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産業社会における研究・開発立ち上がりの社会過程＊

一一ノマー ソンズ舶用蒸気タービン開発を事例として一一
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1. は じめに

研究 ・開発が産業社会でどのように立ち上がったかを，世紀転換期（1880年代から 1910年代半

ばまで）イギリスにおける C ・A ・バーソンズ（C.A. Parsons）の舶用蒸気タ ービン開発に即し

て明らかにする。産業社会における研究 ・開発史は，科学技術が乙んにちみられるような大量

の人的，物的資源を組織する経営と して行われるにいたる起源を明らかにするうえできわめて

重要である。乙れまで，研究の多く は化学，電気産業における企業内研究 ・開発組織の記述に

中心を置く。なるほど，科学上の新知見にも とづく新産業部門と して世紀転換期に成立 した経

緯をもっ化学，電気産業を例にとれば，科学技術がいわゆる第二次産業革命とかかわる さまを

クローズ ・アップするのに有効であろう。また，企業内研究 ・開発組織は，とうした科学技術

の成立する社会的条件を他の条件から相対的に切り離してうまくつかまえる設定といえる。

ととろで，研究 ・開発が出現する社会過程の分析として乙れらの研究をみると，ややもどか

しさを禁じえない。理由はニつある。 （1)19世紀後半期のいわゆる第二次科学革命期における

それまでの科学技術の専門職業化の状態からいかにして研究 ・開発が立ち上がったかにかなら

ず しもじゅうぶんな説明が届かなしコ。 （2）企業内研究 ・開発が外部社会とどのような接点をも

* 1990年12月31日受理，1991年5月20日（改稿）受理，研究 ・開発，C・A・バーソンズ，舶用蒸気タ
ービン，専門職業人
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ったかについて系統的な説明K乏しい。つまり，研究 ・開発がなぜそのように社会に出現した

かの立ち入った説明が， 科学技術の社会史のなかで比較的手薄であるように思われるのであ

る。その結果， 19世紀後半期は第二次科学革命の時代，世紀転換期からは第二次産業革命lζ伴

う研究 ・開発の時代，というやや図式的な盤理を前提としてモノグラフや解説が書かれる傾向

を生んでいるよう に思われる。化学， 電気産業の企業内研究 ・開発史が社会学的な分析に適さ

ぬというのではない。要は，産業社会における研究 ・開発の立ち上がりのメカニズムを明らか

にするよ うに事例が選ばれ，そのように扱われる ζ とが少ない点にある。企業内研究 ・開発組

織の成立を研究 ・開発の時代と性急lζ重ね合わせるのではなく，まず成立するにいたる社会過

程の，的を絞った記述，分析が求められる。

乙のような観点から眺めると， 「J・ワットに匹敵する」発明 ・企業家と評される C・A ・

ノfーソ ンズによる世紀転換期における舶用蒸気タ ービンの開発過程は，標記主題を解明するき

わめてユニークな事例として 二つの点で注目に値する。 （1）比較的早 くから専門職業化した工

(1) たとえば， LF. Haber, The Chemical Industry during the 19th Century (Oxford Univ. Press, 

1958），水野五郎訳『近代化学工業の研究ーーその技術・ 経済史的分析一一』 （北海道大学図書刊行会，
1977年），L. S. Reich, The Making of American Industrial Research: Science and Business at GE 

and Bell. 1876-1926 (Cambridge Univ. Press, 1985); G. Wise，“Ionists in industry Physical 

chemistry at General Electric, 1900-1915”，Isis, Vol. 74, No. 271 (1983), pp. 7-21; G. Meyer-

Thu row，“The industrialization of invention:A case study from the German chemical industry”， 
Isis, Vol. 73, No. 268 (1982), pp. 363 381 ; F. Pfetsch，“Scientific organisation and science 

policy in Imperial Germany, 1871 1914 : The fouロdatio且 of the Imperial Institute of Physics 

and TechnologyぺMinerva, Vol. 8, No. 4 (1970), pp. 554 580などを参照。また， 第二次産業革

命の意義を化学， 電気産業を担った社会層IC立ち入って分析した数少ない研究として，Lepatronat de 
la seconde industrialisation: Etudes rassemblees par M. Levy-Leboyer (Editions Ouvrieres, 1979) 

が，日本で第二次産業革命の意義に比較的早い時点で注目した研究として， 野呂栄太郎 『日本資本主義
発達史』 （岩波書店， 1954年）， 85頁（初出は1927年）がある。

(2）一般に社会過程とは1920年代に現れたいわゆる形式社会学（formaleSoziologie）ならびにその社会

心理学的な研究で頻用される語だが，乙 ζではつぎのような意味で用いる。相互作用の型がすくなくと
も観測可能な多主体問の動的過程の総称。多主体の内訳は個人Kかぎらない。科学社会学において乙の
点の合みを拡張した最近の議論として， B. Latour, Le Microbes : Guerre et Faix suivi de lrreduc-

tions (A. M. Metaili邑， 1984）を参照。 また， 先行研究については，註（1）の英語文献を参照。人物史，

企業史のエピソードないしその解釈を中心にする諸研究に先行研究は及ぶが，さしあたり乙こでは立ち
入らない（註（3）も同様）。一例と して， JG. Crowther, British Scientists of the 19th Century 

(Kegan, Paul, Trubner & Co., 1935）を参照。なお，同書では認知的業績以外のあらゆる社会的残

余の倶~面が一様lζ 「社会学的」と表記される点で， 少し く混乱を招きやすい）。
(3) 乙の点lζ満足ゆく説明が与えられる乙とが，時代区分と解釈にとって欠かせぬ作業であると恩われ

る。第二次科学革命とは， 19世紀前半期tr:端を発する科学活動の劇的な規模の拡大を示すためにR・ハ
ーンCRHahn）が作り出した語である（R.Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution, Univ. 

of California Press, 1971, p. 275 を参照）。 ハーンの研究は，バリの科学アカデミー （Academie
d田 Science）の事例研究にもとづいて主iι科学者や学会の量的拡大の側面に眼を向けたものであるが，
その制度変容史の社会学的意義をより一般的lζ 指摘したものと してはさしあたり， E. Mendelsohn, 

“The context of 19th century science’＇， in B. Z. Jones (ed.), The Golden Age of Science (Simon 

& Schuster, 1966), pp, xiii ff.を参照。
(4) C. A. Parsons，“The steam turbine and its application to the propulsion of vessels”，Tran-

sactions of the Institution of Naval Architects （以下，T.I. N. A. と略記），Vol. XLV (1903), 

pp. 284-311, Discussionでの A・F・ヤロー （A.F. Yarrow）の言（p,311）。
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学（engineering）を母体分野として研究 ・開発が行われたため， 専門職業化された科学技術が

企業内研究 ・開発に組織された状態へと移行する自生的な過程を窺う事例を与えている。（2)

