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序

「良書を 2行で推賞する ことは，悪蓄を500

行で批判することよりも簡単である。この

MatschoBの本は，技術に関する専門分野の

歴史全体の中で最も価値のない出版物に属す

る…・・多くの誤植，多くの誤解や意味の取り

違い，近年の文献についての無知と史的知性
(!) 

の欠如。」

この引用文には，技術史家 FranzMana 

F巴ldhausの， Conrad MatschosB編による伝

* 1998年12月12日受理
＊＊ 桃山学院大学

明訳

記体の事典 Mannerder Technikに対する批

判の核心的部分が含まれている。Feldhaus

は， 1925年から27年の聞にこうした批判を，

論難書・書評 ・手紙という形で，学界や一般

に向けて大量部数作成し公表したのである。

ここから，新興の歴史研究である技術史にお

ける，最も激しい人身攻撃的論争の一つが開

始された。この論争から，一ーもっとも学問

上得るところは少なかったけれど 19世紀

末から第 2次世界大戦までの，初期の技術史

の諸問題や問題提起を見て取ることができる

* 1 : 1949年生れ。VD I研究員（技術史 ・技術評価）を経て， 1985年からベルリン工科大学教授（技
術史）。
* 2 . Wolfgang K凸nig, MANNER MACHEN TECHN!KGESCl-l!CHTE Die .. MatschoP..-Feldhaus-

Kontrove1 se“ als Exempel froher Technikgeschichte zwischen Wissenschaft, Kommerz und 

Rivali tat. In Conrad Matscholl, Manner der Technik. Ein biographisches Handbuch. Rep1 int der 

Ausgabe Berlin. VD I-Verlag, 1925 I EinfOh1 ung zur Rep1 intausgabe Wolfgang Konig, Dosseldorf 

VOi-Verlag, 1985. S.V-XIV 

* 3：著者の「日本語への鰍訳」許諾受領1998/ 8/ 7 

訳文中の［］内／＊印の文言は，訳者（種田）による補足である。
訳文（邦語）中のイタ ＇） yク体は，原論文でもイタリ 7ク体（書名E 引用文など）である。
さらに読みやすくするために， l京論文にはない「小みだし」を訳者の:n任と判断により付してい
る。

( 1) Feldhaus in: Deutsche UhrmacherヘZeitungNr.40 (1925）数多くの似たような書評の例として ；
vgl同じく書評 in:Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Natunvissenschaften 25 (1926) , 

S.691 
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技術と文明

のである。

技術史の草創期

技術史においては，第 l次大戦前のほほ20
ディ γ プ＇）

年間に，新しい専門研究分野としての全ての

特徴を見出すことができる。幾つかの論著，
( 2) 

fことえば、 LudwigBeck, Geschichte des Eisens 

とか， Conrad MatschoP.i, Entwicklung der 

Dampfmaschineにおいては，技術史の課題に

関して綱領となる言明をケーススタディから

導出しよう と試みられている。さまざまな技

術一学術的協会団体，なかんずくドイツ技術

者協会 （VDI) は，技術史をその職掌範囲

にとり入れ，それによ って研究制度上の基礎

ができた。1903年にはドイツ博物館が設立さ

れ， 1918年にはウィーンの技術博物館が開館

した。両館では，少なくとも中 ・長期的には

技術史を推進することが計画されていた。

1909年から 1914年ま でに， C.MatschoP.i編

Beitragen zur Geschichte der Technik und In-

dustrie, ll:i1漏 Archivfar die Geschichte der 

Naturwissenschaften und der Technik，そし

て GrafCarl von Klinckowstroem und Franz 

11巻2号（108)

( 4) 

た。1909年 MatschosP.iは，ベルリ ン・シャ

ルロッテンプルク工科大学機械工学部におい

て，「機械技術 の歴史 Geschichte der Ma -

schinentechnik」というドイツの大学で最初

の技術史に特化 した講義を開設した。1919年

特許弁理士で評論家の CarlWeiheは，ダル

ムシュタット工科大学において「文化の発展

と関係する技術の歴史 Geschichteder Tech-

mk in ihrer Beziehung zur Entwicklung der 

Kultur」を教授し始め，それは1925年に常勤

講師講義となった。Weiheの教育内容は，

MatschoP.iのそれより根本的により強く文化

哲学 ・文化理論的であったと特色づけられよ

う。そして1935年，帝国科学教育省はベルリ

ン工科大学機械工学部に技術史ゼミナール

[7寅習］の設置を認可し， 1936年年初から助

手（一人）が配属されたのである。

だがベルリンとダルムシュタット，この 2

つの発端は，技術史を大学の教科 ・試験 ・研

究科目として固着させ確実なものにするには

十分で、なかった。はっきりしているのは，技

術史のこの最初の20-30年間に，技術史は本

戦の大学教員によって教えられたのではない

Maria Feldhaus編 Geschichtsblatter far ということである。MatschoP.iとWeiheは教

Technik, Industrie und Gewerl光という 3つ 育 ・研究活動を兼職 ［非常勤］と して行った。

の雑誌／年報が誕生し，いずれも技術史を襟 技術史に関する雑誌の出版の協力者たちはほ

携している。 とんど技術史を一種の趣味としてやってい

大学における技術史の制度化も進行し始め る現職か引退した技術者たちか，あるいはい

( 2) Ludwig Beck: Die Ceschichte des Eisens in technische1 und kulturgeschichtlicher Beziehung. 5 
B針。 Braunschweig1884-1903 [ ＊邦訳 ．ベック 『鉄の歴史』（中沢護人訳）全5巻 (17分冊），たた
ら書房（米子）， 1968-1981年］

( 3) Coni ad Matscho日 DieEnlwicklung der Dampfmaschine. Eine Ceschichte der 01 tsfeste口 Dampf-
maschine und der Lokomobile. der Schiffsmaschine und Lokomotive. 2 Bde.。Berlin1909 (Rep1 int 
Moers 1983/84) 

( 4) この点および以下の論点については， Wolfgangk加 ig:Programmatik. Theorie und Methodolog1e 
der Technikgeschichte bei Conrad MatschoB. In: Technikgeschichte 50 (1983), S. 306 36ここでは特に
s 307 10を参照。
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わゆるたまたま技術史に迷い込んだ科学史家

