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経済学研究第30巻 第1号 325 (325) 

く翻 訳〉

ソ連における「技術の発展の内的法則'性」論

一一一ユー・エス・メレシチェンコの所説一一一

吉田文和

まえがき

ここに翻訳紹介する論文は，ユー・エス・メレシチェンコ著『技術とそ

の発展の法則性.lI(10. C. MeJIeru;eHKo， TeXmIKa H 3aKOHOMepHOCTH ee 

pa3BHTWI，刀eHH3，n:aT，1970)の第4章「技術の発展の法則性」第2節「技術

の発展の内的法則性」の前半約3分の 2の部分である。

日本における技術論研究において，かつて「技術発展の内的法則性」が議

論され，労働手段体系説の立場から，石谷清幹，田辺振太郎両氏によって，

動力と制御の矛盾論，機能と構造の矛盾論などが提起された。

最近， ソ連の技術論研究においても， このメレシチェンコなどによって

「技術の発展の法則性」研究が提唱され，そこで「技術の発展の内的法則性」

が，かなり詳細に検討されている。メレシチェンコの本そのものの紹介は，

すでに徳永盛一氏によって行なわれ(日本科学史学会第26年会，研究発表講

演要旨集， 1979年6月9日， 10日， B-215， rソ連邦における科学・技術革

命論 (II)J)， メレシチェンコによる技術の定義は「技術とは，人聞によって

人工的に作られ，改良され，使用される物質的なシステムの総体であって，

これらのシステムは，自然の材料，過程および法則を目的意識的に利用する

ことに基礎をおき，人間の合目的活動，人間の能動的な社会的存在，自然に

対する能動的な働きかけの物質的手段として機能するために不可欠な要素と

構造とをそなえているJ(TaM Ae， CTp. 50)ことが示されている。

この定義をもとにして，彼はつぎのような「技術の発展の内的法則性」を

明らかにしている〈ドイツ語文献を通じての， 'メレシチェンコの所説の紹介
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は，宗像正幸|現代生産技術発展の諸傾向J，石田和夫他編『現代技術と企業

労働』ミネルグァ書房， 1978年， 12-14ページがある〉。

彼は，内的法則性を，まず①技術の本質面における進歩を特徴づける法則

性と，②技術の要素，構造，機能の変化に関連する法則性にわける。さらに，

①を@材料利用のさいの変化をあらわす法則性と，⑥自然過程利用のさいの

変化をあらわす法則性にわけ，物質の運動過程と運動形態に着目して，この

法則性を分析している。そこでは，生物学的運動形態の利用などにかんして

注目すべき記述も存在しているが，全体として，労働手段の発展とのかかわ

りで，材料やエネルギ一利用を分析する視角がやや弱く， I材料，素材」偏重

の印象をうけ，原子力エネルギーなどの評価も表面的・楽観的である。

つぎに，②技術の要素，構造，機能の変化に関連する法則性については，

@労働手段や技術的体系とその諸要素の，分化と専門化の歴史的に深まりゆ

く過程，@連続的で，一連の諸段階を経過する技術の複雑化と統合化の過程，

①技術的発展の過程における自動化への一般的動き，にわけている。

マルクスのいう「発達した機械」を「機械の体系」としている問題なども

あるが，@では，物的な専門化と機能的な専門化に区分し，両者の関係を考

察している部分が注目され，⑥では，複雑化と単純化，大型化と小型化の傾

向，技術の確実性の問題など、の分析が興味深い。①については，紙数の関係

で，割愛した。

訳出にあたり，原著にはなL、小みだし(ゴシック〉をつけた。

なお，本書は，1979年度，第二外書講読〈露語〉で使用したものであり，参加さ

れた浅見克彦君，浜野忠司君には訳出のうえで、助力を得た。記して感謝する。

参考までに，本書の構成を紹介しておく。

第 1章技 術

1 現代のブルジョア的『技術の哲学』について

2 技術のマルクス主義的概念

労働過程のマルクス主義的分析と技術の科学的理解にとってのその意義

技術の物質的基礎，要素，構造，機能
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技術の定義

3 他の社会現象と，技術との関連の体系

4 技術の分類のいくつかの間題

第 2章技術科学，科学知識の体系における，その特質と位置

第 3章技術の 発展

1 技術の発展の原因

2 技術の発展にとっての科学の役割

3 技術の量的質的変化

4 科学ー技術革命

第 4章技術の発展の法則性

1 問題設定のために

2 技術の発展の内的法則性

3 他の社会現象との相互作用にともなう技術の発展の法則性

第5章技術進歩の本質と基準

予---<::::>+<::::一ー‘E

技術の発展の内的法則性
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〔内的法則性の種類〕 とのク、ループの分析をはじめるにあたり，そこにふくまれてい

る一連の法則性を抽出するととを可能にするいくつかの端初的契機を確定するととをま

ずはじめに試みてみよう。おそらく少くとも二つのもっとも重要な契機を考慮しなけれ

ばならないであろう。一面からは，利用される材料の過程に関連した，技術における自

然的基礎の存在がある。技術の発展は常にその利用が一定程度進歩する乙とによって特

徴づけられている。他国からは，それぞれの技術的機構，あるいは技術的体系は適当な

要素や構造をもち，必要な機能を果す。技術の発展は，多かれ少なかれ技術のこのよう

な領域での極度の変化に関連している。

このように，技術発展の内的法則性のグループは二つの大きなグループにはっきりと

分けられる。すなわち， a)技術の本質面における進歩を特徴づける法則性， 6)技術の

要素，構造，機能の変化に関連した法則1生である。

この小グノレ{プのそれぞれは，一層の研究にとって必要な目標を示している。

最初の小グルーフ。では，材料の利用のさいの変化をあらわす法則性と自然過程の利用

における変化に関連した法則性とがかなりはっきり区別される。もちろんいずれも互い

に密接に関係している。技術の発展過程における技術の材料の実体の変化は，より強力
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な部類に入る新たな過程を利用するための前提をつくり，乙の過程を獲得するととは技