当時在来産業部門のリーディング ・インダストリーの座にあった造船業と密接にかかわる研究

・開発であったため，企業内研究 ・開発の成果が外部社会に登場するさまを明瞭につかまえや

すに本稿は，世紀転換期において比較的扱われるととのない乙うした先駆的事例のもつ意味

を掘り起とし， 19世紀から20世紀にかけての科学技術の社会史における記述の上記空隙を埋め

る試みである。

以下，とのねらいにもとづき，つぎの手順で議論を進めてゆきたい。まず，舶用蒸気タービ

ンが最初に登場した時の社会的インバクトを実験船タービニア号 （Turbinia）の公開試走に触

れて記述し，プロダクト ・イノベーション（product innovation）としての舶用蒸気タービンの社

会的意義を確定する（ 2節）。 実験船タービニア号の公開試走までの過程を記述し， 専門職業人

としてのC・A・バーソンズと舶用蒸気タービン開発とのかかわりを分析する（ 3節）。実験船

タービニア号の登場を経て舶用蒸気タービンが実用化されるまでの社会過程を，研究 ・開発を

外部から支えた主体（actor）の役割，とく lζ海軍の果した役割に即して分析する（4節）。全体

の議論をまとめ，舶用蒸気タービン開発史が科学技術の社会史上もつ意味を敷街する（ 5節）。

2. ターピニア号の与えた社会的インバクト

1897年 6月26日，ポーツマス沖スピット ヘッド（Sp油田d）でヴ、ィクトリア女王 即位60年記

念祝賀観艦式が挙行された。各国艦艇が注意ぶかく決められた列を作って行進している最中，

「出来事」がもちあがっ た。見慣れない一隻の小型艇が列と列との聞に割り込むとみるや，縦

横無尽に走り回り始めたのである （図ー1参照）。驚いた式典当局は即刻とれを制止すべく 哨戒

般を出動させる。と ζ ろが， H自戒艇はくだんの小型艇を制止するど乙ろか，追い付くととさえ

かなわない。小型艇はさんざん走り回ったあげく，姿を消す。

舶用蒸気タービンの威力を世人が眼の当たりにした， ζれが最初の機会であった。小型艇は

蒸気タ ービンを動力とした実験船でタービニア号， 建造を指揮したのはC・A・バーソンズで

ある。乙の事件はタービニア号の「無法ぶり」を人びとに強く訴える。しかし，それをも上回

る強烈な印象は，その驚くべきスピードにあった。 翌日の新聞『タイムズ』 （TheTimes）は乙

れを「瞬きする聞に水をあけられた」と評す。乙の点が否が応でも大方の注目するととろとな

(5) 19世紀後半期における造船技術の変化と外部社会との関速については， さしあたり松本三和夫 「産業
社会における技術革新の構造一一19世紀後半期英国造船業を事例として一一」（「思想J.1985年， 3月，
No. 729, 80-97頁）を参照。

(6) タービニア号の公開試走をめぐる「出来事」の当事者による証言としては，C.]. Leyland，“＇Tur-

binia’jottings”，Heaton Works Journal, June (1935), pp. 25-32を参照（著者は当時タービニア号
の船長を務めた人物）。

(7) The Times, 1897年6月27日号。
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図－ 1 スピットヘッドに現れたターピニア号

* Parsons Marine Steam Turbine Co. Ltd.提供資料 ・TURBINI A’による。

るのに大 して時聞はかからなかった。半年の聞に同事件の技術面の詳細を報道した新聞，雑誌

記事の摘要を出現JI頂に示すとつぎのとおりである。

「過日観艦式lζ集結した艦艇の列の聞をぬいタービニア号は驚くべき走り方をした。その

速力は毎時34ノットに達した。乙の注目すべき船の詳細は近日号でさらに述べる予定であ

る」（『発明』）。

「タービ、ニア号は今や世界一速い船である。同号の諸元は・・・…作動原理は一－－－」（同）。

「タービンは出力が大きいのにきわめて軽量である乙とが注目に値する。タービニア号が
帥

世界一速い船となった理由は乙 ζにある」（『造船』）。

「タービニア号の達成した結果はきわめて満足すべきものである。船が大きくなれば抵抗

も増大し，それに比例してよ り大きな出力が求められるのならば，より大きな船で同様の
uu 

結果が得られぬいかなる理由も見当らない」（同）。

反響はイギリス国内にとどまらない。フランスでも「ノfーソンズ蒸気タービン」と題す記事

が現れる。

「あのタービニア号の動力に使用されたノfーソンズ蒸気ター ビンがブリュ ッセル万国博覧

会イギリス部門にお目見えする。今度は発電用動力として 実演が行われる予定である」
ω 

（『工業』）。

(8) Invention, 1897年 7月3日号。
(9) ibid., 1897年7月10日号。
側 Shipbuilding Gazette & Laloyd’S Loist, 1897年10月14日号。
01) ibid., 1897年10月28日号。
自由 L’Iηdustrie, 1897年8月1日号。
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また， 『ペル ・メノレ』紙 （PallMall Gazette）はロシア政府がノfーソンズタービン搭載の軍艦

二隻の建造をニューカッスルのホーソンレスリー造船所 （W. Hawthorn Leslie & Co. ）へ発注

したと報じるが， 『造船』誌のニューカッスル通信員が 1897年11月16日付同誌上で乙れを誤

報と指摘する混乱も起きている。 さらに，翌1898年になると当時創刊されて聞もない（1896年

創刊）大衆紙「デー リー ・メール』 (Daily Mail）に 「タ ーピニアと タービン一一大西洋を40時

間で横断？ー一一」などという荒唐無稽な記事が現れる。

乙のように，タービニア号は国境や産業界の境界を越えたひとつの「出来事」として受け取

られ，当時いかに大きな社会的インバクトを広汎な人びとに与えたかが窺えよう。 ζれは，舶

用蒸気タービンが，ほぼ同時期に出現した電灯や合成染料のように大衆消費財あるいはそれと

直結する型のプロ夕、、クト・イノベーシ ョンではない点を考え合わせてみると，その広汎な社会

的インバクトはいっそう注目に値する。交通革命，とりわけ大西洋横断平均速力を競うフゃルー

リボン史が象徴する「旧世界と新世界聞の」（『デーリー ・メール』前掲記事） それへの関心のいや

増す当時の人びとの視野の広がりに， 7 ッチしたのかもしれない。いわば，かたちにならぬ潜

在的関心を水路づ、け，タイミングよく 具現する「出来事」だったといえるかもしれぬ。

社会的インバク卜はとうした広汎な潜在的関心に応える面だけにかぎらない。もっとはっき

りした実利的関心にも応えたのである。 言うまでもなく，商船， 軍艦を問わず，船を迅速かっ

効率的に走らせる関心である。今ノfーソンズ舶用蒸気タービンの生産実績を総出力でみると，

タービニア号の出現以来 10年足らずのうちに急速に実利的関心にも応えた乙とが理解できる

（図 2参照）。

乙の聞の総内訳を発注主体別にみれば， 実利的関心の所在がどのようなものであったかが明

瞭になる（図－ 3参照）。一見しでわかるとおり， 海運会社がタービン商船へ寄せる関心にも増

して海軍がタービン艦艇のもつ可能性へ寄せる関心が大きかったのである（総出力比で両者のウ
U日

エイトは約 1対5）。久しく続いた「イギリスによる平和」 （PaxBritanica）にかげりがさし始め

た当時，海軍力を軸に覇権争いに参入し，建艦競争を繰り広げたとされる各国にとり，タービ

同 ShipbuildingGazette & Laloyd’s Loist, 1897年11月16日号。ちなみに，たまたまタービニア号の
「出来事」を目撃した時のドイツ皇帝の弟のへンリー（Henry）公からも舶用蒸気タービンの可能性を打
診する旨が時を移さず伝えられている（ParsonsMarine Steam Turbine Co. Ltd. 提供資料 ‘TUR-

BI NIA’， p.11による）。

rn Daily Mail, 1898年8月2日号。正確に言うと，乙れは同紙1898年7月29日号に掲載された記事の
続編である（7月29日付の記事のほうは比較的正確な事実の報道がみられる）。

制 C.A. Parsons，“The marine steam turbine from 1894 to 1910’＇， T. 1. N. A., Vol. LIII, Part II 
(1911), pp. 79 95より算定。

仰 とく に，英独の建艦競争は海軍力を軸にした覇権争いの典型で＝あった。 ζの点については，“Mckenna
introduces navy estimates, 16 March, 1909”，Hansard, 5th series, II, cols 931-938 ; 943 944, 

in W. D. Handcock (ed.), English Historical Documents, Vol. XII, Part 2 (Eyre & Spottiswoode, 

1977), pp. 410-415を参照。
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図－2 パーソンズ舶用蒸気タービン生産実紛（18941910年）
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from 1894 to 1910”， Transactions of the 
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N.A，と略記），Vol. Lill, Part ll (1911), 

pp. 79 95による。

図－ 3 発注主体別パーソ ンズ舶用蒸気タービン生産実ま古（1894-1910年）
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権 ibid. より作成。

村 わずかながら（10台，2万9200馬力） ，ヨット用のタービンが生産されているが，乙れは除外して算定し

た （したがって，総計値は図－ 2のそれと合致しない〕。
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ン艦艇のもつ可能性が恰好の実利の的と映ったとしても不思議はない。 事実，図－ 3の海軍艦

