフのパティングを研究している。」と話せば，「パティングの微妙な動作を，工夫

しながら練習している。」ことを意味している。すなわち，「研究」という言葉は，現在でも辞

書の説明よりもやや幅の広い意味を持っている。

（2） 森戸辰男“科学研究所論”『大原社会問題研究所社会問題研究資料』第2輯，1939。
（3） 湯浅光朝『科学五十年』時事通信社，1950；同『科学文化史年表』中央公論社，1950；広重徹『科
学の社会史』中央公論社，1973；鎌谷親善『技術大国百年の計―日本の近代化と国立研究機関』平凡
社，1988；日本科学史学会『日本科学技術史大系』第1～3巻，第一法規出版，1964～1970。

（4） 鎌谷親善「企業を中心とした研究体制の推移」広重徹（編）『日本資本主義と科学技術』三一書
房，1962，91～153頁。

（5） 喜多清『民間企業の研究所―その生い立ちと在り方』朝日カルチャーセンター，2001，146頁。
（6） 飯田賢一「日本における近代科学技術思想の形成」『日本近代思想大系14科学と技術』岩波書店，
1989，426～500頁；中岡哲郎「産業技術とその歴史」『新体系日本史11』山川出版，2001，3～33頁。

（7） 李漢燮『近代漢語研究文献目録』東京堂出版，2010。
（8） 検索した主要なデジタル情報は，①新聞データベース（記事と広告のキーワード）②国立公文書
館資料（件名及び一部資料の本文）③都道府県公文書館資料（件名）④国会図書館デジタルコレクショ
ン（目次）。
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日常会話での上記の用法を除外して考えると，現在の「研究」という言葉への理解を支えて

いることの一つは，「研究の結果は，暗黙知でなく形式知であり，文書等の形で顕在化される

ことが多い」という事実であろう。結果が知識として公開されることは「研究」と呼ぶための

必須条件ではなく，また公開範囲が狭い場合もあるが，研究の結果は属人的なものではなくな

るのが通常である。こうした事実を前提として，「研究」と既存の知識を学ぶに留まる「勉強」

や「学習」とは，異なる概念であることが了解されている。明治初期の学術雑誌が無かった時

代には，探求等の活動の成果は，個人の知識や暗黙知となることが多かったと考えられる。こ

のため「研究」と「学習」の境界が極めて不透明であったことは不思議ではない。「研究」と

「学習」の区別で見られるように，現在の「研究」の概念を支えているものは，制度化された

科学であり，時代を遡れば，その時代の「研究」の概念は，現在の「研究」の概念と差がある

ことは当然であろう。

（2）明治初期の「研究」の用法

「研究」は中国で生まれた言葉で
（9）
ある。中国では宋の時代（960―1279年）に広く用いられ，日

本でも14世紀の用例があり江戸末期以降に使用例が増えたとされて
（10）
いる。

明治前半には，漢語辞書（漢語の読みと短い説明のみを記載した書籍）が多数出版された。漢語

辞書での「研究」の説明を見ると，「ミキワメル」「ミガキキハメル」「モノノリヲキワメル」

等の他に，少数だが「ワザヲミガキキハメル」「ワザヲミガキ，リヲキハメル」「ミオミカキキ

ハム」と説明しているものが
（11）
ある。すなわち，「研究」とは，知的活動だけでなく，「ワザ」の

側面を含んで理解されて
（12）
いた。これが，「パティングの研究」と言う表現が現在も通用する背

景であろう。

明治初期の文献には，「研究」を「ワザをみがく」と解釈すると理解できる表現が多数存在

する。例えば，「文武
（13）
研究」，「手術包帯等研究イタスベキ

（14）
コト」（包帯の巻き方はワザであろう）

などである。やや時代が下るが，「研究」のワザの側面をよく説明する文は，大森惟中がフェ

ノロサ（E. Fenollosa）の英語の講演を訳した『美術真説』（明治15（1882）年）である。『美術真説』

の中では，美術品を観察して検討することは「攻究」と表現され，「旧範故轍を模写するの方

を研究するは」と模写することを「研究」で表現して
（15）
いる。名画の模写は，ワザを習得するた

（9）『大漢和辞典』では，「研」の語義の一つとして「つまびらかにする」を挙げている。中国での「研
究」の「研」は「つまびらかにする」の意と解釈できる。

（10） 佐藤喜代治『日本の漢語―その起源と変遷』角川書店，1979，379～380頁。
（11）『広益漢語伊呂波字引』，明治22（1889）年；『新撰字解』，明治7（1874）年；『広益熟字典』，明
治8（1875）年。いずれも『明治期漢語辞書大系』所収。

（12）『大漢和辞典』等に「ミガク（研，磨）とワザ（技，術，業，藝）とを繋ぐ漢語が存在しない」
ことと，「研」の語義から，中国語での「研究」には，ワザの側面は無いと推定される。

（13）「内藤甚郎他一名文武研究ノ儀御達ニ付申出」『公文録』明治元（1868）年，国立公文書館蔵。
（14）「大学東校規則」明治3（1870）年『東京帝国大学五十年史』上巻，1932，368頁。
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めの方法であろう。すなわち，現在の「研究」に相当する語は「攻究」であり，『美術真説』

での「研究」はこれとは異なる意味で用いられた。

「研究」と「学習」の区別が判然としない用例として，明治元（1868）年の昌平黌について

の布告を見ると「七歳より二十歳に至るまで，……日夜研究勉励致すべき旨」と
（16）
ある。現在の

言葉では，この年齢での活動は一部に研究と呼べるものがあったとしても，全体としては「学

習」か「勉強」であろう。明治20（1887）年に帝国大学教授であった中澤岩太は「研究の話」

と題する講演で，「研究とは繰り返し学ぶことであり，研究したことは終身忘れない」と説明

しており，「研究」と「学習」の差は繰り返しの有無としている。研究の結果が世間の利益に

なることがあるとしているが，研究が新たな知識を産むことは触れられてい
（17）
ない。

（3）「講究」と，翻訳で用いられた語

明治初期には「研究」がワザの習得をも意味していたのに対し，知的活動のみを表現する言

葉として「講究」が使われていた。「講究」も中国で宋の時代から使われてきた言葉で
（18）
ある。

明治期の漢語辞書では「講究」を「ナラヒコム」「ショモツヲセンサクスル」と説明するもの

が多く，主に文書に基づく調査や検討を意味していた。「講究」がどの程度使われていたかを，

明治期に出版された漢語辞書・国語辞書の中で取り上げられた件数（図―1）で示す。「講究」

は，明治の後半には，集計対象とした辞書の大多数には掲載されていないが，明治元～10年に

は，約3割の辞書に掲載されており，比較的高い頻度で使用されたことが窺われる。

（15） フェノロサ述，大森惟中筆記『美術真説』龍池会，明治15（1882）年，1頁および54頁。この講
演の英文原稿は保存されていないが，「攻究」の部分は1881～1882年と推定される講演の英文原稿（村
形明子“『美術真説』とフェノロサ遺稿”『英文学評論』第49集，1983，57頁）に同様な段落があり，
studyを訳したものと推定される。模写を意味する「研究」も，当時の用例（東京美術学校カリキュ
ラムと原英文（明治20（1887）年頃）『アーネスト・F・フェノロサ資料』第1巻，ミュージアム出
版，1982，170～172頁）から推定すると studyの訳であろう。studyに相当するフランス語の étude
は音楽の世界では練習曲と訳され，美術の世界でも現在は習作と訳されている。