術がっくりだされてゆく材料の特性に対して，より多様で厳格であるととを要請する。

しかし，これは一定の限界内でそれぞれの法則性を別々に考察する可能性をとりのぞく

ものではない。

〔材料に関す忍法則性〕 人類の歴史がはじまって以来，利用される材料は，技術の発

展や，すべての人間の実践活動において，非常に重要な役割を果してきた。アカデミー

会員 H.M.ジャグォロンコフはっきーのようにのべている。 1動力工学， 建築，農業，

自動機械学，あらゆる種類の新しい技術や技術一般，保健，生活状態の改善，人間の栄養

摂取の保障の発展は，まず第ーに，機械学的，物理的，化学的，生物学的諸特性の一定の

複合体をもっ，材料や物品やプレパラートの生産を必要とするのであるJ(H. M.ジャ

ヴォロンコフ「新しい材料と科学・技術の進歩J~技術と科学の新しい材料~ <<ナウカ》

1966年， 7ページ〉。

技術発展に関連した，材料の利用における変化は，不変の傾向としてあらわれている

つぎのような法則性によって特徴づけられる。

1 C材料の種類の増大〕 技術に利用される自然的材料の種類の不断の拡大。乙れは生

産技術に利用される要素数の増大の例にとくに明白にあらわれる。

新しい材料の利用は多大な進歩的意義をもち，技術を革命的にする。ここで何よりも

まず鉄を指摘する必要がある。エンゲノレスによれば，鉄は「より広大な面積の畑作や，

広大な森林地域の開墾も可能にし，またどんな石も，どんな他の世に知られていた金属

もたちうちできない堅さと切れ味をもっ道具を手工業者に与えたJ(マルクス・エンゲ

ノレス全集第21巻， ~家族，私有財産，国家の起源』邦訳， 162ベージ〉。

道具の技術に立脚していた奴隷社会，封建社会の下では，以上のようであった。しか

し，機械の技術がつくられはじめるとともに，鉄は非常に大きな意義をもつようになっ

た。たしかに，最初の作業機はまだそれ自体のなかに，木製の構造をふくんでいたが，

そのうち，その木製の構造は，鉄や鉄の合金によって全く取ってかわられるようになっ

た。そして乙れが技術の基本的材料となった。鉄なしでは，機械の技術は全然進歩する

ととができなかったと，全く確信をもって考えることができる。現在に至っても，鉄と

その合金は，技術において，主要な意義をもっている。

機械の技術の段階では，他の材料も，もっと広く利用されるようになる。すでに 19佐

紀の後半には非鉄金属の技術への利用が著しく増加した。 20世紀には技術に利用される

材料の種類がさらにはるかに増大した。アルミニウムやマグネシウム，そして最近は希

土金属が大きな意義を得ている。軽量性と高い融点，そして腐食に対する耐久性を特長

とするチタンの利用は，飛行技術や軍事技術，あるいは一連の他の技術の部門の発展に

新しい可能性を開いた。

一般に，もし新しい材料の利用がないとすれば，現代の技術の主要な部門は出現する

ことができなかったであろう。たとえば，よく知られているように，今や真に革命的な
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意義のあるいかなるものも，生産においては電子工学や半導体技術に関するものであ

る。しかし，それらの発展は以前は技術のこの分野での利用がなかったような材料の利

用に立脚している。長いあいだ，技術便覧で，実際的意義がないとされてきた，ゲノレマ

ニウムの例は，その典型である。現在，乙の貴金属の利用なしに電子工学を考えること

は全く困難である。

2 自然、の材料を技術的利用の領域へひき入れる ζ とは，一一地球の文明が永久でな

いということを考慮しても，無限の過程である。太陽系の他の惑星や宇宙に存在する他

の対象に，人聞が進出すれば，人聞は非常に価値ある技術的特性をもっている大量の新

しい材料を利用するととができる可能性を得るであろう。乙のようなことは，地球上に

ある新しい材料を探索した結果としても起り，現在においては，技術と全く関係のない

ような自然の材料の利用をひき起すであろう。

けれどもやはり，乙れが唯一の道ではない。というのは，つまり，自然の自然発生的

な発展は，技術の要求に十分応えるととができる材料の総体を生む乙とができなかった

し，また生むこともなかったのである。それゆえ，技術的進歩の必要性と，自然のまま

の材料がもっている，その比較的限定された可能性とのあいだに存在していて，増大し

つつある矛盾を解決するような，材料の技術にとって必要な，人工的な創造が不可欠で

ある。必要な材料が自然には存在しているが，莫大な労働を要し，高価であり，その数

量が時として不十分であるというような問題にも，ぶつからざるを得ない。

〔材料の人工的創造〕 それゆえ，ある一定の目的をもって，自然に働きかけることに

もとづ、いて，自然界においてあるがままの姿ではみられるととのないような材料をつく

り出し，それらの材料を，より広く多様な形で技術へ利用することこそが，技術の発展

の法則性である。これは，技術の発展のそれぞれの段階における特性はみられるにして

も，技術の歴史がはじまって以来ずっと探求されている。

道具の技術が最初の人工的な材業ト一一青銅をもたらした。そしてそれから，その技術

のなかで，さまざまな鉄の合金がかなり広く利用された。材料の技術は鉄と他の金属の

合金にもとづいている。現在わが国の機械製造において 3，000をとえる鉄の合金やさま

ざまな非鉄金属が利用されている。もし，それらの金属を利用できないならば，機械の

技術は発展するととができないという程に多様な特質を，それらの金属はもっている。

高いパラメーターのもとで，材料を作用させることの強度に対する高度な要求を提起し

ている技術発展の現段階では，人工的な材料に対する必要性が非常に増大している。材

料に対する別の非常に複雑な要請，つまりそれなしでは多くの場合，その意義からして

進歩的な技術の企画や研究を実現することが不可能になるような材料に対する要請も提

起されている。

現代の技術の発展の主要な傾向を考察して， A. C.プロコポピッチ教授はこうのべて

いる。「利用されている材料の種類は，主に耐熱性があり，化学的耐久性のある材料やそ

の合金の生産部門において， たえず拡大しているJ(A. C.プロコポピッチ「ソ連工作
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機械製造の技術進歩J~ズナーニエJl 1968年， 11ベージ〉。

