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１．は じ め に

―土壌有機態窒素の主体はタンパク質

土壌に含まれる窒素の大部分は有機態である。土壌の有機態窒素は、土壌
の窒素肥沃度の主体として重要であることはもちろんであるが、地圏におけ
る有機物（炭素）循環の観点からも注目されている。土壌有機態窒素の分子
実体は主としてタンパク質であることが知られている（森泉・松永，2009;
Knicker, 2011）。しかしながら、なぜ土壌中でタンパク質態窒素が容易には
分解されずに、ある程度安定的に存在していられるのかについては謎として
残されており、そのことは土壌の可給態窒素など窒素肥沃度を評価する上で
も課題となっている（森泉・松永，2012; 松永・森泉，2012）。そこで現在、土
壌有機物中のタンパク質態窒素の存在化学形態や分解抵抗性機構の解明が、
世界的に重要な研究課題となっており（Knicker, 2011; Bingham and Cotrufo,
2016）、筆者らもその研究を進めてきている（Moriizumi and Matsunaga, 2011;
Matsunaga et al., 2013; 森泉ら，2015）。
このように、土壌窒素について考える上
で、その主体がタンパク質態であるという
ことは大変重要な事実であるが、そのこと
が解明・確立されていく契機となった先駆
的研究が、わが国の明治期の土壌肥料学者
である鈴木重禮（しげひろ，1875-1913, 写
真 1 ）によってなされたということはあま
り知られていない。また、鈴木は37歳で早
世したためもあり、その生涯や人となりに
ついてもほとんど紹介されていない。以前
に筆者は、鈴木重禮の土壌有機物中のタン
パク質に関する研究とその生涯などについ
て簡単に記した（松永，2010，2011）。本
稿では、資料からの引用を中心に、鈴木重

写真1

鈴木重禮の肖像写真
（高橋，₁₉₁₃）
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禮の土壌有機物中のタンパク質研究の業績および人となりについて、より詳
しく述べてみたい。なお、引用に当たっては、新字体にする、句読点を補
う、現代仮名遣いにするなど、適宜修正した。

２．鈴木重禮の土壌有機物中窒素の化学形態研究
2-1．腐植物質の塩酸加水分解とアミノ酸同定
1907年に、鈴木重禮は「Studies on humus formation, III.」と題した英文
の論文（Suzuki, 1907b）およびそれと同様な内容の和文の論文「腐植酸中
窒素の化合状態に就て」
（鈴木，1907）を発表した。そしてそれら論文で、腐
植物質の塩酸加水分解物からアミノ酸数種を単離し、腐植物質に一定量のタ
ンパク質が含まれることを示した。以下、本節では、英文論文（Suzuki,
1907b）も参照しながら、和文論文（鈴木，1907）を中心にして、鈴木重禮
の仕事を紹介する。
論文の冒頭は、窒素肥沃度の主体である土壌有機物（腐植物質）中の窒素
化学形態は不明ということから書き出されている。この問題意識は、現代に
おいても古さを感じさせない。
「腐植質は土壌の成分として広く分布し、またその肥沃と密接なる関係

を有する緊要物質なるも、その組成複雑なるがため未だ他の有機化合物
の如く精密なる研究あるなし。ことに土壌中の窒素の大部分は通常この
腐植質中に含まるるは明なる事実なるも、その如何なる化合態をなすか
は殆ど不明に属す。」
続けて、1800年代初めの Sausure, Thaer および Sprengel の引用から始め
て先行研究について記した後、研究目的として、当時最新の Emil Fischer
（1852-1919）のエステル分留によるアミノ酸分離法（Fischer, 1901a,b）を用
いて、腐植物質の塩酸加水分解物中のアミノ酸分析を行うということが書か
れている。
「以上の諸研究に依りて見れば、土壤中ことに腐植酸中の窒素は少くと