（16）『東京帝国大学五十年史』上巻，1932，8～9頁。『東京教育史資料大系』第一巻（東京都立教育
研究所，1971）には，明治6（1873）年の家塾開業願（習字塾が最も多い）が1200通収録されており，
その中の教員履歴の項に，「修業」，「従学」と並んで「研究」と学歴を表現している例を多数見るこ
とができる。やや時代の下る例では，福澤諭吉（1834～1901）は『福翁自伝』（明治32（1899）年）
で，14～15才に初めて読書を志したことを「論語孟子はもちろんすべて教義の研究につとめ」と表現
している。

（17） 中澤岩太は安政5（1858）年生，明治12年東京大学理学部化学科卒，同16～20年にドイツに留学，
同20年帝国大学教授，同30年京都帝国大学理工科大学の初代学長。講演は『東洋学芸雑誌』第5巻第
76号，明治21（1888）年，35～41頁；および『読売新聞』明治20年12月10日別刷1頁。明治期の東京
化学会には，自然法則を解明する純正化学を重視した桜井錠二と，実学としての化学を重視した多数
派との間で鋭い意見の対立があったことが知られている。（廣田鋼蔵『明治の化学者』東京化学同人，
1988）。桜井は，“研究は，観察，実験，推察により確実な知識を得て世界の知識を増進する”と説明
している。（桜井錠二 “理学者の快楽”『東洋学芸雑誌』第5巻第84号，明治21（1888）年，437～442
頁）。中澤は実学重視派の一人であり，研究への見方は化学観と密接に関係していたと考えれらる。

（18） 諸橋轍次『大漢和辞典』修訂第2版，大修館書店，1989～2000。
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「研究」と「講究」の使い方を知ることのできる文書の一つは，「技術伝習始末書」（明治7（1874）

年）である。これは，明治6（1875）年にウィーンで開催された万国博覧会への出展のために

オーストリアを訪れ，博覧会の終了後に欧州で調査や研修を行った農林業・工業等の専門家の

出張報告で
（19）
ある。22件の報告の内，「研究」のみを用いているもの5件，「講究」のみを用いて

いるもの3件，両方を使用しているもの3件である。この数字からは，技術者の間で，「講究」

も広く使用されていたことが判る。また，用例を見ると，文書のみに留まらない調査は「熟視

講究」と表現されており，「研究」は主に手を動かして体得することを表現するのに用いられ

て
（20）
いた。

「講究」は主に書籍による調査・検討を意味していたが，実物の調査や実験をも含む意味に

再定義しようとしたのは，「哲学」を始め多数の学術用語を作り出した西周であった。西は，「知

説」（明治7（1874）年）の中で，「講究（investigation）」には，3つの方法，「視察（observation）」，「経

験（experience）」，「試験（proof）」があると
（21）
した。現在の表現に直すと観察，実験，証明であり，

「講究」を科学的研究の意味に用いることを提案したことになる。

西が，科学的研究を指す言葉として「研究」でなく，「講究」を用いたのは，当時の「研究」

の用法が，科学的研究とは大きく隔たっていたためであろう。この二つが大きく隔たっていた

ことは，欧米の書籍の当時の翻訳からも確認できる。英国への留学経験のある中村正直が明治

（19） 田中芳男，平山成信編『澳国博覧会参同記要』下編，明治30（1897）年，5～30頁。
（20） 思想や政治経済関係の論説を主とした『明六雑誌』（明治7～8年）では執筆者15名の内，「講究」
を用いている者4名（西周，箕作麟作，阪谷素，杉享二），「講窮」1名（津田真澄），「考究」1名（中
村正直）であり，「研究」は一度も使われていない（高野繁男，日向敏彦編『明六雑誌語彙総索引』
大空社，（1998））。

（21） 西周“知説”三，『明六雑誌』第20号，明治7（1874）年。

図―1 漢語辞書・国語辞書での掲載数
注：『明治期漢語辞書大系』（収録辞書数140）『明治期国語辞書大系』（同19（既刊））

に収録されている辞書の内，狭い特定分野用等の辞書を除外して集計。
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3（1870）年にスマイルズ（S. Smiles）の Self-help を翻訳した『西国立志編』を英文と対比す
（22）
ると，「鉄を析く所以の方法を研究し」の原文は mastering the mechanism of iron splitting

であり，「花倶孫は……天学を研究せり」の原文は，Ferguson leant astronomyで
（23）
ある。すな

わち，masterと learnが「研究」と訳されており，ワザの習得や学習を「研究」と表現したこ

とが鮮明に示されている。原文で researchは11ヶ所あるが，2ヶ所は「査究して」と「考覈

し」と訳
（24）
され，9ヶ所は意訳されており対応する日本語の単語は無い。内1つは scientific re-

searchであるが，これも対応する日本語の単語が無い。researchは「研究」とは大きく距離

があったために，researchについては逐語的な翻訳が出来なかったのであろう。

やや時代が下るが，渡辺廉吉が明治19（1886）年に訳した『行政学』では，教育を論じた部

分で，「この精神貨物を授くるを，庶民教育に於いては訓導（ウンテルリヒト）と言い，職務教

育に於いては教授（レーレ）と言い，一般教育に於いては研究（ベレールンク）と言う」として
（25）
いる。渡辺が「研究」と訳したドイツ語の Belehrungは，教訓，指示等を意味するが，この文

での Belehrungを現在の日本語に訳せば，「啓発」であろう。研究にやや近い言葉を探せば「研

修」となろう。『西国立志編』や『行政学』の翻訳例からは，当時の「研究」は，学習の側面

も強かったことが窺われる。

英和
（26）
辞書での resea

（27）
rchや investigationの語釈の変遷からも，これらの英単語と当時の「研究」

との距離を見ることができる。実質的に最初の英和辞書とされる『英和対訳袖珍辞書』（文久

2
（28）

（1862）年）では researchの訳は「細密の吟味」であった。『附音挿図英和字彙』初版（明治6

（1873）年）の researchの訳は「考察，究問，細査」であった。『英和対訳袖珍辞書』や『附音

挿図英和字彙』の訳語を踏襲した辞書は多数出版さ
（29）
れた。researchの訳として，最初に「研究」

を用いたことが確認できるのは，外交官として文久2（1862）年から日本に滞在したサトー（E.