金属を基礎として創造される合金などの材料の他に，非金属を基礎としてつくられる

材料，とくに合成材料や，その結合体がますます広く普及するようになる。材料の構成

と非常に複雑な合成物をつくる過程がはじまる。しばしば《金属ー金属》の合成体の型

が利用される(種々の金属の結合，たとえばアルミ箔で鋼鉄の橋を覆うことは，鋼鉄の

機械的特性を保持しつつ破壊的な環境に対してしっかりとした材料を獲得することを可

能にする〉。同時に， ((金属一非金属》の合成体の型(他の無機的，あるいは有機的材料

との結合体〉や， ((無機物一有機物》の合成体の型(無機的材料と有機的材料の結合体，

多くの点で鋼鉄に劣らず，それに優越さえするプラスチックガラスはとの例である〉や

《有機物一有機物》の合成体の型(種々の有機的材料の結合体〉も利用される。

最後に，三つの合成体，たとえば《金属 無機物一有機物》の型もできる(たとえば，

鋼鉄は必要な場合には，すきまの多い陶器の被覆材料を供給され，そして後者は有機樹

脂をしみζ まされる。乙のようにして，結合材料の特別な耐熱性が得られる〉。

全体としては，現代の技術発展は不断に，あらかじめ課せられた特性をもっ材料を創

造し，ひきつづき利用するという課題を解決することになり，技術それ自体ばかりでな

く，技術に利用される材料を立案し設計するという単一の過程に導く。アカデミー会

員， M. B.ケルディシュは， ソ連邦共産党第23回大会における討論でつぎのようにの

べている or現代における技術進歩は……種々の生産の要請を満足させ，生産物の質の高

さを保障する材料や物質を経済的に創造する能力によって……規定されているJ(~プラ

ウダJl1966年4月3日〉。

もちろん，以上のことから，伝統的な材料をすてて，新しい人為的につくられた材料

への方向だけを取らねばならないという乙とにはならない。 JI.l1.ブレジネフはソ連邦

共産党第23回大会においてっき守のようにのべている。「冶金学の発展にともなう問題を

真剣に改善することは前から認められている。重合材料が出現した現代においては，金

属に対する需要は著しく減少するのだ，というような誤った見解を現実はくつがえし

た。このような見解は，冶金学の発展に対して否定的な影響を与えたのであるJ(~ソ連

邦共産党第23回大会資料Jl1966年， 46ページ〉。

3 新しい材料を探求し創造することは，その新しい特性を解明し利用して既存の物

質を不断に改良するととと結びつかざるをえない。法則的な特性をもっこの過程は全技

術史を貫いている。

〔材料強度の改善〕 それは，金属とその合金の質を改善するという実例において，と

りわけ，技術にとって非常に大きな意義をもっ強度という指標の改善において非常に明

白に探求されている。すでに固体の構造が解明され，科学的に根拠づけられた 20世紀初

頭に，金属の強度を理論的に確定することに成功した。現代のデータによれば，強度は

2，000 kgjmm2に達するととができる。だが実際の強度は，たえず上昇していたにもか

かわらず，非常に低いものだったようにおもわれる。すなわち，最近の 40年間に鋳鉄の
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強度は 12-20kgjmm2 から 70-80kgjmm2 に増大した。しかし，それはまだ理論的

なものにははなはだ遠いものであることが容易にわかる。このため，金属と合金の強度

を著しく増大させ，同時にそれらの他の特性を改善する道を開く仕事は，非常に将来性

のある重大なものである。

新しい合金をつくり，新しく合金する付加物を利用して，最初の材料の純度を高水準

のまま遵守し，またその構造を再編成するという新しい物理的方法を利用して，材料の

高度な強度などの技術的に重要な特性が保障された。たとえば，熱処理と機械加工の結

合によって 300kgjmm2 に及ぶ強度をもっ鋼鉄を得る方法が生み出された。同時にま

た，140-160 kgjmm2の強度をもち，300-350oCの温度でうまく働く能力をもっ，チ

タンをもとにした合金も得られた。

国体の原子構造や結晶構造の研究はとくに将来性のあるものである。すでに 30年代

に，イギリスの物理学者 G.テーラーとソビ‘エトの学者兄.11.フレンケーリは，金属の

強度の低さの原因は，その現実の構造が理論的なそれに合致しておらず，欠陥すなわち

転位をもっているという点にあるとの仮説を提示した。仮説は確認を得て，理論的なも

のに近似した構造と， したがって強度とをもっ金属あるいは合金をつくる執効な試みが

はじまっfこo

現在は実験室の状態で， 1，000 kgjmm2 までの強度をもっ，金属と無機物の結合体で

ある糸状の単体ガラスが得られる。アカデミー会員，M.B.ケノレディシュが指摘してい

るように， 1補強された合成材料の生産のために，このようなガラスを使用する乙とは，

さらに著しく高水準の強度と耐熱性に達することを可能にするJ(~プラウダ~ 1966年4

月3日)。すなわち，これは，構造や機械をつくるさいに，原理的に新しい可能性が生ま

れ，技術進歩の新しい道が聞かれたという ζ とを意味している。

〔材料純度の向上〕 われわれは，現在実現されている，現存する材料を一層完全なも

のにするという，数々の方向のうちの一つだけを考察してきた。他のものも示すことが

できる。たとえば，電子工学や他の技術の部門において，利用されている材料の純度を

不断に向上させることが，今や特別に重要になっているo というのは，多くの場合，目

にみえない小さな混入物でさえ，材料の特性を激しく悪化させるばかりか，デリケート

で複雑な技術的構造をつくる可能性をとりのぞきさえする。

4 技術の発展にとって同様に特徴的なのは，技術がうくり出される材料の利用のさ

い，合目的性が強まるということである。一方では，このことは，それ自体の特性とし

て，技術的設備の構造と機能にもっとも合致する材料を選択することに関連しており，

他方では問題は，数量的な面で，材料をより一層合理的に利用する傾向にかかわる。こ

れは指数と，通常は減少というかたちにあらわれる，技術の改良の程度に応じた変化に

よって示される。たとえば，工作機械製造においては，工作機械の技術的比重，利用さ

れた比重，構成の係数，全構造の相対的な重量などのような指数をわれわれは利用して

いる (A.M. レオンチェフ『技術の完全性の指数~ 1965年， 35-39， 161ページ)。近
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年，タービン製造，航空部門，工作機械製造部門，その他工業部門で，より合理的な材