もその一部分はアミノ（英文では amide とありアミドの誤りか、筆者
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注）若しくはアミノ酸の如き化合態をなす者の如し、然れども如何なる
種類のアミノ（アミド？、筆者注）若しくはアミノ酸を含有するか、ま
たことにこれらを塩酸と煮沸したる場合に生ずるアミノ化合物は如何な
る種類に属するかについては未だ精密なる研究無し。故に予はこの点に
関 し て、 現 時 最 進 歩 し た る 方 法 と 称 せ ら る る E. Fischer（Zeitschr.
physiol. Chemie, 33, p. 151, & 412 (1901)）のアミノ酸分離法を応用して
これが解明を与えんと企てたるなり。」（鈴木，1907）
腐植物質の試料としては 3 種の腐植酸、①メルク製市販品（窒素3.73%）、
②「駒場畑地」からの調製品（窒素3.14%）、③「塵溜地」（英文論文には、a
kind of compost heap とありある種の堆肥か？、窒素3.02%）からの調製品
が用いられた。これら腐植物質各 5g を濃塩酸50mL で10時間の煮沸還流を繰
り返し行った結果、抽出された窒素の全窒素に対する割合は、試料①②③に
ついて、それぞれ70％、75%、65%
であった。次に予備的に、腐植物質

腐植酸（タンパク質）535g
強塩酸で6時間煮沸し、加
水分解。 減圧乾固

試料①と③各10g を用いて塩酸煮沸
処理を行い、抽出物中の数種のアミ
ノ酸の存在を Fischer 法により定性

分解物（アミノ酸混合物）
塩酸を飽和させた無水エタ
ノール中でエステル化

的に確かめた。そこで、図 1 に示す
ように、試料①の腐植酸535g を塩
酸煮沸還流して加水分解し、得られ
た分解物をエタノールに溶かして、

生成物（アミノ酸エステル混合物）
分別蒸留により分画。エス
テルを加水分解後、 エタ
ノール結晶化などで単離

塩酸ガスを飽和させ、遊離アミノ酸
をエチルエステル化した。次にアミ
ノ酸エチルエステル混合物を分別蒸

単離アミノ酸 最大で数 g

留し、得られた各画分について加水

融点測定、元素分析等によ
り同定

分解後、エタノール結晶化等を行
い、最大で各数 g 程度の精製物を得
た。そして融点測定、元素分析等に

図1

フィッシャーのアミノ酸分離法によ
る腐植酸からのアミノ酸の単離
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より精製した各物質をロイシン、アミノワレリアン酸（バリン）、アラニン、
アスパーチック酸（アスパラギン酸）などのアミノ酸に同定した。例えば、
60-100℃画分から再結晶で得られた「第二品」
（収量0.28g）については、融点
291℃、元素分析結果：C 54.89、H 9.31、N 11.47などからロイシン C6H13NO2
（C 55.80、H 10.07、N 10.85）と同定した。さらに、腐植物質試料①を塩酸で
はなく水で煮沸処理した場合の抽出窒素割合を求めた結果、16.5% に過ぎな
いことを示し、腐植物質の塩酸処理により得られたアミノ酸が、初めからタ
ンパク質ではなくアミノ酸の形で含まれていた可能性を否定した。
これらの結果から結論として、以下のように、腐植物質中の窒素はアミノ
化合物ではなくタンパク質様物質として存在し、そのタンパク質様物質は暗
色物質とある程度の強さで結合している可能性があるとした。タンパク質と
腐植物質との結合に関する記述は、現代の研究課題にも通じる指摘である。
“This investigations show that the nitrogen in the humus is not present
as amino compounds, but chiefly as a kind of protein which may be
connected more or less intimately with the black substances.”（Suzuki,
1907b）
2-2．鈴木梅太郎に学んだ Fischer のアミノ酸分離法
上述した腐植物質の塩酸加水分解とアミノ酸同定の研究では、Fischer の
アミノ酸分離法が用いられた。その経緯についてだが、論文「Studies on
Humus formation, III.」
（Suzuki, 1907b）の最後に、“The writer expresses his
sincere thanks to Prof. U. Suzuki for his valuable advice thruout（ママ、筆
者注）the progress of the work.” と、鈴木梅太郎（1874-1943）への謝辞があ
る。したがって鈴木重禮は、Fischer の下で2年余りタンパク質化学を学んで
1906年に帰国した鈴木梅太郎から、アミノ酸分離法を教示されたと考えられ
る。
当時、東京帝国大学農科大学助教授であった鈴木重禮は、この論文に先立
ち、腐植物質生成に関して 2 編の関連する論文を発表している。 1 番目の論
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文「On the formation of humus」
（Suzuki, 1906）では、炭酸マグネシウムな
どの添加によるコナラ葉分解速度の促進効果について書かれている。分解試
験は1905年 2 月から11月にかけて行われており、鈴木重禮の腐植物質生成に
関する研究は1905年には開始されていたことがわかる。鈴木梅太郎は、ドイ
ツ留学から1906年 2 月に帰国し、 5 月に盛岡高等農林学校教授として赴任し
た後、 9 月に東京帝国大学農科大学助教授兼務となり東京へ戻っている。
鈴 木 重 禮 の1907年 4 月 に 発 表 さ れ た 2 番 目 の 論 文「Studies on Humus
formation, II.」（Suzuki, 1907a）では、各種物質の土壌添加培養試験を行い、
タンパク質、デンプンなどが黒色化に寄与することが示されているが、この
論文の序論部分に、「現在、Fischer 法による腐植物質のアミノ酸分析を行っ
ており、次号で発表予定である」といったことが書かれている。そして、 3
番目の論文「Studies on humus formation, III.」（Suzuki, 1907b）は1907年 7
月に発表されているので、鈴木梅太郎が東京に戻った1906年 9 月から 1 年足
らずの間に、鈴木重禮は、鈴木梅太郎から Fischer のアミノ酸分離法を学