Satow）が編集し，ロンドンで出版した An English-Japanese Dictionary of Spoken Lan-

guage（明治9（1876）年）であり，ヘボン（J. Hepburn）の作成した『改正増補和英英和語林集

（22） スマイルス著，中村正直訳『西国立志編 原名・自助論』明治3（1870）年；原著：Samuel Smiles,
Self-Help ; with Illustrations of Character and Conduct （London : 1867）。

（23） 前掲『西国立志編』（明治4（1871）年版）第3冊第7編4丁，第6冊第11編6丁。
（24） 同 第1冊第1編12丁，第3冊第5編21丁。
（25） スタイン著 渡辺廉吉訳『行政学』上巻，元老院，明治19（1886）年，358頁。
（26） 惣郷正明，飛田良文編『明治のことば辞典』東京堂出版，1986，613～626頁に明治大正期の辞書
約400点が示されている。主な検討対象としたのはこの中の英和辞典47点である。

（27） research（フランス語では recherche）は，法的な調査や取調べからきた語と推定されている。（Pe-
ter Bruke, A Social History of Knowledge : From Gutenberg to Diderot（Malden, MA : Polity
Press，2000）井山弘幸，城戸淳訳『知識の社会史』新曜社，2004，75～76，316頁。初期の用法から
も researchには学習の意味は含まれないと判断できる。

（28） 竹林滋「英和辞典の歩み」辞書協会編『日本の辞書の歩み』辞書協会，1969，96頁。
（29）『附音挿図英和字彙』増補訂正第2版，明治15（1882）年では，動詞の studyの訳として「研究
する」が追加された。この追加は他の辞書では踏襲されなかった。
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成』（通称『ヘボン辞書』第3版，明治19（1886）年）がこれに続く。この2点の辞書では，research

は shirabe, sensaku, kenkyuと訳された。しかしこれ以降も，多くの辞書は『附音挿図英和字

彙』の訳語の流れを踏襲しており researchと「研究」とを結びつけていなかった。ローマ字

でなく通常の日本語で書かれた辞書で researchの訳として「研究」が採用され，一般的とな

るのは，先行する辞書の訳語を利用せずに多くの訳語を一新した『模範英和辞典』（明治44（1911）

年）からで
（30）
ある。researcherの訳として「研究者」が登場するのもこの辞書からで

（31）
ある。

和英辞書を見ると，『和英対訳いろは字典』（明治18（1885）年）では，「研究」の訳は to cultivate,

to exerciseとなっており，「ワザをみがく」に近い訳となって
（32）
いる。

このように，辞書の変遷から見ても，現在の「研究」の用法が広く普及したのは明治末期で

あり，明治初期には researchと「研究」が，結びつかなかったことが確認で
（33）
きる。このこと

が，西が科学的研究を意味する語として「講究」を用いた理由であろう。

（4）「攻究」と「攷究」

西は「講究」を文書による研究だけでなく，観察や実験を含ませることを試みたが，広まら

なかった。替わって，「攻究」を導入することが試みられた。中国の辞書では「攻究」は見当

たらず，「攻究」は日本で作られた語であろう。『日本国語大辞典』は初出例として明治15（1882）

年の『美術真説』を挙げているが，明治11（1878）年の洋画研究会の会則「十一会規則」にも

見ることがで
（34）
きる。

（30） 前掲：竹林 98～99頁；永島大典『蘭和・英和辞書発達史』講談社，1970，173～176頁。この他
に専門用語辞書では，物理学用語の統一化を図った山川健次郎，Vocabulary of physical Terms in

the four languages, English, Japanese, French, and German，博聞本社，明治21（1888）年が，
「研究」を investigationと researchの訳としている。

（31） investigatorの訳として「研究者」を用いた例は新訳英和辞典（明治35（1902）年）がある。明治
18（1885）年の『朝日新聞』の広告（英数二科研究所）では，生徒を「研究者」と記している。

（32） 国内で編纂された最初の和英辞典であるヘボンの『和英語林集成』第1版，慶応3（1867）年に
は，「研究」は記載されていない。同第2版（明治5（1872）年）では“（migaki kiwameru）Thoroughly
versed or proficient in. Benkyo wo site-by industry to become proficient”となる。第3版（明治
19（1886）年）で初めて“（migaki kiwameru）to investigate, examine ; to study thoroughly”と現在
の訳に近づく。

（33） 独和辞書では，最初の本格的な辞書『孛和袖珍字書』（明治5（1872）年）での Forschungの訳は
吟味，穿鑿，尋問，探索とされ，以後同様の訳が続いた。Forschungの訳として「研究」が登場した
ことが確認できるのは，大正元（1912）年の『大正独和辞典』からであり，英和辞書とほぼ同じ時期
である。ただし，明治30（1897）年の『袖珍独和辞典』第5版では，Forscherの訳として「研究者」
が示されており，Forschungが「研究」を意味することは理解されていたと推定できる。和独辞書で
は「研究」は Studien（英語の study）の訳として明治23（1890）年の『挿入図画独和辞書大全』に
見られる。仏和辞書では最初の本格的な辞書『仏語明要』（元治元（1864）年）での rechercheの訳は
吟味，穿鑿等があり，『仏和会話大辞典』（明治38（1905）年）で，「研究」が登場する。仏和辞書で注
目される点は étudeであり，『仏和辞林』明治20（1887）年では，先行した辞書が「学問，勉強，……」
としていたのを退け，「研究，学修，……」としている。また『和仏辞書』明治21（1888）年では，「研
究」の訳は étudeであり，rechercheは示されていない。明治20年頃の「研究」の解釈を反映したも
のであろう。
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「攻究」を広めたのは，明治19（1886）年の帝国大学令であった。その第一条は「帝国大学

は国家の須要に応する学術技芸を教授し及其蘊奥を攷究するを以て目的とす」とされた。帝国

大学令は，初代文部大臣森有礼と初代総理大臣伊藤博文が中心になって作られた。その作成過

程の
（35）
文書からは，森は「攻究」の表現を使用していたことが判る。図―2の帝国大学令の閣議

書では，文部省案の「攻究」が閣議で「攷究」に修正されたことが確認で
（36）
きる。修正したのは，

伊藤博文である可能性が
（37）
高い。

『東京帝国大学五十年史』を見ると，明治20～21（1887～1888）年の学内文書では「攻究」は

無く「攷究」が使われており，「専攷」の表現も
（38）
ある。五十年史に引用されている文書では，

明治22（1889）年以降，新たな文書で「攷究」は使われず，「攻究」となる。伊藤が明治21（1888）

年4月に，総理大臣を辞して枢密院議長に就任したことと照らし合せると，伊藤が総理大臣で

なくなれば「攷究」を用いる必要は無くなったと解釈できる。五十年史で引用されている文書

では，明治初期から21（1888）年までは，「講究」も度々使われていたが，その後使われなく

なり，また「攻究」も広まらなかった。

（34） 浦崎永錫『日本近代美術発達史』大潮会出版部，1959，146～147頁。「十一会規則」では，『美術
真説』と同様に「研究」と「攻究」が使い分けられている。「攻究」の初期の用例がいずれも絵画の
分野であることは，「攻究」が絵画関係で最初に使われた可能性を示唆している。

