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１．はじめに
日本ではじめて近代化学を紹介した『舎密開宗』は、宇田川榕菴（ 1798 ～ 1846 ）によって
1837 年に出版された。この本のタイトルにある舎密（せいみ）は、化学を意味するオランダ
語 Chemie の訳に由来する。舎密開宗の原著は、イギリスのウィリアム・ヘンリー（ 1775 ～
1836 ）が 1799 年に著した "An Epitome of Chemistry" である。ウィリアム・ヘンリーは、高校
化学の教科書において「ヘンリーの法則」として知られている化学者である。舎密開宗出版の
25 年前には、オランダ語で書かれた医学書「ターヘルアナトミア」を杉田玄白（ 1733 ～
1817 ）と前野良沢（ 1723 ～ 1803 ）が翻訳し「解体新書」を出版した。その当時、辞書もない
時代に、西洋の科学的な書物や医学書を翻訳したことは、想像する以上に困難なことである。
江戸末期には、化学分野で宇田川榕菴の他に川本幸民（ 1810 ～ 1871 ）、上野彦馬（ 1838 ～
1904 ）などが活躍したが、情報源はヨーロッパで出版された書物にある。化学の源流を知る
ためには、どうしてもヨーロッパで活躍した化学者の足跡を探ることが必要であると思われ
る。昨年の８月下旬にヨーロッパ化学史研修旅行を実施し、本稿では化学者の足跡について、
特に印象に残ったことを報告したい。
２．旅行の概要
平成 23 年に日本基礎化学教育学会主催でヨーロッパ化学史研修旅行が企画され、平成 25 年
８月 20 日から 29 日までの 10 日間の日程で、都内の私立高校教員を中心とした 18 名の参加者
で旅行を進めることになった。この旅行は日本の成田空港から飛行機でドイツを訪れハノーフ
ァーから入国した。ゲッチンゲン、ギーセン、ダルムシュタット、ハイデルベルグを経てミュ
ンヘンに至るまで、化学史に関係した博物館などの見学を行った。現地ではバスを貸切り、効
率よく博物館などの目的地を巡った。
イタリアへはフランクフルトから飛行機でミラノに入り、ミラノからコモ、ビエッラ、ベル
チェリを経てフィレンツェに至るまでドイツと同じく化学史の足跡を巡った。フィレンツェ近
郊のピサを日帰りで訪問し、最後はフィレンツェから飛行機で帰国した。
よつやこういち：理科教諭
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３．旅行に関係した科学者
【ドイツ】
ガウス（ 1777 〜1855 ）整数論などの研究
ウェーバー（ 1804 〜1891 ）有線電信機の発明
ウェーラー（ 1800 〜1882 ）尿素の合成
リービッヒ（ 1803 〜1873 ）元素分析法の確立
ケクレ（ 1829 〜1896 ）ベンゼンのケクレ構造の発見
グーテンベルク（ 1397 頃〜1468 ）活字印刷技術の発明
ブンゼン（ 1811〜1899 ）ブンゼンバーナーの発明
キルヒホッフ（ 1824 〜1887 ）分光分析法の確立
フラウンホーファー（ 1787 〜1826 ）太陽スペクトルの暗線の発見
ランフォード（ 1753 〜1814 ）熱運動論の提唱
【イタリア】
レオナルド・ダ・ヴィンチ（ 1452 〜1519 ）近代科学の方法の開拓
ボルタ（ 1745 〜1827 ）電堆の発明
アボガドロ（ 1776 〜1856 ）分子説の提唱
ナッタ（ 1903 〜1979 ）プロピレン合成の触媒の発明
ガリレオ・ガリレイ（ 1564 〜1642 ）振り子の等時性の発見
トリチェリ（ 1608 〜1647 ）水銀柱の実験
４．ドイツ
ドイツはハノーファーから始まりミュンヘンまでの行
程となる。最初に訪れた都市はゲッチンゲンである。ゲ
ッチンゲンは大学を中心とした都市であり、ゲッチンゲ
ン大学はドイツ有数の大学として知られている。ノーベ
ル賞受賞者がドイツで一番多いということからもその伝
統 が う か が え る。 日 本 人 で は、 仁 科 芳 雄（ 1890 ～
1951 ）
、本多光太郎（ 1870 ～ 1954 ）
、高木貞治（ 1875
～ 1960 ）も在籍していたことがある。数学者、物理学
者として有名なガウス（ 1777 〜1855 ）も、この大学で
1807 年から亡くなるまで教授兼天文台長として活躍し
た。彼の名前のついた用語、法則は数多くあり、19 世
紀を代表する学者である。今でもガウスが台長であった