艇用ノfーソンズ舶用蒸気タービンの発注主体を国別にみると，イギリス （大英帝国） をはじめド

イツ，ア メリ，カ，フ ランス，日本，イタリア，ロ シア，スペイ ン，オース トリ ア，アルゼンチ

ン，チリ，ブラジル，中国，ポルトガノレ，デンマーク，スウェーデンなど（総出力でみた生産実

績順に記載），じつに 16ヶ国に透している。

ノfーソンズの開発した舶用蒸気タ ービンは，大量消費，大量生産を前提とした大衆消費財の

フ。ロ夕、、ク卜 ・イノベーションになじんだとんにちの私たちの眼に映る以上に，当時の産業社会

lζ広汎かつふかいインバクトを残したと考えられる。上にみたように，そのインパクトは市井

の人びとの潜在的関心ならびに産業界や軍の実利的関心に根ざ、すひとかたならぬ社会的意義を

備えたものだったのである。タービニア号の公開試走は，そうした背景を再構成する貴重な手

がかりにほかならなし〉。それでは，舶用蒸気タービンはそもそもいかにして開発されたのだろ

う。専門職業人としてみる とバーソンズはそれにどうかかわったのだろう。との節で述べたタ

ービニア号の公開試走から乙れらの点についていかなる背景を再構成すると とができるだろう

か。次節ではと うした観点から， いよいよ舶用蒸気タービンの開発過程の検討に入る。問題

は，ターピニア号の公開試走が行われたタイミングにかかわる。

3. C・A・バーソンズと舶用蒸気タ ービ ン一一専門職業から研究 ・開発へ一一

1894年新年早々（ 1月8日）， バーソンズは特許を申請する。題して「蒸気船の推進，制御機

構の改良」。乙れがバーソンズの舶用蒸気タ ービンの特許第394号として乙んにち知られるもの

である （図－4参照）。

図－ 4の日付が示すとおり，同特許は翌1895年 2月8日に認可されている。すなわち，前節

でみたタービニア号の公開試走（1897年）は，じつはすでにその 2年前に舶用蒸気タービンの特

許権を獲得した後の 「出来事」だったのである。特許件数の算定から研究 ・開発成果の出現度

数を推定する科学技術の社会史や科学社会学（sociologyof science）で伝統的に頻用されるアプ

ローチに立脚すると，特許権獲得後のタービニア号の公開試走とはさだめし研究 ・開発の後日

談を構成するエピソードのひとつとみなされる乙とであろう。かならずしもそうではない，と

指摘する乙とからとの節の議論を始めたい。舶用蒸気タービン開発過程と専門職業人と して

のC・A・バーソ ンズのかかわりを窺う鍵を，その点が握っていると思えるからである。

ノfーソンズによる蒸気タービンそのものの特許申請は1884年 4月23日に遡る （特許第6735号）。

以後およそ10年間，蒸気タービンは主に発電機用の原動機と して使用され，その間得たさまざ

。司 C.A. Parsons (1911), op. cit. による。
ω ζのアプローチIC合まれる問題点に比較的早い時点でt注意を払った数少ない科学社会学者の研究と し
て，R.K. Merton，“Fluctuations in the rate of industrial invention", Quartely Journal of 

Economics, Vol. XLIX (May, 1935), pp. 454-474がある。
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図－4 ノマーソンズ舶用蒸気タービン特許第394号

N°894 企.D.1894 

Date of』fJfJ/fcafion,8th Jan .. 7894 

Complete Spec1ヌcationle_；斤， 7thNov., 7894ー』CCB/Jfed,8th Feb .. 1895 

PROVISIONAL SPECIFICATION. 

Improvements in Mechanism for Propelling and Controlling 
Steam Vessels. 

I. The Honourable CHAHLES ALGE!tNO~ PAR80~s, of Heaton Wリrks,
Newcastle-upon-Tyne, in the County of Durham, Engineer, dυhereby declare 
the nature of this invention to be as follows ：ー

My invention relates to improvements in mechanism for prnpelling and con-
5 trolling steam 1·essel~ ; and my object is to economi山illyobtain a highf'r speer! 
fro111 such ve回 elst.bnn is nL prrsent possible while also reducing ur avoiding 
vibratiou. 

My invention consists in the rnelbod of applying 11 steam turbine to the 
proi;iulsion of 11 vessel actuated by screw propeller and also in mechanism and 

¥0 dev1c剖 toenable a steam turbine to effectively and economically perform the 
various functions of propelling and controlling the movements of a vessel . 
.lily invention thus C:lmprises the application of the steam turbine to marine 

propulsion; the combination of 11 stf'nm turbine with a propeller of fine pitch 
suitable for high speeds of rotation ; the combination of one or more steam 

15 turbines with a series of prop匂llen;on the same or di汀erent shafts 9f白nebut 
varying pitch also for high rotative speeds; the arrangement. of a compound 
condensinl!' steam turbine in connection with a screw shaft and condensinP" 
and water circulating devices; arrangements for balancing the propeller thrust by 

__ steam pressure an-d special thrust blocks; a廿angements for reversing and 
:m manceuning vessels actuated by steam turbiロes; and arrangements for preventing 

vibration of the engine or propeller shaft, all being devices and arrangements 
for carrying out my sy•tem of propelling st帥 mvessels by steam turbines. 
In carrying my invention into effect as applied to a high speed steam vessel 

such as a torpedo bo:it, I place 11 steam turbine, ・pre色rablydesigned to run at 
21i a moderate speed of rotation such as 2500 revolutions per minute, in a suitable 

position in the vessel and couple it direct.ly to a propeller shl¥ft. I sometimes 
mount the・t.urbine on an elHstic or spring bed s.o as fo provide some elasticity or 
freedom of slight movement between the turbine and the frames or hull of the 
vesspJ. I may also mount the propeller shaft or the tube containing it in elastic 

30 be引 ings. These bearings may be of the kinds described in the Specifications of 
Patents Nu. 61a5 of lSS-1 and No. 1120 of 1890 alre.ady granted to mιIn the 
bearing described in Xo. 6735 of 1884 a series of frictior】 ringssurround t.he bush 
m ＇~bich the shaft rotates and vibratory movement is effectually damped by the 
friction of the said rings. In that described in No. 1120 of 1890, the bush is 

35 RUrrounded by a number of concentric tubes having oil films permitting a slight 
movement but interposing a hydraulic damping resistance which absorbs vibration. 
The turbine may be coupled to the frames or hull of the vessel in such manner 
that a number of friction plates clipped together by a spring absorb vihrntion or 

40 hydraulic reaistm:ice may be interposed by means of a number of plungers 
opera.ting in sleeves immersed in liquid; by eit.her of these devices or by 
equivalents the vibration of. t.he turbine case or propeller may be damp_ed or 
prevented from reacbinl!' the hull of the vessel. 

Upon the propellerゐaftI place a propeller of fine pitch and comparath叫y

* Patent Records (Newcastle upon Tyne市所蔵） IC::よる。
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まな知見（例，タービン奨の回転数の上限，タービン翼と蒸気の速度比など）を経て舶用蒸気タービン

の特許申請へいたる。バーソンズが特許申請で告げる目的は 「現在よりも船を効率的かっ高速

にする」乙とにあった。バーソンズの ζの問題への取組には，専門資格を欠 くジェント ルマン

や貴族による舶用推進機構の特許申請があいついだ19世紀中葉までとは異なる注目に値する特
ω 

性がひとつ存在する。申請，認可された特許を，なおノfーソンズが専門職業人として再試可能

なかたち （例，ターピニア号の実験）でみずから示してみせようとした乙とである。乙乙で専門職

業人とは，つぎの二つの要件を同時に満たす人を指す。 (1）専門要件．その仕事が専門資格を

備えた仲間を準拠集団 （referencegroup）として行われる。 (2）職業要件 ・その仕事の対価とし

て継続的な生計維持機会を得ている。

まず，バーソンズ、の取組が専門要件を満たすかたちで行われた乙とはタービニア号の実験に

かぎらず， 舶用蒸気タービン開発全体にわたり一貫 して疑えない。 舶用蒸気タ ービンの特許申

請に際 して 「工学者」（engineer）と告げたように（出自としてはアイルランドの血を引く貴族の家系
関

だった），バーソンズはすでに蒸気タ ービンの特許を得る以前よりイギリスの代表的な工学者の

専門職団体（professionalassociation）である土木工学者協会（Institutionof Civil Eng山田 町 1818

年設立）および機械工学者協会 (Institutionof Mechanical Engineers, 1847年設立）に帰属 してい

るからである。前者への帰属は1879年（学士会員），後者への帰属は1880年 （学士会員） の乙とで
ω 

ある。彼のケンブリッジ大学在学中工学の学位試験制度（Tripos）が確立 していなかったため

(1894年開始）学位とそ持ち合わせていなかったが，バーソンズは生涯をとおし， とうした専門

職団体lζ帰属する実質的に専門資格を備えた仲間を準拠集団に仕事をし続けた （表 l参照）。

はたして，舶用蒸気タービンに関する最初の論文を発表 したのも，イギリスを代表する造船工

学者の専門職団体である造船技術者協会（Insitutionof Naval Architects, 1860年設立）において
凶

である。

他方， 職業要件lζ関して，彼が専門資格を備えた工学者と して継続的な生計維持機会を得て

いたζ とも疑えない。 タービニア号による実験に取り組もうとした時すでに他会社 （クラーク ・

チャプマン会社 ［Clarke, Chapman & Co. ]. 1867年設立）の電気部門の責任者の職を辞し，みずか

側 C.A. Parsons, Improvements in Mechanism for Propelling and Controlling Steam Vessels 