（35） 森が書き残した「学政要領」（『新修森有礼全集』第2巻，1998，163～168頁）と，伊藤が保管し
ていた文部省の草稿と推定される文書（伊藤博文編『秘書類纂』第9巻官制関係資料，1935（復刻版
1969，219～222頁））。

（36）「攷」は，『大漢和辞典』では，「考に通ず。」とされており，「考」と同義の用法があるとされる。
しかし，当時の新聞は，帝国大学令の転載では「攷究」としていても，その公布直後に書かれた社説
等では，「攻究」と表現しており，当時も「攻究」と同義と理解されていた。

（37） 伊藤自身が手を入れた文書である『伊藤博文公修正憲法稿本』秘書類纂刊行会，1937では「政党」
を「政黨」と修正するなど，伊藤が字体に注意を払っていたことが窺われる。

（38）『東京帝国大学五十年史』上巻，1932，1049頁。

図―2 公文類纂・第十編・明治十九年「帝国大学令公布の件」（国立公文書館蔵）

技術と文明 20巻1号（８）

８



帝国大学令は「攻究」の用語を定着させるには至らなかったものの，近代的な研究の概念を

定着させる上では一定の役割を果たしたと考えられる。すなわち，その第二条で，「大学院は

学術技芸の蘊奥を攷究し，分科大学は学術技芸の理論及応用を教授する所とす」と規定するこ

とで，研究と学習との区別を鮮明にし，また大学での「研究」は「国家の須要に応ずる」ため

のものであるとして，研究によって得られるものは属人的なものでなく，人々が共有可能なも

のであることを確認したからである。ただし，大学の教官による研究には触れておらず，この

点では近代的な研究の概念との差は残って
（39）
いた。

（5）近代的な「研究」概念の定着とその不充分性の指摘

近代的な研究の概念を，「講究」や「攻究」と表現する動きが普及しない中，「研究」を近代

的な解釈で用いる動きもあった。その一つは，明治13（1880）年の東京大学での「研究科」と

「研究生」の呼称で
（40）
ある。研究科は，大学院の前身となる制度であり，「既に卒業せし学科を更

に深く研究せんと欲する者」が研究生となるとされた。大学での学習を「研究」と呼ぶことも

あった明治初期の用法から，より高度の活動を意味する用法へと一歩進めることとなった。

明治16（1883）年に文献には「研究の結果」という表現も見ら
（41）
れる。明治10（1877）年の東

京数学会社を始め，学会が設立され，学会や学術雑誌に研究内容を発表する場が提供され始め

たことにより生まれた表現であろう。英国に留学して数学と物理学を学んだ菊池大麓が明治17

（1884）年に翻訳した『職業教育論』を英文と対比すると research, investigationの多くと，一

部の studyが「研究」と訳されており，ほぼ現在の用法に
（42）
近い。このように近代的な「研究」

の理解は進んでいたが，同時期に例えば「武芸の研究」という表現も見られ，「ワザ」の側面

も残されて
（43）
いる。こうした状況から，科学的研究に限定するために「学術の研究」「学問の研

究」などの表現も頻繁に用いられた。

当時の「研究」の意味について鋭い観察を残した人は森鷗外であった。森は明治14（1881）

年に東京大学医学部を卒業し陸軍に入り，明治17～21（1884～1888）年にドイツに留学した。

帰国後の数年間は医学の研究をして医学論文を発表していた。すなわち，日本で近代的な研究

（39） 帝国大学令が教官による研究に言及していない点については，当時から批判が存在した。例えば
森鷗外の「日本医育論」（明治23（1890）年，『鷗外全集』第34巻，岩波書店，1974，679～717頁）があ
る。しかし，研究活動の社会的な意義を踏まえて，教官による研究を正面から論じたのは，明治35（1902）
年の高根義人『大学制度管見』からであった。高根の論説での「研究」は，現在の「研究」の用法と
の差は感じられない。

（40）『東京帝国大学五十年史』上巻，1932，479～483頁。
（41） 理学協会“本会設立之趣旨”『理学協会雑誌』第1巻，明治16（1883）年，1～4頁（『日本科学
技術史大系』第1巻，168～169頁）。

（42） 菊池大麓訳『職業教育論』文部省，明治17（1884）年 原著 : .S.Russel, Systematic Technical

Education for the English People（London : Bradbury, Evans, &Co.,1869）。
（43） 杉浦重剛『日本教育言論』金港堂，明治20（1887）年，29頁。
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の概念が形成しつつあった時代に大学を卒業し，その後にドイツでの研究を経験したことにな

る。森は明治21～22（1888～1889）年の論説では，「研究（Forschung）」と書いたり，あるいは「研

究」にフオルシュングとルビを付すことで，当時一般的に使われていた「研究」と Forschung

がやや異なる概念であることを示唆
（44）
した。ドイツ語の Forschungは英語の researchに当たる

単語である。さらに，明治44（1911）年に執筆し，内面の自叙伝を小説とした「妄想」で，「ま

だ Forschungといふ意味の簡短で明確な日本語は無い。研究なんといふぼんやりした語は，

実際役に立たない。載籍調べも研究ではないか。」と書き，「研究」と Forschungの差への強

い思いを残して
（45）
いる。明治初期からの「研究」の用例を振返ると，「研究」が「ぼんやり」し

た語であったことは納得で
（46）
きる。

平川祐弘は昭和46（1971）年に，鷗外の「妄想」についての論考の中で，「和文欧語訳の問

題で『外国語を習う』を『外国語を研究する』という風に訳したがる大学生が多い。それは誤

訳というべきだが……」と記して
（47）
いる。これは明治初期の「研究」の用法が，第2次大戦後も

底流として残されていることを示唆している。

（6）「技術」の変化と「研究」の変化の関係

明治前期には，「技術」は artとほぼ同義であ
（48）
った。この時期の辞書では，「技術」はワザ，

テワザ等と説明されていた。これが，engineeringや technique, technologyを意味するように

変わった時期は，「研究」の意味が変わった時期とほぼ一致している。すなわち，「技術」をテ

ワザでなく機械制工業の技術の意味で使用した初期の例は，明治19（1886）年の手島精一の「理

学を振興するの説」で
（49）
あり，帝国大学令でワザの側面を含まない「攷究」が用いられた年であ

（44）「四たび横井軍医長に答ふ」（明治21（1888）年）および「日本医学の未来を説く」（明治22（1889）
年）前出『鷗外全集』第28巻，59および169～179頁。「研究」と Forschungの差について，鷗外は直
接には説明を残さなかったが，当時の鷗外が主張していたことは，実地に研究して未知の学問上の事
実を論文に書くことであり，否定していたことは，単なる議論，単なる文献調査，海外文献の翻訳，
既知の知識の再編集に過ぎない書籍の執筆，学会の俗事である（「森林太郎氏が履歴の概略」（明治24
（1891）年）「傍観機関：反動者及傍観者」（明治26（1893）年）同全集 第30巻，194～198頁，459～
461頁）。