料利用という面で，大きな仕事が行なわれた。

〔自然利用に関する内的法則性〕 すでにのベたように，技術に利用されている，エネ

ノレギー的過程などにおける進歩をあらわす法則性が， 自然的な基礎の変化に関連する技

術の発展の内的法則性の大きな小グループを構成している。つまにのべることは，それ

らのなかでとくに本質的なことである。

(1 物質の運動のさらに複雑な形態を連続的に獲得し，それを技術に利用し，技術に

応用される過程の幅が拡大すること。〕

道具の技術は，主に機械的過程と生物機構的過程にもとづいている(エネノレギーの生

物的源泉は人間であり，諸道具の機械的運動である〉。たしかに，金属の道具の出現は，

物理的過程と化学的過程を利用するととをひき起した(金属の溶解は冶金術の第一歩〕。

しかしもし，技術における主要な役割が，まさに作業道具に属するという状況を考える

ならば，道具の技術の段階では，運動の機械的形態が，決定的でかつ規定的な意義をも

っているとみなす乙とができる。

機械の技術においても，全体として同じ状態が続いていて，そとでも同様に，主要な

役割は，機械的運動にもとづく道具，機械装置そして作業機に属している。しかし，道

具の技術との本質的な差異も存在する。すでに主要な物理的過程が機械の運動のエネノレ

ギー源である。エネルギー源は，蒸気機関や内燃機関や熱エネルギー装置などの作製，

利用や電子工学の発展によって規定されている。このようにして，機械の技術はすでに

物理的機械的過程にもとづいている。 現実には，機械の技術の進展は冶金工業と化学

工業が進歩するとともまた必要とし，そのζ とは物質の化学的運動形態を利用するとと

を拡大し，化学技術学の発展に基礎を与える。

労働対象に直接作用する労働過程としての化学的過程と物理的過程の利用に向かう動

きは，自動化および他の技術の成果と関連する現代の技術進歩にとって固有なものであ

る。とれは，技術学を原理的に変え，技術において自然力と自然法則を目的にかなって

利用する新しい可能性を聞いた。現代の技術的構造の多くは，一般に運動の機械的原理

から解放されており，物質の運動の多様な形態にもとづくさまざまな過程を，同時的複

合的に利用する例となっているということもまた特徴的である。

その後，技術の領域で働く技術者や学者の物質の運動の生物学的形態に対する関心が

きわだって高まった。とのことは部分的には，生産，とくに農業において生物界の多く

の現象を取扱わねばならないというととによって説明される。生物学的過程へ方向を向

けることは，さまざまな技術部門の発展の必要性，技術進歩の新たな方向を探究する乙

とによって規定されている。この点では，生命体の生命活動，その構造，機能の研究は

生物界の技術的モデル化の豊かな可能性を聞くものである。自然の発展によってっくり

出されたものの多くは，技術において現存するものよりもはるかに完全である(確実性，

万能性など〕。自然に学び，生命体の生命活動を技術において合理的にモデ〉レ化すること
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は，現代の技術進歩の重要な課題の一つである。

生きている生命体を技術的体系にとりこむという別の方向も，将来性のあるものであ

る。たとえば，アミノ酸や抗生物質の生産のために微小植物が広く利用されている。貴

重な材料を水から抽出するのにパクテリアや水棲植物を利用するという問題が以前から

研究されている。

S.シュトノレーガノレ教授(ドイツ連邦共和国)が，のべているように「つぎの世紀に

おいては，生物学と技術は現在はいまだ困難を呈しているものの，つぎの世紀において

は密接な関係をもつようになるj(S.シュトノレーヵツレ「生物の法則JIiドイツ技術家協会

雑誌Jl1965年第23号. 1，348ベージ〉と考えるのは当然である。

こうしてみるなら，現代の段階は，技術に利用される物質の運動過程や運動形態を広

げる方向に技術が動いている，という乙とによって特徴づけられる。行きすぎない範囲

で，個々の技術的構造の具体的な特殊性から離れて，現代技術の性格を規定する，なん

らかの決定的な個々の運動過程や運動形態について語ることは，現在はさらに困難なこ

とになるであろう。

(2 エネノレギーのより深く強大な源泉を利用することは技術発展にとって特徴的なこ

とである。〕 技術における人間と動物の筋力エネルギーの利用が，この合法則的過程の

最初の段階であった。総括的にいえば，他のすべての段階よりも非常に長く続いていた

乙の段階は《生物エネルギー》と呼ばれている。

無生物界，とくに水や大気の運動のエネルギー的過程の利用は，さらなる一歩前進で

あった。乙の過程はその本性において機械的である。そのため，相当する段階のエネノレ

ギーを運常，機械的エネルギーと呼ぶ。

18世紀には，機械的エネルギーに転換される熱エネルギーが技術に利用されるように

なった。汎用蒸気機関，そしてもっと遅れて内燃機関がつくられた後には，この過程は

非常に広範に発展するようになった。とれが熱エネノレギーである。

19世紀と 20世紀との境に， いわゆる複合エネルギーが支配的となった。それにとっ

て特徴的なのは，電気エネルギーの利用と結合される火力エネノレギーと水力エネノレギー

の急速な発展である。電気エネルギーは自然それ自体から直接に取り出されるものでは

なしそれは二次的なものである。その利用は，多くの生産領域で支配的となり，全く

新しい技術の部門が出現する基礎であった。生産の自動化をふくめた現在のさらなる技

術進歩は，電気エネルギーの非常に広範な利用なしには不可能である。

現在，人類は原子力エネノレギーの時期に入っている。おそらく，科学と技術が核融合

の制御された過程の実際的な利用に到jる時代もそう速くはないであろう。もちろん，将

来は，他のエネノレギー源の獲得の方向も開発されて，さらに効率的で強大なものになり

うるであろう。

エネルギーの全史を通じて見い出される，全体としてのエネノレギ一発展の傾向は，よ

り大きな潜在的可能性をもっエネノレギー源が技術的に利用される， という点にある。も
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し機械的エネルギーをもっとするなら，その潜在的可能性は相対的に小さいであろう。