写真１

ガウス・ウェーバー像

天文台が残されており、物理学者のウェーバー（ 1804 〜1891 ）とともに街の中心に像が立っ
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ている（写真１）
。ウェーバーは電磁気の形成に貢献し、磁束の単位「ウェーバー」に名を残
している人物である。ガウスと協力して電磁気における絶対単位系の確立や電信の発明に携わ
った。
ゲッチンゲンでの目的は、無機物から初めて有機物の
尿素の合成に成功したウェーラー（ 1800 〜1882 ）の足
跡である。まず、ホテルから近い墓地を訪ねた。その墓
地にはウェーラー本人と家族が葬られている。墓地から
ウェーラーが研究室と住居にしたウェーラーハウスの外
観を見学した。この建物の壁にはウェーラーの他にヨハ
ン. F. グメリン、L. グメリン、O. ヴァルラハの化学者３
人の名前が書かれた銘板が付けられていた。さらに、ウ
ェーラー像がこの付近に立っている（写真２）
。像の足
下には石畳にモザイクで尿素の構造式が大きく示されて
いた（写真３）
。尿素の合成は有機化学の歴史において
画期的な出来事であり、ウェーラー像に描か

写真２

ウェーラー像

れていた構造式を見て、参加者全員が改めて
ウェーラーの偉大さを再認識した。
次に、ゲッチンゲン大学の見学が予定され
ており、予約した時間に待ち合わせ場所まで
バスで移動した。ドイツ人は時間に対して厳
格であり、その日も案内をしていただける
Schmitt 教授もかなり前から私たち一行を待
っていてくれた。まず自然科学部化学科にあ
るウェーラーの名前が付いた講義室を見学し
た。300 人程度の学生が入れる大きさで、演

写真３

尿素の構造式

示実験ができる大教室であった。夏期休暇中であったが、学生たちの姿も見られ授業が行われ
ていた。大学校内には化学博物館があり、教室程度の広さで多くのものが展示されていた。そ
の一つ一つに教授による丁寧な説明があり、予定時間がかなり延びてしまった。ウェーラー自
筆の書簡、分光器機などその当時のオリジナルな装置が所狭しと展示されていたのが印象的で
あった。ゲッチンゲン大学の見学を終え市内を散策していたところ、一人のドイツ人が私に話
しかけてきた。私が日本人だと分かって、質問したと思われる。その質問とは、「福島の汚染
水はどうなっているんだ？」という内容であった。この質問にはきちんと回答できなかった
が、ドイツでの原発への関心の高さに心を打たれた。
ゲッチンゲンを後にし、185km 離れたギーセンを訪れた。ギーセンにあるリービッヒ博物
館に着くと、館長の Kroeger 教授が出迎えてくれた。彼は我々のために雷酸銀の爆発実験を演
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示してくれた。実は、雷酸銀の爆発実験はリービッヒがギムナジウムの生徒だったとき、学校
で爆発事故を起こして退学の原因となった反応である。リービッヒ（1803 〜1873 ）はダルム
シュタットで生まれ、後に長くギーセン大学で教鞭をとった。このとき、学生を教育するため
に用意された校舎が教育には適さない兵舎であったにもかかわらず、ここで画期的な化学教育
を行った。ギーセンは第一次世界大戦で激しい空襲に見舞われたが、リービッヒが教育と研究
に使った校舎が奇跡的にも焼けずに残った。この校舎は化学会社メルクの援助で博物館として
生まれ変わることになる。ウェーラーとは対照的に、リービッヒには数多くの業績が博物館で
充実した展示がなされていた。このことはリービッヒの研究が化学から農学までの幅広い分野
に関係し、社会に大きく貢献したことを物語っている。とくに、リービッヒが学生実験室とし
て設計したものは、現在の化学実験室の原型といわれる。その当時化学を志すものは、少数の
化学教授の下で徒弟のような形で教育を受け
た。リービッヒは学生にテーマを与え、学生
を指導しながら研究を行う方法をとった。今
の大学で行われている教育と研究のあり方に
大きな影響を与えたと言われている。教室も
リービッヒのアイデアにより、スライドする
黒板、演示実験ができる講義室、ドラフトな
どが作られ、これらは現在と基本的に変わら
ないものである（写真４）
。また、学生には
自分が使用する実験台が 120cmごとに区切