(Patent Records No. 394 A. D. 1894 [Newcastle upon Tyne市所蔵］）による。
帥 19世紀中葉から舶用推進機構の特許申請者IC占めるジェントノレ7 ンや貴族の比重が低下しはじめる乙

とを指摘した科学社会学上の先駆的研究としては， S. C. Gilfillan, The Sociology of Invention 
(Univ. of Chicago Press, 1935), p. 84を参照。

帥 ζ うした基準から19世紀初頭から中葉までの科学の専門職業化の構造を分析したものとして，松本三
和夫「産業社会における科学の専門職業化の構造一一19世紀英国科学制度史を事例として一一」 （『思
想』，1983年11月， No.713, 80 97頁）を参照。

凶 C.A. Parsons (1894), op. cit.バーソンズの家系の詳細は，R. Appl巴yard, Charles Parsons・
His Life and Work (Constable & Co., 1933), Appendix, pp. 304-305を参照。

(23) ibid., Appendix, p. 307, et al.による。
似i) C. A. Parsons，“The application of the compound steam turbine to the purpose of manne 

propulsion＇’，T 1. N. A., Vol. XXXVIII (1897), pp. 232-242. 

75 



技術と文明

ら発電機用蒸気タービンと発電機を製造

する C・A ・バーソ ンズ会社ヒー トン工

場（C.A. Parsons & Co., Heaton Works) 

を設立 して 5年目を迎えていたからであ

る (1889年設立）。設立当初は 2エーカー

の敷地に48名の従業員というちっぽけな

工場ではあったが，乙 ζでノfーソン ズは

半径流タービン，復水器付タ ービンを開

発し，とりわけ後者はイギリス中lζ販路

を順調に拡大し，おかげで1894年までに

同工場は製図室，鋳造工場，倉庫を増設

し，さらに検査工場用地を確保するまで
聞

に規模を拡張していた。

ζ うしてみると，ノマーソン ズは工学畑

の専門職業人としてすでに地位を確立 し

てお り，その条件下で蒸気タ ービン開発

を行っ たよう K思える。発電機用蒸気タ

ービンに関するかぎりそのとおりであ

る。 しかし，舶用蒸気タ ービン開発，と

りわけタービニア号の実験は条件を異に

する。問題は， 職業要件と新たな研究 ・

開発との両立にあった。

専門要件では，発電機用蒸気タービン

の製造と改良をとおして得たデー タ（例，

1891年にケンブリッジ 電灯会社 ［Cambridge

Electric Light Co. Jへ納入した復水器付蒸気

7巻 1号（76)

表 1 C・A・バーソンズの発表機関別論文件数

(1887-1929年）

発表機関 論文件数

INA 11 

NECIES 5 

RS 5 

IMeE 3 

ICE 3 

IEE 3 

RI 3 

BA  3 

IME 2 

lM 

IESS 

IP 

IMC 

ISI 

* INA: Institution of Naval Architects 

NECIES: North-East Coast Institution of Engineers 

& Shipbuilders 

RS: Royal Society 

IMeE: lnst1tut1on of Mechanical Engineers 

ICE: Institution of Civil Engineers 

IEE: Institution of Electrical Engineers 

RI: Royal Institution 

BA: Brit』shAssociation 

!ME: Institute of Marine Engineers 

IM: Institution of Metals 

JESS: Institution of Engineers & Shipbuilders 1n 

Scotland 

IP: Institute of Physics 

IMC: International Mathematical Congress 

IS!: Iron & Steel Institute 

ホ＊ G. L. Parsons, Scientific Papers and Addresses 

of the Hon. Sir Charles A. Parsons (Cambridge 

Univ. Press, 1934), Appendix C (pp. 250-253) 

より算定（共著論文は含め，特許や学会での討論記録
などは除外した〉。

タービン第1号機の運転データ）が舶用蒸気タ ービンに必要な 特性（効率的な連続定常運転）達成へ
閣

の見通 しをノfーソンズに与えた一方，発電機用蒸気ター ビンの製造， 販売を業務とする当時の

ノfーソ ンズの職業要件のほうは彼のヒートン工場を動員 して舶用蒸気タ ービン開発に取り組む

乙とを許さなかった。そもそも実験船タ ービニア号を建造すると ζ ろから実験を始めなければ

倒 NEIParsons Ltd. 提供資料 NEIParsons: A Century of Power, p. 3による。なお，半径流ター

ビン開発の背景には， 軸流タービンの特許権の帰属がノfーソンズとクラーク・チャプマン会社との間で
係争中だったため，別形式のタービン開発を余儀なくされたという一面が認められる。

帥 NEIParsons Ltd. 提供資料， op. cit., p. 3による。
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聞

ならなかったからである。実験の総費用は ざっと 2万ポンド以上に達したと見積られる。前
倒

年，蒸気タービンの特許第6735号からバーソンズが得た収入は1500ポンドである。どうみても

やりくりして個人的に捻出できる額の範囲を越えていたのである。

そ乙でバーソンズが用意した解決策は，タービニア号の実験のための出資者を募り，新会社

を作る乙とであった。 1894年 1月に設立された舶用蒸気ター ビン会社（Marine Steam Turbine 

Company）がそれである。会社といっても自前の工場も販売部門ももたぬ， ただ 「バーソンズ

氏の…・ー蒸気タービンを舶用動力として利用するための実験を心おきなくかっ効率的に行うの

に必要な資金を提供する」（会社設立趣意書より）乙とだけを目的と したきわめて特殊な会社であ
側 側

る。授権資本が 2万5000ポンドで，一株50ポンドの私募発行株が 480株発行されている。つま

り，ほとんど資本の拡大を見込まぬ，文字どおり実験費用の調達と実験の成功による実験結果

の獲得だけを目的として設立された「シンジケー卜」（syndicate）だったのである。当然，成功

した時の効果が先取りして示されなければならぬ。バーソンズは，乙の点を舶用蒸気タービン
a~ 

の旧来の往復式舶用機関に対する優位点として10項目lとまとめている。

1. 速力増大

2.運搬力増大

3. 蒸気消費量の節約

4. 浅水での航行可能性を聞く

5. 初期費用減少

6. 機関重量減少

7. 機関員数減少

8. 維持費減少

9.援動の大幅な減少

10.プロペラおよびプロペラシャフトのす法と重量減少

乙れを実証するための試みがターピニア号の公開試走に先立つ実験にほかならない。バーソ

ンズとしては先行投資の妥当性を示してみせる文字どおりの「テスト」であった。ターピニア

号はブラウン ・フッド会社 （Brown& Hood at Wallsend）で建造され（タービンはヒートン工場製

白司 ]. F. Clarke, “An almost unknown great man : Charles Parsons & the signiれcanceof the 

patent of 1884’＇， Occasional Papers in the History of Science and Technology, No. 4 (Newcastle 

upon Tyne Polytechnic, 1984). うち，ターピニア号の建造費用だけで時価約 1万ポン ドfC達したと
見積られる（mimeograph, Sir Charles Parsons' Steam Yacht，“Turbinia”［Newcastle upon Tyne 

市所蔵］， p. 2による）。
間 乙れは，クラーク・チャフ。7 ンとの特許権争議の決着によって支払われた額である。 ]. F. Clarke, 

op. cit., Charles Parsons: A Chronologyを参照。
(29) C. A. Parsons (1911), op. cit. 

自由 R. Appleyard, op. cit., p. 92. 

(31) C. A. Parsons (1911), op. cit. 