たちであった。ミュンへンとウィーンの 2つ

の博物館は，学術的見地から収集・展示品の

研究を技術史として行うことができたけれど，

それよりも営業と展示構成の仕事があまりに

も忙 しすぎた。 他方で，とくに FranzMana 

Feldhausは， 1909年に［私立］“技術史 ・科

学史資料研究所”［einInstitut Quellenfors-

chungen zur Geschichte der Technik und der 

Naturwissenschaften］を設立して， 技術史を

業としていたのである。 制度的な後継者育

成にと って有望な出発点［ベルリン］から，

何人かの技術者が MatschosBに頻繁に奨励

されてー工学部で，技術史論文で学位を取っ

たことが明らかとなった。

初期技術史研究の方法と特徴

これらの，制度的枠組みを考慮したならど

ちらかといえばむしろ良くない状況の中で，

驚くべきことに，今日なお研究にと って重要

な基礎であり貢献である技術史の著作 ・論文

の多くが，この数 卜年に出版されたのである。

当時，技術者たちによる技術史において，

機械や道具を使つての実習は実証主義的なも

のとされ，理論的好奇心の原則，つまり実用

的目的を持たない科学研究であることを義務

づけられている，とされていた。だが，技術

者たちは技術史の意義と使命に閲する彼らの

綱領において，ほとんどこの原則を表明して

いない。［技術史における実習の必要につい

ては］技術ー学的な理由づけ， 例えば現在の

設計問題の克服にそれ以前の工学技術的解決

策の基本原理を用いることができるというよ

うな理由のほかに，［技術者たちにと って］

技術史は何よりもまず教育手段であると論じ

られている。一般論に関連させたこのことの

意味は，技術史は技術および技術者の成果の

重要さを伝えるべきものである，ということ

である。技術史と，とりわけ技術博物館は，

一この点は今日までほとんど変わってはいな

い－技術への懐疑や敵意の発生の危険を妨げ

るべきものなのである。

発明や企業の成功の歴史研究論文と並んで，

発明者の人柄や先駆的企業家に関する伝記も，

有効な教授手段とみなされていた。技術者た

ちにとってーということは MatschoBにと っ

て一技術の大家たちとその諸業績を範として

自らを方向づける好機ということであろう 。

このように理解された技術史の研究によ って，

人物の評価と倫理的行状，職業や仕事への熱

中度と愛情，綿密さと行動力，偉大さへの尊

敬と謙虚色指導力の特徴とその上の理想主

義的人生観，国民教育と将来に対する確信を

得ることができるであろう 。MatschoBの歴

史記述において，彼は教育手段として人物の

伝記的叙述にかなり重きを置いていたことは

明らかである。ここでとりわけ人名を挙げる

とすれば， ErnstAlban, Werner Siemens. 
* 4 

Robert Bosch, Julius Robert Mayerに関する

伝記である。実際， MatschoBの伝記記述に

( 5) Vgl. Konig, Programmatik, S. 320-22. 〔＊この背景には「技術史を誰が書くべきか」という問題が
介在していた。すなわち，技術者（工学部－Matscho日には自明）か，歴史教育研究者 （歴史学部 ・
経済学部－経営学部一企業史，｜現物館，教育関係者からの声）か，の問題である。またそれと平行して，
教育現場で「技術史の教育内容と分析視角」に大きな違いがあった。例えば工学部では，実験室での
実溜は理論学習に必然のものである一方，経営文書や，地政学 ・国民経済論からの鉄道建設史などへ
の関心は希薄であった。他方，歴史学部の技術史に実習は無縁のものであった。〕
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おいては，独創的な発明者の人柄は重要な役

割を演じている。だが彼は伝記を，技術的発

展や人類史［Menshheitsgesc hi ch te］を説明

するための理論的原理原則に倭小化して“男
( 6) そ γ トー

たち沙哲史：£－作る”という標語にこじつける

ことは決してしなかった。歴史における人物

（像） は－MatschoBによれば一一歴史の発

展を先へと駆り立てることはできるが， しか

ししばしば時代の激流に飲み込まれてしまう

だろうからである。

伝記の位置づけ

研究の流れからみると，技術史のこの初期

の20-30年間，［論文や伝記における］大多

数の技術者の紹介は実証主義的一機能的であ

った。技術史として重要な資料の収集 ・出版，

そして年表の作成から個々の技術的製品に関

する論文が書かれたのであろう 。それからそ

れらの論文は，最終的に全体の技術の，統合

された歴史につながるのであろう 。［伝記編

纂における］個々人の貢献度は，最初の準備

作業の時点で，すなわち資料収集が評価され

るより以前に知らされていたのである。 ドイ

ツ人には周知の構成要素［建築の石材 ：

Baustein］の隠｜！食で言えば：技術史において

11巻2号（110)

は第一に，後で建て られるべき包括的技術史

という大きな建物の構成要素を寄せ集めるこ

とが問題なのである。こうした考え方は［当

時］ごくまれに批判され，そして Karlsruhe

[TH］の技術哲学者 EberhardZschimmerに

よってなされた ように風刺された。Zsch1m-

merは技術庁史家をあざけって，彼らはも う膨

大な数量の資料を集めてしまったが，しかし

全体史［包括的技術史］の着手を前に怯んで

いるのだ，と。

rn~ らは1 歴史を書く ことに関し てじっ

と待つでいるつ るりなのだろうか。［資

料の〕全て，一つ一つ個々別々によく分

かる まで一技術の歴史に もはた して，そ

うLたミミズク［変り 者： Kauze］た ち

がいる一。これが意味するところは以下

であろう ：後で家 ［技術史］を建でるの

だが， まだとなんな設計図に従ってやるか

わからないρ しかしそうこうしているう

ちにあらゆる種類の建築資材 〔伝記 ・資

格1をものすごく大量に白分の周りに積

み上げているのである。

［可能な限りの資料を集めるという］この

歴史編纂の原則においては，年表と発明事典

が欠くことのでき ない補助手段あるいは技術

* 4：エルンス卜 ・アルバン （17911856），蒸気機関のパイオニア。（ケェーニッヒ教授からの私信
1998.12.15による）
ウェルナー ・ジーメンス (1816-92），電気技術者，今日のジーメンス社の創設者。
ローベルト・ボyシュ （1861寸942），内燃機関電気システムのパイオニア。
ユリウス・ローベルト ・マイアー （18141878），医師 ・自然科学者，エネルギー保存法則の最初
の論文を1842年に発表した。（湯浅光朝編 『コンサイス科学年表』三省堂， 1989年第 2刷，より）

( 6) Vgl. Konig, Programmatik, S. 313. [ * Matscho.Bは，産業革命のような変革期は “技術の英雄の
時代”であったと考えていた。ナチス時代， Matscho.Bは繰り返し技術史の目的は“偉大な人物を際
立たせ，彼ら ［男たち］の気高く何物にも代え難い価値を新生ドイツに知らしめること”であると指
示していた。けれとも Matscho日の政治思考には，ウ イルヘルム時代 （1888-1918）の労働運動や社
会政策についての積極的評価があった。つまり，“一人の権力者や英雄の事綴だけでは歴史を書くの
に十分ではない。歴史の発展は特定の一部の人びとを越えていると言及するのを忘れてはならない”
としていた。］
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史研究の前提であるとみなされていたことは

少しも不思議ではない。同じことは伝記体の

事典にもあてはまる。その際ここでは方法論

的基礎，すなわち資料の収集とデータの優位

が教育方法論的基礎， すなわち範とすべき技

術の偉人たちの強調と重なったのである。す

でに19日年には，VD Iにおいて伝記体の事

典 Mannerder Technikの準備はかなりのと

ころまで、捗っており，前売り広告の印刷と 3

人 （Otto von G田町ke, Eugen Langen, Paul von 

Mauser）の伝記のゲラ刷りが仕上がっていた
( 8) 

（図を参照）。この本には，物故技術者約500人

の肖像画と，ある一定の形式 ・字数で記され

た彼らの人生と仕事に関する簡潔な情報が資

料一覧ととも に含まれるはずであった。この

著作の純益は戦没した技術者の遺族のための

もの，と決められていた。もっとも，すでに

この事典に取り上げたい人物のリストは完成

していたけれども，著作そのものが戦争のた

めに終了に至らなかったのである。その後の

図－ 1 伝記事典 （VDI版）ゲラ刷り（1915)
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1915年にVD Iとドイツ博物館が計画した本の広告とゲラ刷り。しかしながらこの本は完成しなかった。（表紙面と裏面）

( 7〕 EberhardZschimmer: ldeen zur einer Geschichte der Technik. In: Technikgeschichte 25 〔1936).s 
139-44，引用はS139. [ ＊建築資材は石であ り，建築の象徴は市庁舎 ・教会（大聖堂） である。どん
な建築 ・建物 （＝包括的技術史）になるかの設計図が無いま ま，建築資材・石材 （伝記およびその資
料）ばかりを高々と積み上げていた当時の技術史へのこの批判は，理論や仮説なく実証にばかりこだ
わる他の歴史学への風刺でもあった。］

( 8) ドイツ博物館，Registratur ［保存記録］ , Ordner ［ファ イル1・VereinDeutscher Jngenieure 
1923-29，日付の無い印刷された瞥類 （図を参照せよ），および6.5.1921一［1921年 5月 6日付・以下
同じ］ ドイツ博物館宛 MatschoBの舎簡。
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数年間には，各分野の専門家から提出されて ードイツの大工業創立者たち

いたこのリストの補遺 ・補完資料が収集され 一大天文学者たち

たのだった。

事典の編纂

ょうやく 1921年に，技術者評伝の企画が再
( 9) 