写真４

ドラフト

られていて、実験を立って行う高さにつくられていた。
この場所に当時の化学者を志した学生が世界中から集ま
ったと聞かされ感慨深いものがあった。教授によれば学
生は講義が面白かったときには着席した状態で足を踏み
鳴らし、逆に講義がつまらなかったときは机を叩いて意
思表示をしたそうである。リービッヒは高校化学の教科
書の中で、唯一「リービッヒ冷却器」に名前を残してい
る（写真５）
。教授はこれがリービッヒの発明ではない
ことを教えてくれた。このガラス機器を自慢して、他の
化学者に広めたことで、後に「リービッヒ冷却器」と名
付けられたそうである。その他にも、リービッヒが元素
分析を確立したこともあり、カリ球など多数のガラス器

写真５

リービッヒ冷却器

具の展示がなされていた。
ギーセンを後にし 90km 離れたダルムシュタットに向かった。ダルムシュタット工科大学を
見学する目的は、化学者のケクレ（ 1829 〜1896 ）である。ケクレはダルムシュタットで生ま
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れ、ギーセン大学でリービッヒの門下生となっている。彼はダルムシュタット工科大学では教
鞭をとっていないが、生まれ故郷ということで大学にケクレ記念室が設けられていた。20 年
前に訪れた時には、ケクレの肖像画をはじめケクレの遺品が展示されていた。あの偉大な化学
者の賞状を手にとって見ることができた興奮は今でも忘れられない。残念なことに数年前ケク
レに関わるものはすべてミュンヘンのドイツ
博物館に移管されてしまった。しかし、彼の
名前を残すものとして、
「ケクレの講堂」を
見学することができた（写真６）
。その建物
は正六角形でベンゼン環を思わせるものとな
っており、外壁にも多くのベンゼン環が描か
れていた。建物に入ると床が全て六角形のタ
イルとなっており、
「化学の建築家」と言わ
れたケクレにふさわしい建物が印象的であっ
た。

写真６

ケクレ講堂

次に、ダルムシュタットを出て、40km 離れたマインツに向かった。グーテンベルク（ 1397
頃〜1468 ）はマインツで生まれ、活字印刷技術を発明した。印刷機の発明により大量に作ら
れた聖書は、宗教改革推進の原動力になったと言われている。彼の偉業を記念して博物館が建
てられたが一度焼失し、1962 年に再建された。博物館では活版印刷の演示もあり、展示も充
実したものになっていた。
その後、ライン川クルーズを経てヘッペンハイムに立ち寄った。リービッヒは学校で爆発事
故を起こし、ギムナジウムを退学されられた後、徒弟として働いた薬局がヘッペンハイムに残
っている。20 年前はレストランとして営業していたが、現在は事務所となっている。建物の
外壁には、かつてここはリービッヒが働いていた薬局であることを示す小さい銘板が付けられ
ていた。
夕方、ハイデルベルクに到着しブンゼン（ 1811〜1899 ）が葬られている山墓地を訪れた。
墓には大きな丸い横顔のブロンズのレリーフ
が掲げられている（写真７）
。近くには、無
機化学ハンドブックの著者で名高い L. グメ
リンの墓もある。墓地を後に町の中心に進む
と、広場の中央に大きなブンゼン像が堂々と
立ち、像の大きさにしては小さな銘板が置か
れていた（写真８）
。ブンゼンは、化学実験
室で現在でも使われているガスバーナーを考
案した人物として知られている。彼の考案し
たバーナーの炎は無色で、これを利用して炎

写真７

ブンゼンの墓
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色反応による分析を試みている。彼はいろいろな物質を
炎の中に入れ、分光分析法により新元素であるセシウム
とルビジウムを発見した。ブンゼン像の向かいの建物に
は、ブンゼンとキルヒホッフが共同して分光分析法を研
究した建物が残っている。偶然であったが、キルヒホッ
フ（ 1824 〜1887 ）の名前が記された銘板を見つけるこ
とができた。キルヒホッフは電磁気学のキルヒホッフの
法則や、フラウンホーヘルの発見したスペクトル線を用
いて元素の分析を行ったことで有名な物理学者である。
ハイデルベルク大学には事前に見学を申し入れていた
が、夏期休暇のため対応できないという回答のため残念
ながら見学が実現しなかった。大学付近には博物館があ