写真2 「東京農科大学農芸化学科の四博士」と題する写真（博文館，₁₉₀₇）
左から鈴木重禮、高橋偵造、鈴木梅太郎、麻生慶次郎
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び、実験を行い、論文に取りまとめたということになる。写真 2 には、その
頃の鈴木重禮と鈴木梅太郎の姿が残されている。なお、鈴木梅太郎の欧州留
学出発は1901年10月であり、その時点で東京帝国大学農科大学農芸化学科助
教授であった。一方、鈴木重禮は1900年 7 月に東京帝国大学農科大学農芸化
学科を卒業後、同大学院生であったから、鈴木重禮と鈴木梅太郎との接点は
その頃にはあったことになる。
2-3．鈴木重禮の土壌有機物中のタンパク質研究の意義
20世紀初期の当時、土壌や腐植物質の酸加水分解物からアンモニアやアミ
ノ化合物が検出されることなどから、土壌の有機態窒素にタンパク質が含ま
れる可能性について予想はされていた。そうした中で、鈴木重禮が腐植物質
の塩酸加水分解物からアミノ酸を単離同定した研究は、世界で初めて、タン
パク質が土壌有機物中に存在することを実証したものであり、土壌有機物中
の タ ン パ ク 質 研 究 の 先 駆 け と な っ た 仕 事 と 言 え る（Hobson and Page,
1932）。その後、土壌有機物からの各種アミノ酸の単離が次々と報告され、
20世紀中頃になり、Kojima(1947) や Bremner(1949) は、加水分解アミノ酸
のニンヒドリン反応により生じる二酸化炭素を測定する方法を用いて、土壌
の有機態窒素の少なくとも1/3はタンパク質であることを定量的に示した。
Kojima(1947) や Bremner(1949) は、鈴木重禮の研究をしかるべく引用して
おり、例えば Kojima(1947) の論文は、以下のように書き出されている。
“It is generally assumed that most of the organic nitrogen in soil is
protein in nature. There is at present, however, no clear-cut method of
differentiating protein nitrogen from nonprotein nitrogen in soil. That
some protein or protein-like materials exist in soil is certain. Suzuki
isolated alanine, leucine, amino-valerianic acid, proline, and aspartic acid
from hydrolyzates of “humic acids” by Fischer's esterification method.”
さ ら に、20世 紀 終 り に Knicker ら (1993) は、 土 壌 の 固 体 高 分 解 能15N
NMR で観測されるのはアミド態ピークのみであることを示し、近年では、
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土壌の有機態窒素の大部分はタンパク質と考えられるようになってきてい
る。
わが国では、鈴木重禮の仕事について、発表当時はいくつかの土壌肥料学
教科書（麻生・村松，1907; 鈴木，1908; 大工原，1916）に紹介されている。例
えば、大工原（1916）には、以下のように取り上げられている。
「腐植質中の窒素化合物に関しては諸家の研究少なからずといえども、