（45） 前出『鷗外全集』第8巻，209頁。「妄想」での表現の背景については，平川祐弘『和魂洋才の系
譜―内と外からの明治日本』河出書房新社，1971，13～21頁，112～121頁を参照。フォルシュングの
精神については内田義彦「学問と芸術―フォルシュングとしての学問」『内田義彦著作集』第6巻，
岩波書店，1988，265～310頁の考察がある。

（46） 大正2～3（1913～1914）年にドイツ他に留学した八木秀次も森鷗外と似た観察をしており昭和
5（1930）年頃の話として「forschenには未開のところへ突き進むといった意味がある，誰もが知ら
ないこと，誰もができないことをやるのが研究である。役人などがよく研究しておきますと言うが，
あれは調査致しますというべきで，研究とはそんなものではない。」と東北帝大の学生を指導したと
伝えられる（実吉純一“八木先生語録”『半導体研究所報告』Vol．12，1976，21～24頁）。

（47） 前出『和魂洋才の系譜―内と外からの明治日本』118頁。
（48） 明治初期の「技術」の意味を具体的に示す文書として，ロシア人グリーヅニンの「東京技術大学
校」設立提案（『教育雑誌』第一号，文部省，明治9（1876）年）がある。この文書では「技術学校」
とは，歌学，音学，画学，刻像，建築，彫刻を学ぶ学校である。
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る。また，国語辞書で「理論を実際に応用する手段」との「技術」の語釈が確認できるのは，

明治40（1907）年の『辞林』からである。これも「研究」の語釈が刷新された明治44（1911）

年の『模範英和辞典』とほぼ同じ時期であった。

明治初期には生産活動の多くの分野でワザが支配的な要素であったが，機械制工業の進展に

伴い，機械に体現された知識の方が製造の質や量を左右するものとなった。このことを多くの

人が実感したことが，「技術」の意味の変化をもたらしたのであろう。「研究」からワザの側面

が除去されて「新たな知識の獲得」を意味するように変化したことは，学問に従事する研究者

にとっては，学術雑誌等の普及するに伴い変化したと理解できるが，一般の人々もこの変化を

受け入れたのは，機械制工業の進展がその背景にあると考えることができる。

（7）研究概念の変容のまとめ

明治初期には「研究」は，知識の獲得のみならずワザの獲得を意味する場合も多く，学習を

意味する場合も多かった。欧米の科学への理解が進み，学会の創設や学術雑誌の発刊などが行

われるにつれ，近代的な研究を意味する言葉が必要となり，「講究」や「攻究」を，この意味

で使うことも試みられたが定着しなかった。このため，「学術の研究」「学問の研究」といった

表現で，近代的な研究を指すようになった。

国語辞書での「研究」の説明が近代的なものとなるのは，明治末期である。このため，明治

前期の文書での「研究」は，近代的な「研究」とは異なる意味である可能性が多分にあり，明

治後期の文書でもその可能性が残ることに留意する必要がある。

4 明治前期の「研究所」

（1）設立年別の「研究所」の概要

デジタルな検索の可能な新聞データベース，公文書館の文書件名等を手掛かりとして，業界

史や地方史を参照して「研究所」と称した施設・組織を抽出した。その設立年と分野別の件数

を，表―1に示す。

表―1のとおり「研究所」を名乗った組織は明治初期から存在した。明治35年頃から記録に

残る「研究所」は増加している。この増加は実際に設立された「研究所」の増加だけでなく，

新聞や書籍に記録が残ることの増加も反映したものであろう。表―1の「研究所」の出所は，

最も多いのは『朝日新聞』（91研究所）である。『朝日新聞』は明治12（1879）年から明治21（1888）

年まで，大阪のみでの発行であり，記事の内容も大阪とその近隣の府県についてに限られてい

た。表―2の明治10年代の「研究所」が大阪周辺に多いのはこのためである。この点を考慮す

ると，明治の前半には表―1の数字以上の「研究所」が実際には存在したと推定できる。

（49） 飯田賢一『技術：一語の辞典』三省堂，1995，110頁。
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表―2に明治25年までの「研究所」名のリストを示す。これらの「研究所」を個別に検討し

た結果として，近代的な研究所への発展の視点からは以下が指摘できる。

①初期の「研究所」は，主に学習やワザの習得を行う場であった。

②近代的な意味での「研究」に直接つながる内容を持ち，科学の追求を柱とする「研究所」

は伝染病研究所まで存在しなかった。

③明治20（1887）年からの酒造業での「研究所」は実験的な手法で試作を行う設備であり，

通常の製造とは独立して実験を行うという点ではその後の研究所に繫がる内容であった。

以下，これらの特徴を順に述べる。

（2）教育組織としての法律研究所

「研究所」の名称を使用したことが確認できた最も古いものは，明治7（1874）年に設立さ

れた立志社等の法律研究所である。立志社は明治7（1874）年に板垣退助等によって高知県に

設立された民権運動の組織であり，その法律研究所は島本仲道が設立し，「緒言」によれば，

人民も法律を知る必要があり，このために「同志の士と共に法律を講習し」併せて，「代書代

言の委託を受ける」ものであ
（50）
った。すなわち，「研究」の意味することは「学習」であった。

（50） 奥平昌洪『日本弁護士史』1914，82～83頁。立志社法律研究所の設立については，1875年とする
説もある（森山誠一“立志社法律研究所について（上）”『金沢経済大学論集』vol．65，1993，106～
128頁）。