。司 C.A. Parsons (1897), op. cit. 
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造）, 1894年11月14日から試走を始める。結果はどうであったか。 じつは， 乙乙から舶用蒸気

タービン本来の問題への取組がス タートする。問題は「速力増大」と「蒸気消費量の節約」に

あっ た。

「速力増大」についての試走成績は，すくなくとも31回の試走が行われたにもかかわらず，

最良の成績が 19.75ノッ ト（1780r.p.m.）というおよそ不十分なものだったのである。バーソ
関

ンズの予測した値を平均で37.5バ一セントも下回っていたからである。そ 乙で， バーソンズは

みずから乙んにちいうね じりばね動力計のプロトタイ プを開発し，タービニア号lζ搭載 したタ

ービンの軸馬力の測定を行う。測定結果は960軸馬力であった （設計馬力は約2000馬力）。 しかも
ω 

プロペラの毎分回転数は設計どおり2400回転を示している。プロペラの高速回転がじ ゅうぶん

推力につながっていないととを乙れは意味する。同時に， 「蒸気消費量の節約」効果を著しく

妨げるととも明白である。乙の時プロペラの高速回転が水中に真空を生み，回転エネルギーが

空費される現象が起とっていたのである。

当時R・E・フルード （R.E. Froude，模型実験理論の建設者 W ・フノレード ［W.Froude］の三子） が

はじめて「キャビテーシ ョン」（cavi ta ti on） と名付けたと の現象が問題の核心K効いているの

ではないかという点K，バーソンズは土木工学者協会で行われた J・I・ソーニクロフト CJ.I. 
自由

Thorn）町oft）とs・w・パーナビー （S.W. Barnaby）の報告によ って気づく。そ乙で，彼がつぎ

に行ったととは彼の直面している問題の核心がほんとうにそとにあるか否かを水槽中のプロペ

ラ模型実験装置を開発して確かめる乙とにあっ た。 3000分の l秒の露出時間で各回転数下のプ

ロペラの状態をアークライトで照らして写真に撮るという巧妙な装置の模型実験は，問題の核
倒

心が紛れもなくキャビテーションである ととを示す（図 5参照）。

問題が確定した以上，彼の解決策は奇をてらわぬ明快なものであっ た。すなわち， （1）キャ

ピテーションlζ対しでもっとも望ましいプロペラ の形状を 実験で決定し， (2）プロペラ表面積

を増やして全体としてじ ゅうぶんな推力を得るように努めるととである。 1年を要 した実船再

試験の末， (1）’ 直径18インチ， ピッチ24インチのプロペラを， （2）’ 三つに分割したタービンに

直結する軸に各 3枚ずつ， 言十9枚タービニア号IC::使用する決定が下された （図 6・図ー7参

照）。

倒 ParsonsMarine Steam Turbine Co. Ltd.提供資料， op. ciι，pp. 5 6による0

(34) ibid. 

開バーソ ンズは舶用蒸気タービンlζ関する最初の論文報告後の討論でつぎのように述べる。 「私の観測
したかぎり（乙れはソーニクロ フト氏の観測ほど精密ではないが），同氏が数年前IC報告した見解が支持
された。キャビテーションはプロペラ奨への平均水圧が11.25ポンド以上で発生する」（C.A. Parsons, 

1897, op. cit., Discussion. p. 241）。 J・I・ソーニクロフトと S・W・パーナビーの原報告について
は，J.I. Thornycroft & S. W. Barnaby，“Torpedo boat destroyers", Minutes of Proceedings of 

the Institution of Civil Engineers, Vol. CXXII (1895), pp. 51-72を参照。
帥模型実験装置の概要については，A Richardson. The Evolution of the Parsons Steam Turbine 

(Office of“Engineering”， 1911). pp. 74-75を参照。
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図－ 5 C・A・パーソンズのキヤ ピテーション実験

＊ 白い気泡がキャ ビテーションの発生を示す。

料“Experimentalapparatus shewing cavitation in screw propellers”，Transactions 

of the North-East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders, Vol. XXIX 

(1913), pp. 300-302(Fig. 4）による。

ピ二ー’立ーコ
’＇＂。。·~

区.l-6 ターピニア号推進系統平面図

「
r r- r － c。”。，E刷SlR. 

ぐー・1・ ...：ー也、 ・‘’‘・・'・'--－ーーー・ー，：......... ・-... .. 
‘’ ・・、・ ~ ・－ーーーー‘・，F ’、......ーーーーーーーーー. . 

－， ．－－ c。”。，ENSUt

* Parsons Marine Steam Turbine Co. Ltd.提供資料，op. cit., p. 8による。

図－ 7 ターピニア号推進系統断面図

ホ ibid. による。
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結果は彼の予測したとお りだった。 1897年4月 1自に行われたタービニア号の全力試走で，

平均速力毎時 31.01ノット（タービンの平均回転数 2100r. p. m. ）に達する。 また，新たにジーメ

ンス水量計などから推定した蒸気消費量は毎時 ・馬力当り 15.86ポンドであっ た （これは往復式
間

舶用蒸気機関のそれに対し優位の関係にあった）。 ζの時，特許が認可された時より数えてすでに 2

年を経ていた。そのわずか 2ヶ月後IL:,ター ビニア号の公開試走が広汎なセンセーションを巻

き起乙したのである。

舶用蒸気タービンの普及にはさらにタービン船と蒸気船の実船比較試験，後進タービン， 巡

航タービンの開発，減速歯車の開発など，ζの後多く の問題をクリ アしなければならなかった

が，すくなく ともその研究 ・開発の立ち上がり の過程において， バーソンズが専門職業人と し

てどのようなかかわり方を したか，以上の検討でおおむね明らかになったと思われる。すなわ

ち，研究 ・開発はいわば工学の専門職業人を前提として立ち上がっているが，さらに研究 ・開

発を持続して成果をあげるととろまでもってゆく過程で職業要件との両立が困難となる。その

困難を解決する手段がベンチャー型の企業内研究 ・開発（舶用蒸気タービン会社で行われた研究・開

発）にほかならない。 さしずめ，専門職業の内部から研究 ・開発が芽生え， 途中で外部に移植

されて育っていったといえるかもしれない。はたせるかな，舶用蒸気タービン会社はタービニ

ア号の公開試走の直後 （1897年7月），バーソンズ舶用蒸気タービン会社（ParsonsMarine Steam 
関

Turbine Company) Iζ改組され，舶用蒸気タービンの製造， 改良，販売を開始している。

乙れがノfーソンズ舶用蒸気タービン開発過程に見て取れる特性の過半である。残りの半分は

ノfーソンズおよび彼の会社の外部の条件がどう効いたかにかかわる。次節では， ζの観点から

とくに海軍の果した役割に的を絞り ，舶用蒸気タービン開発に見て取れる社会過程の特性をさ

らに掘り下げて分析したい。問題の糸口は，こうして成立したノマーソンズの会社の活動の実態

が教えてくれる。

4. 舶用蒸気タービン開発に関与 した外部条件一一海軍の果 した役割一一

技術系の会社が最前線で生き残るには，総売上高の1.5バ一セントから 3バ一セント を研究・
m~ 

開発IL投資しなければならぬ。乙れが，バーソンズの研究 ・開発に対する三考え方であった。乙

れを，試しに1897年lζ営利会社に改組されたバーソンズ自身の会社に適用してみよう。 たとえ

間 C.A. Parsons (1897), op. cit., Appendix : Trials of the “Turbinia”（p. 237）を参照。往復
式舶用蒸気機関との性能比較は，J. A. Ewing, Preliminary Report on Trはls of the Steamer 

'Turbinia’（24th April, 1897 [Newcastle upon Tyne市所蔵］）による。
側改組の詳細については， TheParsons Marine Steam Turbine Company, Ltd. Incorporated under 

the Companies Acts (For Private Circulation Only, 30th July, 1897 [Newcastle upon Tyne市所
蔵］）, Prospectusを参照。

曲目） D. J. Jeremy & C. Shaw (eds.), Dictionary of Business Biography: A Biographical Dictionary 
of Business Leaders Active in Britain in the Period 1860 1980, Vol. 4 (Butterworths, 1985), 

p. 543. 
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ば， 1900-1901年期の バーソンズ舶用蒸気ター ビン会社の研究 ・開発費総額は 1万 439ポンド
14団

