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第 1 説

はじめに， というととばで指示される ついての研究者E手がけ

るようになった動機・ について，また多研究の構想・ について，筒

おし

との訴究の動機は，さしあたり，先人の著作をひもとくさいに思いうかぶ

どく素朴な疑諮であった.

科学や哲学の文献のいたるととろで，わたしたちは， r法員iJJおよびとれ

に類することば一一一「語創設J• I合法則性J• r議員百」・「規則性j など1)ーーに

出品5う‘ ζ ういうことば籾宣のあいだの滋味の異毘i丸はたして暁確なので

あろうか.まず¥ f法兵Ij性」と「合設郎性Jとでは，どうでまうろうか.たと

えば， r世界とその会誌期性」についてかたられるととがありへまた「法則

的知議j といわれる iまあいがあると ζ ろからみると， l'合法則性jは客観的

事物そのものについて用いられ，乙れにたいして「法知性Jは客観的事務に

ついての人間の知識の内容・性洛にかんして使われるように，いちおう

らi〆l;{S3). たしかに多ひとは， などとはいわないであろう.

しかし， "gesetzlich=dem G邑setzegem註8“としている辞典があり穴持Natur-

gesetzlichkeit“が「自然法員立にかなうということj と訳されているばあいが
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法皇g識のととろみ 1 款穏

ある ζ とめを考えあわせると，そうもいかなくなる.もっとも， ζれはただ

ζ とばづかいの爵惑にすぎない，といわれるかもしれない，いずれにしても，

ととマ，文献的考託ないし語学的詮殺与を展関しようとは，わたしは患わない

のである，ここではただ，法則というものについて考えさせちれるきっかけ

となったひとつの事情としての cとばのよのままぎらわしちを指織するだけ

で，十分であるさらに， fi法則{倣)Jと「規則(性りとの異碕についてはど

うであろうか. Kantめにもとづいて，科学における「法則」と技術における

f規則Jとの逮需と区別とに論及されるばあいがあるわ， しかし，領域のとこの

ような窓射がなぢれることなし法則が普遍的妥当性をもつのにたいして，

はた にだけ妥当する iきまり(いわゆる格率)である，といわれる

いもあるめ.しかし，また，容観的問然の競知性についてかずこるれもする 9)

そのdい，このことばが r(合)設立Ij性jとおなじ意味において用いられている

ζ ともあれば，そこから必然性の契機がとりのぞかれているばあいもある 10)

しかし，必然性の契機の有無を談員三役と規郎性との区別のしるしとごみるとと

…ー「必然的規則すなわち誌記」 とする K設nt'l)のiぎあいはその典取である

も~長沼告さにはできない.というのは，競技の競郎というものについて

みると，それは，とりきめにすぎないちのではあるけれrも，

はそれぞまもらなければならず，そうでなければ麓技そのものがなりたたな

くなるという意味で，やはりー滋の必然性号をもっているからである.このこ

とは， mutatis mutandis Iとは，言諮使用の規則としての議球学の規良Jj!ともあ

てはまる間集 とすれば， f法郊{性泊と「規則(性}Jとの意味の奥誌について

は，いくらかとみいった事情がみられるようマある.一一立上のような不統

一ないし混吉uま，乙と;ぎのかるはずみな能いかずこからうまれるものにすぎな

いからフ ζ とiぎの交通整問.で解決できる，と主張されるかもしれない.そう

いう能誌も，たしかにありはする， しかし，根本的に考えれば，こ

ま霊は， r法則性J• r主党則性」という概念と密媛にかかわりあう f普遍性J• r客

観性J• r必然性」などという概念を協議に究明しないかgり，混合にはでき

ないのである‘?笥題は，だから，法問とはどういうものか，ということに帰
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着すみ

されるとおり，接見リという務象をどうとらえるかについては，

ちの見解がいちじるしくくいちがっている.極端なばおいをあげよう.自然

法郎を fわれわれが試案的に主張している{変説!とみなす立場がある時三 とこ

ζ では， は，つまり， よる としてとら

えられているわけである，これにたいして，設却を認識主懇から独立の客観

約実在そのものにおける本繋的連関とみる立滋がある時.こ CではF 人間は，

法兵立をつくりだすζとはできず，法見せをしだいに諒識していくことができる

だけである，と考えられている.ζの両者は，法尉鏡における基本的対立を

示すものである.

Boche部 kPめはp 法員iJというものが，世界にあるほかの事物すべての特徴

一一空関と時践とのなかにあり生成約滅変花をまぬがれず個部的であり偶然

るという条件一吃どれひとつとしてもっていないという意味で，

常に日につく奇怪ななにか路震のようなものである ζ とを強翻したあとで，

心のなかにある "Gedankending"とみる索祇主義の立場そし

りぞける.理由は，この立場では法長Ijが一一技術が証明しているように…一

最援に外的世界を支配しているという ることがむずかしく，そ

もそも心は俗人の心でしかない，という乙とである.たいていの

っているもうひとつの立墳は，怯討をふつうの事物からなにか或るしかたで

区別される "dasideale Sein“とみるもので，これにつまの 3つの解釈がある

という:1.プラトン主義(法長せは idealな独立の世界の一都として存在する).

2.アリストテレス主義(法JiJH主事物のなかに本質一一くりかえしあらわれる

或(s構透一ーとしてある). 3.カント支義(法員立は思考法設!!の投影による

強では，

あろう.

をとる

Tこい

ある). ;dきに伊j示された 2つの対立しあう立場は， Bochenskiの分

よびアリストテレス主義として規定される ζ とになるで

しりぞける Bochenskiは，ほかの 3つのうちの

あきらかにしていないが，それはまた，わたし自身にとっても

ことがらではないーと ζでは，法則という事象がそれほ

3 



また則論のところみ工 秋開

絡ないし日穏なものではないととを，かれとともに確諾するだけで足切る.

ととろで， と二のよう ついて論じるばあい

領域に立ちどまっているだけでは非常に不十分であるタとわたしには盟、われ

るー法則とはなにかという哲学的問題に容えるととは，それが近世訟降lと形

成された謝科学の内部でじっ浅いにどういうものとして存立しているかをく

わしく吟味することなしには?できないしラまた， してはならない，とわた

しは考える袈というのも p 法則とは，なによりもまず，科学のかかわること

がらにはかならないし，また，現刊の法良Ij錦は，科学…一ーとくに告

!と決定的に彩響されているからである.

そのさい，接見jという

くて，科学についても

のひとつであるとと

が，科学にとってとるにたらぬものなどではな

るiぎあいにiきわめて重婆な決定治意義晃をもつ

まず確認しなければならない.とんにちでは自

もほ読のように熱心K自然法則についてかたることはなくなった，

という抱擁1りが，かりにあたっているとしても p である.捻別機会:は，つま

り多いつになっても，科学論ないし科学哲学の中心的概念のひとつであるこ

とにかわりはないのである.それはつぎの事滑による.たしかに，法見Jjとい

う概念がそれぞれの科学の内部で淡ちる没割にはちがいがありはするが，い

ずれにしても?一般に科学は2 この概念なしに，すくなくとも ζ の概念との

かかわりあいなしに，仕事ができるものではないのである.波長ぜなどという

ものを無視ないし軽視してひたすら「事実の記述j とか「詔性の記添!とか

に熱中ずるように期待されている科学があるとしても，その

から主張しようとするかぎり，

目標としてかかげる科学績と対設しむければならないのである.い

いかえると，

れており，

とは法良1]牲の認識にほかならない，とふつう考えら

とのお会との対設をへなければえられない，

という率情になっているの δある.震史記主主などいわゆる文詑科学の科学性

しようとした新カント派のあの努力的は， ζ のζ とぞはっきり示して

いる.近世以降の人賠が神をどうみるかという賠いをさけることができない

4 
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ように，近世以降の誇科学は，法期再をどうとらえるかという際いをさけるこ

とができないのである穫主会長せという概念はヲ科学全体と事実上きってもきれ

ない結びつきをもっている，といってさしっかえない.だから，科学にかん

するどのような哲学的論議も，法員せという概念をよけてとおる ζ とはとても

できないのである.

わけでも， もんじ る科学的哲学としての弁証法的唯

物論が，明確な法見立論与をもっていなければならない乙とはラあきらかであろ

う.というのも，この哲学が，科学をおもんじ科学に信頼する伎界鐙である

と宣言するだけでなく，その理論体系そのものが科学的であることをみずか

ら議求しているのである誤上，科学とはどういう知識体系であり科学的とは

どういう事態であるかについて，つねにはっきりした喜裁をもっていなけれ

ばならず，つまり，明確な科学論告欠く ζ とは本性上できないのであり19L

そして，法真言論はその中心的課題のひとつをなすものにほかならないからで

ある.弁経法的詩念物論の立場校基本主告に支持するものとして，また，つねづ

ね科学的認識の問題に欝心を寄せているものとして，わたしは， ζ ζ にあら

ためで法郊の鵠題をとりあげる必襲安感じるのである均‘ ぞれによって，弁

護E法的唯物論にかんする理解をふかめ，かっ，その理論の前遂に:或献する ζ

ι一…ζれがわたしのねがいであるといってよい.

とζ ろで，法則概念を弁託法的苦食物舎の立場において確定し発展させるこ

とは，或る論難が史きさ犠物拾に加えられている最近の状況にてらし，きわめ

てたいせつな課題になっている.との論難は， Poppむによる判.

の諸法則にしたがって鈴鹿する ω ……資本主義制度の没蒋もしたがってさける

ζ とができない一ーという史的唯物論にもとづくあのテ戸ぞにたいする

は，ぞれ自体としてはあたらしいものではない22) かれの攻撃のあたらしさ

のひとつの点は，それが自然諸科学にかんするかれの自信にみちた解釈にも

とづいておとなわれている，という ζ とである.社会発践の合詮員.lJt投・必然

性などというとの比絞的にあたちしい思想は，混内務態学と生物進化論とに

かんする脅迫知ないし誤解にもとづくものでしかない，、というのである 23) 1:. 

F 
U 



主義射殺の ζ とろみ 1 秋際

の問題は，のち

表選手とする

的論議・とく

いと ζ ろである 24)

とり る曹とにかく 2 と Popper

と にかんする

ひとつの戦とし されるととは，まちがいのな

，以上のような数機と理由とにもとづいて企てられる， こ

ζ ろみである.

上述の にいれて，まず，自然諸科学が探究する自然詮員立とはな

にかを符い，その特徴・機能など会あきらかにした上で，はじめてつぎに，

ないし社会法ffilJJの問題をとり扱うととにする.ややくわしくいえば，

まず臨然法員JJ概念を一一ーとこれも歴史的に形成されてきたものである

その端初から現代における詩形態まで追跡する.すなわち，はじめに，

的自然法郎概念の成立と展開…ーその哲学的自覚化後ふくむ一一とについて

いつぎに，とくに現代物理学における法期概念会追求し，さらに

契機をふくむ生物還さ化論と法到j概念との関連について分析をおとなう.

そのあとで，

議をくわしく

第 2

の合語員立笠にかんする

るζ とになるであろう換

近世的自然法則概念

いし歴史繋学的論

上

第1節 「法記j と訳されている 3~O ツパ語の

についての研究を近世的自然法則概念の 研究からはじめ

にることには， もふれたように，現出がある.詞

はなくてなにか成る秩序をもっているという忌懇がふるくから

いろいろなかたち

霞然科学と

然法良Ij概念はラ

したことは， ζ こであらためで慾起するまでもない

もとにある ζ とを特徴とする現代の自

は，それとは結ひ、っかず，むしろ，

科学の成立とほぼおなじ時期にこれと密接にかかわりあいながら形成される

iといたった近世的信然法良ij概念とつながるものである.そしてi:古代以米の

按民JJ概念はといえば，その藷契機の或るものが近世的関然法見Ij概念のうちに

6 
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生きつづけるとはいえ， としてはそれは克服ちれて， 自然i法則IH既

に道をあけることになったのである.との挙擦は，しだいに示されるであ

ろう.とにかし近世的自然法員iJ概念の成立の過程安分較し，その

追求することによってp わたしは，現代の自然法刻概念を， 的かっ体系

的i乙，その端初において向鶏とする ζ とになるのである.
r 

どちて，ふつう Desc乱rt仰において本来の窓味における近段的自

は或立した，とみなされているようである.たとえば， Ma開設は.つぎの

ようにいう:

rDescartes t土，じじっ， r自然法民IJJ というととばと概念とを~j愛して用いる最初

のひとであったJ1).

Bork巳nau2
) もまた， Descartes における f近代的自然密部概念の誕生1につ

いてかたる. Topitsch3)は， Descartes における rr自然法長IJJ とい今 ζ とば

の最後的成功」をみとめる.わたしも， ζの認定にしたがってよいと考える.

，まずま，この「自然法則j の内容と特徴とはなにか，という ζ とで

あるが， ζζ では，機械論的，とだけいっておく，当面の問題i丸むしろ，

ζ の概念の Descartesにおける形成がどのようにしてお ζ なわれたかタそれ

がどのような諸力にうながされ・ないし器設され，どのような社会的・思怨的

しておとなわれるにいたったか，というとことである機 Pεscart忠告

の天才的頭躍に突如としてあたらしい法郎概念が穣永のようにひらめい

などという説明がまったく事実に!えしている ζ のことを認題としない

わけにはいかない.そしてフこの課題へちかづいていくいちばん吉然なやり

かたは，上にすでに示唆されたように，近自然科学の成立という偉大なで

きごとそ中心にすえて，それと結びつけて ζれを考察する p ということであ

ろう. しかしi::れとは別の有力なちかづきかたもあるのであって，わたし

は，ヱド章で，そういういくつかのこ Zころみ

いと患うのである.

を注意ぷかく検討してみた

それは，おおづ、かみにいって，つぎのような解釈のしかたである;

f閲然秩序の観念は，いつでも，現実の社会狭序の反映であるJ4)，

7 



ζ とろみ l 秋j潔

入閣が社会の政治的・法的・道徳的などの秩序にかんしていだく観念が2 世

界把握のための根本的図式として黒いられ，とこれが自然のなかへ投影される

{読みいれられる)結采として，自然法皇せという観念がうまれたのである，と

いうと:とになる.近1史的潟然法則概念の成立払このように説拐される.そ

れ安村iの立法という観念の萌産とみなす解釈もおこなわれるが，立法という

観念がそもそも社会生活の領域からとってこられたものにほかならず，その

立法者としての機能だけに校閲されるかまりヨ神という観念のそデノレは，ま

さに地上の支配者なのである，と考えてよいととになる.このようにして，

i詣;ヨヨ然法完諮j概j念念の成y立aと自然科学jお3よひo技術との鶏鱒lにζついては1家主つた

く一一……一なむしい、しわ

つばら重点否奇告おくのが，乙のみかたの特徴になっている.

このようなちかづきかたのねらいと根拠とは， r法則」のもとのとと廷であ

る3....0ツパ諮の単語の滋味をかえりみれば，おのずからあきらかになる.

というのはp 法則という事象には，とのようなちかづきかたをとにかくゆる

す樹原がたしかにあり，そしてそれは，つぎに示されるように， ζ

指示する「法則」ということばのうちにも反換されて意味としてふくまれて

いるから る.法則のそのような側面は，たとえば Galileiにおけるf諒恕J

という術認などでは表現されないものであって， Descart割において「法郎j

として採用されるととになヴたのは，十分にま議出があることである.