未だその形態を明かにする能わず。ただ多くの研究成績の示すところに
従えば、その窒素の一部は蛋白質（細胞核質）・キチン等より成れるこ
とを示せるに過ぎず。故鈴木重禮博士も腐植質を以て加水分解を行い、
諸種のアミノ酸類を分離し得たりといえども、その一部分は永く強塩酸
を以て処理するも分解せられずして残留するを認めたり。」
その後、奥田（1947）の成書に簡単な紹介があるものの、土壌の有機態窒
素の組成を詳細に研究した原田登五郎（1959）の論文にも引用されていな
い。鈴木重禮の腐植物質中タンパク質研究の仕事は、わが国では長らく忘れ
去られていた感がある。

３．鈴木重禮の人となり
鈴木重禮の人となりに関する資料は数少なく断片的だが、本章では、それ
らをもとに鈴木の人物像にできるだけ迫ってみたい。
3-1. 略歴
鈴木重禮は、1875年10月11日、水戸市十軒町に、旧水戸藩士鈴木重任の長
男として生まれた（坂田、2001）。1893年 3 月に、水戸の茨城県尋常中学校
（今の茨城県立水戸第一高等学校）を卒業した。その後、東京に出て1897年
7 月に第一高等学校を卒業し、1900年 7 月に東京帝国大学農科大学農芸化学
科を、同級生 5 人の主席で卒業した。
卒業後、同大学院に進学し、1903年 2 月に東京帝国大学農科大学助教授に
任ぜられた。この頃、阪田貞一（1857-1920、東京高等工業学校（今の東京
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工業大学）教授・校長などを歴任）の三女むつと結婚している（井関，
1930）。また、1904年 1 月から1908年 3 月までは農商務省農事試験場技師を
兼任した。写真 3 は、1905年の農科大学の集合写真で、教授・教師のオスカ
ル・ロイブ（1844-1941）、古在由直（1864-1934）、助教授の麻生慶次郎（18751953）、鈴木重禮、高橋偵造（1875-1952）らが写っている。その後、1907年
8 月に農学博士を授与され、1908年 5 月から 3 年間ドイツに留学し、1911年
6 月に帰国し、東北帝国大学農科大学（今の北海道大学農学部）教授（農芸
化学第一講座）に任ぜられた。その後 2 年足らずの1913年 3 月 1 日、腎臓病
により37歳で逝去した。
鈴木の生きた明治時代では、高等教育を経て立身出世を目指した階層は主
に士族階級の子弟であった（雨田，2009）。そして、帝国大学教授には、そ
の中で成績優秀で帝国大学の助教授職等に就いた者が海外留学から帰国後、

写真3 東京帝国大学農科大学の集合写真（東京大学史史料室，₂₀₀₇）
₁₉₀₅年の農芸化学科の卒業写真か。2列目、左から鴨下松次郎、山縣宇之吉、
高橋偵造、古在由直、ロイブ、豊永真理、麻生慶次郎、鈴木重禮、不明
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任用されることが多かった（天野，2016）。鈴木の経歴を見ると、この明治
時代の立身出世キャリアの典型を歩んだといえよう。鈴木と同じく主席卒業
の鈴木梅太郎、麻生慶次郎も同様なキャリアパスを経て、30代半ばで東京帝
大教授になっている。
3-2. 鈴木重禮の雑文
ドイツ留学中の鈴木に「論争」という表題の一文がある（鈴木，1910）。
これは、学問上の論争の様々な例を挙げながら、公明正大な論争の重要性に
ついて述べたもので、鈴木の学問に対する公正な姿勢がうかがわれる。
「今よりちょうど七十年前、化学者リービツヒが、農学の鼻祖テーヤの

腐植質説を破って、植物は少量の灰分および窒素化合物を、養料として
与うればよく生長繁茂することが出来る、有機物（可燃物）の大部分を
構成する炭素は空気中より摂取同化するので、腐植質そのものは決して
直接に植物の栄養に資するものにあらずとの断言を下したが、予はその
当時如何ばかり論争の花々しかりしやを想像するのである。」
「要するに論争は学問の進歩に是非必要で、何か一つの新しき事柄があ