表―1 年代・分野別の「研究所」設立件数（構想を含む）

明治 計
分野 構想

（内数）工業 農業 医・薬 美術 語学・文学 法律 その他

元～10年
11～20年
21～30年
31～40年
41～45年

5
31
39
71
66

1
6
7
23
24

0
1
14
10
8

1
8
5
7
9

0
2
0
14
2

0
5
6
3
1

3
3
0
0
0

0
6
7
14
22

0
4
4
12
7

計 212 61 33 30 18 15 6 49 27

（大正元年を含む）

小分類

酒造
39

養蚕
12

医学
26

絵画
14

英語
5

教育
7

染色・織染
5

畜産
6

薬品
4

アジア
5

芸能
5

醬油
4

茶業
4

皇典
4

注：①設立年が不明なものは，記事等の初出年で集計。②一つの組織が複数の「研究所」（支所等）
を設けた場合は1件とした。③陶芸等の産業用の「美術研究所」は工業に分類した。④漠然とし
た設立構想等，集計対象とすべきか否か判断し難いものがあり，厳密な数ではない。
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表―2 明治25年までの「研究所」一覧（構想段階を含む）

明治 西暦 工業 養蚕・農業 医学・薬品 法律 その他

7 1874
法律（立志社，高知）
「北洲舎」（法律，大阪）
法律（豊岡）

9 1876 医学（岡山）

10 1877 染色（足利）

11 1878 十一会洋画（神田）

12 1879 向陽義塾法律（福岡） 明治義社英学（大阪）

13 1880 薬種（神戸） 仏学（東成，構想）

14 1881
医学
（兵庫川辺）

15 1882
医学（兵庫）
漢医（大阪）
医学（大阪）

北野皇典（京都）
文武（京都，構想）

16 1883 常滑美術（愛知）
医術
（奈良式上）

弘通館法律（大阪）
明治義塾法律（神田）

17 1884 紡績（大阪，構想）
皇典（大阪住吉神社）
皇典（大阪牧岡神社）
開明社易学（大阪）

18 1885
工業（京都，構想）
泥工美術（赤坂，
左官職教育）

英学専修会員仮（堺）
英数二科（大阪）

19 1886 農業（常総） 鍼灸（日本橋）
英学（大阪島町）
速成英語（神戸）

20 1887
大阪酒造
大阪南部酒造

鍼灸（本郷）

21 1888 京都酒造
私立適蚕毓養蚕（群馬青梨）
自由養蚕（群馬岩島）
順気社（養蚕，藤岡）

英語専門（大阪）
俳優（大阪，構想）
女子手芸（神戸）

22 1889
若松清酒醸造
（福島）

日本蚕業（掛川）
養蚕（神奈川愛甲）
碓氷養蚕（群馬）

23 1890
横山養蚕（西群馬）
養蚕（群馬鬼石）

24 1891 鶴岡（酒造，山形） 蚕業（埼玉賀美）

日清貿易（上海）
速算（神奈川高座）
速記法（神田）
山際漢学
（神奈川愛甲）

25 1892 静岡織染 伝染病（芝）
英語・漢学（茨城）
国文学（麴町）

注：北洲舎は名称に「研究所」は含まれないが，「律学研究所」として届出。明治23年の横山養蚕は「研究処」，それ以
外は「～研究所」であるが，「研究所」は省略。
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島本は，大阪でも北洲舎に参加し，律学研究所として設立を届けた。北洲舎も代言業務を行っ

たが，設立時に4名の生徒が居り教育の機能も持っていた。北洲舎は，全国に約10の支舎を設
（51）
けた。豊岡の法律研究所は大阪の北洲舎の元生徒が設立したもので

（52）
ある。当時の新聞は，現在

の弁護士事務所を意味する普通名詞として「法律研究所」を用いていた。

明治期の法律研究所として記録が確認できるものは，明治16（1883）年設立が最後である。

代言人の免許制度は明治9（1876）年に始まるが，明治13（1880）年には免許の試験科目が明

示され，代言人組合以外の結社等による営業活動が禁止さ
（53）
れた。これによって，代言人の実務

と教育は分離されることとなった。明治13（880）年に専修学校（現・専修大学），翌年明治法律

学校（現・明治大学），東京法学校（現・法政大学）が設立され，以後法律関係の教育組織は「学

校」と称することが一般的に
（54）

なった。明治16（1883）年に設立された明治義塾法律研究所は教

育のみを行う組織であり，代言人実務に関しては別に明治義塾詞訟鑑定所が設けられた。この

法律研究所も翌年には明治義塾法律学校と改称
（55）
した。

以上の変遷から明治初期の法律研究所の多くは，代言人として習得すべき知識が不明確で

あった時期の教育，および代言業務を行った組織と理解できる。

（3）教育を中心とした「研究所」

法律研究所以外の「研究所」も，その規約等の文書や関連資料の記述から，生徒が「研究す

る」組織，すなわち教育機関であったと推定できるものが少なく
（56）
ない。教育を中心とした「研

究所」の主要なものを以下に示す。

岡山県の医学研究所は，明治9（1876）年に岡山県が各郡に布達を出し，従来開業医（多く

は漢方医）の西洋医学学習の場として「医学研究所」を各郡が設けることを指示し，三十余の

「研究所」が生まれたものである。「研究所」を設ける理由として「今日その業に従事する者各

自切磋孜勉してその学を修めその術を琢」くことを求めており，「研究」とは医師が知識や技

術を向上させることを意味していた。明治10（1887）年3月に「医学講習所」と改称され，同

年11月医学教場（岡山大学医学部の前身）の附属組織となり，11年に廃止さ
（57）
れた。

明治10年（資料により9年）の染色研究所も講習を行い，足利織物講習所，栃木県立工業高校

（51） 前掲『日本弁護士史』102～117頁；『大阪弁護士史稿』上，1937，567～591頁。
（52） 飯塚一幸「裁判制度形成期の代言人と地域」『日本社会の史的構造―近世・近代』思文閣出版，
1995，341頁。

（53） 前掲『日本弁護士史』169～175頁，297～311頁。
（54） 天野郁夫『大学の誕生』上，中央公論社，2009，71～78頁。
（55） 宮川隆泰“三菱商業学校と明治技術”『福沢諭吉年鑑』vol．28，2001，21～56頁；『馬場辰猪全集』
第4巻，岩波書店，1988，90～102頁；『文部省第11年報』明治16（1883）年，付録1013頁；『東京諸
学校学則一覧』英蘭堂，明治16（1883）年，494～496頁。

（56） 分析や試験を行った組織・施設より，教育を行った組織・施設の方が，生徒募集等の形で記録が
残り易い可能性には，留意する必要はある。
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の前身となった。設立の背景はアニリン等を用いた西洋流の染色方法での粗製乱造を防止して，