隠するわけである.ただし，それは，かれらがよの鋭部を

ただしく るものではない，

さて，子法主UJと訳されている近代ヨーロッパ語の単語の代表的なものは?

“law"と円Gesetz'“と“loi"とである.そのおもな意味を辞典でしらべてみる

ζ とにしよう.

[I]“law" 

((Oxford English Dictionary)) (1933)によれば，“law月は，“lex"の通常の訳

語であり，或る程変までは“jus"および“お必oc"のそれでもあるので， "law片

はそれに影響されると乙ろがあった，という.

品
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1. A rule of conduct imposed by authority. 

1. The body of rul巴s，whether proceeding from formal enactment or 

fromcustom， which a particular state or community recognizes as binding 

on its members or subjects.一一乙れは，つまり 1法」・「法律」にほかなら

ない. 2.から 8までをこれにふくめることができる.

9. The body of commandments which express the wil1 of God with re-

gard to theconduct of His intel1igent creatures.一一一乙れは，つまり 1神の

誠命ど・「律法」である.“naturallaw"(1自然法J)・“thelaw of reason" (1理性

法J)も，乙のつながりで理解されている. 10.-12.も， 9.とつながる意味であ

る. 13.はこれを省略する.

II. Without reference to an external commanding authority. 

ζ こでは， customとか habitとか correctnessof conductとかいうかつての

意味や競技の「規則rJJという意味などがあげられているだけである.

II1. Scientific and philosophical uses. 

「自然法則」は，乙乙に登場する:

..a theoretical principle deduced from particular facts， applicable to a 

defined group or class of ph巴nom巴na，and expressible by the statement that 

a particular phenomenon always occurs if certain conditions be present. 

この定式化そのものについては，こ乙では問題としない.これにつづいて，

つぎの説明がある:

11自然法則」ということばをはじめてこの意味に用いたひとたちは，それを神が物

質に課した命令であると解していた.この見解をうけいれない著者たちすら，自然

法則に現象が「服従する」とか，自然法則は現象をつくりだす[村1の意志の]代行者

であるとか，よくいうのであるJ.

乙れは，近世的自然法則概念の成立にさいしての「自然法則」と「神の命令」

との関連についての重要な指摘である，一一ーというよりも，見解の表明，すな

わち，解釈である.のちに Descartesについてこのような解釈を検討する機

会がある.

((Encyclopedia Britannica)) (1950)の説明は，非常に明快である.“law"のふ

9 



法長日織のここらみ l 秋潟

たつのおもな意味が区足立される:

(1) as a rule prescribed by authority for human action， 

(2) in sci記ntincand philosophic phraseology，設sa uniform order of se-

quence. 

そして，後者のiまあいには，“law"のいくつかの意味はすべて， rそれが立法

と関係づけて用いられるばあいの怠総とは ζ となりふたいていの科学では，

法則はただ「或る自然現象もしくはできごとの，或る斉一的特徴・ふるまい

かた・斉…的関連の定式北j であるにすぎない，という .ζ の斉…性が事物

そのものの性紫のなかにある

ζ う鴻べられる:

「科学では，つまり，波別ということばは，命令(animperative or a ιomm総尚

一一…総裁による裏うちがあろうとなかろうと……とはなにもかかわりがないことに

なる.自然現象が或る法員立に「したがっているj というのは，法との類誌に影響さ

れた不正織な考えかたもしくははなしかたにすぎない.J.

これは， じつは， r法jと「法郎」との関連についてのひとつの解釈なのであ

ものであるととが指摘されたあとで，

v
つ

ノ

¥

ょ

た

の

っ
こ

まら
く

る

わ

欠

っきり区別されてみると，この持者がそれにもかか

されるのはなぜか，それは滋味の内岳連関そ

のか3 という 法則概念の成:立についてい

えば， Descart紛が“loide la natぽ rという ζ とばをえらんだのはただの気

まぐれにすぎなかったのか，という疑問がうまれる.ただ「法」と

との認訴を強調するだけでは問題がかたづかないことは，のちにしだいにあ

きらかになってくる.

[II] "Geset話“の意味.

Grimm兄弟の <<DeutschesWδrterbueh)) (1897)によれば， gesetzは，

。一般的には， was gesεtzt . od. bestimmt ist， die bestimmung einer 

hδheren macht， des schicksals oder gott斜，を意味するという.そ ζ で，個別

的意味として，つぎのようなものがあげられる:

2) gebot gottes r村lの誠命J• r律注J.

功。brigkeitlichesgebot， verordnung， erl註szr法令J・

10 



人文科学論主義

4) die rechtsfest関係ung，lex

め vorschrift，regel， norm， richtschnur， nach der man handeln musz oder 

handelt. r続縦J'I規副J.とくに a)g巴S巴tzd位ぬrfurcht，vernunft， sittlichkeit 

「人倫の法j など. b) das伊 setzder natur 1自然法J. "n且turrecht“というと

とばが用いられていないと:とに，校三ましておきたい.

6) feste regel九泌 denensich die weltordnung， die erscheinung忠nder 

natur'" bewegen und vollziehen. 

ζれが rEi然設問」である y …ーちから 10)までは，省略してさしっかえない.

{(TrUbn記rsDeutscl児島 Worterbuch))(1939) Iとおいては 1賂法J'1神法J.r人

(1自然法J)パ伯母然法則」な

[III] “loi"の意味.

Littr忌のまDictionairede la 

22かかげ いる.おもな

されているめ.

Francauち記))(1878) Iとはヲ "loi" 

は，つぎのとおりである:

1. Prescription emanant de l'autorite souver乱ine

3. L邑slois de la n紋ur母， la loi naturelle r自然法J.

4. La loi divine， 1日sprecept昔話 positifsdonnes par 1設 revelation....L設 loi

divine， se dit qu記lqu思foispour la loi naturelle 

5. La loi anci在nne，la loi nouvelle 1モ戸セの法」すなわち と「ク

ワスト すなわち と.

8. La loi de l'Etat 

14. Command悲mentqui est fait par quelque auto:ritる f命令」ないし{法

20. Les lois de jeu の f規則J.

21. Les conditions necessairεs qui determin芭ntles .phenom色nes，le rap働

portωnstant et invariable entre les phね om主n巴sou entre les diverses 

ヴunmfme phenomをnεi自然法見IJJ.

以上が“law".円Gesetz".“loi"について辞典の告げると ζ ろである.

乙ζiとあきらかであるようjζ 乙のことばはどれも，日常生活・富然科学

11 



淡潟講義のことろみ l 秋篠

およびそれκついての哲学出論議において用いちれわたしたちになじみぶか

い「自然法関j であるばかりでなく，また，というよりはむしろ，もともと

は，宗教・神学における「神の誠命J• i穣法j であり，社会主主語の秩序ぞ規

離し法学の対象となる f法{律)J・「命令Jにほかならなb、(実定法かち隠別さ

れる道徳法としての「自然法j は，科学・法学の罵者で問題とされる主しか

も，意味の71J挙のしかたからみても， r自然法尉Jが時代的におくれて成立し

たものであることが，あらためで確認される.だから，ひとは， (1)乙の概念

の成立の事情を， (2)子誌則Jと「律i法j および子法(律)Jなどとの意味の内

的連関が法員Ij概念にかんしてもつ意味それぞれ絹わなければなるないし，

また，問う乙とができるのであるーそして，近世持議然法皇Ij概念の成立を，

tr¥lの立法・命令という観念によるものとして，また，社会生誌の秩序として

の法との類比によるものとして，結局は後者によって，説羽しようとするち

かづきかだには，

しているかどう

出がある，といってよい。そのような企て

るのが，次節の課題である.

第 2節 自然法則と

ここで検討しようとするのは，つぎの 4人の法則論である E.Zilsel，廷.

Kelsen， 1ζTopitsch， F. Borkεnau.いうまでもなく 3その説くととろ

はない， しかし，自然法見Ijという綴念が社会秩序・法そモデルとしていると

みなす点では，かれらは一致を永しているのである，

1. Zilsel について~絶対主義の法秩序・神の立法一一

ますぬ， Zilsel はきその有名な論文1ft挽強法則という説念の謹漂.](1942)

おいて，乙の概念のおもな源泉と

る(Maso廷による)η:

つぎのふたつぞあげているようであ

1) 16および 17世紀の

いう災践にもとづく

ち

2) とみる一一一クザスト

12 
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人文科学総長経

れはふるくはノイピロニア に由来する〉

きて r自然の という ζ とばを古代世界でいちばんよく たのは，

パピロニア人の緒観念ーーとくにその占Eニ術一…の諾響をうけていたストア

派の哲学者たちである.ストア派がさかえたのはp 古代の純対主義の時芸互に

おいてであった.すなわち，この学派は歩 Alexandros大王の時代lとおとり，

0 -マ阜市'たちのもとできかえたのであるーヰl世のあいだは， r芭然の法見IJJ

ということばは，あまり袋われなかった z それは，当時の社会の

実定法でというより もたれていたことによる.宣言:i.iま，そ

れぞれ転統的特権ならびに

し，その権力を及ぼしたのであった. 16ないし 17

とつよい権力をもっていて，

て支記したので、ある. 16 

擁護したこれは，かれならびに D記scartes

る諸領地にたい

ちは，もっ

とし

フランスでいちばん完全

におこなわれた政策にほかならない. rJ側ぉ Bodinの てのちわ

か40年で，宇宙の立法者としての神という D色scartesの概念が出てきたの

は，ただの偶然ではないJ. Bodinのほぼ 40年まえに， もうひとりのフラ

ンス人 Calvinが，神学の領域で，字獲を太初lと決定された諸法則にしたがっ

て統治する絶対的支配者としての枠という観念をつくりあげようとしていた

ことも，偶然マさはないかちしれない.--Zilselの説明は，このようなもので

あるらしいめ.

Masonは， ζれにつけ加えて，とこう述べている:

f特別に数主義的な「自然法見IjJという怨念が，もうひとつ別の孫泉からさfたという

ことがあっても，おかしくはない.それは，すなわち，かつてのハンザ澱翠のよう

な務人たちの国際的連合のことであって，こういう連合tti，悶墳なこえる自分自身

の漆…一数とおもさと尺度とを扱う法一…なもっていたのであるJ9).

然科学患想史としては最近の絞殺といってよいj と評せられているめ

とのように， Zilselの説を脅定的に紹介するだけでなく，これ

をその線にそって補強することまでしているのは，ざんねんなことである.

というのも， Zilselの説が， D記scartesにおける近ttl~的自然法則概念の成立と

13 



法郎総の ζζ ろみ 1 款問

いう の説明として，十分 もっとはいえないからである.その

E竪E討をつせずにあきらかκしよう.

Masonのつぎの記述は， JE織で，異論の余地がないから， ζれを論述の出

発点とする:

rDξscartes tま， gj然がそのぎ校体において誇会長刻で支配されていることを仮定し参

この自然言者法見u念力学の諸原怒と同一視したJlI¥

，ζ の事態が Zils白lの るふたつ うまく説明でiきるかど

うか，というととである.上の文章の能半だけをみれば，それはうまくいく

ようにみえる.というのは，絶対王制下の社会が法をもって統治されている

ように，自然も法(則)をもって初予づけられている「一社会生活からとって

こられたそデルが自然のなかへ投影される結果ζ のような観念がうまれると

いうことは，ありそうなことだかろである.また， Descartesは，よく知ら

Descart仰のつぎ l乙は，

を定めたとする考えを述べているめ.

J二村iという Zilselのふたつの種類の

にかんして，繭をだしている:

ているように，持が自然のうちに

自然法見せという

!¥ずなかち，務君が永遠なものと呼ぶ数学的真主主は多神によって定められたもので

あり，そのほかのあらゆる被造物とおなじしことごとく神に依隠するものであふ

ということです.…あたかも或る主がおのれの双還のなかにさまざまな髭を定める

ように，こういう裁を自然のなかに定めたのは科であるということを，いたるとじ

ろで綴言し公言ナることを，どうぞけっして怒れなさるなj1め.

これは， Zilselの解釈後支持するようにみえる証拠のひとつである.が，上の

Masonの文章の後半を考えあわせるやいなや，とこの

なってくる.すなわち， Descartes における自然法則は，まさしく

郊にほかえZらず， Dξscartesの吉然像は，つまり，機械論のそれで;:¥')る.とこ

きらかiζ

ろが，五障に存ずる支配秩序の自然へのうっしいれとしての，また，

としての神にあたえられたものとしての，自然の絵序，というととだけであ

るなろば，それが機械論的であるという ζ とを論誌するのに十分ではない.

ま あたえる法がどういうふうに の・機械論のそグ

Jレとなるのか.その論註のため Zilselがもちあわせていない乙とは，

14 
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かれが，古代の絶対主義のもとでストア派の「自然法則」概念がさかえ，近

世の絶対主義のもとで DescartesI乙「自然法則」概念がうまれた，と説く乙

とによって，乙のふたつの「自然法則」概念の根本的差異一一一乙乙では前者

が神の意志をあらわす事物の秩序すなわち摂理・真と善との規準というよう

に理解されていたことを想起するだけにしようーーをみのがしているところ

から，察せられる.つぎに，神の立法という観念と力学・機械論との関係に

ついてはどうか.中世の思想的伝統との結びつきをまだつよくのこしている

Descartes においては，神の立法による秩序は， .par巴xcellenceI乙は，むしろ

位階制的目的論的秩序として構想される方が自然ではなかったか.近世的自

然法則は，どういうわけで，まさに機械論的因果的秩序としてとらえられる

乙とになったのであるか.どうして Descartesだけが一一ーというのは，万物

の立法者としての神という観念が以前から根づよく存在したことは，いうま

でもないからーーとの観念によって近世的自然法則概念の創始者となるとと

ができたのであるか. Zilselはそれを説明する乙とができないであろう.

さらに一歩をすすめよう. Descartesの「力学の諸原理」とはなにか.r世
界論」によれば，それは 3つの規則である.次章の論述との関係で，乙乙で

は，そのうちのふたつの慣性法則(惰性律)をとりあげるととにする.すなわ

ち，第 1の規則は，広義の慣性法則を定式化している:

「その第1は，物質の各部分が，それぞれ，他の部分との衝突が状態を変えようと

強制しないあいだは，つねにおなじ状態であろうとしつづける，ということである.

すなわち，それ[物質の各部分]が或るおおきさをもつならば，それは他のものがそ

れを分割しないかぎり，けっしてよりちいさくはならないであろうし，もしそれが

まるく，または，四角であれば，それは他のものが強制しないならばけっしてその

形を変えないであろうし，もしそれがどこかの場所に停止しているならば，それは

他のものがそれを追い出さないかぎりけっしてそこから出ていかないであろうし，

もしそれがひとたび動きはじめたならば，他のものがそれをひまとめ，または，そ

れをおくらせるまでは，つねにおなじ力で動ぎつづけるであろう」川.

狭義の慣性法則は，第 3の規則として述べられている:

「或る物体が動くとき，その運動は最もしばしば曲線状におこなわれ…いくらか円

形でないようなものはけっしておこなわれることがでさないのではあるが，しかし，

15 



法皇5殺のととろみ 1 秋認

その各部分は，それぞれ，運動をつねに絞線状につづけようとつとめる.こうして，

それらの活致泣いはion)すなわちそれらが際分を動かそうどダる傾向 (inclination)

は，それらの運動とはちがうJ15).