と見積られる。総売上高の 2バ一セント程度をかりに研究 ・開発費とみてバーソンズの考え方

をそのまま適用すると，同社の総売上高は乙の額の50倍，つまりすくなくとも52万1950ポンド

に達していなければならない。ととろで， 1節でみたとおり，乙の時期はバーソンズ舶用蒸気

タービンの商用生産が始まったばかりの時期である。年間で ζれだけの売上高（初回す必る済資本
uu 

金 ［24万ポンド］の2倍以上）を達成しているとは考えにくい。 事実，同社は設立以来じつに 6年

間無配当を記録し， 7年目の1904年からはじめて配当が始まったと言われる。前節でみたよう

に，営利を目的としないため売上高ゼロのその前身舶用蒸気タービン会社についての状況がさ

らにきわどいものであろ うととは想像に難くない。

ζれはひとつのラフな思考実験にすぎない。しかし，バーソンズと彼の新設した会社および

その前身が直面したであろう問題の所在を象徴している。研究 ・開発の立ち上がり期において

は，たとえそのために設立されたベンチャー ・ビジネス型の会社であろうと，独力で研究 ・開

発活動を続け，成果をあげる ζ との困難さである。それゆえ，バーソンズがもしみずからの研

究 ・開発に対する考え方を自分の会社に適用していたとすると （その可能性は傍証からみてかなり
闘

高い），会社の外部から専門要件，職業要件を問わずなんらかの支援が存在したという推測が成

り立つ。との節では，とうした観点から海軍の果した役割を分析したい。

ノfーソンズの舶用蒸気タービン開発と海軍のかかわりには大きく 言って二つの局面が認めら

れる。ひとつはタービニア号の公開試走後の局面，もうひとつはタービニア号の公開試走まで

の研究 ・開発の初期局面である。まずタービニア号の公開試走後の局面では， 1898年 2月にバ

ーソンズ舶用蒸気タービン会社が海軍より艦艇（駆逐艦パイバー ［ViperJとコブラ ［Cobra］） 用主
ω 

機タービンの発注を受けている ζ とが注目 ic:値する。乙れは， バーソンズ舶用蒸気タービン会

社にとって初の舶用蒸気タービンの受注であると同時に，世界初の舶用蒸気タービン実用の試

みでもあった。ともに 300トン足らずの小艦で，かっ 3年後lζ事故で失われるが（乙れはノfーソ
側

ンズ舶用蒸気タービンの出来とは「いかなる関係もない」），44. 5トン（2300:f'lll馬力）の実験船タービニ

ア号からアメシスト 号 （Amethyst, 3000トン， 1万4200軸馬力），さらに I-'"レッドノート号 （Dread-

ηought, 1万7900トン， 2万4712軸馬力）へと， その後大型艦艇用主機タービンの生産に業務を拡

大してゆくととになる当時立ち上がったばかりの同社に， 実用タービン生産の先駆的な経験

~O) ibid. 

~l) バーソンズ舶用蒸気タービン会社の初回払込済資本金額は， Parsons Marine Steam Turbine Com-

pany, Ltd. (1897), op. cit. による。
最古 D. J. Jeremy & C. Shaw (eds.), op. cit., p. 543 

~3) C. A. Parsons, Presidential Address to the Engineering Section of the British Association for 

the Advancement of Science, Cambridge, 1904, in G. L. Parsons (ed.), Scientific Papers and 

Addresses of the Hon. Sir Charles A. Parsons (Cambridge Univ. Press, 1934), p. 46, et al. 

制パイバー，コブラの受注lζ関しては， R Appleyard, oρ. cit., pp. 140-158を参照。
~5) ibid., p. 147. 
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と初の貴重な先行投資回収機会を与えた。 同社の設立から数えてわずか半年足らずの時点での

決定だっただけにその効果はいっそう際立ったと恩われる。海軍の意思決定のすばやさが窺え

る。

では，なぜ乙れほどタ イミング良くすばやい意思決定ができたのだろ う。 タービ、ニア号の公

開試走のインバク卜がそれほどまでに大きかったのだろうか。そればかりでもない，と捉える

のが無理のない見方のように思われる。ター ビニア号の公開試走の直前，彼は兄ロー レンスに

つぎのような手紙を書き送っているからである。

「拝啓， ローレンス様。 一…先週 W•H ・ ホ ワ イト卿 （W. H. White，海軍造船技術局 ［Royal

Corps of Naval Constructors, 1883年設立］初代局長） がひ ょっ乙 り工場に現れ， 朝から午後 1

時半までずっと機械類と船台上の船 ［タービニア号］を見てゆきました。 彼はありとあらゆ

る物をくまなく 調べ回って満足 した様子でした。・・・・・・W.H.W. と私は新型フ。ロペラが前

回の試走で使ったプロペラよりも好成績を発揮するはずだ，という点で完全に意見が一致
祖国

しました」 (1897年2月16白付）

「業績と名声においてイギリス海軍活性化の立役者」と評されるW ・H・ホワイトが，すでに

タービニア号の公開試走以前からバーソンズの試みにきわめてふかい関心を寄せていた ζ とが

窺える。とれはW ・H・ホワイト自身の後年の言とも合致する。 「1884年iζバー ソンズ蒸気タ ー

ビンを知って以来ずっと・・・・・・船の推進への応用になみなみならぬ関心をもち続けてきた。

1894年にたまたまノfーソンズにその件について話をしたと ζろ，彼がすでにその問題に取り組
師団

んでいた乙とがわかり大いに意を強くした」。さ らに，海軍機関中将 J・ダーストン (J.Durston), 

1903年にホワイトの後を襲って海軍造船技術局長となる P・ワッツ （P.Watts）といった，イギ

リス海軍の機関（marine engineering), 船体 （navalarchitecture）両技術部門の最高責任者もバ

ーソンズによる蒸気タ ービンの舶用推進への利用へなみなみならぬ関心を寄せ，動機づけを与

えたと言われる。ζのよう に，イギリス海軍の側で10余年にわたってバーソンズ蒸気タ ービン

の開発過程をモニターし続けた事実が，新会社設立後ほとんど時間の遅れなくバーソンズ、がノイ

イバー，コブラ両号の主機タービンを受注 しえた背後関係として浮かび上がってくるのであ

る。

ζれは， 海軍が組織としてそれとわかる機構を作り上げ，ある時点から計画的に支援を開始

同 ibid.,p. 131 Iζ所収（括弧内は筆者による補足である）。
開 F.Manning, The Life of Sir William White (John Murray, 1923）へ寄せた G・ハミ ルトン卿

(G. Hamilton）の序言。 ibid.,p. viii. 

世田 C. A. Parsons & G. G. Stoney, “The steam-turbine”， Excerpt Minutes of Proceedings of the 
Institution of Civil Engineers, Vol. CLXIII, Part 1 (1906), p. 41. 乙んにちでは，タービニア号の
公開試走も海軍の肝いりだったと推測されている（Newcastleupon Tyne市公文書管理官 R・ポット
[R. Pott］氏よりの間取り［19例年7月20日］ ICよる）。

~9）“Presentation of the honorary freedom of Newcastle upon Tyne to the Hon. Sir Charles 

Algernon Parsons”， Transactions of the North-East Coast Institution of Engiァieersand Shipbuil-

ders, Vol. XXX (1915), pp. 582-593: J. F. Clarke, op. cit. 
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したというより，むしろ人的ネットワークを中心としたゆるやかな社会関係をとお して徐々に