関された。今回の提案は Oskarvon Miller, 

ドイツ博物館の設立者から出たものであった。

Oskar v. MillerがCMatschoBに申し出たの

は，別々の専門分野毎に異なった巻本を編集

し，それらの中では各伝記がつなぎ合わされ

あたかも当該分野の歴史が成立していくよう

に，というものであった。 ドイツ博物館の各

部部長たちが執筆に協力できょうけれど， し

かし実際の学問的処理 ・改定は別の側面から

なされねばならないだろう。このために

v. MillerはJohannFriedrich Dannemannを提

案した。彼は自然科学の歴史に関するいろい

ろな論文の著者で，後年1927年に Bonn大学

員外教授となっている。MatschosBはこの申

し出にすぐさま喜んでー飛びついた。 ドイツ博

物館と VD Iの問の取り決めでは，

個別の巻本の伝記としてさしあたって以

下の専門領域のものを編集・出版してい

く：

- 19世紀の機械工学の偉人たち

一鉄道の偉人たち

一古代から18世紀までの技術の偉人たち

一 電気技術の偉人たち

冶金の偉人たち

一技術の教師たち

大物理学者たち

大化学者たち

一大数学者たち，その他。

各冊子にはそれぞ、れ1-2頁の分量で書かれ

た約30-40人の伝記が入る。この著作は広範

な一般社会人を読者対象に想定し，とくに期

待されるのは労働者サークルに広まることで

ある。MatschoBが技術者と企業家に， Dan-

nemannが数学者と自然科学者について権限

［編集責任］をもっ，と。

この，技術者伝記編集の第 2の助走がどう

して失敗したのか記録文書からは何もわから

ない。 最終 的に，今ある本 MatschoB,

Manner der Technikが1925年に出版された

とき，それは再び1915年の構想、に戻っていた。

つまりアルファベット順の事典の形式を採用

したのである。写真の代わりにベルリンの画

家で腐食銅版画作家 JuliusC. Turnerの106葉

の図版 （肖像画）を含んでいた。この本に対

しての責任は CMatschoBとVD Iだけにあ
(JO) 

るとの署名がある。Oskarv. Millerに献じら

れたこの本は， 1925年のドイツ博物館の開館

に間に合うよう出版すべく，極めて時間が切

迫したなかで作成されたのである。こんなこ

とが可能であ ったのは要するに， MatschoB

がVD Iの協力者，おも にVDI-2［『VDI 

雑誌』］編集部員，を使ってVD Iに集め ら

れた伝記資料から852（人）の伝記の大部分

を編集させたにすぎなかったからである。

( 9) 同上， 22.1.1921-MatschoB宛 vMillerの書簡 （タイプ ・カーボン複写） ; 2.2.1921ードイツ博
物館宛 MatschoBの書簡； 4.5 .1921 -Ergebnis der Beratungen ・ ・ ・ ［ー恭議の結果・］

(10) 以下については“dasVorwort” ［Manner der Technikの序文］を参照。
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Matschoβ 自身は， このような第一作におい

て選択は主観的かっ暫定的で，後の版での訂

正が避けられないであろうことをはっきり知

っていた。果たせるかな序文で彼は，技術者

たちに後の版のために改善に協力してほしい

と要請していた。さらに，技術者の解放運動

に典型的な論拠とともに，技術者たちに当然

帰せられるべき業績が，同時代および後世の

人びとによ ってなおまだ真価を認められてな

かったことを著作の必然性の根拠としていた。

このことはまた，技術者が大きな百科辞典に

おいても国民伝記集成やその他の事典におい

ても，単一の職業集団とはみなされてなかっ

た［「技術者」は未だ職称ではなかった］こ

とを示しているのである。

この本が学術的スキャンダルの発端となっ

たのである。出発点は，技術史家 FM. F巴1-

dhausがこの本Mannerder Technikをある

種の明石在さをもって批判したことであった。

そしてこれが技術史学史上マチョス フェル
(11) 

ドハウス論争として知られた， VD IとFel-

dhausの間で約10年間続いた論争に発展した

のである。たとえこの論争が理論上かっ方法

論上，あまり実りあるものではなかったとし

ても，誕生しつつあるディシプリン，技術史

が取り組んで、きていた諸問題をそこにきわめ

て明瞭に見てとることができるのである。

Feldhausと技術史

Franz Maria Feldhaus (1874-1957）は，大

学で電気技術の講義を聴講したが，この学科

の終了試験を受けていない。彼は工業界，な

かでも AE Gで短期間働いた後，技術の歴史

に全面的に取り組み， 1908/09年には家族経

営の研究所［前述 Quellenforschungenzur 

Geschichte der Technik und der Naturw1s-

senschaften］を設立していた。Feldhausは

この研究所経営によ って，技術史を自 らと家

族のための収入源とし，生活していた。彼は

博物館・ 美術商・骨董商に技術に関する出版

物，画像あるいは機器が本物であるかどうか，

ないしは成立時期に関する情報を提供した。

さらに特許弁理士や企業のために鑑定をし，

彼が収集した技術史の図像により商標の創設
(13) 

を提案していたのである。それ以外に彼は，

企業の記念（論集）出版のために資料を提供

し，あるいは彼自身が執筆し，技術史的に書

かれたそれらは広範な読者に受け入れられた

のであった。その数は，彼自身の言うところ

では，工業界のために150冊以上の図書やそ

の完成，また約3000の論説ということであっ

た。彼の著作のうちで学術的なものは， 1914

年に出版された辞書的編集図解書 DieTech-

nik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und 

(11) マチョス フェルドハウス論争は，ここ本論文で初めて以下の印刷されてない一次資料に基づき
提示される： BildarchivPreuBischer Kulturbesitz, Feldhaus-Archiv, Ordner 14/54 （以下の引用は －
F.-A.と略記する） , VDl-Archiv, Biographie Franz Maria Feldhaus (1874 1957) （以下の引用は ．
VDl/Fと略記する）; VDI-Archiv, NachlaB HaBler ［ハスラー遺稿］ , Akte F.M.F. （以下の引用は
VDl/Hと略記する） , Deutsches Museum, Registratu1, Allgemeines ［一般］ , Ordner Feldhaus, 

1904 1945 （以下の引用は： DM/Fと略記する）。
(12) Vgl. Siegfried v. Weihe1 Historike1 der Technik. Franz M. Feldhaus zum 100. Geburtstag. In VD!-

Nachrichten 1974, Nr. 19, S.20 

(13) このことに関しては Feldhaus［自身］ の叙述による ：Geschichtsblatterfar Teel】nik.I刀dustn

und Gewerbe II (1927）’ S.4. 
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der Naturvolkerと，同年に誕生した雑誌

Geschichtsblatter far Technik Industrie und 

Gewerbe，もっともこれは1927年までしか出

版されなかったが，この 2つが際立っている。

残念ながら Feldhausの著作の学術的評価は

未確定のままである。純粋に伝記として書か

れたもの－Feldhausは技術史草創期の最も

並外れて多彩な人物のうちの一人であるーそ

のような著作もまた重要であろう 。なぜなら，

それらは情報の受け手の側である工業，技術

者そして広範な世論に技術史への入り口の扉

を開くからである。なんとい っても Fel-

dhausのいろいろな著作の幾っかは，発行部

数が10000部にも達していたのである。

日ldhausにとって，事典は高い地位と価

値を占めていたが， MatschoBあるいはドイ

ツ博物館にとってもそれは同じであった。ま

た彼は常に帰納的な対処の仕方の必要性を強

調していたが，それを1949年の，自然科学史

家 HansSchimankへ宛てた手紙の中で以下
(14) 

に説明している ：

技術史的著作にと っての基礎資料は，信

頼できるカード資料の作成でなければな

らない。なぜならカードの作業は，我々

の専門分野が無秩序なので欠くことがで

きないものであるからだ。ここからまず

ーっの事典が生れてくるのである。総局，

優れた著作はこれらのデータを有効に使

った，［データを］さら に詳 しくしたも

ののはずである，

11巻2号(114)

と。この方針に沿って，それはまた他の技術

史家によ って強調された資料収集の優位とい

う原則と全 く一致しているが，日ldhausは

大規模な技術史の人物と事項のカードを備え

ていたのである。

1904年 Feldhausが私立研究所の設立に従

事した時，彼は発明家等の伝記の作成を重要
(15) 

な課題のーっとして表示していた。すでに同

年，彼は Heidelbergの出版社 CarlWinterと

伝記体の事典BiographischesLexikon der 

groβen Manner des 19. Jahrhunderts au! den 

Gebieten der Naturwissenschaften und der 

Technik, des Handes und Verkehrsの出版
(16) 