いったい，近世力学の形成にとって定礎的な議;要性会もつ慣性法員立は，一朝

に獲得されたものではない.その送程は，次霊友lζおいてややくわしく追

跡されなければならない.そこに絶対主制の法秩序との類比・およ

としての神という観念が，積極的・前進的要国としてはだらく境問などあり

はしなかったことは，そのさい添されるであろう.それはのちの関題としよ

う.さしあたり，ここに Descartes自身によるその定式を患のまえにして，

つiまのようにいいたい.まず，絶対五艇の法秩序との委設比をそこから読みと

ろうとしても，それはむだであろう‘また，立法者としての神という

はたす役割安誇張することは，ただしくない.というのも，なるほど神は，

Descartesのばあい，物繋にたいする立法者として登場してはいるが， その

はたらきは製迭の欝詩だけにかぎられ，そのあと神は自律的に議勤し発展す

る鴎然にたいしてこ子渉する余地をもっていないからである時).すくなくとも，

においてはそうなのである.

め

'
た

1
U

ヲ。
だ

け
た

づ
機

さい あたえら という

Descartesが衿のすぐれた たよる

3つの規則をきら

おこなって

いると乙ろをみれば，以上は事実 るいいすぎであるという り

たちそうにも考えられる.ややくわしくみると， 。日scartesは，策1の規則

すなわち広義の漬性法則と第2の規制すなわち連動量の法員或る物体

が他のものぞ拝すとき，それは毘持にそれが問分から失うだけどP他のものに

あたえる乙としかできないし，自分のものが増すだけのものを他のものから

うばう¥11)ーーとを議議づけるために， r持のなかにある堅固 (ferm絞めそのも

のと不易 (immuぬbilit母とj をひきあいにだし， rこのふたつの議則は，あき

らかに，衿が程久不変であるということだけから出てくるのであり，神がつ

ねにおなじしかたで活動するから，それはつねにおなじ結果安うむのであ

る/8ラと主眼しているのである.滞 3の短期すなわち狭義のJ殴性法則につい
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では， Descart，邑S は，祈1が直線運動をしか創造しなかった誌を述べて，限誌に

たいする神の文詑が全車的ではない ζ とをすでにみとめてはいるが，それは

それとして，とにかく，かれがその力学の器本的諸法則を神のヌド設に由来し

されるものと けていることは，とれを文試上

としてすなおに しなけれ誌ならないであろう.

神の観念は Descartesにおいてこの毘題にかんして決定的な

もっていた，ということにやはりなるのであろうか.たとえば， Borkenaul
') 

は， rかれが窮極的には神の完全性からみちびま雪ださなかった自然注射は，た

だのひとつもない」という主主党である. しかし，そうではない，とわたしは

る.というのは， Descartesの愚怒能発農をたどってみると，かれがその

形市上学を確立するj芸誌に富然学の謀本法射を獲得していた乙とは，競う余

地がないめからである.すなわち，

たって姿をあら けなのであるね).

Descartesがなぜζ ういう議論議?もちださなけれ誌ならなかったかについ

ては， 17世紀のいわ沼哲学的風土，22)となろんぜ，結局のと ζ ろ敬皮なカトリ

ッタ教誌としてふるまうほかなかった Descartes錨人の条件均 i乙その説明

後みいだすことがで念るであろう，もっとも， r世界議JIζおける神

は，まだ fさぎわめて控え目であって Pascalのあの有名

があてはまる国がある. ただし， Ivlason2ののように，Descar秘書を灘科l論者

iこしたてるとすれば，それはまた不正確であって多かれは， r設界論jでえが

かれた自律的・機械論的隠然を全誌め判1の文況のもとにひきつづきつなgと

めておくという矛感ずる課題を，とこれ忠後，いわば良心の問題としてにせよ

外的事情lとかりたてられてiとせよ，立てないわけにいかなくなるのであり，

その解決後めよして苦露ずるのである 2へ
;;;;与、 かれの形而上学において，神 の説はしだいに徹義さ

17 



法則論のととろみ 1 秋閤

れていき，絶対者としての神の無限な力が強調されるのといわば反比例して，

物質は無力化され慣性をうばわれてただの延長にすぎないものになる (u方法

序説』・「哲学原理J)"').かれの形而上学の乙のような立場があの自然学の成果

と両立できるものでないことは，こんにちのわれわれには，あらためて注意

するまでもなくあきらかであろう Descart巴S 自身は，しかし，これが両立

できるものである乙とを示そうとして必死の努力をお乙なう.が，ひややか

ないいかたをすれば，それは，物体の本質規定に混乱・動揺・矛盾をもち乙

むだけのむだな努力でしかなかったのである均.だから，乙乙でかれのこの

血みどろの努力をくわしく吟味する必要はない，とわたしは考える.乙こで

は， Descartesの体系の構成要素のあいだの不斉合・したがって全体として

の体系の失敗を確認しておけばそれでよい.上に「世界論」に定位して自然

法則概念の成立と神の観念との関係について論じられたことは，ひきつづき

有効であり，形而上学における神の観念をもとにこの問題をあたらしく考え

なおすことは，まったく必要ない，と考えられる.白然学と形市上学とにお

けるふたつの「神」を混同しではならないのである.ーーさらに，U世界論』で

かれが述べたてる「神の全能とか恒常不変性といった空漠とした規定には，

物体の本性は静止にあるという中世自然学の法則でも，反対にまたデカ Jレト

式の慣性法則でも結びつきうるJ30) のであるから， そういう諸規定をおもく

みすぎてはいけないのである Descartesは乙こで「経験的に確証された規

則性を神の諸性質から出てくるものであるかのようにあとからみせかける演

鐸」をお乙なっているにすぎない，という断定叫には，不正確な点があると

しても，いずれにしても，神の性質をもちだすことが i[機械論的因果]法則

の絶対性を裏書きする手段にほかならなかった」向乙とは司まちがいない.

要するに， Descartesの慣性法則の定式化にさいして， Zilselのいう立法者

としての神という観念が積極的・前進的にはたらいたというととはない，と

結論することができる.

Zilsel については， ζれだけにしよう.

数量的自然法則という観念の起原についての Masonの上の補足は，安易
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人文科学務委譲

な患いっき以上のものではない.ζ の重要な総会について思いめぐらすから

には， r出;界の数学化jというおなじく歯許のおおかった過程ぞかえりみるこ

とがなけれぜならないのである，ぞれについても，のちにゆずる. 'dしあた

りここでは， Copernicus. Keplξr・G昌lilei・Descart部がお代ギリシャ

iと一一一それぞれ程変のちがいはあれー一一結びついた事実を，

殻告さ るだけにしておこう 8吟.

2. Kelse廷について…←応報の燦遜…-

Zilselが自然法則性の銀念一般の としていると解されるのにた

いし， Kelsenの論文 F応殺の原理からの諮梁法則の成立J(193告/40)3')は，近

世的自然法則概念の巽型である臨泉佐概念の成立後陣還とするものであるか

ら， Zilselの論考よりもたちいった考察になっており， Zi1selを櫛見し，上の

ような批判に答える簡をもっているであろう，と鶏待される匝 Kelseniま，し

かし，じかに近世時宗然法見Ij概念を扱っているのではない.国果性概念の成

立をかれは「古代ギリシャ人の日然哲学Jにおいてみいだす均. ということ

は，かれの見解が小論のテ F マとかかわりをもたない?ということでもない.

ギザシャにおいて成立した田楽性概念は， ]迂没自然科学の手でを3ういち

どとりあげられーそれ以来，量子物関ザ:の領域においてとこれに疑義が提出会

れるにいたるまで， r自然解釈の唯一無二二の関式」であった， とも述べて38ち

かれは，ぞれが近控全体の自然観喜子競定ずる法則概念にほかならないとと

みとめているからである.

さで，かれの中心治論点は，古代・近授を通じるこ 内容が

lζ (Soziomorphismus)31) Iζ規定されている，という C

とにほかならない. とれはどういう意味か.それは，イオニニア派もヱレア

も社会との類比iこしたがって騒然を解釈したとと 3竺 くわしくいうと，かれ

らが，まだ原蛤的法怠恕の射殺のうちにあるものとして393，原始的社会の根

られてい l乙

支配する (das Prinzip Vergeltung)J的安自然のな
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法則論のことろみ 1 秋閲

わば読みとむ乙とによって，自然の因果的法則性の概念を形成するにいたっ

たこと，を意味する.同害報復の原理とは，いうまでもなく， 1]おには歯を，

目には目を」という原始的法思想の中心的観念であり叫，一般化していえば，

罪には罰が課せられ善行には報償があたえられるという因果応報の原理であ

る. しかも，そのさい，原因としての罪ないし善行が罰ないし報償を結果と

してひきおとす，と考えられている. 1罪あっての罰」というこの原則が，や

がて， 11罪」あってこそのできごと」という原則へうつりいき， 1ここに罪は

原因となる」め. とうして，因果性の概念がうまれる. 円etwasverursachen“ 

の意味で "etwasverschulden“といわれることがあるのは， この事情をかた

るものである 43) Kelsenは，このように論じる.

因果法則の最初のテキストとみとめられるものとして， Anaximandrosの

つぎの有名な断片的がある:

「存在するものどもにとって生成がそれらからくるところのそれらへと，消滅もま

た，必然のさだめにしたがって向かう.というのは，存在するものどもは，その犯

した不正にたいし，時閣の秩序にしたがって，相互に罰をうけ償いをするからであ

るJ.

これは，つぎのように説明される:

「原因はまだ罪であり，結果はまだ罰である.罰を招いた罪として，原因は結果に

先行しなければならず，罰として結果は， 1時間の秩序にしたがってJ，原因として

の罪のあとに従わなければならない.この必然性は，同害報復の法の強制であり，

先後の時間の秩序は，罪と罰との)1原容なのであるJ"¥

すなわち，乙乙だけからも，因果性概念の内容として， 1)原因が結果に先行

し， 2)原因・結果の連結が必然的である，という契機を摘出する ζ とができ

る，というわけである. Kelsenは，このような分析を，ギリシャ自然学の発

展についておこなう.重要なのは，まず，iI]と罪とのあいだ・褒美と手柄と

のあいだに「ひとしさ」が存するという報復原理に由来するテ戸ゼ一一「おな

じもの同士だけが作用しあうことができ，原因は結果と「ひとしく」なけれ

ばならない，というテ F ゼ/6)ーーである.乙の思想、は，いろいろな変奏にお

いて，ギリシャ自然学の発展の内部でくりかえし表明され47) また，近世こ
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のかた，因果性lとかんする通俗的見解のなかに生きつづけてきた483，という，

しかし，因果性概念について Kelsenがとくに注目し問題視するのは，上に

もふれられたその必然性の契機である.との契機は，神的法則・神の意志の

表現としての Heral王leitosのあのロゴス則一一「世界法則j50) __のうちに，

あぎやかにつかまれ表現されている，とかれは考えている rできどとの必

然性一一因果性のこの本質的機能一ーとは， Herakleitos においては，理性の

人格化として示される或る神格の破りがたい意志である j51入さきに， Kelsen 

は， Anaximandros における必然性を同害報復の法の強制として解釈した.

ここでは，かれは， Herakleitosのつぎの断片(Die1s114)にみられる万物の絶

対的支配者としての神的法則の性格に注目する:

「分別をもって語るさいには，ひとは，ちょうどポリスが法で自分を強化するよう

に，いやそれよりももっと強力に，万物に共通なもので自分を強化しなければなら

ない.なぜなら，人間的な法はすべて，ただひとつの神的な法で養われているから

である.なぜなら，神的な法は，それが欲するかぎりどこまでも支配するのであり，

万物をみたしてなおあまりあるからであるj52¥

そうはいっても，しかし，乙の法則は，じつは規範である.というのは，そ

れは人聞が服従しなければならないはずのおきてではあるが，人聞がいつも

これにしたがうとはかぎらないからである:

「それゆえ，共通なものにしたがうべきである.しかし，ロゴスは共通なものであ

るのに，おおくのひとびとは，あたかもかれら独自の見識をもっているかのように

生きている」同(Di巴Is2). 

乙のような規範としての神的世界法則から，人間界の法則すなわち法がその

妥当性をとってくる一一一すなわち後者が前者に「養われる」一一ーと考えられる

ことができるのは， Kelsenによれば，前者が後者の「宇宙への投影」である

乙とによってしか，説明できない.そして，宇宙lと投影されたこの法が破り

がたいものであるのは，それが神の絶対的意志とみなされるからである.rあ

らゆる自然法 (Natur-Recht)の根本理念が，とこに定式化されているのであ

る」叫.ととろで，乙の法が報復の法であることは，つぎの断片(Die1s94)がこ

の上なく明確にものがたっているところである:
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法則裁の ζζろみ 1 秋濁

f太陽も限度をとこえないであろうーもしそうでないと，Dikeの泌手でoる巴rinnyes

たらにみつけだされるマあろうJ55
).

Dike 1ま，いうまでもなく予報後の女狩にほかならないのである 5叫ーだから，

f太騒がそれによってその私璃ぞ厳守する出菜、法則の破りがたさとは， Dilぼ

であり， 法議務の拘束力マあり， 規範的必然性なのである

Kels日nの論述はタわたしには以上のように理解される.

Kels合設によれば， をよ 同吻沿っ同り と

くなくとも Humeにいたるまでの

という町「ひとがながいあいだ

対的必然性をレいをし

神の，蕊窓え迭容E主;1にと由来しそのためiにこ破る ζ とのでiき雪な

絶

…

ゆ

令

市

、

一

斗

品

て

ト

と

議

れ

Z

こ

担

さ

川

田
ん
」
胃
h
J

関されてき?た，というととからしか説明でき舎ないのであるJめ.つまり，

社会の問答報復の諜涯の封税は， ζ のようにながいのである*現代の量子物

によって fこの絶対的必然性がただの統計的機率でおきかえられたj こ

とは，この原理に出来する九、ちばん濃袈な要素j が忠泉性概念からはじめ

でとりのぞかれた ζ と殺意味する開).

る1[，Kelse廷によれば，因果法~JHま，なんら もつも

のでなく，給路は Dikeの窓に出来すると俗じられる法規範の自然への投

にすぎない，ということになる，このようにして，罰

的目的論的投序という観念がではなくて， id!ζ司

員三官Eという観念:が， るにいだったのである，

というわけである.

古代ギザジヤの法思想もまた開害報復という設畿をへている ζ と，神吉守世

のあらわれ・…郊としての規制号をあらわすことばとして滋次に偽記mis

サ dike-ャthesmos→及。mosが用いられ， この流れはのちのストア涼における

神的ロゴスの思想につらなることγ ーこれは，法思想史上の事実としてみと

めてよいようである 6Q) まずこ， Anaximandrosおよび Herakl配itosの

という観念の基礎にある歓会型発想法は，ほかにも指摘されることがあ
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る叫. しかし， ζのような点l乙着目しそ乙から出発して因果性概念の成立と

内容とを説明するという Kels巴nのやりかたには，それでもやはり疑義があ

る.