たとえば，水の落下が 100mの高さである場合にさえ，水の比重あたりのエネノレギ一

容量は，たった 100kg・mjkgの大きさにしかならないであろう。この指標は熱エネノレギ

ーにおいてははるかに高い。それは，さまざまな燃料の種類によって， 854，000 kg.m/kg 

から 4，697，000kg.mjkgのあいだにある。相対的に効率が低く，この点で著しく水力

に劣る空!¥機関の場合，それによって実際に実現されるエネルギーの生産量は数倍高い。

部分的には，まさにとのととによって，蒸気機関の効率は，最初は 1%にも満たず，他方

水車では 60~70%であったにもかかわらず，蒸気機関が急速に普及した，ということが

説明される。最後に，核燃料をもっとすれば，その比重あたりのエネノレギ一容量は，通常

の燃料よりも数百万倍も高いであろう。それは，重い同位元素では，約8.5x 1012kg・mj

kgであろう。

(3 利用されている過程の集約度が増大する乙とが，技術の発展のつぎの法則性であ

る。〕

ここで，その増大が技術の進歩を示すさまさ1な指数が登場する。それらの指数のな

かには，圧力，温度， (対象あるいは媒体の)速さ， (材料，磁界，電流の〉庄力，化学的過

程の流れの速さと強度，利用され加工される情報の量と速さなどをあげることができる。

これは技術の諸部門の全体的発展にも，また個々の労働手段の改良にもみることがで

きる。 ζの意味で技術の歴史的発展の過程における，技術的体系の労働のパラメーター

の増大を考察することは興味深い。熱エネルギーを例にとってみよう(~ソ連における技

術発展の方向Jl<<ナウカ~， 1967年， 189ページ〉。

半世紀もたたぬうちに，熱エネルギ一過程で利用されている集約度は著しく増加した

ととをグラフは示している。 ソ連邦では近い将来に (200~300 気圧， 600~700 度とい

う〉超高パラメーターへの熱エネルギーの変換が計画されている。全体として，現代の

技術は高パラメーターと超高パラメーターの技術である。

しかし，技術で利用される過程の集約度の増大は何らかの絶対的なものではない。生

物界で，きわめて適度なパラメーターのもとで，生命活動，物質代謝のさまざまな過程

そのものが，首尾よく行なわれるということが，生物過程の研究によって明らかとなっ

た。技術において同様の過程を実現する乙とは，技術の発展の新しい可能性と進路を関

心将来の技術は，必要な場合に限界的な大きさに近づいていくパラメーターと共に機

能する構造(たとえば，光速に近い速度で移動する宇宙船の生産・利用〉と，たとえば

人間生物に固有のパラメーターをとえる乙とのない，それ自身の普通のパラメーターの

もとで効果的に機能する構造とが，技術において結合することに基礎をもつであろうと

おもわれる。

(4 技術の発展過程において，利用されるエネルギー過程と他の過程の合目的性の程

度がたえず増大することもまた，歴史的に法則的である。】 技術の意義と使命は，た

んになんらかの過程を実現することにではなく，それを最大限内面にむけ，それをもっ
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とも有効かつ合理的なものにするととにある。なんらかの損失が避けられないので，実

際上これは決して実現できない。しかし常に自然発生的か，あるいは全く自覚的にこの

方向へ仕事が行なわれたし，行なわれている。たとえば，さまざまの集合機械，機械な

ど，技術的体系の有用な運動の効率を上昇させるための闘争が常に行なわれているが，

もちろん乙れは，他の重要な技術的指数の損失をまねかないという必須条件のもとにお

いてのととである。

そこには，互いに関連する，二つの方向がある。新たな技術的構造がっくり出された

さいには，通常，その運動原理自身のなかに潜在しながらも，最初は決して十分に利用

されない，大きな貯えがある。そのため，この運動原理が存続していくうちに，その枠

内で相当長期にわたる改良の過程が行なわれるのであり，その過程において，効率が高

められ，エネルギー的過程などがより目的にかなって利用される乙とになる。再びエネ

ルギー技術の例をひいてみよう。

グラフから明らかなように，最初の蒸気ターピンをもっ火力発電所から， ζ の運動原

理の現代的な発電所までに， その効率をほぼ 10倍に高めることを可能にする重要な道

すじがあった。しかし，近年，上昇はほとんど止み，効率の上昇曲線は漸近線に近づい

ている。このことは，その運動原理を存続させながら自然過程の目的にかなった利用の

程度を向上させる ζ との可能性がほとんど汲みつくされたととを示している。原理的に

新しい技術への移行の必要性が生まれているのである。

乙れは自然過程の利用の合目的性の程度を向上させるという，もう一つの過程でもあ

る。新しい技術に移行し，新たな運動原理が利用されるようになり，達成された古い技

術を乗り越えることを可能にするような，解決策がみつかる。エネルギーでは，現在，

熱エネルギーを電気エネノレギーに転換する新しいプランが執劫に研究されている。専門

家の見解によれば，熱エネノレギーを電気エネノレギーに，介在する構造なしに，直接変換

するととを実現可能とする電磁流体 (MHD) 発電の利用は，特別に注目に値する。計

算によれば，これは火力発電所の効率を約15%上昇させることを可能にする。

技術における材料とその過程の利用，その本質的な面の変化に関連する技術発展の一

つの法則性は乙のようなものである。しかし，これによっては，ただ技術発展の内的法

則性の基本的小グループの一つ (a)が把握されただけである。それは，技術発展の過程

におけるその要素，構造，機能の法則的な変化を特徴づける，他の基本的小グノレープ

(6)と密接に関連している。

〔技術の要素，構造，機能に関連する内的法則性〕 技術の法則的な発展の乙の側面

は，一般的な形では，有名な K.マルクスの定式で解明されている。「単純な道具，これ

らの道具の集積，複合された道具，ただ一個の手動原動力による，つまり人間による，

乙れらの複合道具の運転，とれらの諸用具の自然、力による運転，機械，ただ一個の原動

力をもっ機械体系，原動力として自動装置をもっ機械体系，一一以上が機械が進歩して

きた道行きであるJ(マルクス・エンケ、ルス全集第4巻『哲学の貧困J]， 邦訳， 158ベー
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ジ)。

この定式に立脚するならば，技術の要素，構造，機能の変化に関連した，三つのもっ

とも本質的な技術の発展の法則性を抽出するととができる。第ーに，それは労働手段や

技術的体系とその諾要素の，分化と専門化の歴史的に深まりゆく過程であり，第二に，

連続的で一連の諸段階を経過する，技術の複雑化と統合化の過程であり，第三に，技術

的発展における自動化へ向かう一般的な傾向である。

cl まずはじめに，技術の発展における専門化と分化の過程をみることにしよう。〕

その客観的前提は，ますます新しくなってゆく活動形態，それと共に，適した労働手段

を生む社会的必要性の増大と発展をももとにしている。 ζの過程は，同時に技術の発展

の内的な論理によっても条件づけられている。

技術の分化の意義は，その構造や運動原理が相異なる，新しい労働手段や技術的体系

が，その発展に応じてつくられるという点にある。分化は，専門化と分ち難く関連して

いる。なぜなら，一定の機能や操作の遂行に対する適応性が考慮され，またその特殊な

意義が考慮されて，より高い水準の種々の道具や技術的体系がつくられるからである。

つねにこれは，個々の，多かれ少なかれ複雑な技術的構造ばかりではなく，その諸要素

にも，そしてまた技術の諸形態や諸部門にも関連している。

〔物的な専門化と機能的な専門化〕 技術の発展する専門化(分化)の法則的な過程に

は，二つの傾向をみいだす乙とができる。それら二つは互いに密接に関連しあっている

にもかかわらず，それらのおのおのが一定の条件の下で優勢となるのである。技術の発

展は，機能的な専門化の道ばかりではなく，物的な専門化の道を進むとともありうる。

機能的な専門化は，労働手段，あるいは複雑な技術的体系が，一定の機能，または十分

一般的な操作に役立つべきものである，ということに関連している。乙とにふくまれて

いるプログラムは，かなり広範で多様なものであり，それは，広範な課題領域や具体的，

部分的操作を遂行し，あるものから他のものへの移行を比較的容易に行なえるようにす

る。だが，物的な専門化は，技術的構造やその要素が限られた操作の遂行のためのもの

であり，制限され厳格に確定された運動のプログラムをもっているという点にある。

機能的な専門化はそれ自身のうちにある一般性の契機をふくんでいるが，それは限ら

れた範囲の操作の遂行に十分効果をあげない。物的な専門化は技術を，その使命に最大

限近づけることを可能にする。 ζ のこと自体によって，技術的構造の作用，そして同時

に労働過程そのものの効率性が高まる。しかしながら，そのさい労働過程の変化にとも

なうこの技術の再編と利用との弾力性と可能性は減少する。それゆえ，ある場合には機

能的な専門化が有益であり，他の場合には物的な専門化が有益であるということになる

であろう。だが，それらの最適な結合が理想である。このととが現代の状況でとくに重

要なのは，最大限の生産性を必要とするさまざまな製品の大量生産が，急速に変化する

需要に応える新しい生産物への，時機をえた，そして支障のない移行の可能性と結びつ

かねばならないからである。
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道具の技術の段階においては，長いあいだ，その機能的な専門化が優勢であった。そ