写真８

ブンゼン像

ったが、事前の調査では把握ができなかったため、これも見学できなかった。ハイデルベルク
には薬事博物館、ハイデルベルク城などがあり、ドイツ観光で一番人気のある都市である。も
う１日滞在して見学したいところがいくつもあったが、翌日の早朝にはロマンチック街道を通
ってミュンヘンに向かった。
ミュンヘンは、ドイツ博物館を見学することを主目的としている。市内を流れるイザール川
の中洲に建つドイツ博物館は、世界でも有数の科学館であり、世界各地の博物館はここを参考
にして建設されたと言われている。興味深い展示方法など科学から工学まで、自然科学全般に
渡り展示されている。中でも、自動車、航空機、列車の実物展示には、そのスケールに圧倒さ
れた。しかし、化学関係の展示は改修工事のため残念ながら見学できなかった。ただ電気化学
の電池と電気分解は、多少なりとも展示されていたことに安堵した。
市内には、光学装置技術者のフラウンホーファー（ 1787 〜1826 ）、ランフォード（ 1753 〜
1814 ）の像が立っている。フラウンホーファーはスペ
クトル観測に望遠鏡を用い、プリズムより分光能力の高
い回折格子を考案した。像の右手にはプリズムを持ち、
望遠鏡を脇に抱えて立つ姿が印象的であった。ランフォ
ードは熱が機械的運動の一形態ではないかと考えた人物
である。大砲の砲身をくり抜くとき、削れば削るほど熱
が発生することから、このような考えに至ったと言われ
ている。
二人の像を後にしてミュンヘン市内の南墓地を訪れ
た。ここにはリービッヒとフラウンホーヘルの墓があ
る。晩年ミュンヘン大学で教鞭をとったリービッヒは、
ミュンヘンの墓地に眠っている（写真９）
。20 年前に訪

写真９

リービッヒの墓



國學院高等学校「外苑春秋」第４号

2014 年

れた時、リービッヒの墓を探したが、墓地の広さが桁違
いに大きいためどうしても見つけることができなかっ
た。今回は、現地のガイドさんに事前に調べてもらって
いたので、なんとか参ることができた。墓は多くの花で
囲まれ、手入れが行き届いていた。その墓地にはフラウ
ンホーファーの墓もあり、その墓石には望遠鏡の大きな
図形が彫り込んであるのが印象的であった（写真 10 ）。
彼はガラス職人から身を起こし、31 歳で学士院に入れ
たものの不遇の中に一生を閉じたと言われている。この
墓地には、幕末に来航したシーボルト（ 1796 ～ 1866 ）、
物理学者のオーム（ 1789 ～ 1854 ）も眠っている。
写真 10

フラウンホーファーの墓

５．イタリア
イタリアはミラノから始まりフィレンツェまでの行程
となる。ミラノはレオナルド・ダ・ヴィンチ（ 1452 〜
1519 ）が活躍した都市である。オペラで名高いスカラ
座の前に、４人の弟子に囲まれたダ・ヴィンチ像が立っ
ている（写真 11 ）
。この像は 1872 年に作られたもので
ある。この像を見学した後、目的とするレオナルド・
ダ・ヴィンチ博物館を訪れた。この博物館はダ・ヴィン
チ生誕 500 年を記念して建てられた。彼のスケッチから
作られた飛行機、ヘリコプターなどの数多くの模型が並
べられている。その他、科学博物館としての展示も数多
くあり、小規模ながら近代化学の内容も見学することが
できた。イタリアのノーベル賞受賞者ナッタ（ 1903 〜
1979 ）は、 チーグラー・ナッタ触媒を用い

写真11 レオナルド・ダ・ヴィンチ像

てポリプロピレンの合成に成功した。その研
究内容とノーベル賞の賞状が展示されてい
た。
ミラノから北へ 40km 行ったところにコモ
湖がある。コモ湖はイタリアのリゾート地と
して賑わう町である。その町にボルタ（ 1745
〜1827 ）が生まれている。コモ湖の湖畔に
立派な博物館が立ち、町の象徴ともなってい
る（写真 12 ）
。博物館には数多くの展示品が

写真 12

ボルタ博物館
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並び、とくに彼の発明した電堆にはカエルの足が接続さ
れた実物の展示があった。彼は２枚の異なる金属の間に
湿った布を挟むと、それらの金属の間に電流が流れるこ
とを発見した（写真 13 ）
。この内容はボルタ電池として
高校化学の教科書には必ず記載されている。ナポレオン
に実験を見せている絵画も展示されていた。ナポレオン
はボルタにフランス最高の勲章を与え、またイタリア政
府も彼を貴族に列する栄誉を授けている。そのような背
景もあり、町の繁華街の中心にボルタ像が立ち、「ボル
タ通り」という銘板も目についた（写真 14 ）。ボルタの
住居となっていた建物にも足を運んでみた。そこにもし
っかりボルタの名前が銘板に刻まれていた。