第 1:古代ギリシャにおける因果性概念の成立を，このようにもっぱら，

哲学者たちのいくつかの断片に疑いもなくあらわれている社会型発想法から

理解する乙とは，あまり事実にあわないであろう.世界における事物・現象

の因果的なつながりというものを，ひとびとは，ほんとうに社会型発想法に

もとづいてとらえたのであろうか.一般に，事物の秩序というものを，ひと

びとは，はじめから，全宇宙を支配する神的秩序という壮大なスケ戸 Jレでと

らえたのであろうか. 日巴rakleitosのような卓越した特異な思想家的の水準

ならびに思考様式を一般化しようとするばあいには，とくに細心の注意がい

る.わたしはJ Kelsenの指摘がまったくあたっていないなどといおうとする

のではないが，ひとびとは，基本的にはやはり，日常生活，とくに，ものに

加工し乙れをかえていく技術の過程で，物質的事物ととりくんでその性状に

通じていく経験のつみかさねのなかから， しだいに因果性の観念を獲得して

いったのである，と考える.因果的法則性は，物質的事物のふるまいそのも

のが示す本質的傾向であり，これは，物質とのとりくみによってはじめて，

すこしずつ人聞に知られるようになる. ζ の事態は，:tた，当然，哲学者た

ちの意識に「自然の法則性」として反映されるようになる.いったい，技術

は太古からすでにあったのである.よく知られているように，最初の哲学者

Thalesが，むしろ「実際知」のひとであり，その倫理上政治上の知慧ととも

に，日食を予言したり川をせきとめる工事を指揮したりするなどの科学的技

術的知識をもっていたとったえられる町乙とは，イオニア的自然学の全体の

性格を理解しようとするばあいに，はなはだ参考になる.それは，紀元前 6

世紀までに，ギリシャ人のあいだ・ならびにかれらと関係のふかい西アジア

の先進諸国民のあいだに，物質的事物を統御して生活に役立つものをそれか

らっくりだす技術が，かなり高度に発達させられていた乙とを，したがって，

また，自然にかんする知識がかなりゆたかにたくわえられていた ζ とを，う
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法別論のところみ 1 秋間

かがわせるのである.そして，とこの予恕は裏切られない，たとえば， Child記

および「際史のあけぼのJ. Lilley r人類と機械の際交jのはじ

めの 3主主.Forbes の立および IIIないし IV・Dielsf'd代技

• Rutten rパピロニアの科学J64)などをひもとけば要それでもう十分に吉

代技術およひ、科学のたかい水準を承認することができ?る. F arringtonは，とこ

のよう ま つぎのように欝くことができたのである:

「古いイオニアのEl然留学者たちでは，その自然には客観的な秩序があった.この

イオニアの客観的秩序としての自然概念の生じたのは，ひとが技術の操作滋殺にお

いて成功約であるためには物質の土建設11ただしい動会にみずからを適応さ佼Q必要が

あったからであった.かれらに自然の会主会員当数という観念がはじるて生じたのは，

天体の遂行の秩序ただしさからではなくて，かぎりなくくりかえされた終草案からそ

れぞれの泰物にはそれぞれそれみずからの義務きかたがあるということをきとったか

らであったよーーすなわち，いでフじくはいちじくのァにからとれて，あざみからはとれ

ず，最もかたい青銅令えるためには銅に錫を 10にたいする 1の割合いでまぜなくて

はならず，ヱオクターブたかい音をさくた説うには弦のながさを半分?としなければな

らない，等々のにとの経験からさとったから弘之さある. 厳然~i:，無限に多種多事業であ

り器約巧者なものであるが，自分の法郊については一歩も譲歩しないがんとなもの

であるという自然様念rーとれが物質にはたらきかけてこれな操作約に統制しよ

うと試みる技術者たものいだく自然概念であるJ的.

ζ の伝統の最後 る Herakleitosも，例外ではない“かれにとっても，

事物の投手詩的操作においておもなはたらき手 (thechief agent)となっている

火を根木的元素とみなすことは，きわめて当然のとこととみえたのである町.

かれがζ の「永遠に活ける火j において佼界とその秩序・合法則性と

していた乙とは，おの印象的な断片(Diels30)66a)与を引用するまでもなく周知の

ことがらに媛するが，古ttギザシャにおける E当然法真JJ伎の観念の由来をめぐ

る当酉の問題にかんしては， ζ のととはやはりあらためで指織されなければ

ならない.つまり，わたしは，かれの世界観・ロゴス観のいわば担も，かれ

が一ーその出身かろいっても技術者ではなかったとはいえとにかく一一一或る

程度iましたしみ通じていた当時の社会の技術的地盤にほかならない，と

るのである‘ ζの点をみおとしている法学者 Kelsenの解釈は， したがって，

くなくとも一面的であるようにわたしには悲われる.一般に，イオニアの
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自 ちの のちに検討されるように歩それはそ

出をもち，また，とくにそ よび註界全体の神性というかれらに

特有の観念について考えるばあいにたいせつなものになってくる歩と考えら

れるのではあるが，因果践の鶴念・一般的にはお然法則性の観念の成立とい

う事実にかんしては，それに構成治・決主主的役割をみと設うることはできない

ろう.一一-Kelsen また， ζ うも議く:

fllま始人の神話的J思考においてのように，イオニア派兵守ニEレア派の官学においては

まだ，Iel熱v:l:社会との類比にしたがって解釈される.しかし，この類ぬは，還さ歩す

る観察とともにたえずゆるめられていく」的危

ように，イオニニアの自然哲学会もっぱらこのように社会型発売京?去

によるものとして解釈することには，わたしは賛成で念ないが，ととでは，

これ以上くりかえずまい.エレア派の自然観もまた符殺にみられるとことがで

きるかどうかについては，ととでは

主幹をかりに

られていく

るとしよう.との

なわち同

つまり， ζ の01関の詰

とともにたえずゆるめ

の患翠， これはさしさうたり

したものにほかならないが， との患翠は[原始人のiまあいとち

がって]いちじるしくその原像からときはなたれる三一ーということは，ど

うしてできたのか.Kεlsenの近づきかたにその説明の鍵をみいだすととはで

きない.イコfニアの自然学者たちにおける f綴察j の技術的議滋にとそ，そ

れはもとめられなければならない. またしても Farringtonが9 つぎのよう

ただしい解釈そあたえているとおりである:

fミレトスの学者会こちは，jとんなる溺然の観察議ーであっただけではなかった.かれ

らは自然の観察署まで名ったが，かれらの観察の綴i弘かれらがみずから滋る範囲の

し?としみ通じていたことによって，ナ~どく活気づけられ，かれらの注窓力

十主，とこのととによって方向づけられ，ii. tc.， 

とによって条件づけられていたJ68).

，このこ

しかし， Kelsenに とういう まったくないのである.一一一乙の Cと

から生じる説明不足を，もうひとつ，つぎのjえについて指摘するととができ

る.すなわち， r人間の意識の合恕!完成素 (Kornponente)が情絡的成索にたい
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法則論のこ ζ ろみ 1 秋開

して前進していくのにつれてムその対象の伎界が儲人の快と不快との

じかにかきたてる率物の範賠を ζ えて拡張されるので，界→罰の連結が原因

れるにいたる，とかれは書いている叫が，<::の f前進j

がなにを推進力としておとなわれるのかについては，やはりあきらかでない

のである.わたしのまきえではヲ上の事情は，人聞が自己の生活上の目的にあ

わせて利用できる事物の範囲を技術の需発によってしだいにひろげていき，

その過程のなかでしだいに客銭的世界の因果性をまなびとる，ということで

あり，このよう 頭とをいっしょにはたらかせることが「人組の

をもたろす，ということにほかならない. しかし，そう

いう見地は歩 Kels聞にはまったくないのである.わたしは，かれに安感する

ことができない.

とのように，古代ギリジヤにおける担架性概念の成立をもっぱら社会型発

もとめる Kelsenのやりかずこには，すくなくとも震大な疑義があるが，

さらに近世的s然法見Ij概念がそれの復活経浜とみなされるiぎあいには，

はもっとわるくなる.というのは，技義的経験と社会:型発翠法とをはかりに

かけるばあい，針ーがいちじるしく前者の方へ傾くこと

ど日号立のことという乙とができるからである.

このたび、はほとん

騒然認識にたい

しでもつ比重は，中世米期以後，

が近世初窓における

くらべいちじるしく増大する也 Dilthey

的思索との創造的絡会」を指檎してい

る7Q)のも， ζ においてである71¥ζ の多少ともくわしい叙述な

らびに評価は，次本においておこなわれよう.とこ

しるしておく. すなわち， r力学における Galileo

つぎのことだけを

Leonardoや

Tartagliaや Steviれのそれのように，技術(巴ngineering)において経験される

iと京IJ戦されていたJ72)し， Descartesの技指学的関心・研究のその

論的自然観の内容への彰畿は，周知のことといってよいのであJ.)72). Di jks-

terhu泌が述べているとおり，このような状況のなかで， f1J鉛しがたい物質と

のたえまないつきあいが，毘果性iこ7こいする欲求…を京IJ戟しないではおかな

かったjめ事情を，このたびはきわめて明確に， 中世末期以来の毅人・
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人文科学総幾

よび鎮金術者たちの実践について指摘する乙とがで念る.乙ういうひと

びと ζそ，JlI間:の協栄併合捜念を突盟会告に謹書し，その王議論化を準備したので

あった.との事情の多少ともたちいった解明は，しかし，こ ζ ではまだおこ

なわれない.いずれにせよ，物鷲の外部から ζれにj;iS報の捺灘がもちこまれ

た結果，日器i翠菜牲の概念がうまれるにいたった少などというようなことは，

についてはいよいよもって主張でiきないのである.

ととろで，近聞はじめの社会の技術的地盤が近ill:的世界像一般の訟立にと

っても とのようにおおきいのではあるけれども， ζ のものと古代ギ

りシャの知的遺産とのつながりという点については，上に述べられたことに

そむくようにもみえるつぎの事情をも，と ζ で指矯しなければならない.す

なわち，自然認識と校前的経験とのあのイオニア主主結びつきは，すでにどュタ

ゴラス派では失われている 75)がきかれらにはじまるとみられる

harmonia mはおむの思想一ーの伝統が，それはそれでまずこラまおしく 「経験

捨技認からの学問的理論の相対的独告性のゆえにfぺ疑いもなく，近世的自

さいの本繋的契機のひとつとなったのである盆それも

で永されるであろう.と ζでは，

的公正のために，そのことをも

の強調とならべて，

ヲ
-Q. 

第 2:Kel関口の主張は， Zilselの説鵠とおなじように， 自然法則概

とする詰尉概

ほかならないという事態を，説明するととができない.それは，い

わば外部からとの捻刻概念に迫るものであるが，その内部へたちいることは

できない.あの様性法足止の形成のj晶君は，志報の駿JFJ!の投影という ζ とでは

説明できないものである.

第 3:議後に根本的なとことがらとして，じつに法則樹念の通法J漫ないし

否定でしかないこのような議論会，法見Ij概念の総患の説明としてう

いれる乙とはで、きないのである. Zilselにおいては， 8

と

され前提されており，そ

において成立したことが，事実とじて認定

，その成立の由来が詫われているようにみえ
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また刻裁のところみ工 秋撚

る.ζ れにたいし， Kel開放のばあいには，古代ぞザシャ以来の社会型発恕法

が関来性概念の会内容を決定し，事提としてはできFどとの「規則ただしい継

起J(r・egelm誼βigeSukzessionYりが観察されるだけである，ということになる

から，客観主主罰然そのものに密符の因果的法際性という髄念は否定される.

おきてが自然のなかへ投影されうっしいれられる結果としての概念的

として，法出概念は説明されるにとどまる.この投影がお ζなわれな

ければ，法員IJ性もまたラない.挟写事務とその上にうっしだされた映像とが本

霊的には無関係であるように，自然と自然のなかに想定された法則性とは，

営的iζi習揺がない. Kelsen における自然は，法則牲をその富有の本質として

もってはいないのである.客観的実在としての物質とその運動法難という弁

証法的唯物論の見地がではなくて， r挙実jとしての感覚与件とそのあいだに

設定さされる関数関係という実読主義の観点が，こ ζ にあらわれてくる.Kelsen 

は，つまり，実証主義者にほかならない場 ζ の判定があやまりでない ζ とは，

もたちしたというとんに関数約な依存伎という概念Jの勝利を

ずこたえているそのま主述7めから きるし，さらには r論理的実絞主義の

Ayerが Kels邑廷に示している玖誌と悶m長崎とによっても，たしかめ

られる. Ayer ElJ私ふたつのできごとの必然的迷結をあらわす“must持を

fアニミズムのi毒物Jと解している 31)が，それは，実証主義の見地からは，

当然の ζ となのである.というのも?自然に間有の法知性をみとめることを

して，苦界を個々のできごとの無政府的状態として表象するJ2:LL，法員JJ

は，そとからもち ζ まれた素性のあや として，とがめだてられ

され非難されなければならなくなるからである.とのような

さ・ちかづきかたが，事実としての近世的白然法郊概念の成立を説明しよう

とするものでなく，この概念 るものでしかない ζ とは9 あら

ためていうまでもないのである.

3. Topitschについて

の法則観が法見Jjという るものでしかないという ζ の
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人文科学議主主義

わたしの知るかぎり，いちばん体系的かつをさ話的に示しているのは，

Topitschの労作「形而上学の超諜と終米1(1詰58)吟である.

とのグイ円ン大学教設は， V. Kraft にひきつづき間三「形琵上学の克HIiJと

いうグイ日ン学協のあの意罷に述i需を表明しながらj伝統的形龍よ学説を・~

意味…であるとしてわきへ押しゃるJだけでは不十分であるとし，

的思議舎の発生的経史的分析と批判と」 ζ そ必袈である p と主張する同.

ぞれ司会実行するための道具だては，比較的に箆単なものである.かれはこ

う論じる35>. 諸科学があつめたゆたかな材料から，明確で単純な線として，

われわれの存在の根本的事実 (elementareGegめenheiten)に根

の諸形態がみえてくる.世界というものはラ人聞にとって，さしあたりJそ

の いし人間たちにたいしてかれが評僚的かっ活動的にそこ

係するそういう としてできているものである. は， d 

しあたり，事物が自分にとってどういう意味をもっているかヲなにをそれか

ら期待することができるか，それにたいしてどうふるまえばよいか，を知ろ

うとする.かれは，そういう事物に心ひかれたりっきはなされたと感じたり

するし，それにまもられている感じそもったりおびやかされている感じをち

ったりする.事物は，かれにとって，したしみぷかく

無気味にみしらぬものであったりする.そして，

る患考詩形式は， ζ の評価的な根本的態変と

のものであったり，

ために用いられ

ているのである.