相補的な （doublecontingent）関係のバターンが形成され，発注，受注を軸と した契約関係に結

実し，そのととが結果において立ち上がったばかりのバーソ ンズ舶用蒸気タービン会社をタイ

ミングよく支援する乙とにつながったと言うべきであろう。 事実，乙う した人的ネットワーク

が，公開試走lζ先立つタービニア号の実験の初期局面において別種の大きな役割を果したので

ある。タービニア号の試走においてR・E・フルート、が果した役割がそれである。

R・E・フノレードは，海軍の資金援助を得て，父 W ・フルードがトーキー（Torquay）に建設

した模型実験水槽を文亡き後ポーツマス軍港近くのハスラー （Haslar）へ 1886年に移転する。

ノfーソンズはタービニア号の試走を始めて 2ヶ月と経たぬ段階で，とのフルードへつぎのよう

な手紙を書く。

「拝啓，フルード様。 … あなたにお尋ねしたいととがあります。長さ 100フィート，幅9

フィー 卜［とれはタービニア号の代表寸法］の船が20ノッ卜から30ノットで前進する時の抵抗がど

のく らいかについて，とれまでに実験した乙 とがおありで しょうか。私は1883年に出たヤロー

(A. F. Yarrow）の「実験造船学』 (Experiments in Naval Architecti山）所収の実験報告を見ま

したが，彼の報告では 21ノッ ト以上の場合，船の抵抗は『 3乗速度」（cubespeed）曲線で示さ

れるよりもかなり小室い乙とを示しているように思えます。あなたの実験結果によれば船の速

さがさらに大きくなっても同 じ乙とが成り立つとみて差し支えないのでしょうか」（1895年 1月
側

2日付）。先にみたとおり， ζの時期予測どおりにタービニア号の試走成績が出ないため，その

原因が機関ではなく，船体抵抗の側にある可能性を目指す速度領域で吟味していると考えられ

る。

フルードの反応は 5日と経たぬうちに現れる。 「拝啓，ノfーソンズ様。 2日付のお便りあり

がとうどぎいます。私は蒸気タービン船の実験の進行状況に強い関心をもちます。我々のと乙

ろではあらゆる形状の水雷艇，駆逐艦につきあらゆる速度で数多くの実験を行ってきま した。

ただい 全長 ・全幅比が 100対 9というような細長い船の実験は 乙れまでに行った乙とがあり

ません。同比が 100対10というのが乙れまでに行ったそれにもっとも近い値です。抵抗曲線の

特性は ζれらのどんな形状の船においてもほとんど閉じですが， 排水量 ・全長比が大きいほど

よりはっきりしたものになります。同比が最小の場合について述べますと－－一つぎのような抵

抗曲線が得られます（図 8参照）。船の速度はA点，11.5ノット， B点， 18Jッ卜， C点， 24

ノットにそれぞれ対応 します。 －全 長 100フィートの船がたとえば 30ノット以上で走る場合

についても B点が変曲点となる特性に変化はないと考えます。 R • E ・ フルード」（1895年 1 月

7日付）。

'50) S. V. Goodall，“Sir Charles Parsons and the Royal Navy”，T.I.N.A., Vol.84 (1942), pp.l-16 

lζ所収（括弧内は筆者による補足である）。
附 ibid. IC所収。
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図－ 8 R・E・フルードの抵抗曲線
Rf~• 

日

Fr 
（フルード数）

* S. V. Goodall, "Sir Charles Parsons and 

the Royal Navy”，T I. N. A., Vol. 84 

(1942), pp, 1 16所収の R・E・フノレードの

手紙より作成。

フルードの答えは，との船の場合速度が18ノット以上になると船体抵抗係数はむしろ逓減す
関

るという乙とである。 乙れはタービニア号の試走実験lとすくなくとも 2つの重要な意味をも

っ。 （1）試走の最高速度が19.75ノットという前節でみた成績不良の原因は船体抵抗の側にない

ζ と。 （2）それ以上の速度を目指す試走実験でも船体抵抗の要因をそれまで以上に考慮に入れ

る必要のない ζ と。とうした船体抵抗の側からの成績不良の原因分析とその後の実験への見通

しが，前節で指摘したソーニクロフト，パーナビーの報告とならび，ノマーソンズをプロペラキ

ヤビテーション実験へ取り組ませる根拠を提供したものだったと推察される。逆の言い方をす

ると， バーソンズがプロペラキャビテーション実験へと向かう根拠を自分で得ようとした場合

想定される莫大な費用を，フルードとの人的ネットワークが代替 したと考えられる。トーキー

水槽の建設ならびにハスラーへの移転費用を別にした水槽実験の経常費だけでも，すでに年
間

1550ポンドに達していたからであ る。

ζのように，海軍は研究 ・開発の立ち上がりの過程で研究 ・開発の進行をモニターしながら

自前では入手不可能な実験データを提供し， 立ち上がったとみるや時を移さず艦艇用主機を発

注するという複数の異な った役者jを人的ネットワークをとおして演じ分ける乙 とにより，バー

闘 とれはノマーソンズやフルードが考えた速度領域ではそのとおりだが，造波抵抗にかき．って言う と厳密
にはより大きな速度領域 （フJレード数0.5以上）でもうひとつの大きなピークが現れる多蜂型の特性を
もっ （なお，乙の場合フルード数はが／glで与えられる無次元数である ［vは紛の速度，lは紛の代表

寸法， gは重力加速度］）。
白3) 吉岡勲『ウィリアム ・フルード伝近代工学の啓一一造紛学の父』 （吉岡勲先生著「ウィリアム ・フ
ノレード伝」出版刊行会，1985年）， 342頁。また，船裂試験水槽の実験が立ち上がった社会過程の科学社
会学的分析と して， 松本三和夫「産業化科学の歴史社会学的考察一一19世紀後半期科学 ・技術のレッセ
フェーノレ型成立基縫一一」 （『歴史と社会』，第9号， 1989年， 160ー183頁）を参照していただければ幸
である。
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図－9 ノマーソンズ舶用蒸気タービン開発の社会過程を示す概念図
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［品
＊ 実線は本稿で主題として扱った過程を，破線は関連があると恩われるが本稿では扱えなかった過程を示す。

料 横方向の矢印は時間の流れを， 縦方向の矢印は人的ネットワークをとおして与えられた支援を中心とした社

会関係を示す。

ソンズ舶用蒸気タービンの開発を支援したと考えられるのである。支援が組織や制度にもとづ

くというより組織や制度より外的な拘束力を欠く人的ネットワークにもとづきながら，研究 ・

開発の各局面の問題解決に決定的ともいえる役割を果した ζ とが以上から窺えよ う。 専門職業

の内部で研究 ・開発が芽生え，外部へ移植されて育ってゆく際の不確実な要素を縮減する効果

をもっ外部条件としてはたらいたといってよいかもしれない。それでは，とれまでの議論をま

とめると，研究 ・開発立ち上がりの社会過程につき，どのような統一的な像が得られるだろう

か。その像は科学技術の社会史上いかなる合みをもちうるのだろう。次節では，乙うした観点

からとれまでの議論を敷街してむすびとしたい。

5. むす び

以上の議論をまとめると， バーソンズによる舶用蒸気タービンの開発はつぎのような社会過

程を経て立ち上がったものと考えられる（図－ 9参照）。

研究 ・開発の担い手は研究 ・開発の各局面で発生する問題に直面するたびにつぎつぎと形態

を変えながら乙れに対処していったと考えられる。乙れはいわゆる成功史lとみられる発展とい

うより，旧形態下での解決能力を越えた問題fC直面する時やむなく新形態に解決を求めて移行

した過程とみられる。さらに，問題の性質上研究 ・開発の担い手だけでなおじゅうぶん対処し

切れぬ残余がある場合，他の主体（とく に海軍） が研究 ・開発の局面に応じ，性質の異なる複数

の支援を人的ネットワークをとお して与えたとみられる。
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とのように，バーソンズ舶用蒸気タービン開発過程は，科学技術の社会史上従来ほとんど解