契約を結んでいた。このために彼は， 17項目

の質問用紙を多数の家族 ・企業 ・個人宛に送

付し，彼らにーー その際彼は極端に短い回

答期限を設定していた 質問に回答して

くれるよう，そして彼が事典に採り入れよう

と考えている人物に関する資料を送ってくれ

るよう求めたのであった。まだ構想段階にあ

るこの本の注文票が，同じ書簡に同封されて

いた。質問用紙作戦の結果はどのみち悲惨な

ものだったから，日Idha usはこの計画をさ

しあたり先送りしなければならなかったので

ある。

Feldhausの事典への関与

Feldhausのこの呼びかけのキ艮f処とな った

のは何よ りも，彼がドイツ最大の伝記集成事

典 『全 ドイ ツ伝記大成AllgemeineDeutsche 

(14) VDI/H-1. 5.1949-Schimank宛 Feldhausの書簡 （コピー）
(15) DM/F 21. 1.1904-v. Miller宛 Feldhausの書簡 ；19.2.1904ーFeldhausによる科学技術史学

会 Gesellschaftfur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik設立を目指した回状。
(16) DM/F -6 .11.1904 （受理した日付）一伝記的事典編集部 Redaktiondes Biographischen Lexi・ 

kons. ；また Geschichtsblatter6 (1919). S. 267£.および 11(1927), S. 13を参照。
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Biographie (ADB）』 の追補巻に協力したとき，

19世紀の技術者に関する印刷された資料がと

ても信頼できない不十分なものだという経験

をしたからであった。彼が執筆した約75人の

技術者評伝を， AD Bが受理するよう働きか

ける努力はほとんどが失敗であった。編集局

との対決は，訴訟になる限界ギリギリまでに

達したので，この項目［技術者］にはわずか

数名が登場したにすぎなかった。

またもう一つ別の， 1919年に準備に着手し

た伝記事典は，終結しなかった。しかし Fe!-

dhausは， 1921年にVD Iとドイツ博物館の

聞で取り決めた構想、とよく似たやり方で彼が

収集した伝記資料を再利用したのであった。

もともと彼は，大発明家や工業化の伝記を多

かれ少なかれつなぎ合わせた人気のある本を

出版していたのだから。すなわち，1908年に

Lohmeyers Vaterlandischer ]ugendbucherの

19巻として『ドイツの発明家 DeutscheErβ刀－

der』が ；1912年にはケェーゼjレ双書 Sam-

mlung Koselに 『ドイツの技術者たち Deut-

sche Techniker und Jngenieure』を ，彼の収

集の一部を，彼は1922年から発行しているカ

レン ダー『文化日誌 Tageder Kultur』，後の

『技術日誌 Tageder Technik』に再利用し；

そして最終的には1934年，ノーベル賞受賞者

Friedrich Sergiusの序文を付けた 『ドイツの

活動家たち Mannerdeutscher Tat』が出版さ

れたのであった。

だが彼が出版しようと努力した技術者・発

明家の大伝記事典は，世紀初頭の数十年間に

もその後にも出版されなかった。また1927年

の新たになされた準備では，その際 Fe!-

dhausはすでに伝記項目の組み立てと内容の

二 ・三の例をリプリントしていたが，結局何

の成果も残さなかった。たしかにその時，彼

自身が自らの Matscho.BのMannerder Tech-

nikに対する痛烈な批判によって，執筆基準

を過度により高く定めてしまっていたことも

それに一役買っていた ：

技術者事典は彼らの技術的成果に批判的

でなければならない。そして，題材がほ

とんど新しいものばかりなので，関心を

もっ読者が調べることができるよう最大

限に注意深く正確に，記載されなければ

ならない。このように要求される ことに

よって，私自身もそのことを免れるわけ

にいかないが，この類の本の中に潜んで、

いる託された任務はどんどん大きくなる，
(17) 

全く ほとんど巨人のようなほどまでに。

論争の開始

すでにほぼ20年近く介在していた Mat-

scho.BとFeldhausの意見の相違が，1925年

のMannerder Technik出版の直後に吹き出

たのである。 8月から 10月までに Feldhaus

は少なくとも 4通の書簡を Matscho.B宛に送

っている。その中で彼は本の内容と Mat-

scho.B個人を緩めて辛錬な言葉で攻撃し，同

時にしかし問題を平和的かっ非公開で清算す
(18) 

る可能性をほのめかしていた。Matscho.Bは

簡潔な返書の中で，そうした形での討議に応

(17) F.M. Feldhaus: Ein Buch Obe1 die Leistungen der Technike1 und Erfinder. In: Geschichtsblatter II 
(1927)' s 13 22，引用はS14より。

(18) F.-A.-ll.10.u.13.10.1925-Ma凶cho日宛 Feldhausの瞥簡（タイプ ・カーボン複写）。8月27日付
および9月16日付の書簡は発見できなかった。
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じることを拒絶し， Feldhausが暗示してい

ることを以下のように解釈した：

彼 が 一部は間違 った前提にあ

る 確認したといっていることに基

づくなら，彼はひどく倣慢に，彼自身が

歴史研究と称するものの過大評価の中で，

学問的な真実性の欠知，見せ掛け，文書

に関するま ったくの無知云々について論

じている。彼は私を26頁， 61の点で科学

的に完全に “ぶち壊し”てから，その襟

彼は，内外の世論や大学が言うであろう

ことを私に徹底的に見せつける ことを忘

れてはいないし，彼が確認した多数の誤

りが印刷され提出されるな らばその時初

めてどうすれば私がこの “公然たる恥さ

らじ’を避けることができるか，彼は私

にその道を示している。彼は私に協同の

処理を提案し，次のように言っている。

彼は自身の研究のためにも っと金を稼が

ねばならず＼そしてたとえ彼が自分では

新しい仕事を引き受けることができなく

ても， とにかく彼のカード資料を私に役

立てるために， きっとある形式を見つけ
(l9) 

ることができると希望している，ヒ。

ν1atschoBとの話し合いが実現しなかった

ため，Feldhausは後に大きく 問題となる二 ・

三の論説を定評のある専門家たちおよび研究

11巻2号（116)

所に送り付け，批判的評価を求め，それらを

いろいろな場合に公表したのである。

Gutenberg-Museumのある共同研究者は，ベ

ルリンの建築監督官 Nicolausが記した

Gutenberg 項目について次のように書いている

我々は Matscho13,Manner der Technik 

のGutenberg項目校聞に憤激している。

そしていったいどうしてこんな間違い，

真実だと称する憶測，誤った日付，思い

違いの記載，ばからしいとしか言えない

判断や主張のごたまぜを印刷に回すこと

ができるのか理解できないでいる。もし

みをた ［Feldhaus］がぞれをお望みなら，

我々は詳細に証明します！もし他の項目

全てが検証 ・改訂に応じるなら，神の御

加護を！こ のような恥ずべき， Guten-

berg論説に示されたよ うな殴り書き が

本になったのは，おそらくはどこかある

ドイツに非友好的な外国が，科学性，専

門知識そしてそれらに対する判断資格に

おいて，我々の面白をつぶそうとしてい
(20) 

るからなのだろう 。

ドイツ医学史の長老 KarlSudhoffは， Para-

eels us項目を f信じられないほど不十分かつ

部分的に誤りがある」とみなした。自然科学

史家 HansSchimankは，後に VD I内技術

史研究の名誉主幹となるが，次のように締め

(19) VDI/F-29.9.1925－ν！atschoB・フェルドハウス氏と Mannerder Technik。
(20) F. A ー10.10 .1925 -Feldhaus宛 Ruppelの書簡（コピー）; 19 .10 .1925 -Feldhaus宛 Sudhoffの
書簡； 25.10.1925-Feldhaus宛 Schimankの書簡； Schimankは後になってもなお， Mannerder Tech-
nikに対する自分の否定的判断に固執していた ，VD!/H 9. 5 .1949 Schimank宛 Feldhausの書簡。
[ * 1924/25年頃のドイツの状況を考慮するとこの文脈が理解できる・すなわち1924.4.lヒァトラー
に禁固 5年の判決 (12.20釈放）' 5.4国家主義者と共産主義者が選挙勝利， 8.29帝国議会がドーズ案 （ベ
ルサイユ条約賠償問題）を可決， 10.25「非常事態」廃止， 12.7国家主義者と共産主義者が選挙敗北
/1925.4.26ヒンデンブルク元帥が大統領に選出される， 8.29カyプの共謀者たち大赦となる ，以上
の出月IrHistorical Tables 58BC-AD1990. SH Steinberg 12th Ed. (Updated by John Paxton). Hong Kong 