れば、ソレが事実となる迄には各方面より巨細にこれを研究するの必要
があるので、必ずしも一研究者の結果が他の研究者のソレト一致しない
こともある。論争の起こる筈ではないか。日本に於て論争の少ないのは
学問に忠実なる人が少ないからであろうか、他人の説を軽信する傾ある
からであろうか、或は師弟親友の関係やその他の事情のために自然鋒先
きをおさむるのであろうか、或は敬遠主義をとって他人の研究問題に手
をつけぬ習慣があるからであろうが、学問のためには決して喜ぶべき現
象という事は出来ぬ。」
また、1910年 8 月、ドイツ留学中の鈴木は、麻生慶次郎とともにストック
ホルムで開かれた第 2 回万国土壌学会会議に参加した（写真 4 ）。その会議
についての帰国後の講演と思われる一文が、通俗土壌肥料新報誌に掲載され
ている（鈴木，1912）。そこには、官報への会議報告（麻生・鈴木，1910）と
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は異なり、「会議の状況およびその他種々のこと」について、以下のように
軽妙に述べられており、鈴木の自由闊達な心持がうかがわれる。
「で私と東京農科大学の麻生君とはほんの弥次馬的に傍聴生として出席
した訳ですから、各国代表者の相談会には吾人は勿論与らないのです
が、会議及び会議後の視察旅行には一日も欠かさず出席しておりました
から、その状況をここでお話しする資格は十分あると自信している次第
であります。」
「瑞典（スウェーデン、筆者注）ではもちろんふつう瑞典語で、市中の
買物等には少しも分からずに大いに閉口した事もありますが、教育ある
人は独逸語たいていやるようです。これは独逸との交通が頻繁なるため
でもありましょう。現に「ベルリン」、「ストックホルム」間には直通列
車があって乗換なしに汽車に乗ったまま汽船で四五時間のところを渡っ
て寝ているうちに進行して行きます。日本で下関と門司との間の連絡さ

写真4 ₁₉₁₀年の第2回万国土壌学会会議の記念写真（博文館，₁₉₁₄）
後列、左から3人目が鈴木重禮、右から4人目が麻生慶次郎
前列、右から3人目は会長の Gunnar Andersson
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へ出来ていないのを見ると実になさけなくなります。」
「また地質の方では女の学生も多く見受けられました。その内もっとも

振るっていたのは英国のある大学から来たという女学生で、きたない、
短くて膝の出るような旅行服を着け、頭には印度人が巻くような布巾を
まき平気で王宮に出かけたには誰もふり返って見ないものはなかったの
です。向こうの女学生には中々おてんばがいる。」
「その内、二人の毛色の変はりし日本人（鈴木重禮と麻生慶次郎のこと、