明されぬままになっている産業社会における研究 ・開発の立ち上がりの社会過程にすくなくと
回

も二つの解明の光を投じているように思われる。

(1) 世紀転換期の産業社会における研究 ・開発はかならずしも19世紀後半期のいわゆる科学

技術の専門職業化の延長上で立ち上がったのではない。専門職業人に端を発しながら，研究 ・

開発の特有の諸問題（と りわけ職業要件と研究 ・開発との両立）を解決するため，ま ったく異なった

形態（とくにベンチャー・ ビジネス型の研究 ・開発会社）へ移植されて立ち上がっている。乙の意味

で，科学技術の専門職業化と研究 ・開発の立ち上がりの間lζは各社会過程を支配するメ カニズ
関

ムに一種不連続な飛躍 (leap）が介在していると考えられる。

(2) 世紀転換期の産業社会における研究 ・開発は研究 ・開発の担い手だけで立ち上がってい

るとばかりも言い切れない。研究 ・開発の担い手の能力を越える問題の残余部分が認められ，

外部の他主体（との場合海軍）の支援活動により問題が解決する関係が存在するからである。

ζ の意味で，本稿の事例に即すかぎり，研究 ・開発立ち上がりの社会過程は閉じた系（closed

system）であるよりは，研究 ・開発の担い手と外部の他主体が複合的に関与する聞いた系 （open

system）であった可能性が窺える。

もちろん，乙れらはひとつの典型事例に注目し，他の多くの要因を捨象して播いた像から得
関

た結論である。しかしそとには科学技術の社会史研究上無視できぬ一般的な論点も存在する。

C・A・バーソンズの個人的資質と彼の会社の活動に多くが帰される民間先行型と目される舶

用蒸気タービン開発においですら，公共部門，とくに海軍の支援抜きには研究 ・開発の立ち上

がりのすくなくとも半分が語れぬほどに研究 ・開発の外部依存性が高く ，しかもそれが19世紀

後半期以降イギリスで進展するとされるいわゆる「行政革命」（revolution in government）のみ
関

られる組織，制度レベルでは検出困難な支援形態（人的ネットワーク）をとっている乙とである。

乙れは，今後の科学技術の社会史研究にとり二つの合みをもっ。

第ーに，同時期イギリスの科学技術活動は民間主導という定説をむしろ近似と捉えなおし，

その背後にある公的支援構造を，組織，機構，制度のレベルから社会関係のレベルにまでおと

して立ち入って分析する必要がある。と りわけ，科学技術の専門職業化と研究 ・開発の関連を

採る場合に乙うした視点が求められるように思える。第二K，同時期他国の研究 ・開発の立ち

仙科学の社会史の概説として，古Jll安『科学の社会史ールネサンスから20世紀まで』（南窓社， 1989年）
を，日本における同研究の現況と問題点は，大野誠「科学の社会史の現段階」（『化学史研究』，第16巻，
第4号， 1989年， 187 195頁）を参照。また，動力技術の社会史の最近のモノグラフとしては，山岡茂
樹「転換期の技術と社会一一初期内燃機関技術史とディーゼノレ一一」（『技術と文明J，第5巻，第 1号，
1989年， 19-45頁）を参照。さらに，科学技術の社会史一般より，むしろ見本例どとにその有効性の境
界条件を特定する ζ との重要性に注怠を促したものとしてa 石谷清幹「技術史観転換期の技術史研究と
当学会J（『日本晴自用機関学会誌』，第18巻，第6号， 1983年， 25-29頁）がある。

同 飛躍 (leap）とは社会科学基礎論におけるA・シュッツ（A.Schutz）の多元的現実（multiplereality) 

論K.登場する語と して知られるが，ζ 乙では社会過程を支配するメカニズムが2時点間で共約困難であ
ることを意味する。
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上がりが，一見企業内研究 ・開発過程で閉 じているようにみえても（例，電気，化学におけるアメ

リカ， ドイツ）， その背景に外部からの支援が組織，機構，制度のレベルはもとより社会関係レ

ベルで存在していないかどうか，改めて聞いなおす必要があるように恩える。先に本稿で得た

結論に従うかぎり，企業内研究 ・開発組織の研究であっても企業内研究 ・開発組織の動態は，

その作業抜きではさしずめコ ップのなかの嵐以上の意味を社会学的にもちにくいように思える

からである。また，先にみたとおり，研究 ・開発の立ち上がりの形態はそれ自体に意味がある

のではなく，む しろ研究 ・開発の各局面で発生する旧形態内部での問題解決能力を越えた問題

と，それに対する外部条件の効き方との関連ではじめて意味が理解できる場合があると思える

からでもある。

乙うした合みを生かせるような科学技術の社会史を，科学社会学の視点より再構築するとど

のような全体像が現れるか，その青写真を成功史のステレオタイプからできるかぎり距離をと

りつつ描くととが今後の筆者の課題である。

［謝辞］ 本稿を完成する過程で，造波抵抗の特牲lζっき森谷正規氏（東京大学先端科学技術研究センター

客員教授）より技術上のアドバイスを得た。記して厚くお礼申し述べたい。

側 蒸気タービンは複数の形式が認められ，ζζではそのなかで最初に実用蒸気タービンとなったノfーソ

ンズ ・タービンlζ考察の対象を絞った（「典型事例」と述べたゆえんである）。ちなみに， ド・ラパノレ，
ラトー，バーソンズ，カーチス 4形式のタービンの比絞研究をとおして，科学社会学者のR・K・7 一ト
ン（R.K. Merton）の定式化した「多重発明」 (multiple invention）仮説を反証した研究として，
E. W. Constant II, "On the diversity and co-evolution of technological multiples: Steam 

turbines and Pelton water wheels’＇， Social Studies of Science, Vol. 8, No. 2 (1978), pp. 183-210 

が興味ぶかい （ただし 「社会科学における一般化は－…・調べ上げられたデータがその内容を豊かにす

る場合にのみ実りある」という立場より，ζの点では比較的ナイーブなマ一トンの「多重発明」仮説を

反証する段は申し分ないが，バーソ ンズの科学教育の記述［と くに熱力学］において伝記資料の記述を
信頼しすぎたため，ニューカッスノレ在住の地方史家J• F・クラーク氏より疑問を呈され ［J.F. Clarke, 
op. cit. J，その立場が同時に著者にとって両刃の剣になっているのは残念である）。また，バーソンズ

の典型事例に関しても， 彼の会社の内部構成（例，ライン ・スタッフ構成） や地場産業との関連，大学
の果した役割などはこ乙ではあえて捨象して考察を進めている。前者lζ関しては，本稿とは別立ての考

察を要するテー7 だからである（彼の会社の立地したニューカッスルの地場産業の特性については，松
塚俊三「タインサイドの資本家家族J, 『名古屋大学文学部研究論集.J,XCV, 1986年， 1-43頁がくわ

しい）。後者IC::関しては，一般に当時のイギリスの大学が研究 ・開発に果した役割はほとんど無視できる

程度と推察されるからである。むしろ人的ネットワークのレベルで，時のケンブリッ ジ大学教授で，か

つて工部大学校の機械工学担当のお雇い外国人教師を務めた（1878-1883年期） J・A・ユーイング (J.

A. Ewing）がノfーソンズの求めに応じ，タービ‘ニア号の性能試験報告を作成している点が注意を引く
（同報告については， JA. Ewing, op. cit.を参照）。なお，ほぼ同時期IC::行われた舶用蒸気タービンの
日本への移転に関しては， MiwaoMatsumoto，“The structure of technology transfer in the Japanese 

shipbuilding industry in the 1st decade of the 20th century : The navy connection”，Paper 

presented to the Sociology of Science Session of the 12th World Congress of Sociology, Madrid, 

Spain, 9th-13th, July 1990 および， 松本三和夫「産業社会lとおける技術移転の構造一一20世紀初頭

日本の造船業における舶用蒸気タービンの移転を事例として一一」（『社会経済史学』， 第56巻，第6号，

1991年，32 60頁）を参照していただければ幸である。
(5司 イギリス社会における「行政革命」の発端を，動力技術lζ即して検討したものとしては， P. W. J 

Bar trip，“The state and the steam-boiler in 19th century Britain”， International Review of 

Social History, Vol. XXV, Part I (1980), pp. 77-105を参照。
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The Social Origin of Research & Development in 

Industrial Society: The Case of the Development of 

Parsons Marine Steam Turbine Technology 

by 

Miwao MATSUMOTO 

(Josai University) 

This paper describes how R & D was set up within on巴 particularindustrial 

society, by focusing upon th巴 developmentof Parsons marine steam turbine technology 

in Britain from the 1880s to the first decade of the 20th C巴ntury. Until now, the 

social mechanism through which professionalised science and technology was organised, 

into corporate R & D at th巴 turnof th巴 20thcentury, has not been fully clarified; 

in some cases, this process has been explained by r巴sortingto such general conc巴pts

as the “S巴condSci巴ntificRevolution" and th巴“S巴condIndustrial Revolution’＼ 

This paper, based upon primary source materials, shows that a couple of different 

mechanisms wer巴 operative in the development of Parsons marin巴 steam turbine 

technology, which was a drastic product innovation in th巴 areaof power technology. 

(1) Despite the fact that the s巴巴dsof corporate R & D came from within professio-

nalised science and technology, succ巴ssfulr巴sultswere not obtain巴d until a s巴parate

ventur巴 businessd巴vot巴d to R & D was set up for the purpose of making full-scale 

巴xperiments. (2) During this process, the military sector (the Navy here) played th巴

indispensable role of monitoring th巴 progress of such corporate R & D, providing 

experimental data, and placing orders for warships with marine steam turbines, 

through a personal network. 

In short, the setting up of a venture business functioned to increase the freedom 

of action of the develop巴r,and public intervention functioned to r巴duceth巴uncertainti巴s

which accompany product innovations. In contrast to previous studies, mostly describing 

R & D as a self-contained activity, it is suggested that an“open system" approach 

rather than a “closed system" one is appropriate in describing the present case in 

which both laissez-faire and public intervention w巴recombin巴d to bring corporate 

R & D into b巴ing.
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