(Garland Publishi昭）1991 <ISBN 0-8153-0259-2> p.237より］
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くくったゾ総じて言えば私は，全能ではあ

るがしかし、 して全知ではないVD Iが，事

象を貼り付けたようなやり方をするのは適切

では少いと考える」と。それ以上のことを

FeldhausはMannerder Technikの協力者た

ちに書いて知らせ，彼らを圏内あるいは外国

に関する間違いと対決させ，そして彼らにこ

の本から離れるようにと促したのである。そ

の上に彼は，同じ内容の書簡を多数の新聞 ・

雑誌に送付し，その中でこの本を論駁し彼の

筆になる書評の提供を申し出ていた。

この一連の行動のハイライトはしかし，

1925年暮れの Conrad MatschoB宛公開状

2000部の印刷と専門家およびマスコミへの配
(21) 

布であった。この公開状には， Feldhausか

らMatschoBに宛てた書簡と同じ内容の非難

と個人攻撃が含まれていたが，協力の申し出

はもうなくなっていた。Feldhausの非難は，

事実の範囲では当然の批判と論難の限度を越

えた論点との混合物，それもたいそう情報過

多に提起されたものであった。限度を越えた

とは，例えば彼は二 ・三の人物が欠けている

ことに文句をつけたり，あるいは記念物ない

し保存されているオリジナル器械の保存場所

が記載されていない，といったものであった。

彼の批判で正当なのは，彼は多数の印刷ミス

および内容の誤りを指摘しているが，彼が挙

げている400一一別の所では900－ーという

数とは無関係ながらも，誤りはまさに現実だ

ったことである。

Feldhausは， Matschoβ 個人にこれらの誤

りの責任を取らせようとした。なぜ、なら，彼
* 5 

L主 T技術の壁史（誤用）の教授としての地位

にあり， VD I理事としての本業において事

務局を管理するため労働過重であるにもかか

わらず，そこの技術の歴史について皆自分か

らない職員たちを使ってMannerder Tech-

nikの伝記を大量に作成させた」 からである。

Feldhausが数えたてたのは， VD Iの編集

協力者 Witte,Calsow, Hanekeの 3人であり，

Feldhausによって事務局職員とみなされた

彼らが伝記のほぼ半分を執筆したのであった。

後に Feldhausが，これら協力者のうち 2人，

WitteとCalsowが女性だと聞き知ったとき，

Feldhausはなお一層辛殊な論駁の中で，「事

務局祷助員，イ可も知らず歴史学及び文献学の

教育を受けてない男たち』と「その裏に隠さ

れた女たち」を Matsc切らは「文献学的検死
(22) 

審問に駆り立たせた」ヒ弁じたのである 。

Feldhausは公開状を次のように終えていた：

大国のVD I事務局職員を使えば，貴殿

はこうしたやり方でなお長いシリーズの

欠陥ある書籍を編集できるであろうρ そ

れらは貴殿の協会の出甑局から市場に出

* 5・正確には「機械技術史 Geschichteder Maschinentechnik」担当教授である。通説では， Matschol'i

がドイツ最初の“技術史” 教授だが，それは正篠ではないとケェーニッヒ教授はい う。W

Konig，”A uffassungen van den Aufgaben des Faches Technikgeschichte zwischen 1900 1945 in de1 

lngenieurwelt”， in: Humanismus und Technik ]ahrbuch 1986 (Bd 29, Berli日 1986),SS.23-45とく

に S.25注 8参照。
(21) Franz M. Feldhaus：“公開状［OffenerBrief an Herrn Dr.-lng.ehr Conrad Matscho白，Direktordes 

Vereins deutscher lngenieure zu Berlin守 Profεssor for Geschichte der Technilく ander Technischer l 

Hochschul巴 zuBer信lir

scher lngenieure, Berlin 1925) .] " Eber屯swald巴1925, S. 3次のパラグラフの引用。
(22) Feldhaus: Nochmals: Feldhaus gegen Matschol'i. In: Landmaschinen-Ma1 kt, Nr .31 v. 1. 5 .1926 ; 

VD!/H-1. 5 .1949 Feldhaus宛 Schimankの書簡（コ ピー）。
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され，善意の読者はそれらを学術的著作

と受け取り，それどころか青少年照図書

あるいは教科書のための基礎資料として

利用されるであろう。このことを防止す

るのが，私のこの批判の目的なのであるρ

ν1atschoB側の状況

MatschoBは彼の序文の中で， Mannerder 

Technikには協力者，ないしはVD I編集部

員が参加していたことを明らかにしていた；

各項目は記名されていたのであった。正し く

は，これら協力者たちはこれまで技術史につ

いては何も，文献については僅かにしか論文

を発表していなかったということである。

Irene M. Wittはアメリカにしばら くいて，そ

こで合理化運動に関係した後， 1916年VDI 

に採用された。1920年代には数多くの労働科

学および組織科学的論稿を執筆しまた翻訳し

ていた。VD IがMannerder Technikを出

版しようとしていた時期の彼女は，労働科学

および精神技術学研究グループを担当する編

集者の一人として働いていたのである。後年

彼女は独立し，そして名誉教授という学術上
(23) 

の栄光も獲得したのである。GCal sowは，

VD Iで働く前は Gottingen大学歴史学教授

Karl Brandiの研究協力者であ った。H

11巻2号（118)

Hanekeは後年もなお技術史に携わり，論文

を発表しているが，なかでも 1927年の

Beitragen zur Geschichte der Technik und In-

dustrieに掲載された‘Ausder Geschichte 

der Zylinderbohrmaschinen’は特筆に価する。

Matschoβ は自身の価値判断において，

Manner der Technikの細部の間違いに責任

を負っていた。一方で，まず始めてみなけれ

ばな らない，そして τあらゆるこの類の初版

に付随するのが常である誤り」は第 Z販のと
(24) 

きに除去されよう，と言明していた。他方で

また彼は，技術史の分野においてはなお，協

力者として動員できる学問上の専門家はごく

僅かしかいないと指摘していた。（それゆえ）

Feldhausに対しVD Iは，以下の事由によ

り裁判所に恐喝未遂で告発したのである，す

なわち「Feldhausの行動は，学術上解明し

ようという努力に導かれたものではなく，

MatschoBと協会に彼との共同研究を強要す
(25) 

る試みによるものである，」ことから。Mat-

schoBに対してと同じようなやり方で一一V

D Iは文献の追い刻5と感知していた

日ldhausはすでに以前にドイツ博物館に取

り入っていたし，公開の場には持ち出さず裏

で有利に交渉を進めるこうした方法を，後に

もなお頻繁に用いたのであった。VD Iが起

(23) VgL例えばWitteの履歴 ・業績はStuartChase: Tragodie der Verschwendung. Gemeinwirtschaft-
liche Gedanken in Amerika. Monchen, Berlin 1927の巻末にある。とり わけ興味深いのはJM. Witte 

Heim und Technik in Amerika. Berlin 1927である。Witteに関する事項を私は ManfredRasch氏
(Essen ）＊のお陰で手に入れることができた。
* [Dr.M. RaschはLeite1des Archivs der Thysse『lAG, Duisb山 戸gである。業績’ Bernhardvom Brocke 

u. Hubert Laitko (Hg.) , Die Kaise1 -Wi/hlm/Max-Planck Gesellschaft und ihre Institute. Das Harnack 
P1川 zip.Berlin・ NY (Walter de Gruyter) 1996所収の 3論文のほか，MPGの歴史に関する論文多数
がある。］