筆者注）が居ったので特に地方人の注意を引いたようです。日本字で名
を書いてくれの、食卓のあとでは日本語で日本の歌を歌えのと、いろい
ろの注文を受けて閉口しました。私が若剣舞でもできたら、そこらに
飾ってある日本刀でも抜いて鞭声粛々（頼山陽の川中島の戦いに関する
漢詩の一節、筆者注）でもやって見せるのでしたが、それもできないで
誠に残念でありました。」
3-3. 鈴木重禮の葉書
1909年10月に、鈴木重禮は最初の留学先のミュンヘンの Emil Ramann
（1851-1926） の と こ ろ か ら、 次 の 留 学 先 の ラ イ プ ツ ィ ヒ の Felix Löhnis
（1874-1930）のところに移動した。その際に、同じくミュンヘンに留学中の
麻生慶次郎とドイツ国内を旅行したのだが、その様子を鈴木と麻生が古在由
直宛に伝えた 3 枚の葉書が残されている（東京大学史史料室，2007）。ライ
プツィヒに到着した鈴木の10月 4 日付け葉書（写真 5 ）を見てみると、くず
し字で書かれていて判読しづらい部分があるが、「Marburg にて麻生君と別
れ小生は Göttingen をへて去一日当地に到着」と書いた後に、ライプツィヒ
の住所を伝えている。裏面には、「Kellner 先生を訪問し、又 Halle 見物にも
出かけ」とあり、ライプツィヒ到着早々に Oscar Kellner（1851-1911; 古在，
1912）を訪ねたことがわかる。お雇い外国人として来日した Kellner（ケルネ
ル）が帝国大学農科大学の職を辞して、ドイツのメッケルン農事試験場長に
就任すべく帰国したのは1893年 2 月であるから、1897年に東京帝大農科大学
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鈴木重禮から古在由直への葉書（東京大学史史料室，₂₀₀₇）
₁₉₀₉年₁₀月4日付け、ライプツィヒ発
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に進学した鈴木とは、初対面であったと思われる。
なお、鈴木重禮の肉筆ということでは、1908年 3 月に、鈴木重禮が海外留
学の命を受けたことにともない提出した農事試験場技師兼官の辞職願が残さ
れている（国立公文書館，1908）。鈴木の自筆と思われる墨書で、筆者の素
人目にはなかなかの達筆である。
3-4. 熊谷八十三日記
鈴木重禮の東京帝国大学農科大学農芸化学科の同級生は、鈴木と近藤隆、
吉武橘次郎、高橋偵造、木元長太郎の 5 人、農学科の同級生は、岩住良治、
林驒作、有働良夫、熊谷八十三、岡島銀次ら 8 人である（東京帝国大学，
1900）。当時、農学科、農芸化学科の学課はほとんど共通であり、この13人
は卒業年次の明治33年（1900年）に因んで同級会を三々会と名付け、卒業後
も交流を続けた（岩住，1952）。中でも、高橋偵造、熊谷八十三、林驒作、
木元長太郎らは、鈴木重禮とは一高からの同級生で付き合いが深い。その熊
谷八十三（やそぞう，1874-1969，写真 6 ）
の日記が、「熊谷八十三文書」として国会
図書館の憲政資料室に収められている（国
立国会図書館，1984）。その日記から、鈴
木重禮の人となりをうかがうことができる
箇所を見繕って、以下に引用する。なお、
熊谷八十三は、大学卒業後、愛知県立農林
学校教諭（教頭）、農商務省農事試験場園
芸部技師（後に場長）などを歴任した後、
1924年から1940年にかけて、西園寺公望の
別邸「坐漁荘」で西園寺の執事を勤めた
（高橋ら，1970）。
「一月二十七日

火

東京鈴木重礼カラ、三々会ヲ代表シテ

写真6 熊谷八十三の肖像写真
（農商務省園芸試験場，₁₉₂₄）
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写真帖一冊御祝トシテ来ル。夜ハ之ニ写真ヲ挟ムトテ、クダラナク一時
間余ヲ浪費ス（夜九時半）。」
（1903年

1 月27日の日記。熊谷八十三は、1901年 9 月に東京帝大農科
大助手から、新設された愛知県立農林学校の教諭に異動し、1902年12
月30日に挙式。）
「七月三日

金

鈴 木重礼、大阪ヨリ葉書ニテ曰ハク、牛肉ヲ持ッテ今夜九時ニ行クカ
ラ、飯ヲ食ハズニ待ッテ居ヨト。夜、鈴木ト山崎サントニテ、共ニ飲
食。鈴木一泊。」
（1903年

7 月 3 日の日記。大阪出張中の鈴木重禮が、愛知県安城の熊
谷八十三を訪問。「山崎さん」とあるのは、愛知県立農林学校校長の
山崎延吉（1873-1954）。）
「七月十六日

日

（前略）四時半、赤坂溜池三河屋ニ行ク。鈴木重礼氏ノ帰朝ヲ祝シテ、

三々会ナリ。来会者ハ、重礼氏及高橋偵造氏ノミ。林ハ病気、然モ喀血
セリトカ。木元ハ急ニ木更津ニ出掛ケタトカ。（中略）重礼氏、著シク
ブクブク肥リトナリ、且眉毛甚シク薄クナリタルヲ、高偵ハ大イニ気ニ
シテ居ル○○（2文字判読できず、筆者注）フナリ（後略）」
（1911年