とおくはなれであるものと未知のものとは，無縁な奇怪なものという性格の

ものとされ，身ぢかlζあって日常よく知られているものとの懇訟で把握され

る‘或る現象が「説明されたJものになるのは，その現象のなかに，なにか

によく知られているものといくらか似かよった点が確認できる多と稽じ

られるばおいである. rそういうわけで，日;窓生活の事物とできごととが，

界理解のためのそデJレ表象 (Modellvorstellungen)というはたらきそするふ

原期的には，身ぢかにあるものはすべてそグJレ表象として使われることがで

きるのではあるが，しかし，文記的投書誌を演じるのば生命の社会的謹出な

らびに維持の一一一じかに総数され実生活で滋味ぷかく;総請でみたされた一一一
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法皇日織のところみ 1 秋関

ら借りてこられたあのいくつかの欝比Jである.すなわち， .(1) 

殖・甑生，成長・成熟・老北 e死という物学的過程を薮裂とする主主物型(bio雌

morph)モデノレ表象， (2)芸術的手ここ的活動すなわち techneからとられた技

(technomorph)モデjレ表象， (3)家主矢から国家へいたる社会的欝係なら

びに秩序にもとづく社会理 (soziomorph)モデル表象，がそれである. ζ の(2)

と (3)とは，われわれの図的的計画的な主主欲と行為とをモデルとしてつくら

れたものであるから，まとめて，

よい8s)

時 (intentional)モ いっても

さで， Topitsch においていちじるしいのは，人間が時としてとのようなモ

デル表象そ使って患考するととがあるなどと指摘するのではなくて，人関は

ほとんどいつもそうしてきたしいまもそうしているのである，とかれが史聾

しているというととにほかならい.すなわち， Topitschは，神話ない

においてはもとより，伝統的哲学においても，意識的ないし無意識的にとの

ようなモデJレ表象にもとづく思考が，おおかれすくなかれ有力であった，と

ている 81) とこれは，注誌に備いする観点である. 1とだし，との 3穫のそ

グル表象が没界把握にとっていずれもひとしい役割をはたして会た，とは主

張されていない橡 3つのそグJレ表象のあいだには，おのずからいわ

とめられるのであってう生物型モデノレ表象は，神話および京地中海と

インダス持流域とのあい?とにさかえた吉代詩文誌において，なみはずれてひ

ろまっていて有力であった附とはいえ，と:ういう高度文化の宇宙論の建設に

とって，ひきつづき怒らにヨ円ロッパの大部分の伝統的哲学の世界像にとっ

て， iはるかにずっと笠裂な・それどころかそもそも定礎的なj 意味号をもって

いたのは，技術型および社会型モデル表象κほかならないのであるめ. とに

かく， Topitschの最初の仕事は，諸民主矢のゆたかな神話のなかで，このよう

な 3程の「思考の根本王手式」会館:づけることであるめ.

法賠概念の成立にかんして重裂なのは，社会型モデル表象である. じっさ

い， Topitsch は，法爵についてかたる iぎあいには，もっぜらこのそ

安錆題iとしているといってよい.わたしもそ ζiととれからの論述の焦点をあ
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人女科学総集

わせよう.

人関がはじめから築盟主主活をいとなんで2きているのに対志して，

デル表象にもとづく苦界像も，きわめてふるい歴史をもっているのである.

世界ぞ翠解するための定礎的迎式は，家族という血統ょの・

体からとられた叫.血主主の始組かつ主人としての父もしくは祖父に対応して，

との上なく採始的な狩人および自 ちのもとにすでに，人間離族

の…一一それど ζ ろか万物の一司先制円五人としてのもろもろの神々があ

る.そして， ζ の衿々は，いうことをさかない子どもを支が叱るように，従

願でない被造物を決然となちうつのである. そういうばあいには r世界秩

は，厳格な父もしくは祖先が監視している家主矢もしくは血族の秩序と解

される.そこで，つまり， ζ のような京始的設識においてすでに， rつくるJ

J製作するJ・「形成するj などの技術裂モデル表象にもとづく

創成論とならんで， 1-支配するJバ命令するJ• r線設する」などの概念を使う

ることになる九柴田の支配者{室長長としての父・

としての設領など)がもろもろの強力でそれへの諮従・ぞれの漣守を集団の溝

に強制するそういう集盟主主活の

ぎり，ことに， Topitschとともに，法そモデノレとしこ

ることにより世界に法則性をみとめる ζとになる

みることができるであろう，

と呼ぶζ とができるか

に拡張し投

の，

古代!とさかえた務文化においては，おおかれすくなかれ整備された

をもっ王国が，世界指握のためのそデルとなっているー金字iおま，つまり，

ひとつの主匿として理解される. rその秩序は， {支i警と権力との・風俗と慣習

との・権力と義務との・褒設と処罰との秩序でおり，一設!としていえば，ひ

とつの完全な社会的役割議技 (Rollenspiel)であって，人関は，そのなかへ生

まれ，それぞ通じて，あらかじめきめられた f宇協における そうけと

るのである」吟.組々のiヨ然現象・そのあいだ -人間にたいするその関

も，社会長守モデルにしたがってま駁解される.

ζ のような事情をきわめて印象的に去してくれる慌のひとつは，わたしの
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理解ーでは，ユダヤ教・クリスト教の設界{象である.たとえば， r創世記jにも

のがずこられているソドム・ゴモラの滅亡は，畏然的災害を墜落した役E誌に加

えられた神による処罰として態解する考えかたを訴している鵠).主の祈りに

よってj選知の「父なる神」は，芸家長としての父をそデノレとしているのであっ

て，全字留は，つまり 9 ひとつの区大な家践としてとらえちれているのであ

る. r天自j ないし r:flpの国j のそグルは，まどれもなく，地上の王悶にほか

ならない，神ないしクヲストが立法し統治する乏にみたてられ，天使のむれ

は，その軍勢ないし録医たちになぞらえられている.裁判様変も， r最後の饗

判j の なiJ) されていて，つまり，クリストが裁判官の役裂を演

じることになっているわけである闘の.

Topitschは，共同生活のあたらしい包括的組織形態として菌家が成立し，

また，天文観測がすすんで患の運行のすばらしい一様性が認識されていると

とろでは，社会秩序と宇宙(世界)秩序との謂和という思恕一-rょにあるも

'

み

d

は

り

の

き

もあり，また，下にあるものは， にもある/4)一一ーがとくにはっ

けられる つまり， に拡張さ され

る結果 r宇宙の政治化J(Politisierung des Kosmos)がおとなわれて「社会

宇宙的世界議J(das sozIo-kosmisεhe Weltbild)が出環するにいたった，と説

く95) 予言内エジプト人ほか政アグアー一-Topitschの表現では「オザヱント j

る96) かれ

は，乙

ときうる. そ

. t乏謡ぞ解明するととにつ

して，

したものと

された，という ζ とであり主た， ζ んどはこのものが地上へ逆投彰され，

それによって現存の支配桧序が正当化され綴威づけられる;ぎあいがよくあっ

，地上において王が法律を

た， というとことである.

このような事情は， Topitschによれば，古拭から近世へかけての 3-ロッ

パ思想、についても指摘できるととであるという 97) ヨF ロッパでも，

ただひとりの支夜寝一一一時として太陽と民ーであるーーのもとにある

32 



人文科学論集

大な帝国として解釈され，そして，この類比が逆方向に後われて，地上の君主昔話ijr.t.

世界出際家内Telt金証at)の緩像としてま援鉾されるJ鵠¥

ぞれどころかp このような社会字措的世界像は舎 ヨF ロツノマの精神主主?還に，

ほとんど現代にいたるまで，決定的に参与し， ζ れをj議定する乙とになるの

であるめ. どうしてこのようなことになったのか，

ヨF ロッパ精神が，数千年のあいだ，このよう

うみだした

らびに設構型

よくうけつづけてきているというのは，いったい，

なにによるのか“それは， Topitsch!とよれば， ζ の世界把握のただしさ (Rich-

tigkeiのによってではなし その心理的効能 (psychologischeWirksamkeit) 

によってである，という町， この世界把握の効能とは，生活にとって

かいできごとの連関についての方向づけ，行為の規準，運命の打撃にうちか

たせるなぐさめとはげまし，である均a それは，しりぞけがたいと称せられ

る心情の欲求そみたず ζ とができただけでなく，人轄を政治的に支配する

としてもほとんど無制源に有用であった'9). Topitschがこ ζ でストア派や

;0;殺の自然権恕、想や史的唯物論などを念頭においていることは，ほぼまちが

いないと思われる 100). とれにたいして，かれは，こう考える.との恋向的思

考形式の誕の性絡があきらかにされ，それによってそれが事実に即しでは支

きないものであることが自覚される ζ とになれば，それは心理的効力>a:-

失って政治的実践的?とも使いものにならなくなる，と加入そして，この i!笠

らさまブダ ζ とJ(Entzau悦rungder Welty02) !こよって，るたらしく

MaxWeb問的エトス…-f冷静にまたおそれずにきびしい現実是正認識し，

譲歩はすべて おとすとととして ζ れそしりぞけるヲという

oc/03
)ーーがひとびとのものになる，と，

このような慾歯にもとづいて， Topitsch は，その研究の主要部分(S.95 ff.) 

において，つぎのふたつのことをめざしている，と解される:

(1) ::1 ~ロッパの法統的哲学が，閲アグアの誇醤畏からまなびとった一一“

あまり合理花されていずしたがってもっと具象的で生き住きした一一…主向的

世界把握の詩形態を多駆逐せず，ふかくそのうちにとどまりつづけ，ぞとか
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法則論のととろみ 1 秋窮

らすくなくない動機をうけつまず，時としてはそれとほとんど完全にとけあっ

てひとつになった ζ ともある という

いう事情からはどうしてもうまれないわけにいかないと

わせ，とりだして示すこと‘

めぐってそう

られる翻難とあ

(2) 社会秩序をモデルとして fあやまって」形成怠れる iといたった rt世界

法則J という観念の近世該博の 3~O ツパにおける諮形態一一自然法的諸学

• Hegel流の援史哲学など一一一後批半きすること.

だから，わたしは，いよいよと乙で，近世的弱然法則概念の成立とかかわ

りをもっ思想群の分析と対関させられるわけである.社会型モデJレ表象から

して指摘する観点から， Topitsch!ま，近世的関然法

長JJ諜念の成立をどのようにとらえるのであろうか.その検討をおとなうこ

ができるためκはp まず，かれのこのちかっ、きかたの威力がどの程変のもの

であるかを，みさ言わめなければならない.

(1) 綴序にしたがって， Topitschがヨ円ロツパの伝統的哲学のなかから

デノレ表象の影響のもとにあるものとしてとりだすたくさんの例のうち

のいくつかについて， してみよう.

まず， Kelsε誌が引用した Anaximandrosのあ

線用することができる.そ ζ にはたらいでいる

とζ でもういちど

ついては，

lζ諸家の磁認がある.たとえば， Th司 Gomperzは，そこに一切を台

る普遍的法秩序として時特に妥当していた，一切を缶詰ずる普識的自然

秩序の直樹j をみいだし， Joel!え そ ζ に「世界像の悶家化j をみ， J註eger

iま，そこではt世界が「事務の法的共同体Jとして去されている，と述べてい

るという 105).

Herakleitosのlまあいには，そ

の支援己力という とづく]

のとくに，梨、制限

をもっている，といわ

れる附).ζ の指識も，おなじく Kel詑 nが上に引用した訪日守(Diels114)にでら

して，主主認してよいとと勺あろう. 或る断j十倍iels72)106め iこついては

あるようにみうけちれる 107)が，ミ二 ζ まではたちいちず， To~ 
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pitschのいいぶんをー毅にみとめるととができょう.

~ら i乙 がふかいのは， もの」というー接的ないいかたによる

ものとしては An丘xir即日drosにおいてはじめて表明されたといわれあ 108)世

界露理の称性という離念をも，社会型モデル表象から説明できる，と考えち

れる点である. rトアペイロンは，万物ぞっつみ，万物の舵宅をとるj という

ー -Aristotelesがったえている一一一あの銑片山elsA 15)1蜘，)!とついて To-

pitsch (むこの“kybernan"を「為政J(Staatslenkung)と解している詩吟. Jae-

gedとよれば， ζ の f続どをとる」は， rつつむ」とともに， rSokrates以前の哲学

において最高原理の活動の表示としてくりかえし用いられる客認Jにほかな

らず多勃の舵号をとる」は， r万物そっつむJとともに r神f伎の本賞Jそな

すものであり， ζのことによっていアペイロンは， r最高の権力と支配との

にない手としてJ，神的なものとされているのである 109)から， ま?と， Hera目

kleitosにおける f語制限の支配力jをもっ神的法員三としてのロゴスという観念

は， Anaximandrosのζ の思想、の継読な る110)がら，Topitsch は，Sokra嗣

tes民玄ifの哲堂蒸すたちのあいだにいちじるしいアルケ日の神性という

をも i為政jという社会設!モデル表象からくるものとして潔解しようとする

ものである，といえよう. Kelsenのばあいには，報復のj議理にもとづく人間

されこの宇宙の桧が女子持!Dikeの恵、忘の表現とみ

なされる，というしかたで， H寸~rakleitos のロゴス されたのであ

かくつ念すすんでいる，った.ζれにくらべると， Topitschの

といってよいであろう.

1 

Platon デル表象をも煎いているととは，ことなる俗綴評価をあ

れるその理想園芸家との類比かたえら

を

r 1倒値の序列去

るものとして構想されている事情か

っつけのみののむの閲

た
人

え
予
な

h
h
v

そ

ら， ζれを気iるζ とがで苦ざる. このような

るものと

もつ心は， ζんどは，あの

化する役若手jを演じることに

なるが，これは，よくおこなわれる逆投影という手つづきのひとつの例にほ
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かならないのである日2)• 

近世的自然法則概念の萌芽的ないし先駆的形態とみとめられることがあ

る口町古代末期のストア派のロゴス観には，社会型発想法がいちじるしくみと

められる. Zeusと等置される乙とがよくあるロゴスは，また，古代オリエン

トの神話における神王のように世界を統治し管理する，ともいわれる 11.<) 宇宙

は， ζ の上なくうまく統治されている国家のように，正義の世界秩序でみご

とに組織されている 114) また，世界は，りっぱにみちび、かれている国家もし

くは農園である 115) それどとろか， rコスモポリス」の表象さえったえられて

いる.すなわち，宇宙はひとつの都市にほかならず，星はその市民および高

官たちであり，太陽は顧問であり，宵の明星は市長もしくは警察長官である，

と日5). 宇宙を支配する永遠の理法としてのロゴスというストア派の法則概念

は，このようなさまざまな社会型モデル表象にささえられているのである.

そして， 乙のようなヘレニズム的オリエント 116) 的思想、は，だれよりもあの

Ciceroの著作を通じてロ戸マ世界へったえられ，とれにつよい影響をあたえ

たのであった，と Topitschはいう 11η.

中世のクリスト教思想についても，社会型発想法が指摘される.Augustinus 

の「神の国」の構想は，まったくストア派ふうのものである 118) Thomas Aqui. 

nasは，宇宙の秩序を， ちょうど軍隊の秩序が将軍をかしらにとれへ向けて

ととのえられた秩序であるのとおなじく，その上にある目標すなわち神へ向

けてととのえられたものとみている.ただひとりの神が，よい家長もしくは

治者のように，乙の宇宙を正義の諸原則にしたがってみちびいている，とか

れは考えている山).乙れはすべて，その“lexnaturalis"概念の根抵にある社

会型モデJレ表象の例である，とみられるわけである.また，かれにおいても，

地上における国王の支配が，逆に，この宇宙的王国における神の支配に対応

するものとして正当化される，という指摘もおこなわれている 1町.くわしく

検討されなければならない点もあるいはあるであろうが，すじみちとしては

このとおりである，とわたしにも考えられる.