(24) Beitrage zur Geschichte der Technik und Industrie 16 (1926) S.Vf 

(25) VDJ/F 22.2.1926 VD  I理事会自体が係る件； ドイツ博物館におけるFeldhausの処遇に関し
ては DM/F-6.9 .1992-v Miller宛 Feldhausの書簡； 16.7 .1926 v. Miller宛MatschoBの書簡 （同封
物も含めて）, 20. 4 .1993 Zen neck宛 Feldhausの書簡 （コピー）を参照。
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こした Feldhausに対する法的措置は，最終

的には不成功であったが， しかしこの関連で

Feldhausの詐欺紛いの行為や横領の前科が

多数掘り出され公表されたのであった。

Feldhausに対する VD Iの公開の行動は，

ドイツ人技術者（階層）の代表的人物である

MatschoBを庇う著名な学者たちの上奏文に
(26) 

よって支持された。この上奏文にサインした

のは W.von Dyck (TH Monchen) , E. Heideb 

roeck (TH Darmstadt), Kammerer (TH Berlin), 

Oskar von Miller, A. N age! (TH Dresden) , L 

Prandtl (Universitat G凸ttingen）をはじめ，技

術および自然科学分野の多数の教授たち，並

びに Gottingen大学の歴史学者 KarlBrandi 

とプロイセン国立図書館総裁FMilkauであ

った。すでに1911年以降 このことにつ

いては後述する 「VD I雑誌』および

Beitr孟gezur Geschichte der Technik und Jn 

dustrie誌は， Feldhausの論文を一切受理し

なかったし，また Feldhausの書いたものを

おおむね引用も論評もしていなか った。

Manner der Technikを巡る論争後このボイ

コットは広がり， Feldhausの手紙に回答も

しなくなった。さらに他の研究所などにも同

じことを求め，時には Feldhaus論稿の受理

のことで他の雑誌に苦情を持ち込むこともあ
ぽ7)

った。Feldhaus側は攻撃の内容と論調を変

えず， VDIは私の学術的攻撃を学術的武器

では受け止めずぞらしている，と不平を訴え
(28) 

ていた。

Feldhausその人と研究

日ldhausが， MatschoBや他の技術史家た

ちと論争した動機を確かめてみると，ここで

は個人的・経済的 ・学術的動機が縫れてほと

んど解けない毛玉になったような印象を持つ

であろう 。日Idha usに関する根本的な研究

を欠いているので，ここでは彼の二 ・三の人

格と著作の基本的傾向のみスケッチしてみよ

つ。

Feldhausは，データの収集とその解明か

ら始まり，だんだんにそれらが幾つかのさら

に広範な論文・著作に流入するべきだとする

歴史研究のやり方を信奉していると表明して

いた。この点で彼はほとんどの専門家・同僚

たちと原則上異なっていないが， しかし彼は

数少ない技術史への綱領的表明の中で，この

原則をより鮮明に強調し，彼自身の著作の中

で首尾一貫 して実行していた。彼は理論に関

する知識を欠いていたため，この生のデータ

を拠り所とする学問的アプローチの限界（図

像の問題性，ことばの拘束性等），あるいは歴史

記述という課題にと ってのデータの重要視に

ついて懐疑の念が生じることは， Feldhaus

にはほとんどありえなかった。

彼の学問の理解は，その限りでは事実上の

正確さ［Richtigkeit］の基準に，つまり彼が

(26) VDI/F-20. 2.1926ー上奏文An den Vorstand des Vereins deutscher Ingenieure [VD!理事長会
宛］

(27) DM/F' 8.9.1930 ドイツ博物館宛 Hellmichの書簡，そして1.7 .1935ードイツ博物館宛 Hirrich
(RTA）の書簡； Archeion12 (1930), S.462; VDI/H-31.12.1954-Spatz宛hβ！erの書簡 （タイプ・
カーボン複写）。

(28) VDI/F' 29 .12 .1925 Feldhaus: Offene Brief an die Wisse1町 haft.die Technik und die Presse. 

（および） VDI/F Juni 1927 Feldhaus: MatschoB 
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しばしば厳密さ［Exaktheit］とも呼ぶもの

に成り下がっていたのである。この考え方は，

日ldhausが WernerSombartの著作Dermo-

* 6 
derne Kapitalismu S中の技術史に関する部分

について論争した事実で明瞭になろう 。その

際 Feldhausは， Sombartは自 分の著書 Die
場事 7 

Technik der Vorzeit ....を推賞しつつ引用し

ているが， しかし利用しなかったという判断

をしている。そしてゾンバルトの一連の細か

い誤り，つまり学術的最終結果においてそれ

らの誤りのために本筋からズレてしまった諸

点を列挙している。

「……もし経済史家たちが彼らの結論に

このようなナンセンスを積み上げるなら，

彼らの経済史の全体系すら結局はナンセ

ンスから免れることはできない。長年私

は，技術の歴史に関連することに着手す

るなと警告してきている……Sombartは

技術の進歩にと っての基礎資料を無批判

につぎはぎして何とか書いて，それを基

にして経済生活の状態を主張しているの
(29) 

だ！」

Feldhausの専門分野の同僚たちは，彼か

ら距離を置くため，彼が研究理解したことの

中のただデータに関連している部分のみを利

11巻2号(120)

用しただろうことはすぐに考え及ぶ。鉄の歴

史家 OttoJohannsenは， Feldhausを骨董品

収集家だとみており，まさか歴史家だとは思
(30) 

っていなかった。 HansSchiman kは Feldhaus

への巧妙なあてこす句の中で，歴史への感情

移入能力を備えた真の歴史家と収集の狂信者
(31) 

とを弁別した。この限定の試みは，技術評論

家 AlfredSchlomannによる Feldhausの｛生キ告

描写の中で最もはっきりしてこよう。彼は

1927年， MatschoB• Feldhaus論争に割って

入札節度ある調子の文章による公開状で次

のように述べた：

博士，貴殿はデータ・証書 ・図像 ・証拠

書類 ・証拠物件等々の，恐れを知らない

不屈の収集家かっ蓄積者でおられる。そ

れらにとっては当然ながら，日付・年

号 ・生没時刻・博士号その他の敬称、にお

けるあらゆるごく小さな不一致すら学問

の神聖な精神に反する囲った行いという

ことになります。 しかしこのことを貴殿

は，御自身の著作においても避けること

はできませんでした。一方Matscho13（そ

して多くの他の者たち）にとっ ては，イ可よ

りもまず主要路線が，より重要かっ歴史

的・技術的に認識できる関係性が問題な

* 6：ウェルナー ・ゾンバルト（1863-1941），経済学者・社会学者で1917年からベルリン大学教授。「ゾ
ンバルトの畢生の大著 ｛Dermoderne Kapitalismus. 1902, 2. Aufl., Bd.I: Die vorkapital凶 ische

Wirtschaft, 1916; Bd. II Das europaische Wi1 tschaftsleben im Zeitalter des Frohkapitalismus, 

1916; Bd. III: Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus, 1927｝ー は理論と歴史の
総合という課題にこたえ，経済学の指導概念としてく経済体制〉の概念を構想し，無数の資料を
駆使して経済社会の全体的把握を試みたものである。ーもとよりゾンバルトの方法論的反省はウ
エーパーほど厳密ではなかったが，その豊かな直感的構想力によって，理論と歴史の総合につと
めた功績は偉大である。」（大阪市立大学経済研究所編「経済学辞典』（第3版）岩波書店， 1992年，
p.830 31 （木村元一） による）。 、ノーンバルトの構想には，技術（史）も含まれていた。

* 7 : Die Technik der Vorzeit. der geschichtlichen Zeit und der Naturv6/ker. Ein Lxikon. Leipzig 1914 
（第2版は彼の死後 2.Aufl.,Wiesbaden: Lowit 1970) 

(29) Geschichtsblatter 6 (1919). S. 146-53，引用は S.153

(30) VDI/F-25.4.1929-MatschoB宛Johannsenの書簡 （コピー）。
(31) VDI/H l. 3.1949 Feldhaus宛 Schimankの書簡（タイプ ・カーボン複写）。
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(32) 