7 月16日の日記。鈴木重禮のドイツ留学からの帰国を祝して
同級会が開かれた。参加者は、鈴木重禮、高橋偵造、熊谷八十三。林
驒作は東京蚕業講習所（今の東京農工大学）技師で、 2 年半後の1914
年 1 月11日に病没（大日本蚕糸会，1914）。鈴木重禮は、 1 年半後に
腎臓病で亡くなるが、その兆候がすでに表れていたのかもしれない。）
なお、熊谷八十三は、1912年にアメリカに送付されたワシントンのポト
マック川の桜の苗木育成を担当したが、その間の事情が熊谷八十三日記から
読み解かれている（青木，1971）。また余談ではあるが、西園寺公望の晩年
を描いた松本清張の短編「老公」において、熊谷八十三日記は重要な役割を
はたしている。
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3-5. 追悼式と葬儀
1913年 3 月 1 日の鈴木重禮の死後、 3 月 3 日に任地の札幌で追悼式が開か
れ（北海タイムス，1913）、その後、 3 月16日に郷里の水戸で葬儀が執り行
われた（いはらき，1913）。
その追悼式の際、同僚の東北帝国大学農科大学予科教授（物理学）の青葉
萬六（1874-1943）が、同窓として鈴木の学歴性行について、以下のように
述べている（東北帝国大学農科大学文武会，1913）。鈴木と青葉は、第一高
等学校時代の同級生で、「第一高等学校本部一覧（自明治廿九年
十年）」によると、所属する二部三年三之組

至明治三

理農科28人中の席次は、物理

学科志望の青葉が 1 番、農学科志望の鈴木が 3 番であった。
「君は資性温厚にして、篤学特質は終生変わる事なかりき。小学時代す

でに勤勉摯実の性格をあらわし、試験前後といえどもその勤学の状は平
時に異なる事なかりしという。余の初めて君が令名を知るに至りしは、
第一高等中学校、その予科第一学級在学の時なりき。君は茨城県尋常中
学校より選抜せられて無試験同校に入り、翌年学制の改正せられて高等
学校大学予科となるや、君は農科、余は理科志望生徒として同組に編入
せられ、初めて君の性格に接する事を得たり。当時、君が拮据亀勉は余
輩を圧して、茨城県中学同期出身者にして他科に在るものまた勤勉相劣
らず、人をして転々、水戸の遺風を偲ばしむるものありき。当時、君の
学修法はすこぶる真実にして虚談空話に耽らず。孜々おこたらず、功を
急がず、果に馳せず、一意勤労を積むにありき。果せるかな、君の大学
に進むや積年の効果ようやくあらわれ、令名年とともに在赤門の旧同窓
を驚かしたりき。学を終うるや努力さらに加わり、三十三歳にしてすで
に博士の学位を授けらる。君の、一九一一年ストックホルムに開かれた
る万国土壌学会議に本邦委員（日本代表は地質調査所長の井上禧之助で
鈴木と麻生は一般参加 ; 筆者注）として出席し、帰朝本学に就任するや
孜々として研鑽を続け、身に病魔の近くをも自覚せられざるもののごと
かりき。去月中旬、風邪に冒され、十五日大学よりの帰途すでに病すこ
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ぶる重く急性腎臓炎の診断を受けられ、近親家族よく看護に勉め薬石の
限りを尽くされしも、廿四日にはすでに危篤を伝えられ、一時回復の徴
を見しも、天君に時をかさず、三月一日午前十時、溘焉として逝かる。
享年三十九。危篤の趣、天聴に達し、去月廿五日、従五位に叙せられ
る。
君、病床に横たわるや、すでに命の迫れるを悟り、後事を遺言して余す
ところ無かりしという。まことに悼しきかな。
君が研鑽の結果は左の論文となりて顕れぬ。
（「発表せられし論文」略）
な お著書として湯川農学士との共編になる『細菌研究法及検索法』あ
り。生前、土壌学に関し浩澣なる著書を成さんとして日夜筆を執られし
が、成るに至らずして逝かる。故人の遺憾察するにあまりあるととも
に、学界の一大恨事というべし。」
この最後に出てくる「土壌学に関し浩澣なる著書」だが、後に麻生慶次郎
の尽力により出版された鈴木の遺著「土壌生成論」（鈴木，1917）が、この
「浩澣なる著書」の一部に該当するものと思われる。
3 月16日の葬儀については、地元水戸の「いはらき」新聞は以下のように
報じた（いはらき，1913）。
「鈴木博士葬儀
東北帝国大学農科大学教授、農学博士、鈴木重禮氏の葬儀は既報のごと
く、昨日午後二時、下市十軒町の自宅出棺、吉田村常照寺に埋葬したる
が、神葬式は午前十一時開始し、祭官の祭詞に次ぎ、学士会、日本科学
会（化学会の誤りか , 筆者注）、農学会、肥料分析所、高等学校同窓生、
大学同窓生、校友会、門下生等各総代の弔辞朗読あり。終わって午後二
時出棺。会葬したるもの、阪田工学博士、麻生、吉井両農学博士、木間
瀬内務部長、その他東京より参会したる者及び市内有志三百余名に及べ
りと（「吉井」は東北帝大農科大学教授の吉井豊造、「木間瀬」は一高同
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級生で内務官僚の木間瀬策三、筆者注）。」
その葬儀のとき、高橋偵造が同窓総代として読んだ弔辞が「いはらき」新
聞に掲載されている（いはらき，1913）。長文でもあり、以下に冒頭部分の
み引用しておく。なお、農学会報に掲載された高橋の鈴木重禮小伝（高橋，
1913）は、内容の類似性から見て、この弔辞を短く書き直したものと考えら
れる。
「農学博士鈴木重禮君の死は、本邦学術界、農業界ならびに生等同人間