近世へすすもう Descartesが自然法見Ijを神の立法によるものとして説明
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しているとことについては Topi総chもしるしている 121)，さら iむ宇宙lこ自

法則と道議法皇IJというよ下にかさねちれたほl支持形のふたつの法則的秩序を

みとめる Kantの哲学が，みかけよりはずっとふかく社会字定的法統のなか

おろしている ζ とぞ， Topitschは主張する間入 Kantにおいてみられ

るのは， r数学的物斑学的思考と志向的モデル表象一一それによれば f自

長むとは神もしくは部の「理性的な」力の語司令として世界過程そ{例外なく

みずみま もって規定するものなのであるーーとの ;と

ほかならない問>.ふつう と評されるあの「コペjレニグス的転箆JIとつ

いて， Topitschはζ う書く:

「…絞約かっ必然的法則秩序の設定というそれまで学際的ロゴスが行使して

言告が，けっしておさをにJ支援?とは滋解でさない総額人的「鰐性」もしくは f玄議ー絞j

に，いiやふりil5てられた，すなわち，立法の務神的諸jJのもっとふるい詩形態か

らのその出所があきらかである法廷に，でああ j1Z3)，

むろん， Kar誌の思起には，とのような側車からばかりではなく，

理学的思考」という綴面からも，ちかづいていかなければならない.それは

のちの諜題としよう.

ととろで， ζのような社会型発想、法からどうしても出てくるま駁論的調難と

して Topitschが指擁するのは，ひとつには，ずでlこストアiJ誌においてみられ

るその法長Ij桜念のむなしさ・内容のな dであり山〉多ふたつにはp いわゆる摂

理論{自由意志論)および弁衿諭の名で知られているものである，稿者は， r惟

界法則j が f規範j ~こして，すなわち， rあらゆる人終的法則の源泉およ

であるといわれる絶対的もしミは宇宙的法秩序f均として，とらえられる

ときに生じるもので，ふつう指摘される「昌然法J概念の弱点である.それ

は，ただの f空文j(Leerformel)'吟としてとどまるか，そうでなけ

ーーしたがってもはや絶対的安当性をもたない一一一具体的規範舟容でみたさ

れるか，そのどちらかでしかない， Kantのあの「定議会守命令j もまた，との

ようなものとして理解怠れるのである 127) ちで，第2の箭題群については，

つぎのとおりである.一方で，世a界隈斑がただの規範としてではなく

そなえ命令し行動する宇宙的な力としてとちえられ，乙の衿的存在をたたえ
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その絶対的優越をうたいあげる要求にしたがって，世界過程にたいするその

立法・その世界支配すなわち摂理の全面性・絶対的必然性が強調されなけれ

ばならないが12へ他方で，道徳の可能性を確立するために，どうしても個人

の意志の自由が前提されなければならない.乙のふたつの要求は，あきらか

に矛盾しあうが，しかし，調和するものとして示されなければならないので

ある.また，一方で，神的世界法則・世界秩序は，当然，正義をあらわし価値

にみちた合理的なものでなければならないが，他方で，現実の世界の悪・不

合理・悲惨は，否定できない事実である. しかも前者が弁護されなければな

らないのである.Topitschは，この難聞をくりかえし扱っている.とはいえ，

それを解乙うというのではなくて，反対に，その論点は，いつでも，ヨ F ロッ

パの伝統的哲学のこの「永遠の問題J128) がじつは「みかけ上の問題i30
) でし

かない，ということにある.つまり，かれは，この難聞がどの思想家において

も結局はその社会型発想法から出てきているととを指摘し，神的立法者や世

界法則などという観念が，地上の王国の社会秩序の宇宙への投影の結果うみ

だされた幻想・錯覚として暴露されれば，上の「世界観的」大問題そのもの

が消滅する，と主張しているのである日り.これにわたしは賛成する.この 2

問題がとくに Descartes以後の大陸形而上学の発展にとって重要な意味をも

っていた乙とはたしかである 132)が，しかし，ストア派のばあい133)や Plotinos

のばあい13りなどを無視する乙とは，ゆるされないであろう 135) 一般に， I世

界法則」について構想されるところではどとでも，自覚されているといない

とを問わず，上の困難が論理的事態として存立していることは，とれをみと

めなければならないであろう.

わたしは，以上のような Topitschの議論に基本的に同意する.太古以来の

社会型発想法がヨーロッパの伝統的哲学のなかに根づよく生きつづけている

ととは，疑いをいれないし，それにもとづく世界法則が道徳の規範として解

されるばあいただの空文でしかなしまた，それが神の全面的・必然的支配

ないし神の正義の表現として解釈されるばあいに生じる「永遠の問題」が，

との社会型発想、法と運命をともにするものでしかない乙とも，まちがいない
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ところである.

(2) 近世の震史 いて， Topitsch はつぎのよう いる:

Fいわゆる「精神諸科学の自然的体系j136)から市民的啓蒙をへてマルク

幻レタリヤ纂命潔翁にいたるまで，側{渡会王室約「燃性的位界法員IjJという

室長がわれわれのおともをする.この表畿は，フランス禁容;家家が Ciceroやそのほか

の予言終的著作家主こちからうけついだ natur日とかねisonとか ordrenaturelとかし、

うスロ…ガンの主義援護?となっているし， rB養失約進歩の法則J.ヘーゲル約?ルクス主

義的刻印さどもつ歴災口ゴス (Geschichtslogos)の傍仰の慈礎にもなっているJ'3η.

もしるしておいたように， Topitschがとこで[斗近世の自然法的宗教・

道徳・政治・経済学設と{時四世紀以降の震史哲学ならびに史的唯物論とを

おも においているととは，あきらかである.そういう

じっさいにはありもしないーーまさにそのゆえに価値があり

ましく努力して獲得するにふさわしいというと:とになる

，すべて

であり認

・法

則性を世界にみとめるものである 138)から，心舗にふかい満足をあたえるし，

とれ惑をふるいたたせることもできるのである，とみられているわけである.

わたしは，麗史的発展の法則性という議念を中心とする [b]の龍題群を，

1主主で主主べたととろにしたがって，のちの殺でとり扱うつもりである. ここ

では，[a]の について Topitschが論じているととろ 13引を， に検討

しておきたい.

の告然j会意識はヲはじめは f自然神学」としてあらわれたが，やがて

諸家と社会と経済とにおける「自然的教序j という問題を，その主要対象と

ずる乙とになった.ぞとに提出された議論の水準は， Topitsch によると，

fIi; . 4ttきの水準をこえるものではないという.

f…社会における ordr忠 naturelという学説の鐙焚的成功は，警察突におけるそれの

紅明理由の怒揺さによるのではなくて，この学説を代表する社会諸勢力の力選主役に

よる.上昇するブノレジョアジ…と自治国家とは，ふるい教会的封磁的秩序と神学お

よび伝統の精神的役界とへの従j潟会やゐた.そのさい，かれらは，浴日の努力と欲

求とのための一一生渡的な理論的幾重きというよりはむしろー…効果的なジンボルを

さがしもとめ， r自然jもしくはf潔性jをひさFあいにだすことにおいてそれをみつ

けたのであるJ"叫.

この批評はあたっているように恩われる.なるほど， ;Jitきの岳然法は，
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的にはすとしも独創的でなくヲストア派にみられるような空文をたとえ

ちがうみだしたりはずる Hりのであるが，そのような議文にしだい

ブルグ g アジ F の踏級会古利益・惑さ求があざやかに読みとまれていき，

それは，やがて，絶対主義をたおす革命を準備するシンボルにまでなってい

ったのであるーつまり，かれらにとって， r脅然j は， iあるがままj の事実~

の総体などではなくて，そのj綾毅的利益という説点かち「当然そうなくては

ならないj とみえる事物の秩序， しかもじっさいには様力をもつもの

かれらIel身の利益のためにゆがめられており，だからとそ革命受通じてとり

もどされるととがどうしても必要な秩序叫，であり，そういうものとして規

になうものであった14め.ほかなちぬζ の点にこそ， ;>迂設自然法思

想の特徴はあるのである.

ζのような経議の一端は，まず，tことえば，あの Ad説mSmithの自

和の翠怒i乙示されているで請うろう.個人の科益追求と公共の議社と

「みえない手j にみちびかれでもたらされるように世界はできてい

る，というかれの確認は，産業および取引の発達によってすでに地歩をかた

め，罷家権力の介入をしりぞけてさらにいっそう活動の範囲をひろげようと

めざす，先進草委イギリスのブルグョア V~の成果と麟塗とを武映している.

それこそ，地上の三とをモグJレとする fみえない司王j で保持される合理的悦界

の実質・内容なのである.

ところが，国王の絶対的地位が確立しラすすんで王権神授説さえうまれる

にいたっfこフランス

ろげるために? とこ

ブノレジョアミ/~は，その権和をまもりかつひ

とたたかわなければならなかった.そのさい，

ブルジョア V~ ，ま，その要求を普通告さ人能性にもとづくものとしてかかげ，

その縫科をまさに天賦の人援すなわち「自然機j として意識した‘ f近世の

自然法理論は，ほんとうに言って，すこしも法の理論ではなかった.それは

権科の狸論であった.民ーの詮詩的表現にかくれて，ひとつの議大な変化が

生じ?とl4ち.近の自然法は， r実定法にたいする儲綴尺宜Jとして法学者や

く住米の概念ではもはやなくなって，
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としてMべ「近世人が既存の制度に挑戦するため に長潟できるよう

な解放的E表現J"') • r:容政制度にたいする革命の指導援強汁乙なっていたの

である.ここに，理論が斡繋的な力にiJiiftするケ{スのすばらしい実例をみ

ることができるーこの「政治的自禁法yりの論瑠的構造と震史的成功と

のような評街において， Topitschはただしい. ζの理論は，本駿的i乙，

にみち合践的な規範的密葬秩序の存;立を社会型モデJレ表象にもとづいて確言

する，古来の「設界i法則の形而上学fめのj丘f附仰とほかならないのである.

とれをもって， ヨF ロッパの古典的哲学と近世社会学説との基礎について

の Topitschの分析にかんする簡単な検討をおえる.かれの佼奈は一般に成

功しており，そのやりかたには議カがある，一一ζ れがわたしの;隊見である.

では，その射程はどë:.'~まで達するものであろうか.

Topitschがヨ戸ロツノf思想史のいたるところにみいだすと信じているのは，

乙れまでにその…端が去されたように， r世界法員IJJにたいする根づよい霞郊

である.と乙ろで，近設的m然法則概念とか近世自然科学とかいわれるばあ

いの自然もまた，との「世界jの一部ではないであろうかーとすれば， Topitsch 

は， r世、界法掛j の1形態としての近世的自然法郊の詔B誌ないし成立・および

その成功をも，社会空発銀法にもとづくものとして説鴨し拡務的に評価する

ことになるのではないであろうか.そこで， Topitschによれば，近1並立降の

鹿然科学もまた，本営的には「世界の神話的解釈JJ51)のひとつにほかならな

い，ということになってしまうのではないであろうかー一一一じっさい，Topitsch 

の研究に接しているあいだ，わたしの心をとらえつづけていたのは?ではこ

自然科学の主主球における自然詮躍をもとのように理解するつも

りなのであろうか，という であった‘わたしのとれまでのながい技述は，

ひとつには，およそ法則的なものについてかたる ζ とのできそうなばあいに，

いつでも，どの領域ででも，社会型発懇法ぞかぎつけみつけだしてくるかれ

の方法論にてらしラわたしたちの心にとのような疑鰐が必然的にうまれてく

るわけを，かれ自身の分析の実街の偲示を通じてうきぼりにしたい，という

意閣にもとづくものなのである.一一一この ζ とを申し述べたいま， わたしは，
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とれから

る.

Topitschの虫然法則観にじほ、っていくことができ

それをあらかじめ要約して示せば，つまずのとおりである;

(1) 報復原斑かちの潤果的自然法関概念の成立(いいかえると，後者の前者

への還元)についてかたる Kelsenとはちがって， Topitschは，

の とえば臼 近世的問然法見Jj~ニ きびしく註到して

いる.おなじ というととばでいいあらわ会れているとしても，闘

iま， に社会裂発想法とは関係ないものとされている.だから，

Topitschは， Kelse誌のように， r!3然法長JjJ わるい怨念ででもある

かのように扱いはしない.

(2) が，結局，自然法則は， Topitschのlまあいにも 2 実証主畿の立壌から

とらえられる総菜， Kelse誌のiぎあいとおなじく，諮:観的自然そのものに

の諸法則としてはなりたつことがで¥l'cないのである.

わたしは，仰には賛成するがき (2) には承服できない.その理由をつ ~Iζ示

したい.

まず，近世的自 が f世界法具JjJ から区却されるというとことには，沼

げをお ζ なう ζ とができる.Topitschは，この

だしくつかんでいるようにみえる.近設のはじめに，科学研究は，

という 3 モ ちはなれ， r原員IJ的に民の

かたちの世界説嬰j ごをこれに対援した，とかれは述べる1均.もとのモデルで

あるふるい支配機構と手工業的製造方法とは，

術的文明j に駆逐され，前者の身ぢかd.したしさと生活にとって

かさとの消失とともに，あの 3穏のシンボルの心理的説努力と情緒的作用と

もまた浴滋したのである 9 という 152).乙の記述は，つ tぎのように読めよう.

近世力学とともにはじまった自然のあたらしい機械論的理解が，それにもと

づく工業の成果を推進力として，古来のそデノレ表象にたよる

究から駆逐したのである.やがて，機械論的世界畿の全面的勝利の待代がや

ってくるーその過程において，いわゆる「世界法見:jJ の線念は自明性そ失っ

42 



人女科学言語集

でいき，世界の法射性は，そういうものとしてはとらえられることがでさな

くなったのである，と.

Topitschが註界像のこの偉大な転換にささいしてとく

じた投訴とを決定的なものと評織している ζ とに，わたしは ζ とで龍目してお

きたいと思う .ζの趣悶はラJ.lIJの欝i汐?でもはっきり述べられている肇すなわ

ち，かれによれば153〉，近器:社会の

こしずつ発展ぢせられて念

あり 9 近i主:科学の認識日標・

にあたらしいものJとは， 14 

とで

デJレは，志!匂的陛界把握のそ

れとは経理的に ζ となるもので， ζれを批判的に考察し分析することどをゆる

すものではあるが，その研究成果の技術的応用とそれでひきお ζ された社会

とが， 'ボi勾的世界像の類比の出ど ζ ろであるあの臨始的根滋的な

主主語状況を深刻にかえさせるととになったという もっと重大な

結果をもっ ζ とであるかもしれない，というのである.わたしも多そのとお

りであると怒うー ζ こでは， Topit語chは，ほとんど史的唯物誌の

つでさえいるのである.