れは，手労働自体の特殊性，それが分解されないととろに原因がある。マニュファクチュ

ア的生産の段階においてはじめて急激な進歩が起った。労働用具の分化は著しく増大し，

同時にその物的な専門化が急速に発展した。乙のことは，限られた範囲の使命をもっ一連

の部分的作業に分割される労働過程の組織の特徴自体によって余儀なくされた。 K.マ

ノレクスはつぎのようにのべている。「……一つの労働過程のいろいろな作業が互いに分

離されて，それぞれの部分作業が部分労働者の手のなかでできるだけ適当な， したがっ

て専有的な形態をとるようになれば，以前にはいろいろな目的に役立っていた道具の変

化が必然的になる。道具の変化の方向は，変化していない形態によってひき起される特

殊な困難の経験から生まれてくる。労働用具の分化によって，同種の諸道具にそれぞれ

の特殊な用途のための特殊な固定的な形態が与えられ， また労働用具の専門化によっ

て， ζ のような特殊な用具はそれぞれ専門の部分労働者の手によってのみ十分な範囲で

作用するようになるのであるが，乙のような分化と専門化とがマニュフアクチュアを特

徴づけるのである。パーミンガムだけでも約500種のハンマーが生産され，そのおのお

のが一つの特殊な生産過程だけで役だち， さらにいくつかの種類はしばしば同じ過程の

なかの違った作業にしか役立たない。JCW資本論』第1巻，全集版， 447-448ページ)。

機械の技術の段階においては，発展する分化と専門化の合法則的過程は著しく強まっ

た。これは社会発展の速度の急速化，大規模機械生産の活発さと規模の増大の結果であ

り，同時にまた，社会の強められた技術化，すなわち技術が新たな人間活動の領域や，

その活動の発展自体へ浸透した結果である。

まずはじめに，技術がさまざまな部門に急速に専門化し分化する。技術白体の新しい

部門がたえず発生し，それは枝分かれして，新しい流れが派生する。分化と専門化は，

技術の発展と個々の部門やその種類をもますます広くふくむようになる。現代の機械，

計器，機械装置の種類が今やいく百万の種類を数える，ということを指摘すれば十分で

ある。金属切削機の特徴のみをとってみても， わが国では， その規格型の数が 1950年

の384から 1965年の1，222に増大しており，計画によれば 1970年には1，800に到達す

る乙とになる。特定の労働手段や技術的構造の分化と専門化もまた発生している。たと

えば，研磨盤の規格型の数だけをとっても，上記の年のあいだに 122から 360に増大し

ており， 1970年には 600に近づくであろう (A.C.プ戸コポピッチ，前掲， 37， 39 

ページ〉。

〔技術的構造と技術的体系の諾要素の分化と専門化の強まりもまた特徴的である。〕

乙の例として，それ自体のなかに作業機，伝導機，そして原動機の三つの要素からなる

典型的な機械の体系があげられる。自動化の段階において，それは制御構造という専門

イじされた要素によって完成される。

機能的な専門化と物的な専門化との相互関係に関していえば，機械の技術の発展に応
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じて，前者から後者へ向かう傾向があらわれる。最初は万能的使命をもっ機械が支配的

だったとしても，大量生産の発展とともに専門的な技術がますます利用されるようにな

る。このことは，工作機械製造においてとくに特徴的である。ソ連邦において 30年代の

はじめには汎用工作機械が工作機械の全体の種類で約3分の 2を占めていたが，現在は

汎用工作機械と専用工作機械の生産はほとんど肩をならべている。

社会の需要の非常な活発さ，放出される生産物のたび重なる更新は，物的な専門化の

高い効率性を，技術の機能的な専門化の弾力性と一般性とに結びつける道を探求するこ

とを余儀なくさせる。乙の現実的矛盾は，機械および機械の体系の物的な専門化と結合

される節点や部品の機能的な専門化によって解決される。現在，機械製造においては，

工作機械と機械の諸種類内部においてのみならず，諸種類相互間においても，節点と部

品との統一化と画一化の傾向が強まっている。その結果，統一化され画一化された節点

によってあらゆる種類の工作機械と一種類の設備を組み立て，同時にまた，いくつかの

補足的な部品と節点を利用して，さまざまな種類の工作機械やあらゆる総合機械化され

た自動ラインをつくる可能性が出て来る。とれはまた，必要ならば比較的容易に再構成

し，新たな生産物の生産にとって有用な体系をつくり出すことも可能にする。

将来は，機械製造全般の統一化と画一化の確証を示す乙とができるであろう。その上

に，比較的少ない数の化学元素から驚くほど多様な物質と有機物が組成されるという，

自然に存在することとのアナロジーを利用しながら，今に技術においても，綿密に選び

出された統一化された一定の数の要素から，さまざまな巨大な機械や技術の体系などが

創造されるであろう。

技術発展の法則性としての技術の発展する分化と専門化は，哲学の文献や専門的文献

においてのべられている。それらは，一連の技術的問題を解決するさいに直接的に考慮

されている。たとえば，機械製造の発展の根本的基礎を研究しながら， O.キェンツレ教

授(ドイツ連邦共和国〕は，それは「発展する技術の分化の法則に従うものに他ならな

い」 とのべている (0.キェンツレ「製作技術の礎柱J~ドイツ技術家協会雑誌~ 1956 

年，第23号， 1386ベージ〕。

(2 技術の発展にとって，その連続的な複雑化と統合化は法則的である。〕 他の体系

においてもそうであるように，技術における複雑化は，相互に密接に関連し合う二つの

傾向が作用する過程である。体系にふくまれている要素の数の増大が起り，そしてまた

その内的な機構，構造の変化が起る。機能と密接な相互作用の合致に基礎づけられた単

一の組織に独立的な諸要素を統合している，統一的な体系を創造するという点に意義を

もっ統合化は，複雑化に関連している。統合化は，技術のさまざまな部門や種類に，構

造的その他の特徴の特定の原理が浸透するという形であらわれる。たとえば，現在，さ

まざまな技術部門において，標準化と規格統一化としてあらわれる相互代替性の原理が

広く利用されている。その他に，それは大変広い機能的な専門化をもっ特定の技術的設

備(制御機構，計算技術，それらのきわめて一般的な利用〉としてあらわれる。
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道具の技術の段階においては，複雑化と統合化は存在するが， しかし，その発展の可