にとりて、哀慟の情に勝えざるところなり。君、資性温厚摯実にして寡
言博覧強記、誨えて倦まず、学んでその奥を極めざれば止まず。誠に農
業界、学術界において好箇稀に見るの士。生等同人の君が将来に期待す
るところ多々なりしも、またここに存したりなり。」
なお、高橋偵造は、上述したように鈴木重禮と一高、東京帝大の同級生
で、ともに大学院に進学し、鈴木より 3 年後の1906年 5 月に農科大学助教授
に任ぜられ、鈴木とともに1907年 8 月に農学博士を授与され、1922年11月、
東京帝国大学農学部教授に昇進した（薮田，1980）。

４．お わ り に
20世紀前半、土壌肥料の麻生慶次郎、生物化学の鈴木梅太郎そして発酵の
高橋偵造という 3 人が、わが国の農芸化学の黄金時代を築いた時代があった
（坂口，1967）。鈴木重禮は、彼ら 3 人とほぼ同年生まれであり、上述したよ
うにタンパク質研究等の先輩研究者として鈴木梅太郎と、高校から大学院の
同級生として高橋偵造と、そして別のところに書いたように（松永，2011）
学問上の盟友として麻生慶次郎と、それぞれに接点があった（写真 2 ）。し
かし、鈴木梅太郎、高橋偵造、麻生慶次郎らが20世紀半ばまで存命であった
のに対して、鈴木重禮は20世紀早々、不惑にも達しないうちに早世した。そ
のために、鈴木重禮の残した業績の数は多くはなかったが、遺著「土壌生成
論」（鈴木，1917）については、わが国で高く評価されてきた（久馬，2010）。
例えば、鴨下（1954）は、「土壌を断面積に見る A 層、B 層、C 層といった、

文
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ハンガリーとかロシアあたりの考えのことをごく短かいけれどもあれだけ紹
介した本は、あれが最初ではないのですか。その点で土壌生成論というの
は、珍しい重要な著書だと思うのですが。」と述べている。それに対して、
鈴木の土壌有機物中のタンパク質態窒素についての研究は、土壌の窒素肥沃
度や有機物循環に関わる先駆的な仕事であり、世界的にはしかるべく評価さ
れたものの、わが国ではその意義がさほど理解されなかったように思われ
る。また、早世した鈴木重禮の場合、自身が書いた雑文の類はほとんどな
く、さらに鈴木梅太郎、高橋偵造、麻生慶次郎らにあるような友人・弟子ら
による追悼集の類も残されていない。そのためもあり、鈴木重禮の人となり
についてはよく分からない面が多いものの、ひいき目もあろうが、筆者には
豊かな教養と進取の気性に富んだ自由闊達な人であったように見える。何に
せよ、本稿が鈴木重禮の業績と人となりに思いを馳せるよすがとなれば幸い
である。
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