いうまでもなく，世界像のとの偉大な転換…ーすなわち機械論的世界像の

成立一ーは，つぎの主総で論じられるように，中隊末期から準備きれ，諸カの

からみあいとして進行する?ながい遇税である.突如として近ぎ:的位

したのではない. Topitschは， その創始者のひとり Cop邑rnicus

において，ご主嬰論拠としてではないとしても説羽ないし織強手投として，そ

もとづく記述が用いられていることを指摘している出入 それは

Copernicusの fじゃまにならないJ・乙のことは，道世的世界像革綴揮の思

想史的状況をよく象徴している.それはひとつの過渡期でおって9ζれに揺

る Cop位 nicus ま，ふるいちのとあたらしいものとをあわせもっているむ

けである.だから，かれの保守性を強制することもできる 15りと [j討をに，かれ

の

ある1珂〉司

る乙とは，やはりひきつづきおこなわれてよいので

自然科学は，そういう時代に，とのような証人たちの乎で，"9

ζ しずつつくられていき，しだいに していくのである. Newton 
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の出版の年 (1687)をもって， I世界像の機械論化」が原理的に遂行された時点

とみなす ζ とができる 157)が，この Newtonにおいても，よく知られているよ

うに，近世初頭以来の特徴をいくつか確認することができる. しかし，重要

なのは，かれが近世的機械論的世界像の諸原理を体系的にまとめあげたとい

うことであって，かれが世界や神についてどういう形市上学的思弁をお乙な

ったかということではない間的.

以上のことは，この世界像の中心概念としての「自然法見IjJについても指

摘できる.近世初期のなおつよく社会型的な自然哲学における法則観にふれ

たのち， Topitschは Iそもそも自然経過の恒常性をあらわす乙とば「自然

法則Jは，動かすことのできない法で秩序づけられた巨大な国家として宇宙

を把握するととからしか理解できないものであるJ，と書いている 158). とこ

に，かれがーーのちに示されるとおり一一このことばを使うことをいさぎよ

しとしない理由がある.が，上の認定は，言語表現としての「自然法則Jの

近世自然科学成立以前の時期における使われだしかたについての説明であっ

て，このことからただちに，近世自然科学の根本概念として確立されかっ現

代にいたっている「自然法則j がp あの「世界法則」とおなじもの・ないし

その 1形態としてとらえられなければならない，という乙とにはならない.

Topitschもそんな乙とを考えているのではない. たしかに，乙の乙とばは，

社会宇宙的表象にもとづくいろいろな解釈をうけはした1日)が， Descartes に

おけるその「最後的成功」ののち，それは， Newtonの手で「最終的に近世

自然科学の用語 (Vokabular)のなかへとりいれられるにいたったJ'叫.とい

うζ とはすなわち，それが，社会型モデJレ表象を排除する機械論的世界像の

根本的カテゴリ戸を指示する乙とばとして，この世界像のいわば原理論とし

ての古典力学の内部において市民権を獲得した，ということにほかならない

のである.乙の乙とばは，つまり，その社会型の起原とはかかわりのない理

論的客観的内容を，ととにあたえられたわけである.だから，わたしたちは

科学的概念としてのこの「自然法則」について論じるととができるし， To-

pitschもまた，実質的にはそれをおこなっているのである.
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では，かれの自然法問答は，じっさいにどのようなものでおるか.酪述の

とおり， Topitschの関心は，おも i乙近段以降の社会観・藤史観lζ向げられ

ているが，近世自然科学ならびにほ陛的釘然法員.iJ概念についてのかれの

をさぐることも，それほ マはない.かれは多いちばんまとまったかた

ちでは，こう警いている:

f中世戸長期以来，とくに 17世紀以来，

しようとはしないし，社会的規範をあたえようともしない.それは，じっさいので

きごとの綬員立ただしさ (Regelm総igkeitendes除tsachlichenGeschehens)をたし

かめようとするのである.渓る現象が，これに先行する一定のできごとから，一般

的綴刻のたすけなかりで，推論されう予言されることがでなれば，その現象を自然科

学は説秘されたものとみなす，志向的モデルがよび総こすようなf熟知としたしさJ

(Ver仕組theit)の感情は，ここではどんな役割さとも演じなしL 行為との類比を放逐し

たあと，自然科学の基綴づけの諸逮関は，おもに，度畿と測定の指示(operational

definitions)との結合でできていて，とれは，もはや，道徳的もしくは政治的諸概念

とは，ほとんどなんの関係もないのであるJ1G1
).

ζ れだけの記述からでも，注意するにたりる論点をいくつかひろいだすこと

ができる.それ在っさずにt比率守的に検討してみよう.

(1) 近世自然科学とそデル表象にもとづく従来の臨然観とのちがい

されている.とれは，そのかぎりではただしい.

(2) 近世自 もしくは機能が， fじっさいのできごと だた

しさをたしかめることJIとあるとされている. Topitschは， I法期;とか f法

員Ij性j とかいうことばを，科学については用いない.たとえば，

たすけをかりて鴎然と社会とにおける議;大事の発主主を予言しようとつとめる

むかしの白星絡が，ほかの衿諒約世界像よりも，そのよう ゆ

えに，のちの自然科学にちかいところにいる，と述べるなかで， Topitschは，

っさぎのように寮く:

fとのような予言言は，緩察されるいくつかのでさ?ごと一一大宇宙のそれと小字沼の

それとーのあいだに恨予言釣梼係が発見されるばか、にしか，でf!ないのである.

とところで，経験の内容のあいだの関係の発見付託 Entdeckungvon Beziehungen 

zwischωErfahrロng思inhalten)こそ，科学の中心的課題にほかならないj162)• 

また，かれは， 1王立meが f昌然法見.iJ'訟の「古典出J概念j を批判した Cとに
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ついては，つぎのようにしるす:

fかれにとっては， r数りがたく普遍的に妥当する必然的な自然法長IJJというものは

なく，経験的緩知数と確率とだけしかなかった.むろん，狂むm告の論議Eは，いろい

という義務情を，おび

やかすようなものではなかったのであるJ163¥

このような簡所をも考えあわせると， Topitschがあの Kirchhoff流の自然法

もっている乙とについては，とくに説明必要しない.関果性概;舎を適

用して自然現象与を斑解する ζ とは， Topitschにとっても，科学の仕事ではな

いのである.どうしてそういうことになるかは， (めで示される‘

(3) r説轡j というととが， r…般的規則JIともとづく予言として，とらえ

ちれている.予言可能性については，かつてグ 1~ ン学問で， i2霊祭俸との関

されたことがある.むろんここでは，<::.の爵惑にたちいらないで，

ただ， r説明jのこの説明が翁理的経験主義につ与なるものであることだけを

指請しておく.

(4) 近器;鈴自然科学の方法の特繋を， Topitschは， Bridgman fζ由来する

いわゆる (operational point of view)としてとらえている.とれは，

(2)ととも lと， ある.操作主義とは，要するに，

どの呉体的手つづきを明記し，こう

とじっさいに総定された物理量とだけから

学的世界像を構成しよう，という議にほかならない.ζれは，特殊相対性:

理論がそれまで素朴に関明のこととして扱われてきた絶対空間・絶対持関の

しないものとして追放したという

にもとづきしじっさいの操作で定義できない概念はとれを科学班論のなかへ

しのび ζ 法性まいとするものである.科学者のき戒としては，それはただし

い嬰求をふくんでいる. しかし，科学理論の梼成原理としては，操作主義は，

ただちに結びつく，ないし，それとしてたちあらわれる，なぜな

らフ f絶対空間」などを科学から追肱しなければならないのは，それに

的意味Jをあたえることができないからであるが，それとおなじ理由で，

人の感覚約批界をこえて存在すると主張される
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樹立s熱jーーという懇念もまた，科学から追放されなければな与ない ζ とに

なり，そこで， ょっ にあたえられたデ円タだけがひとり

だちさせられ絶対住される ζ とになるからである. Topit詰chにおける 「事

.fできごとJ・「経験jなどは q 実証主義の意味でこれを理解しなければ

ならない.そして， ζ の実澄ごと義からは， (2)でみるれたとおり，感覚のデ日

夕のあいだの説則性会史皇室とすることしかできないのである纏

以上の検討によって， Topitschも3また実証主義者にほかならないことが，

あらためで確鐙されるー

Kelsenは，国果的自然法見せという概念ぞ索性のあやしいもの

として扱った. 実紅主義者。 Topitschは，自然法員三概念の適法性そみとめは

する. しかし少なにが自然法則と解されているかといえば，終建的経験の内

だしさがそれである，ということになる.客観捨el然そ

のものに臨有の自然出兵Ijという嬢念は，やはり，否認されているのである.

わたしがζ の結末に禁成でさ雪ないのは，つぎの理由による.あの綴範的「世

界法郎j と近世的自然法宣言とのちがし、をただしくも強調するというととから

は，後者を実註ヨ三義の立場から解釈しなければならない，というととは出て

こない， そのように論じる ζ とは，論湿の飛喜重守合品うる.

には，沼訟法fUの事実性が対置:される. ζ の

解釈されるには及ぜないのである.事実とは，

;と

自然が客観

的に存在しているという ζ とにほかならない.感覚的経験の誘導援は，これに

くらべれ試，擦2次的なものにとどまる.そして，唯務誌は， ζ の客観除慰

みとめるのである.ζ の:立壌においてだけ，自

，かつて成立し，げんに存立し成功与をおさめているのであるが，と

くに，技需とそれにもとづく会議業が，唯物論のとの長i然法則観のただしさ

を註明しているといってよい.というのも，

的故知性の意識的適用にほかならない164)からである.Topitsch は，さきにみ

たとおり，;!I設的世界像の成立にとっての技術の巨大な影響を認識している

のである.にもかかわらず，かれが実証主義の f法郎J織を展諾していると
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いう事情は，;iζ とに脊際なことと考えられる.

しかし，もっとっきつめて考えてみれば，それが奇怪でも不斉合でもない

ζ とがわかってくる.かれ自身としては，論理の飛躍はないのである.かれ

は r世界茂監j を攻撃する ζ とによって， じつは，

e必然性の 3契機を攻撃しているのである. r世界法則Jのそグノレは，王国

の文配秩序であった.況が制定する法律や命令は， (1)主潔の全領械におい

て会人民にたいし効力をもち{雪逼性)， (2)人民にとってその淵上を賞徹する

にほかならず{客離性)， (3)人民に無条件の服従を強昔話する 165) (必然

性).ζ のようなモグルから のなかへもちこまれた上の 3つ

Topitsch は，

るのは，

とするのである.かれが!世界法郎j を攻

あり幼維であるというだけの怒密からではなく

てr.の 3契機がじっさいに混論告さ間離をうみだす条件になっていると

られたからである.それを示す典型的なケ円スが，あの摂理稔および弁神論

の問題にほかならないー両問題が f世界法則Jの3契機とのからみあいを通

じではじめて本来の間離をあらわにしてくるものであると二とは，さきに指摘

されたと乙ろによっても，あきらかであろう.だから， r没界2会長IjJfζたいす

るTopitschの若手難には十分な理由がある，というととがで念 Q.そして，そ

こから，ぞれとは際理告にことなると強言語される近世的自然法郎が，この 3

としてもつものであってはならない，と られるようになるの

も， だけで rtを界J Topitschと

しでは，当然の論理のはこび、である，といってよいのである.

ζれは，しかし，どこまでも，かれの実証主義に条件づけられている

であって，わたしとしては，

つうただしくも帰せられている

るζ とができない.近世的自然法おにふ

-必然的安当性という特徴は，

「世界法主iJJのiぎあいのように，そのもとに持する王還の支配秩序というそ

由来するのではなく，客観的実在としての自然そのもの

Gくるものなのである. さきに Farringtonが古代ぞリシャについて示した

ように，また， Dijkster huisも近世初頭について示唆したよう !C，自
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物そのものととりくむ常の折れる摂党とその応用とから，ひとは，由

良誌の特設をもしだいに意識に反映さFせるようになってきたのである.自然法

長Ij伎はフ社会的領域からあやまって自然に投影されもちこまれた錯覚・訂影

ではなくて，客観的実在としての自然そのものの本貿的側部にほかなるないー

もとより，実証主義者 Topitschには，との事態をただしくとらえるみちはと

まされているのである，

患いちがいとしての f苦界法泉IjJぞ非難しながら，それによってじっは普

・客観的 e必然的妥当設をもっ「自然法長IjJそ攻撃している Topitschの

論理は， 奴本警護憲法をアメリカ占領軍に許しつけられた不本;訟なものとして

非難しながら，それによってじつはその

している させる.

「法Jと fl会長IjJとをきっぱり区脱する((Encyclop吋iaBritannica))のあの

主張が，科学的法則と命令 (impぽ説明や command)との無縁性の強調の上

;乙法則なもっ;まら九設立ormity円として恕解しているととの意味も，法則か

らの必然性の契機のi喪主立ということにほかならない.ζ れはまちがいである.

ひとは，たらいの識といっしょに家ん坊まで流して捨ててしまってはなちず，

と法則との一党あきらかな区別とともに，両者の敬友会な子宮a的述関をも，

みとめな付ればならない.と

いるものなのである.

こそ，“law"という乙と されて

4. Borkεnauについてーーマニ品ファタチャーの関紙一ω

これまでに，わたしはラ自

考えかたに反対して，こ

を主張し，かっ，そ

がらー…技術的経験をとおしてしだい の意識

の投怒によるとする

ある ζ と

とからみあいな

されてくる結果と

上の観念が形成されるにいたったと考えられる，とも述べてiきた.こ

のような考えかただけが，震史的事実にかない，喰物論的である，とわたし

には考えられるのである‘?とから，唯物論の立場に立つことぞ設明する Bor鵬
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kenauが，その主著 ら近代的撲界最へぷ1934)1町において，

近t設の機械論的物学をとくに fマニュブァクデヤ戸期の哲学j と

けている点だけからいっても，機械論的自然像の線本的カテブザ戸としての

「自然法長めの成立という鍔題を上のような意味でにの時期の生産投舗と

けて扱っていることを期待しても，不自然ではあるまい.

は，しかし，よく知られているように，科学史方法論の問題として，

Borkem滋の克解は， ニュ何トン力学の臨接の議幾を当時の社会の生態カの

にみる民生物論者 Hessenの見解Z的といちじるしくことなるもの

として，これと対立させられている 169) さらに， Grossm組 nは，その論文

と?ニニLファクチヤ戸1(1935) 17のにおいて， Bor剛

kenauが近世のブゴ学および機械論的哲学の形成iございして機援を用いる技術

における経験がはたした決定的設割を無視したことを，きびしく批判してい

る.とのような事情からは， Borkenauが，唯物論者としてふるまうにもか

かわらず， s然法長u税金:の成立与をやはり技術的地盤とは部の基礎の上にもと

めていることが，予想、されるわけである.

もって鳴る Borkenauのとの警を検討してみると，との予恕が結局

はあたり，さきの期待がはずれることが，確証される.本裁解2節のはじめ

にかかげられた引用一一「茜然数序の観念は，いつでも，現実の社会秩序の反

であるJ…ーが， Borkenauの法立.0畿の程ええを示すものにほかならない.そ

して，かれのこの見解ぞわたしは支持する ζ とができないy ーこの ζ とを示

すのが，以下の論述の態23マある.

Bork日nau についてかたっていないなどと

はなはだしい誤解である.それどころか，かれは，

ァクチヤ戸時代の科学j の冒頭から，こ

ると1ずれば，それは

に第 1支「マニュブ

わち力学と当時の産業的

のj関係につ じているのである.そのかれが，どうしてのちにと

し，近世的自然法即概念の成主主にかんしてもっぱら

けをみとめるみかたをとる ζ とになってしまうのか.乙

は分析を必要とする.
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まず，つぎの乙とが確認される， Borkenauが 17世紀における技術と科学

との関係について述べているのは，結局のと乙ろ，この時期における特徴的

事態すなわち「技術からの科学の相対的独自性J171)を強調するためである.