能性は制限されていた。これは，手労働の道具は人間の自然的道具の補足であり，その

可能性が制限されさ守れるをえないということに関連している。のみならず技術の状態自

体が複雑な体系へ移行することを一度に実現するととを許さなかった。そのような社会

的必要もまた存在しなかった。この自然的な過程はだんだんと発展していった。

単純な道具は，その多様性にもかかわらず，単一の要素からなっている。実際は，そ

の特定の部分(正確にいえば，利用される物体の部分，面}はさまざまな用途をもって

いた。たとえば，石から作られた切断具は，尖った部分と尖っていない部分とをもって

いた。後者は，道具を手でもち，手で使うのに適するためのものであった。面，部分，

そしてまた道具全体のおのおのの改善の可能性は相当制限されていた。乙の故に発展は

単純な道具のさまざまな部分の専門化自体によって暗示される，別な道に従って行なわ

れたのである。

道具や用具の諸部分は独立の諸要素に分離され，これによって，それを著しく改良す

ることが可能となった。しかし，乙れらの独立性は相対的であるo なぜなら，それと同

時に分離された部分が統一的な組織に組み込まれるととが必然的であるからである。と

うして，合成的な道具があらわれ，それをつくり出すととは，技術が明らかに複雑化し，

少なからず相互に関連する要素をもっ体系が形成されることを意味したのである。同時

に，とれは技術の発展する統合化の遣すじにおける一歩前進であった。

ζのととはすべて複雑な道具にとって，はるかに著しく特徴的であり，それをつくり

出すことは，要素がさらに分化し，多数の要素からなる体系が形成され，その内的機構

が複雑化するととに関係している。しかし，労働は手労働のままであった。この故に，

技術の複雑化と統合化の可能性は制限されていた。合成的な道具と複雑な道具の創造と

発展は，機械の技術への移行の基礎を準備した。とくに，多数の技術的構造の要素が発

生した(ウィ γチ，歯車駆動，滑車，種々の切断具〉。それらは機械の技術においても維

持された。

機械の技術の発生は，質的に新しい発展段階への移行であった。なぜ、なら，機械はあ

れや乙れやの機能または作業の遂行で，人間にとってかわるのであり，その発展程度に応

じてそれだけますます労働過程における人間の直接的部分に関連する複雑化における諸

制限がとりのぞかれるからである。諸要素の数が増大し，それらのあいだの関係が複雑

化し，統合的性格をともなう，ますます完全な技術的体系が形成される ζ とは，乙 ζで

は，労働過程の使命や発生しつつある社会的需要，技術の状態それ自体，そしてまた生

産性や経済性の必要によって規定されている。

技術の発展する統合化と複雑化の過程を，作業機とその体系を例にとってみてみよ

う。すでに原動機をもっ最初の作業機が，多数の要素からなる機構であった。作業機は，

人間の技術学的機能を再生産し，それに不可欠な一連の連続的に交替する運動の遂行に

ともなう作業を行なう。これらの運動の実現にとっては，種々の節点と部品の複合が不
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可欠なのは当然である。運動の動学が複雑であればあるほど，通常，体系および諸要素

の関係の内的な機構の法則が自らを表現する定式は複雑になる。それのみならず，作業

機は利用される用具の規模やそれにより伝達される力，運動の速度，などを増大させる。

これにより，生産性の増大が達成されるが，また乙れは機械を複雑にし，適切な節点や

部品の利用を不可欠にするのである。

作業機は同じ使命をもっ用具を協同させる可能性を与えるという事態もまた本質的で

ある。現代の工作機械では，同時に数十の，そして時折数百の用具が利用されている。

これは機械の他の要素の数の増大に帰結して，体系の内部における関連を複雑にする。

作業機を首尾よく利用するには，三環の構成の機械の体系の創造を必要とした。すで

に乙とでより高度な秩序が形成されるのであり，そ乙では常に十分複雑な構造である機

械と機構自体が諸要素としてあらわれる。このような体系では，要素の総数は著しく増

大し，新たな関連がつくられ，統一的な複合体を形成する機械自体の調和が不可欠とな

るのである。

作業機における一個の伝導機の利用は，さらなる進歩である。その結果として，まず

独立の機構と体系(作業機 伝導品安一一一個の電動機)が，一つの全体の諸要素に変

わる。三環の機械の体系は，特定の使命をもっ三環の構成の機械に変わる。一定の合理

化と単純化が起る。たとえば伝導機は著しく単純化し，一個の電動機は， しばしば動学

的定式を単純化することを可能にする。同時に三環の機械は，統合化と，より高い秩序の

統一的体系が形成される乙との典型例でもある。

上記の単純化は相対的であった。なぜなら統一的な単一の機械の体系に変わった，三

環の機械の体系は，すべて形成のはじめにおける内的な機構の多要素性と複雑性を本質

において保持するような労働手段の発展であったからである。物的な専門化が強まり，

大量生産が発展し，その影響の下で，多位置・多用具工作機械が普及されるというとと

をも考慮に入れるなら，全体としては，作業機の単純化ではなく，複雑化が起るという

ことは明白になるだろう。

機械における一個の伝導機の利用は，著しい自動性を保障し，それと同時に，技術学

的過程によって統合された，流れ作業のラインの機構にとって都合のよい可能性をつく

り出した。乙こには必然、性もある。なぜなら，広く普及した物的な専門化は，関係する

機械の協働を必要とするからである。

さらにより高い秩序とより高い水準の複雑性をもっ体系は，このようにでき上がって

いる。複雑な構造をもっ多要素の機構である，三環の機械自体，その構成部分である。

諸要素の一層の統合が起り，体系とその構造を従属させるようになる。流れ作業のライ

ンにおいては，はじめから技術学的関係が優勢であるならば，運搬など、の設備がつくら

れることにより，構造的なより有機的な関係が形成される，という乙とにも着目しなけ

ればならない。そして，これはそれ自体として，体系の複雑化，統合化の発展を意味す

る。なぜなら，諸要素の相互依存性と相互制約性がより深まるからである。
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機械の技術の現代の発展段階にとって特徴的な，もう一つの契機を見落してはならな