写真 13

ボルタの電堆

高校の教科書に一番多く名前が出てくる化学者は、何
と言っても「アボガドロ」であろう。アボガドロ（ 1776
〜1856 ）はアボガドロ定数、アボガドロの法則に名前
を残している。化学を語るには、原子説を唱えたドルト
ンと並びアボガドロが欠かせない化学者である。しか
し、重要な発見をしたのにもかかわらず、アボガドロは
生前には認められなかった。旅行計画を立てる際、一番
苦労したのはアボガドロゆかり地のどこを訪ねるかであ
った。トリノ大学で教鞭をとっていたので、トリノ大学
の見学を日本から申し入れたが、残念ながらハイデルベ
ルグ大学と同じく夏期休暇のため対応できないとの回答
であった。途方にくれていたとき、太田浩一著「それで
も人生は美しい」という本を見つけた。その中にアボガ

写真 14

ボルタ像

ドロゆかりの地に関する内容が書かれていた。本には、アボガドロの墓がクラレーニャにあ
り、像がビエッラとベルチェリにあることが詳細に記されていた。唯一心配したことは二つと
も田舎町であるため、ミラノからフィレンツェまでの行程にこれらの都市を上手く入れられる
かどうかであった。限られた日程でクラレーニャとビエッラを訪問するかどうかは、現地で決
めることになった。最終的にはミュンヘンでこれらの都市を訪問することに決め、クラレーニ
ャの市役所に問い合わせをすることになった。クラレーニャにあるアボガドロの墓地には鍵が
かけられて、墓地に入るには役所に許可申請が必要であったためである。ところが、このこと
が非常に幸運な出来事を生んだ。日本の 20 名ほどの高校教員がアボガドロの墓に参りたいと
いうことが、市長 Kalina Giordaniの耳に入り、町の方々から歓迎を受けることになった。し
かも、私たちが訪問する前に、すでにクラレーニャを訪れることが地元紙に掲載されていたの
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地元紙の新聞記事

アボガドロを巡る日本の研究会、クアレーニャを訪問
本日、クアレーニャはアボガドロを研究する日本の研究会の訪問を受ける。現市長
Katia Giordani をはじめ、元市長 Mr.Aibertiや Mr.Girione も同席予定で、クアレーニャの
歴史やアボガドロファミリーの様々な歴史の調査に協力する。
「訪問される皆様に、アボガドロに関する歴史や情報をできるかぎりお伝えしていきます。
」
と市長は語っている。
図４

新聞記事の日本語訳

である（図３）
。市役所では市長をはじめ、その町の有力者が私たちを歓迎してくれた。この
小さな町にとって、わざわざ日本からアボガドロの墓を参ることに対して大変驚きがあったよ
うである。アボガドロを通して、思いがけない民間外交ができたことは感慨深いところとなっ
た。市役所の中には立派なアボガドロの胸像があり、日
本の教科書にあるやや人相の悪い顔をとは違い、威厳の
ある凛々しい顔が印象的であった（写真 15 ）
。また、役
所の前には、アボガドロ家の紋章とともにアボガドの業
績を記した銘板が置かれ、アボガドロの法則を説明して
ある内容が読み取れた（写真 16 ）
。アボガドロはこの町
の誇りであるということがよくわかった。墓地は町の高
台にあり、アボガドロ一族の墓が一角にある。そこにも
アボガドロの胸像があり、墓も綺麗な状態で管理されて
いた（写真 17 ）
。
次にクラレーニャの近くにあるビエッラを訪れた。こ
こには国立古文書館があり、アボガドロ自筆のノートが
保管されているとの情報が入った。ノートはペンで書か