のです，と。

Schlomannが正しく述べたように， Feldhaus

自身は彼が他者へ向けて要求した厳密さに対

応してはいなかった。彼が大部分を執筆して

いる『Geschichtsblatter』誌にザッと目を通

しただけでもたくさんの印刷ミスや事実誤認

が明白となり，彼の論敵がこの事実に詳しく

は触れなかったことは，なんとも驚くべきこ

とと思わねばなるまい。これとは関係なく彼

は一一新しい史料発掘に基づき 一一彼が自

身の事典や暦で先に挙げたデータを絶えず修

正しなければならなかったのである。

歴史家と技術者

Feldhausの， Matschoβ，Mannerder Tech 

nikに対する議論の主要部分は，研究者倫理

を欠いた非難であった。この類の本を多忙で

過重な負担を負う協会理事が，余暇に事務局

職員を使って作成するのはよろしくない，と

いうのである。興味深いことは， Feldhaus

がここで 私［筆者 Prof.Konig］の見方

が正しいなら：技術史記述の歴史において初

めて一一明白に歴史家と技術者とを反目さ

せ，その際自らは歴史家のl味方をしているこ

ヒである。なぜ、なら技術の歴史は……決して
(33) 

技術的事象ではなく，歴史的事象である，か

らである。その際の歴史家とは実は，教育訓

練から定義されるのではなく一一 Feldhaus

も結局は何の歴史学の専門教育も身につけて

いなかった一一仕事から定義されている・

霊史家とは，自ら研究し，日夜もっぱら

何が霊史的であるかのことだけを考えて

いる者をいう。他の部下たち， しかも彼

らは何らの歴史的感覚も歴史的価値判断

もも っていない，を招集し彼らを使って

書かせようというのは歴史家ではない。

Feldhausは，技術史研究のために技術者を

励ます MatschoBの努力を論難し嫌っていた：

音楽家の伝記を書こうとするとき，

独奏者とオーケストラの団員たちとの両

方に協力を要請するだろうか？ それと

も，専門の歴史家，郷土史家あるいはそ

れに類する人たちに背を向けるというの

かマ

このとき彼が試みたのは，VD Iの技術出版

物の厳密さと自身の歴史著作とを比較するこ

とにより， MatschoBの痛い所を突くことで

あった。

VD Iのそのほかの仕事は，例えばその

規格は， Mannerder Technikの本と同

じくら い誤りの多いものだろうか？ も

ちろんそれらはそうではない。ではなぜ

なのか？なぜなら技術者たちは，素人が

その仕事をするというのに我慢できない

からである。だからここで私も，素人が

彼ら I技術者］の指導ですごいスピード

で技術の歴史を信頼できないものにした

ことに対して，なおさら断固として抗議

するのである。

もっとも彼自身， 一部は教育訓練によりま

(32) Alfred Schlomann: Offene1 Brief an 1-!errn F1 anz M. Feldhaus 01”ーIng. E.h., Berlin. Berlin 1927, 

S.6 
(33) Ceschichtsblatter 11 (.1927) , S. 75・78，引用は S.75. Vgl Auch F.-A.-3.ll.'1925-Walther宛

Feldhausの書簡 （タ イプ ・カ ーボン複写）。

(34) Feldhaus: Offener Brief，引用は 510 LI 23 
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た他の一部は実地の仕事によりIng.［工学士

の学位］を，そして1925年には THAachen 

から Dr.-lng.h.c. （名誉博士）の称号を受けて

おり，その肩書きからすれば彼も技術者であ

るのに Feldhausは技術者によるサイドビジ

ネスや日曜歴史家的な歴史記述から離れてい

た。というのも，技術史では圧倒的に優勢で

ありドイツ最大の技術者組織であるVDI, 

またMatschoBおよび他の専門職業技術者グ

ループの代表的指導者たちは， Feldhausの

この分野への立ち入りを最終的に遮断しよう

としているという 印象を彼は受けているに違

いなかったからである。この状況において彼

は，歴史家を引き合いに出すことで明確な自

己の立脚点を得ょうとしたのである。そこで

は彼を いずれにせよ自然科学史および

医学史の何人かの代表者たちは形式的には

より 以前から受け入れていたのである。

技術者一技術史家を拒絶することで彼はまた，

同時代および旧世代の専門技術者グループの，

専門外の知識獲得と職責範囲の拡大によって

より大きな社会的承認を手に入れようとする

努力に打撃を与えたのである。Schlomannは

果たせるかな彼に答えて：

おそらくは貴殿が最初に意図したことで

はなかったでしょう。貴殿の訴え ・ロヒ

蓑 ・非難によって，何れにせよ技術者た

ちは結局，彼ら独自の目的規定の枠を越

えた一般的な学問分野で注目すべきこと

を成し遂げることはできない，あるいは

独自の成果を批判的に異論の余地無〈評

価することができない， ということを証

明しようということは。 ；……小生は歴

(35) Schlomann, S. 4. ［注32の公開状］

11巻2号（122)
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史学を，一般史であれ技術に関わるもの

であれ， “事情に通じた者”だけが近づ

ける秘学とはみなしていません。

論争の深層 とその評価

保証できないことだが，MatschoBや他の

専門家の同僚たちに敵対する Feldhausの行

動において，学問的動機が一彼の， 問題ある

学問理解の意味でのーある役割を演じたと認

めないわけにはいかない。Feldhausの行動

を，資金的利益を得ょうとする恐喝未遂だと

扱ってきたVD Iの非難は，彼の排他的な行

動が本性のものであることを証明するもので

はないし，また Feldhausが書いた広範囲な

領域にわたる出版物を読んで、も，むしろVD 

Iの非難は妥当しないように思われる。しか

し同じく 明白になったのは，日ldhausの全

ての歴史著作において経済的動機はほとんど

問題ではないが，これらの著作は彼と彼の家

族にと って唯一の生活の拠り所であったこと

である。異質の人の手になる技術史の著作は，

とくにもしそれらがより広い普及を目指すも

のなら， Feldhausにと ってはそれ故にまた

直接の経済的競争の性格を持っていたのであ

る。様々なこうした作品のうち技術史の雑誌

あるいは年報，伝記体の事典，そして後には

技術的文化記念物の集成，それらに関しては

MatschoBがいつも自分より早く市場にいる

ことを彼は身をも って知らされたに違いないo

Feldhausによる技術史の商業化は， Mat-

schoBとの決裂にたち至った。以前は丁寧な

手紙の交換をしており，また一一Feldhaus

の言によれば一一MatschoBは1904年の Fel-
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dhausの自然科学史 ・技術史学会設立計画を
(36) 

支持していたのに， 1911年に Feldhausが著

した研究 Diegeschichtliche Entwicklung der 

Technik des Lotensが断絶をもたらしたので
(37) 

ある。1911年 6月19日付で MatschoBはFel-

dhausに，発注者のケルンの Pohlig社がどう

しても 『VD I雑誌』に掲載されたものを見

たいと望んでいた彼のロープウェイの歴史に

関する原稿を，受理せずに送り返したのであ

る。そして彼に簡潔に次のように伝えた：

貴方が書かれた技術一史的著作と営業上

の利用を混交したものは，技術の学問領

域で私がずっと以前から首唱していた見

解のものとはひどく対照的である，こと

がわかったゆえ私は貴方の論文をVDI 

の技術史シ リーズに採用するつもりはあ
(38) 

りません，と。

Feldhausの典型的な攻撃的口調に満ちた，

おまえは一体どういうつもりなのかという反

問書簡に，見受けるところ返答は無いままで

あった。

Feldhausのこの論文は， 1800年頃までに

至るはんだ付の歴史的発展の見取り図を含み，

そのあとの 4頁を Feldhausはとりわけ発注

者の一つ ClaBen社の製品について肯定的に

書いている。続く 3頁は Cla Ben社が自 ら

Was ist loten? ［はんだ付とは何か？］を，

そして引き続き ClaBen社の価格リストと広

告となっている。Feldhausは最終広告中の

一つで 彼の私立研究所事業 Quellenfor-

schungen zur Geschichte der Technik und der 

Naturwissenschaften hこついて言及し， 研究

所ではあ らゆる関連分野の歴史（向調査，

とくに特許係争における優先の証明を呂的と

する調査を提供すると誼っている。その広告

には Feldhausの事業が委託を受けてこれま

でに作製した，石鹸 ・製粉機 ・金剛砂の歴史

研究からカカオの文献解題まで，の発注企業

名が列挙されていたのである。

論争がエスカレートしたさらなる理由は，

Feldhausのきわめて好戦的な人格にあった。

Feldhaus は一一MatschoBとの論争を除外し

でも一一数多 くの論争に関わりあっていた：

専門家 ・同僚たち，取引先，そして自 らの弟

子たちと。これらの論争は たとえ訴訟問

題にまでは至らなくてさえ一一たいていは極

端に辛錬な言葉で行われた。ナンセンス，ぞ、

んざいな仕事，ま ったく価値のないという章、

味内容の言葉が，Feldhausが書評した出版
(39) 