い。それはつまり，作業機と同程度に作業機の体系も，エネルギーを必要とするのであ

り，自らそれを生産することはできないという点である。電気エネノレギーの生産は集中

的に行なわれ，その伝送は専門的な体系と交通の助けによって行なわれる。そのため，

個々の作業機とその体系は，必然的に大規模で複雑な機構(発電所一一電流の伝送系列

一一工場の機械の複合体〉という独特の三環の体系にふくまれると恩われる。

現代の技術進歩の段階にとって特徴的な，生産的労働過程などの自動化は，補足的な

諸要素一一きわめて複雑な機構である制御と管理の手段を，機械の体系に組み入れる。

それ自体により技術の複雑化がひき起されるが， しかしその統合化も発展する。なぜ、な

ら制御機構は，技術的体系の諸要素の調和と必然的な相互作用を保障する使命をもって

いるからである。

現代の生産の発展は，巨大な量の要素，複雑な構造の回路をもっ自動ラインの定着を

不可欠にする。たとえばリハチョフ記念モスクワ自動車工場の自動車エンジンフーロック

の加工の自動ラインは， 59の工作機械をもっている。諸用具，諸運搬装置，これらの工

作機械の部品の集積を始動させ，その作業を制御するためには， 165の電動機，約1，000

の種々の継電器， 900の末端スイッチ， 450の電磁石， 165の電磁始動器が必要とされ

る。制御機構についていえば，それらはその多要素性がますます強い印象を与えるよう

に恩われる。比較的簡単な数字であらわされた電子機械， YM-IHXは， 63，945の部品

をもってし、る。

他の機構と結合して技術的複合体を形成する自動ライン自体が，種々の消費者を充足

させる電力供給の体系に組み込まれる， というととも考慮Lなければならない。その結

果として，単一の強力な発電所の周囲にさえ，企業にはじまり，一個の伝導機をもっ個

々の機械，果てはとれらの機械の節点や部品にまで至る，一連の小規模な体系を自らの

うちにふくむ十分に大規模な体系が形成される。

すでに前にのべたように，技術の発展は，たとえば，動力工学におけるような巨大な

体系の創造に関係している。ソ連邦の欧州部では，近年まで4つの動力体系 中央体

系，ボノレカゃ中流体系，南体系， ウラノレ体系が機能していた。現在は，それらにふくまれ

ているすべての発電所は，ソ連邦の欧州部の単一の動力体系(ソ連欧州部統一エネルギ

一体系)を形成している。それは，ヨーロツパの人民民主義国に向けた生産を行なって

いる。今に，全ソ連邦の単一の動力体系が創造されるととになるであろう。

とのような大規模な技術的体系の形成は，経済的に目的にかなっており，技術の発展

の内的論理，その合法則的な複雑化と統合化から生じている。たとえば，情報の制御と

伝達の必要は，巨大な規模の通信の体系を創造する乙とに帰結する。一国の鉄道輸送も，

乙のような種類の大きな体系の一つに数えることができる。

このようにして，技術の発展は，合法則的に，それを全く統一的な体系に変化させる。

乙れは，その種類の部門の，ますます密接になる相互関係や相互制約性にもあらわれる。
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すでに， K.マルクスは， 当時の最初の産業革命の経験を概括しながら，技術の発展

のとのような{固有の特質を強調しているほ.マルクス『資本論』第I巻第13章「機械

と大工業」第1節「機械の発達」注 104)。その時からすれば，乙の特質ははるかに鋭く

あらわれるようになったし，著しく深まった

〔確実性の問題〕 現代の技術の発展，その著しい複雑化は，現在決定的な程，技術進

歩の一層の展開を左右する，多数の重要な諮問題を提起している。そのなかで，確実性

の問題がほぼ第ーの位置を占める。アカデミー会員 A.I1.ベノレクはつぎのようにのべて

いる。「われわれが強調したいのは，多くの工業製品にとって，確実性の指標は，もっとも

重要で基本的な質的指様である，という乙とである。 ζれらの製品にとっては，不可欠な

高い確実性を獲得する問題を解決することも，もっとも重要な全国的課題である。それを

十分に解決しないことは，近い将来，技術における沈滞と立ちおくれをもたらすであろ

う。そこには，高い確実性か，それとも損失と立ちおくれかという選択は存在しない」

(A.I1.ベルク， ~確実性についての討論』への序文， <<ズナーニェ)>， 1964年， 6ページ〉。

現実に，設備や機械などの製品の不十分な確実性の結果として発生する損失は甚大で

ある。わが国では，機械修理の職務に250万以上の人間が従事しており，とれは器具製

造，工作機械製造，重機械製造，動力機製造のすべてを合わせたよりも多くの人間なの

である。金属切削機械の 80万よりも多くが修理のためにあてられている。乙の原料，労

働，手段の巨大な消費の大部分は製品の不十分な確実性によるものである。

複雑な技術的体系の確実性はとりわけ鋭い問題となっている。経験が示すように自動

ラインは， 0.5~3 時間のあいだ，故障なく働く。たとえラインの労働能力の回復に 10

分間(故障の発見，動かなくなった部品の取り替えまたは修理をふくむ〉しかかからない

としても，その場合さえ，約10%の生産物が生産されない。しかし， ζ れは容易に取り

除ける比較的小さな故障の場合，とくにラインが統一化された諸部品をもとにしている

場合の事情である。自動ラインにおいて，つくられた設備が独自なものとしてまたは限

られた範囲に専門化されていて十分に予備部品が保障されていないなら，または，故障

がなおりにくいならば，事態ははるかに複雑である。たった今据えつけられた設備を，

その利用の確実性が極めて低いがために分解せねばならない場合は，よく知られている

(M. A.グレディトノレ， ~生産の機械化と自動化~， <<エコノミカ)>， 1964年， 120ページ〕。

利用される過程の強力化，技術的体系の複雑化と統合化に関連する現代の技術の発展

は，確実性に対する高度な要請の他にも専門的な傾向によって特徴づけられる。集合機

械の単独の出力の著しい増大についてのべよう。たとえば，以前熔鉱炉は1，OOO~ 1， 500 

m3 までの容量につくられていたが，現在は 2 ，000~2 ，700 m3の容量の炉が標準であり，

時にはそれ以上である。高い温度と圧力を利用した一つのエネルギー自動閉そく器に

500~800 ，000キロワット， またはそれ以上の出力が集中する。このことが個々の機械

や他の技術的体系の寸法の急速な増大の傾向をともなうのはまれなことではない。乙の

ことは冶金学や，運輸(海上輸送，飛行機輸送，自動車輸送，鉄道輸送〉においてはっ
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きりとあらわれる。

しかし，技術の複雑化の緩向も，寸法や単独の威力の増大の傾向も絶対的ではない，

ということを強調せねばならない。技術は，対立する誇綴向の統一と相草作用のなかで

弁証法的に発燥するものでもみる。複雑化li，長持老化の傾向と結合し，寸法の増大は，

通信機欝，医学部門などの技術部門において，急速に発淡し主要なi燦
向として受場する小選化と総合する。