写真 15

アボガドロ胸像

ヨーロッパ化学史研修旅行の報告

写真 16
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アボガドロの法則を記した銘板

写真 17 アボガドロの墓

写真 18

アボガドロのノート

れ、几帳面な性格をうかがえる立派なものであった（写真 18 ）。
ビエッラからフィレンツェの途中にあるベルチェリに向かった。駅前にローマ広場があり、
そこにもアボガドロ像が立っている。この地にはアボガドロの名前が付いた高校「アボガドロ
科学リサ」もある。現地のガイドさんを通じて、ミラノからアポイントをとったところ、ここ
でも幸運なことに校長 Mr.Codetta 自ら案内をしていただけることになった。その高校の玄関
内にアボガドロ像があり、参加者全員で記念撮影をおこなった。この旅行では予定になかった
見学であり、高校の実験室、教室の見学もできた。科学高校ということもあり、日本の普通科
高校の実験設備より充実している印象を受けた。
ベルチェリを後にしフィレンツェに向かった。フィレンツェには多くの美術館、博物館があ
り、ウフィツィ美術館の東隣の建物はガリレオ博物館となっている。この博物館の中心は、何
と言ってもガリレオの望遠鏡である。この望遠鏡で木星にある４つの衛星を発見したと伝えら
れている。他に、力学の実験器具など興味深いものが数多く展示されていた。中には、ガリレ
オの中指がガラスの容器に入れて陳列されている。フィレンツェでは是非訪れたい場所であ
る。
ガリレオ・ガリレイ（ 1564 〜1642 ）が生まれたのはピサである。ピサはフィレンツェから
西へ約 70km あまりのところにある。町にある城壁の門をくぐると、広々とした敷地に大聖堂
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図５
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アボガドロ科学リサのホームページ（http://www.liceoscientifico.vc.it/）

の壮麗な姿に目が奪われる。その近くに有名な斜塔が立つ。斜塔は 1174 年〜1350 年に建てら
れたもので、高さが約 55mであり一番上まで登ることができる。残念ながら予約がとれず、
斜塔の最上階からの展望は実現できなかった。斜塔の屋上の南端あたりの一番突き出たところ
で、ガリレオは落下運動の実験をしたと言われている。実験的に、落下運動の速さは物体の重
さには依存しないことを証明したのである。しかし、この有名な故事はガリレオの弟子の創作
とも言われている。1583 年には、大聖堂のシャンデリアの揺れを見て有名な現象を発見して
いる。ガリレオはシャンデリアの揺れが次第に小さくな
っているのに、１往復する時間が短くならないことに自
分の脈拍から気がついたと言われている。振り子の当時
性を発見したときのシャンデリアが大聖堂に今も残って
いるが、これは後世に伝わる逸話であるとの説がある。
フィレンツェには多くの美術館、博物館があるが、そ
の中でフィレンツェ大学付属自然史博物館の入り口にト
リチェリ（ 1608 〜1647 ）の像がある（写真 19 ）。入館
しなかったが、博物館の入り口でトリチェリの像の写真
を撮ることができた。右手に水銀の気圧計を持った姿の
像であった。トリチェリは大気圧が水銀柱の 76cm であ
ることを実験したことで有名な人物である。気圧の単位
であるトールは彼の名前にちなんでつけられた。

写真 19

トリチェリ像
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最 後 に、 ガ リ レ オ（ 1564 〜1642 ） の 墓 の あ る サ ン
タ・クローチェ教会を訪れることで化学史の旅は終わる
ことになった。教会に入ると、ミケランジェロ、ダンテ
などの墓が並んでいる。ガリレオの墓は、中央に望遠鏡
を持って天を仰ぐガリレオの胸像と、その左右に幾何学
と天文学を寓意する女性像で飾られていた（写真 20 ）。
６．おわりに
化学の授業をする上で、教科書の内容を終わらせるこ
とが最優先するために、化学史を取り上げる時間的な余
裕はあまりない。しかし、化学という学問をつくりあげ
た多くの化学者の有名なエピソードはぜひ伝えたいとこ

写真 20

ガリレオの墓

ろである。化学史の情報を得るためには、どうしても文
献に頼るしかないが、文献以外で情報を得るとしたら化学者ゆかりの地を訪れることが考えら
れる。しかし、科学の源流の地はヨーロッパであり、その遠方の地にそう簡単に行けるわけで
もない。化学者によっては田舎町の出身であることや、教鞭をとった大学も観光地ではなく交
通の不便なところにある場合がある。個人で 10 日間の日程で多くの見学をすることは不可能
である。過去に３回の化学史研修旅行に参加したが、これらの旅行では貸切りバスの移動で効
率よく多くの見学と体験ができた。化学史に興味を持つ人たちが集まって実現した貴重な旅行
となったのである。本稿ではとくに印象に残った点を列挙したが、ヨーロッパに行く機会があ
れば、是非科学者達の足跡を訪ねていただきたい。
最後に、本稿の内容は、平成 26 年２月 21 日にアルカディア市ヶ谷で行われた東京私学研究
所主催理科研究発表会で発表したものである。
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