物に頻繁に科されたていたのである。HaBler

が改訂した MatschoBの GroβElngenieureに

関する回顧録に，彼は次のように書いている．

HaB!er氏は序言で，被の本が若い人た

ちの手に題くよう望んで、いる。私は，少

年少女向け図書がHaBler本に言及され

ているような汚物と粗悪から免れている

なら，支持する立場にある。

その際 Feldhausは，著作あるいは著作の計

(36) DM/F-o.D. ［日付無し，の意］ -Programm fiir eine Gesellschaft . 
(37) Franz M. Feldhaus: Die gesellschaftliche Entもv
v. der Gesellschaft mbH Clal'i巴n& Co. Be1戸！inoJ (1911) 

(38) F. A ー19.6.1911-Feldhaus宛 νlatschol'iの書簡 ；21.6 .1911-Matscho日宛 Feldhausの書簡 （タ
イプ ・カーボン複写）

(39) VgL例えばGeschichtsb/atter4 (1917), S. 166-70 u. 6 (1919), S.120-35 ; vgL Schlomann, S. 7 

(40) VDI-H Denkschrift日付は24.3.1955.
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画をそれらが出版されるか終了する前に批判

的に論評し，受理されずに返却されることも
(41) 

厭わなかった。様々なやり過ぎ，例えばVD 

Iが彼に対して何十万という部数のお知らせ
(42) * 8 

や空からのピラ撒きで対処したようなこと

は，新しい戦術の一つであった。

こうした性格は学問的使命感および明白な

自己過大評価と一体に重なったものであった。

彼の専門家 ・同僚たちとの論争には，彼自身

の基本的著作を指摘・参照せよという言及が

たっぷり入っていた。日Idha usは自分を絶

対の技術史家であると思っていた。とりわけ

彼が技術史を職業として より適切にいえ

ば ：本業 商業ベースで一一携わっている

少数者の一人であるという自負があるためで

あった。彼の自負心はたとえば， Oskarvon 

Millerが ドイツ博物館の建設を成功させたと

き，あらゆる抵抗を乗り越えたミラーの行動

力を彼が積極的に評価したことに現れていた。

そしてミラーの行動力の一部である傍若無人

さを， Feldhausは技術史の分野で自分にも

当然のものと考え傍若無人に振舞ったのであ

る。

このような明確な自己評価は，彼の著作な

らびに彼個人が確立された技術史で仲間うち

にほとんど真価を認められなかったとき，自

分がひどい打撃を受けたと感じたに違いない。

自身の真価が認められたと感じたのは，とり

わけ内外の自然科学史の学術雑誌での彼の協

11巻2号(124)

力，例えば共編 ・共著においてであった。ま

た1929年，オスロにおいである自然科学史の

国際委員会が設立されたとき， 彼はKarl

Sudhoff, Julius Ruskaと並んで技術史分科会
(43) 

ドイツ代表委員のうちの一人であった。

論争の終駕

Feldhausが大規模に計画した学術団体形

成の努力は失敗した。彼は圏内でも国際的に

も，自然科学および技術の歴史の学会を設立

するのに失敗した。彼の技術史の雑誌、

Geschichtsblatterは， 14年で潰れた。それに

加えて，少なくとも一度ならず一時的な業務

上および資金上不安定な状況にみまわれた。

本来彼は一生の問ず、っ と， 彼の技術史的な傾

向の趣くままに研究活動できる定戦を探して

いた。それゆえ彼は何度も， ドイツ博物館の

職員，あるいは館員であるが独立した共同研

究者としての職にありつこうと試みていたの

である。その結果［就職の失敗］から生じた

失望が，彼をますます気難し屋にしたに違い

なかったし，また様々な論争においてはず、っ

と以前の昔に詐欺紛いと横領で捕まった男と

して非難されたのだった。彼の人生のどん底

の時点は， 1936年 2 月 6 日Rheinisch-

Westfalische TH Aachenが彼に授与していた

名誉博士号の栄誉を取り消したときであった。

剥奪の理由は，彼はドイツの学佐保符者のa'&

位を庇めたと判明したからであった。さらに

* 8 : (42）が原論文 （オリジナル）では欠落 （ケェーニ yヒ教授からの私信1998.10.15で確認し補選し
た）。

(41) Geschichtsb/atter 11 (1927), S. 75f. , vgl. Schlomann. S. 7 

(42) DM/F-Juni 1927-Feldhaus: MatschoB 

(43) VDJ/F-25.4.1929-MatschoB宛Johannsenの書簡（コピー）。
(44) VDJ/H 16. 4.1955 Aklenvermerk ［文書備考J; 15.5.1955ーJaeger宛 RWTHAachen ［アーへ
ン工科大学］の書簡 ；RundschauTechnischer Arbeit Nr. 39 v. 23. 9.1936 
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同年， ドイツ帝国雑誌出版社連盟は彼の原稿

の受理を拒否すると警告を出したのである。

FeldhausカfMatschoβManner der Tech-

おわりに

Manner machen Technikgeschichte ［技術

nikに提起した批判のやり方やその動機に関 史する男たち］， この MatschoB編集本復刻

係なく， Feldhausが疑いなく一一たとえ彼 に際し付した序論［＝本論文］のタイト Jレは，

の挙げた数が大袈裟に言われたものであると Manner der Technikを巡る論争に付会した

しても 正しかったことは，この本が数多 三重の意味をこめている。第 lにこのタイト

くの印刷ミスや内容の間違いを含んでいたこ ルは， 20世紀前半，進歩と歴史の原動力にっ

とである。もっとも，こうした誤り自体は今 いて，とくに技術の発展に関わった偉大な人

日でも初版時点では除外しえないことである たちの評価，すなわち伝記編纂について技術

が。このことは当然，いったいこの本がなぜ 史家たちがどう考えていたか紹介することを

今日再び，リプリントとしてより広い層の読 問題としている。第2にこのタイトルは，こ

者の前に出されるか，という疑問を提出する こに示したのは極端な例であるが，技術史家

ことになろう。この疑問への最善の答えは， たちはどのようにして学術研究と商業ベース

Feldhaus自身が公開状の中で言っている。 との聞にバランスをとりつつ彼らのデイシプ

つまり彼自身が， MatschoBのこの仕事は ： リン，すなわち学としての市民権確立をはか

技術者Mannerder Technikに関する佐界の り，そしてその問題についてどのように論争

文縦のをかで最初の伝記体の事典である，と しうるかという問題を投げかけている。そし
(45) 

言っているのである。彼のこの評価は，一一 て第 3にMannermachen Technikgeschichte 

いずれにせよドイツ語圏においては今日ま は，技術と技術史での その当時の一ー

で、ず、っ と変わっていないのである。今もなお 圧倒的な男性優位を戯画化するのにおあつら

一一一細部の弱点にもかかわらず一一ー読者が えむきである。そのマンガで日ldhausの言

名前も知らない技術者に関して，最初の概略 い 回しは－FrauleinWitte ［ヴイツテ嬢］

情報を得るのになくてはならないものである。 とFrauleinCalsow ［カルゾウ嬢］の一一 彼

ょうやく根本的な改訂版がここに出せるよう 女たちの Mannerder Technikへの協力によ

になり，救済策を講じることができることと って風穴を空けられているのであるから。

なった。 (1998年12月8日訳稿了／1999年3月27日補正稿

了）

(45) Feldhaus. Offener Brief. S. 4, vgl. Schlomann, S. 8. 
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