足利地方の製品への不評が広まることを避ける必要性であり，そのための教育を行うことが設

立の目的で
（58）

あった。

明治18（1885）年の『朝日新聞』は，京都府勧業課が工業研究所を設け志願者を入れて染物

織物等の「研究」をさせる案を検討中と報じている。この構想が19年に実現したのが京都染工

講習所（京都市立洛陽工業高校の前身）と考えられる。すなわち，ここでの「研究」も学習を意

味して
（59）
いた。

明治24（1891）年の日清貿易研究所は，日本人に中国語と，中国との貿易実務を教育するた

め上海に設立された学校で，初年度の学生は150名であった。この時期に設立された「研究所」

としては，伝染病研究所についで新聞に登場することの多かった「研究所」であった。その入

学願書の書式では，「日清貿易研究のため入学したく」と表現されており，「研究」をするのは

教官ではなく生徒であることが
（60）
判る。

学習の中でもワザの習得の側面が強いものとしては，明治11（1878）年の十一会研究所と，

明治16（1883）年の常滑美術研究所がある。十一会研究所は，絵画を習う場で
（61）

あった。明治期

には「画塾」や「画学校」という言葉より，「絵画研究所」の表現が目立つ。常滑美術研究所

は，「児童を集め，図書学動植物の粘土彫刻……の法を学ぶ」ために設けられた。当時，陶芸

品は重要な輸出品であり，費用の一部を県が補助した。常滑陶彫に大きな影響を与えたとされ

て
（62）
いる。

（57） 岡山県明治9年布達乙111号，10年乙62号，239号，11年乙71号（『岡山県布達全書』，明治12年）；
柴多泰『明治前期高梁医療近代化史』高梁市医師会，1989，36～37頁。明治9（1876）年以降，各地
に医学の「研究所」が作られた背景は，明治9年に内務省が医師の開業試験の準備を進めたこと等で
ある（厚生省医務局編『医制百年史』ぎょうせい，1976，61～64頁）。

（58） 早稲田大学経済史学会編『足利織物史』足利繊維同業会，1960，587～591頁；「市川安左衛門へ
の緑綬褒章下賜の件」『公文雑纂・明治30年』（国立公文書館蔵）。資料により，名称と設立年につい
て異なった記述がある。

（59）『朝日新聞』明治18（1885）年9月2日；『洛陽工高百年史』1986，38～41頁。京都の勧業策の状
況は上川芳実“明治20年代府県勧業政策の展開”『大阪大学経済学』Vol．35，No．1，1985，172～196
頁で分析されている。明治18年の勧業費は明治12年の1／50に圧縮されており，教育以外にリスクの
大きい技術開発が構想された可能性は低い。

（60） 井上雅二『巨人荒尾精』佐久良書房，1910，36～74頁；「日清貿易研究所荒尾精ニヨリ内閣ニテ
刊行ノ書籍交付の件」『公文雑纂・明治23年』（国立公文書館蔵）。日清貿易研究所は同所編纂の『清
国通商綜覧』を出版しており，調査研究機関として評価する見方もある（野間清 “日清貿易研究所
の性格とその業績”『歴史評論』No．167，1964，68～77頁）。

（61） 浦崎永錫『日本近代美術発達史』大潮会出版部，1959～1961，145～148頁；外山卯三郎『日本洋
画史』第1巻，日貿出版社，1978，316～321頁。

（62） 吉田弘『鯉江方寿の生涯―常滑焼の開拓者』愛知県郷土史料刊行会，1989，204～220頁；『常滑
の陶業百年』とこなめ焼共同組合，2000，33～34頁；『興業意見』復刻版，19巻，101頁。
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（4）紡績研究所の構想

明治17（1884）年に農商務省が作成した『興業意見』には，施策案の中に紡績研究所の名前

がある。『興業意見』の中では設立すべき施設として，農業試験場，蚕糸実験所，農用分析所，

水産調査所，製茶検査所，工業試験所と様々な施設が挙げられているが，織物業については「紡

績研究所（即ち模範工場の類）」が構想された。紡績研究所は「専らその技術を研究して製造法の

得失を実験し，且つ職工を養成」すると説明さ
（63）
れた。『興業意見』では，ワザを伴わない分析

や検討は「学理の講究」あるいは「学術の講究」と表現されており，当時の「技術」の用法を

考慮すると，「技術を研究する」はワザの習得を意味していたと解釈すべきであ
（64）
ろう。

『興業意見』は過半の部分を国内・海外の実情調査報告に割いており，各施設に対する提案

の根拠はその中に見出すことができる。「紡績研究所」の提案を示唆する記事を『興業意見』

の中に探すと，リヨンの絹織物の試験場の記事が該当する。リヨンの施設は蒸気で動く機械を

備え，機械の導入の是非を判断しかねている在来の製造家の試用に供してワザの習得を可能と

するもので
（65）

あった。これらのことから，「興業意見」の「紡績研究所」は，ワザの習得を支援

する模範工場であり，近代的な意味での研究所とは異なる施設の構想であった。

（5）伝染病研究所

表―2に揚げた「研究所」の内，研究所の名称のまま現在まで存続する唯一の組織は，伝染

病研究所（現・東京大学医科学研究所）である。科学を柱とした研究所としては国内では最初の

研究所であり，西欧の研究所（Instituteや Laboratory）の影響を受けて作られた最初の研究所と

称した組織でもある。

設立事情はやや複雑で，ドイツで顕著な成果を挙げた北里柴三郎に活動の場を提供するため

であり，フランスのパスツール研究所（Institut Pasteur,1888年）やドイツの国立伝染病研究所

（Preußischen Institut für Infektionskrankheiten，通称コッホ研究所，1891年）の設立に倣ったもので

もあった。診療に加えて伝染病に関する行政機能や多数の講習生に対する教育も担当した。す

なわち，大正期以降に大学教官の教育負担を減らし研究への集中を図った大学附置研究所とは，

大きく内容が異なって
（66）
いた。

京都帝国大学医科大学が明治32（1899）年に発足するまでは，本格的な医学の研究機関は東

（63）『興業意見』復刻版『明治前期財政経済史料集成』第18―2巻，明治文献資料刊行会，1964，483，
489頁，第20巻695頁。

（64） 鎌谷親善は，「技術の研究」を近代的な意味に解釈し，紡績研究所を模範工場であると同時に試
験研究機関であるとした。（『技術大国百年の計―日本の近代化と国立研究機関』平凡社，1988，56～
57頁）。しかし，近代的意味での研究機関での提案ではなかったことは，「技術」「研究」の当時の用
例だけでなく，『興業意見』の執筆者である前田正名の勧業策の考え方（祖田修『前田正名』吉川弘
文館，1973，83～105，156～158頁）等，様々な点からも推定できる。

（65） 前掲『興業意見』復刻版，18―1巻，289頁。
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京の帝国大学医科大学と伝染病研究所しか存在しなかった。設立後，各地で伝染病患者の発生

のたびに伝染病研究所が対応を行うことが報じられ，新聞にも度々登場した。このため，伝染

病研究所は研究所に対する一般の理解に大きな影響を与えたと考えられる。明治25年以降は伝

染病研究所の名声を意識して，類似した名称の「～病研究所」が複数設立されるなどしており，

伝染病研究所の実績を背景に研究所という名称が一定の権威を持つようになったと理解できる。

（6）産業界の「研究所」

産業界の「研究所」の内容は業種により差が見られる。明治9（1876）年の足利の染色研究

所や，各地に作られた養蚕関係，明治後期に見られる茶業関係の「研究所」では，教育が中心

であったと推定できるものが
（67）
多い。すなわち，これらの分野では業界史等の記述で「研究所」

の役割として講習等の記述が多く，新たな技術の開発等への言及があまり見られない。養蚕等

の分野の「研究所」で教育した技術は，個人が特別な施設を設けずに開発したもの，および政

府の技術者のものであった。

酒造業の「研究所」は，養蚕等の教育を主とする研究所とは差が見られる。酒造業の「研究

所」として確認できる最も古いものは，明治20（1887）年に大阪に作られた二つの酒造研究所

である。90余名が出資しており，やや大きい設備を設けたと推定で
（68）
きる。明治23，24（1890，

1891）年に灘に設けられた施設は，他県からの生徒を受け入れ教育的な側面を持ったものの，

学理を応用した実験的な試醸を行って
（69）
いる。明治21（1888）年に設けられた京都酒造研究所も，

試醸や分析を行って
（70）
いる。

養蚕等と酒造の相違は，前者が小規模な試行が可能であるのに対し，後者では実験のために

は，やや規模の大きな設備が不可欠である点であろう。大きな資産を持つ醸造家の数は，明治

中期には他の工業部門の資産家の数を大きく上回って
（71）
おり，規模の大きな試行を可能とする財

（66） 小高健『伝染病研究所―近代医学開拓の道のり』学会出版センター，1992，43～56頁；長与専斎
“伝染病研究所の創立”『大日本私立衛生学雑誌』No．114，1892，1～21頁。伝染病研究所の設立事
情としては，結核のツベルクリン療法への大きな期待，コッホの研究所が官民からの手厚い支援を得
ていたこと，北里が限定された範囲の研究への絞り込みでなく伝染病への総合的な取組みを目指した
こと，北里と帝国大学医学部との対立，文部省と内務省の管轄の関係等がある。

（67） 一例は『群馬県蚕糸業史』上巻，1955，109～112頁，下巻，1954，754～761頁。
（68）『朝日新聞』明治20（1887）年9月11，18日，10月2日，明治21（1888）年2月1日；『三業雑誌』

No．2，明治23（1890）年，9～10頁。
（69） 菅谷秋水『灘酒史』大谷商店，明治43（1910）年，80～85頁。「西宮郷醸造研究所」「今津郷醸造
研究所」の記事があるが，当時書かれた資料での名前は「日本酒類試験所」（『三業雑誌』No．2，明
治23（1890）年，38～44頁）であり，表―2には含めていない。

（70）『京都府史』下巻，1915，74～75頁；『通俗工芸雑誌』No．8，明治21（1888）年，32～33頁；『醸
造雑誌』No．27～30，明治21（1889）年，No．330，331，明治36（1903）年；「大八木庄太郎贈位回議
書類」（1924）（国立公文書館蔵）。

（71） 谷本雅之「在来産業の変容と展開」『日本経済史1幕末維新期』東京大学出版会（2000）191～196
頁。
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政力を持っていたことも，一因であろう。昭和期以降では，製造と研究とを明確に分離した企

業研究所が設けられるが，明治前期の酒造の「研究所」は実験的な側面を持った製造ラインと

考えられ，製造と研究の分離の初期の形態といえる。

5 ま と め

明治期の「研究」の概念について「3章（7）研究概念の変容のまとめ」で要約したとおり，

明治初期には「研究」とは学習やワザの習得をも意味していた。このことを端的に示している

例は，masterや learnを研究と訳した例があったことである。また森鷗外の「Forschungとい

ふ意味の簡単で明確な日本語は無い」との指摘も当時の「研究」が，近代的な「研究」とは大

きく異なる概念であったことを示しており，その影響は戦後にも及んでいることが示唆される。

「研究所」と称する組織・施設は明治7（1874）年の立志社等の法律研究所に遡ることが出

来る。科学を柱とし，現在の研究組織に直接つながる「研究所」は明治25（1892）年の伝染病

研究所に始まる。これ以前の「研究所」を，「研究」の概念が現在とは差があることを念頭に

検討すると，学習やワザの習得のための組織・施設が多い。岡山県の布達で県内に一挙に三十

余の「医学研究所」が設立されたことは，この「研究所」が，現在の「研究所」の概念とは異

なった内容であったことを端的に示している。産業界では，染色，養蚕等の分野で「研究所」

が作られたが，講習等が中心であった。しかし，明治20（1887）年に始まる酒造業の「研究所」

は，実験的な側面を持った製造ラインと考えられ，その後の企業研究所の先駆的な性格を持っ

ている。従来書かれてきた明治期の研究組織の歴史では，欧米から導入した科学・技術の吸収

とその自立化の流れが中心であり，在来産業は顧みられなかった。本稿では，「研究所」を名

乗った組織を検討し，酒造業等の在来産業でも注目すべき活動が行われていたことを示した。

Changes in Meaning of the Term kenkyu

and the Establishment of kenkyu-sho in the Early Meiji Period

by

Hiroshi MURAMATSU

（ex Fujitsu Limited and Fujitsu Laboratories Limited）

The history of research organizations in Meiji and post-Meiji Japan began with organizations

designated as testing sites such as the “Electrotechnical Shiken-sho”（1891）. The establishment

of research organizations came into full swing in the Taisho Period, with the establishment of

numerous kenkyu-sho including the “Physical and Chemical Kenkyu-sho”（1917）. The earliest

well-known example of an organization’s being called a kenkyu-sho is the “Infectious Disease

Kenkyu-sho”（1892）.
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This paper will look at the major changes in the use of the term kenkyu in the early Meiji

Period, while also examining in detail the organizations and facilities that were called kenkyu-

sho.

Nowadays, the English word “research” is usually translated as kenkyu, and in some cases

“investigation” and “study” are as well. According to a Meiji Period dictionaries, kenkyu was

understood at that time not only as an intellectual activity but also as the act of “honing one’s

skills.” Kenkyu also meant to study or learn. In early Meiji translations of books from the

West, “learn” and “master” were translated as kenkyu.

The oldest organization to be referred to as a kenkyu-sho was the “Legal Kenkyu-sho” in

1874. Even before the establishment of the “Infectious Disease Kenkyu-sho,” kenkyu-sho had

been created in fields ranging from law, to medicine, sake brewing, and sericulture. Many of

them were different from modern kenkyu-sho in that their main function was education. How-

ever, in several sake brewing kenkyu-sho established in1887 and afterwards, the focus was not

only on education ; they experimented with brewing techniques and attempted scientific analy-

sis. The distinction between production and experimentation at these sake kenkyu-sho can also

be seen in later research institutes affiliated with companies.
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