自然研究が産業上の直接的応用すなわち発明のためにおこなわれるという19

世紀前半以後においてみられる一一そして 20世紀後半のこんにちとくにい

ちじるしくみられる，とわたしはつけ加えたい 事態は Borkenauによ

れば，近世的自然像成立の時期である 17世紀には存在しないという， r技術

と科学とのかかる関係は， 17世紀には知られていないJ172)，科学が Baconの

とき以来それを望んだにもかかわらず， rI7世紀の自然科学は，産業上の生

産に用だてられていないJ173)， Borkenauは， 17世紀の科学にとっていちばん

重要な生産をマニュファクチヤ戸的生産とみなすが，との「マニユファクチ

ャーは，科学の助力を必要としないし，技術に手をかそうという科学のもく

ろみは，さしあたり，から約束にすぎない.それに反して，研究の方は，産業

が提供してくれる観察材料や考察材料にきわめてつよく依拠しているし，し

かもその材料は……まさにマニュファクチヤ戸的生産過程のそれである」山)，

すなわち，科学は，技術のおかげを乙うむってはいるが，そのご思がえしを

してはいない，という乙とになるわけである.

Borkenauの乙の判定は， 17世紀の支配的生産をマニュファクチヤ戸的生

産と断定している点目一一乙れはまもなく検討される を別lこすれば，基本

的にはただしい，と考えられる.技術史の観点からつぎのように指摘されて

いるとおりである:

「主として，技術的進歩は，まだ，実際家による経験的方法の使用に依存していた.

大体のところ， 1750年までは，科学が技術からえるものの方がその逆のばあいより

もおおかった，といえるであろう J175)，

むろん，例外は乙れをみとめなければならない.たとえば，航海用の器具な

どは，科学の原理の応用としてつくられたものである 175) 力学の範囲でも，

Galileiの研究は，かれ自身がそれを希望し期待したというだけでなく，生産

の場の技術にじっさいに役立つたことがあるようである同】.
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日orkenauは多 17世紀における接指と科学との関係についてのこ

ら出持して，近世の力学ならびに機械論的世界畿の成立過程の分析へ向かっ

ていくととになる.そのさい，かれは，つぎに示されているように，マニュ

ファクチヤ円 . t.よいしと らの類比という

成立した，とみなけから， らぴ

す.

1まず， ;tet霊力学の性格について， ζ ういわれる:

i:i!リレイおよび》ミえもの同時代人たちがはじめて包括的に展開したところの，力学

の2童話室概念をま，経皮に分割されたすニュファクチャーのそ手工業的生産過程において，

人簡の労働とその労働対象とのあいだにあらわれる誇関係の，精密な諸定まえにほか

ならない.

つぎに，機識論的世界像については，とうである:

r:;Jo~宮家っばにいってしまえば，自然の金目号事長疑惑r力学的過授から説明しようとする努

力は，あらゆるお然家象を，

る，と幾浴されるJ1m，r機械設的役昇、像は，<

チャーにおける事態を会学窓へ投影したものぜあるJ17め.

では，こ ζ で開題になっている「マニュファグチヤ戸における事態Jとは

なにか， Borken品工1は，そのふたつの制商を指摘している a まず，労働の額

面についていうと， r馬知のごとく，マユ斗ファクチヤ円技術というものは，

まさに，生態道程の手工業的基礎与を完全に保持しながら，極度に労働の分苦手j

がおこなわれるところに帯するJ'79)，だから， rマニュファクチヤ F の能力は

[rt表的ギルド的;絞味における労働能力とちがって主 あ

簡単な操作の遂行において，絞大濃の迅速さと正磯ð~もっとことである.と

の操作i丸可能なかぎり P だれにでも一一子どもにも

きるものでなければならず，完盤会は，もっ;まらこのひとつ なん回

ものくりかえしによってのみえられるべきものである.したがって，特殊な

都練の必要はなくなり，労苦設は純然たる労働量と拾するfm. つまり，と ζ

では，労働は「量fとされた一般的一人践的労働J180) !となっている，と ζ ろマ，

fある一定の佳事をするためにはどれだけの力が必至芸であるか.ある一定の

52 



人文科学論集

力はどれだけの仕事をするか」という「力学の根本問題は，それ自体，人間

的労働一般に共通の問題である」山).また，素材の側面についてみると Iマ

ニュファクチヤ戸こそはじめて，生産過程において，質的に規定された現象

をできるだけ捨象したJ182
)のである.このようなものが，マニュファクチヤ

F における事態のふたつの側面である.マニュファクチヤ戸は，このように

「それがはじめて抽象的労働と抽象的物質とをつくりだしたかぎりにおいてJ，

近世力学の欠くことのできない前提になっており1m，そして，それがまた，

機械論的世界像の前提になっている 184L と Borkenauは考えているのである.

乙れが， Borkenauの議論の第 1部である.

すでにここまでのところで，わたしには 3つ異議がある.まず， (1)近世の

力学ならびに機械論的世界像の前提として，マニュファクチャー的生産過程

だけが視野にいれられるのは，ただしくない.つぎに， (2)マニュファクチヤ

~~とかんする Borkenau の理解は，不正確である.さらに， (3)マニュファク

チヤ F 的生産過程の概念的定式化・乙の過程からの類比という手つづきから

力学ならびに機械論的世界像が成立したとみなすそのやりかたはヲまちがい

である.一一簡単にわたしの異議について説明しよう.

(1) Borkenau自身みとめているよう lζ185>， 17世紀の生産技術は，マニユ

ファクチヤ戸のそれだけではないのである. Iいわゆる「マニュファクチャ

F 時代Jにおいては，伝来の未分割の手工業がきわめて広範囲に存続してい

るばかりでなしまた手工業的技術から幅ひろく解放された近代的工場も，

すでにあらわれているJ. とすると， Grossmannが書いているとおり，乙の

時代には 3種の技術形態 伝来の手工業・マニュファクチヤ戸・機械的

生産一ーが並存していたととになるし， しかも，マニュファクチャー的技術

が最高の技術的形態であったわけではなくて， I産業的実践の最高度に発展

した形態である印刷令官1町.軍事技術・航海術188)J ~ζついてかたられるととが

できるのであるから I産業が提供してくれる観察材料や考察材料にきわめて

つよく依存している」科学的研究が，どういうわけで，その材料をほかなら

ぬマニュファクチャー的生産過程だけからとってきているものと Bork巴nau
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には断定できるのか，わたしにはまったく納得がいかない. 17世紀には近代

もあらわれているので， rそれだけに，当 もっ;ずらマニニニムブ

ァクチヤ日の方法だけによって指導されている乙とは，いっそうめだっJ，と

おorkenau挺身しるしている 18りが，それはそういっておくだけですましてよ

いととではないのである.かれは，当時の力学的研究がじっさいにマニュフ

ァクチャーの技術でみちび、かれているととを示す例を，ひとつとしてあげτ

いない. rdoだっJととがちであるのなら， {9IJ示はけっしてむずかしくはなか

ろうに3梯) !かれがよのき[舟につづく部分であげているつぎの新は，かれのテ

円ぞをくつがえすのに役立つだけである:

fまさに 17世紀の初綴iL.，生潔[学は，ハーヴィの政液循環の予告JiI，によって，その科

学的な主義織なえた.との発見は， 17t設紀を遂じてほ学上の問題設定の基準となった.

というのは，ハ…ヴィは，印後の箔縫合ポンプの機構からの類比で説明したからで

ある J1S伶‘

ととろが，ポンプというのは，まさに機械ではないのか.Harveyは，マニ品

ブァクチヤ問的技術にではなくて，機核的生践の技術iむを!分の研究を結び

つけたのである 190) Borke設註廷のなんという あろうか Bork母nauは，

1ま な Ga1i1ei Leonardo Olschkiをひきあいにだして，

すなわちマニュブアクチヤ F

の科学的改作であるj という

る191入r すなわち， rガ 1)レイの

してもらったつもりでい

おけるあたらしい点は， かれが{公

統的な物理学の頚論を破棄し，じっさいに事にあたっている技術家たちの実

農に鰐認を結びつけたととろにあるJという ζ とを， Olschkiが歪携したJ二

いうのである.G設lileiについ℃ば，次殺で検討される.さしあたり，その

のあの有名な造兵廠J• rわけで

も へり おとすだけでも， Galileiにとって

の「技術家j マニュファクチヤ日のそれではなくて，まさに機械的生産

のそれであったことは，あiきちかであろう，つまり， Borkenauは， ζ ζ で

も，そのテ ~4さの畿絞をみずから暴露してしまっているのである.

(2) ζ とで経済史的研究iζ立ちいる準舗は，わたしにはまだざんねんなが
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らないが，それでも， Borkenauのマニュファクチヤ F 理解の不正確さは，

たしかなこととして指摘できるようである.資本主義発生l乙さいしてのマニ

ュファクチヤ F の地位をどの程度に評価しどう規定するか，という問題にか

んする Borkenauの見解1町の乙とをいうのではない.マニュファクチヤ戸

的生産過程を Borkenauがどうとらえているか，ということが乙乙では問題

なのである.ここでも， Grossmannの指摘193)があたっているようである.

マニュファクチヤ戸が 200年以上にもわたるいわゆる「マニュファクチヤ戸

時代」において不変の生産形態を示していたとでもいうように，絶対に固定

した「マニュファクチヤ戸」一般というようなカテゴリーがあるかのように，

Borkenauは，上にマニュファクチヤ戸について論じたのであった. これは

まちがいである.マニュファクチヤ戸におけるはっきり区別できる特徴をも

っ3つの発展段階一一1.協業マニュファクチャー.2.異種マニュファクチ

ャー.3.有機マニュファクチヤ戸山〉ー-1乙注目し Borkenauが Smithの

「諸国民の富J1ζ述べられている 18世紀後半の有機マニュファクチヤ戸をモ

デノレとしてつくった「マニュファクチヤ戸」一般の像を 17世紀にもちとむや

りかたがただしくないことを，確認しなければならない. Iほとんど 17世紀

末まで，労働過程の簡単な操作への分解は，問題となっていない.熟練労働

を不熟練の・子どもや精神薄弱者にもやれるような・修練をへない労働でお

きかえる乙とについても，同様である.マニュファクチヤ戸は，特殊化され

た熟練した手工的労働に依存しているJ'95). I分業がすすむにつれて，たとえ

ば部分過程がすべてより簡単になるのではなく， したがって熟練労働がます

ますよけいなものになり不熟練労働によってとってかわられるのではない.

むしろ，分業の発達と平行して，熟練労働Jの役割がへるのではなくてつよく

なる乙とが， 確認されるのであるJ196). このような発展の例として， Gross-

mannは 10ないし 15のちがった種類の布を織る乙とを習わなければなら

なかった織工と 20ないし 30種類の帯をつくる乙とを習わなければならなか

った帯工とをあげている 195) マニュファクチャーにおける「熟練工Jとは，

「単能工」をではなくて，乙のような「多能工」を ζ そ意味するのであって197〉，
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このような熱線工が， 18 t世紀諮学においてもまだマニヰブアクチャ…的生皇室

遺翠のかなめの部分のにないチであったととを，忘れてはならないのである.

だか名， Bor1印刷uのようにき「手工業的な労働の分話が?ガリレイ力学の諮

ある 198っとか，マニニエブァクチヤ M が力学の基礎としての f一般的一人

間的労働J• r抽象的労綴j をつくりだしたとか，述べたてることは，ゆるさ

れないのである， まずこ， Desc桂rtesが『方法序説jのなかであげている 4つ

の規則を「マニ aブアタチヤ F 的思考の吉正義的プログラムj とBorkenauが

みなしていること 199) も， したがって，誤解である覆たとえば，陪題をもっと

も勝純な要素に分解することを要求する第2規則に「マニ品ブァクチヤ戸告さ

投掲の分析傾向」の定式化をみるととは，できないのである.

(3) しかし，力学ならびに機械論的世界像の成立史にとっては，マニュブ

ァクチヤ M における労働過騒が単純なものか複雑なものかという問題よりち，

ζ の労働遇粧がいずれにせよモデJレとされてその概念的定式化ないしそこか

らの類比によってーーイマニュファタチヤ日の事態j のζ の「科学的改作J• 

f投影J によって…一力学ならびに機械論的世界像か、成立したとする Bor“ 

kenaむのみかたそのものの方が，重大である.まず，近世力学は，村料とし

ていわば ansict互にマニュファクチヤ日の生産過韓のなかに存立している

fUr sich にとりだして自覚する{概念花する)とでもいうような，そうい

う手つづきによっては，成立しなかったのである.江}でもふれられたように，

近世力学は，なによりも，機械与を譲って主主室長にたずさわる技術家の実践と

びっくととによって，彰式されるととになったのである.生産主力を増大させ

るために案出され使用され改良されるさまざまな機械がなかったら，

しなかったであろう制的.機械の機購が軒究され「製粉壌や鉄工場の水車

を詔転させるばあいに，ふいどの絡を動かすiまあいに，製鉄所の砕撃機をも

ちあげるiぎあいにjaox〉， そ乙には?ときく諸カとそれがはたす仕事とのつなが

りについて観察・考察され，その結果の数量的定式化がもとめられ，そのよ

うな認識と予想との検証の手段として実験がお ζ なわれる，一…このように

理論的力学の基本概念・基本法躍は形成されていったのである.それ
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は，さしあたり，機械学であった.むろん，次章で述べられるとおり，地上

の物体のこの力学と天体の力学とが統ーされることが重要であり，わけでも，

近世的法則概念の成立という観点からは，ギリシャ的伝統につよく影響され

ていた後者の寄与をも強調しなければならないが，前者については以上のと

おりである. ととろが， Borkenauは，機械とその研究とが近世力学の成立

をうながした事情については，ひとこともかたっていないのである.マニュ

ファクチヤ戸的技術においては「生産過程の手工業的基礎」が「完全に保存」

されているので，機械の使用については問題にならない，と考えられている

のであろうか.とすれば，乙れも歴史的事実にまったくあわない.すでに中

世において水車や風車が一一動物とならんで一一重要な動力源としてさかん

に手工業一一ーたとえば製粉・冶金・織物製造などーーに用いられたことが，

確認されている 202). ということは，いうまでもなしそれで動かされていろ

いろな作業をおこなう機械も使用されていたことをも，あわせ意味する.中

世科学の停滞という事実から，中世技術の停滞を推論することには，問題が

ある. r大学の科学者からみはなされて仕事をしていた」中世の技術者20めは，

手さぐりをしながらではあったが前進をつづけ，いろいろな技術的発明をお

ζ なった2刊し，さらに， r機械学の実際的研究」をもすすめたのであった.r機

械学・工学・冶金術の手引書が， 13世紀には流れのように出はじめたJ"町.

中世の工人たちの乙のような努力の伝統は，むろん，マニュファクチャーの

時期にも生きていた.マニュファクチヤ戸の生産過程を機械の使用からきり

はなしてとらえるのは，まちがいである.もし Borkenauがどうしでもこの

時代のマニュファクチヤ戸だけを考慮にいれようというのであれば，せめて，

そこにおける中世以来の機械の使用に注目し，近世力学をそのような機械の

機構の研究の発展として，さらに，機械論的世界像を力学的観点の全世界へ

の拡張として，示すこともできたであろうに Borkenauは，しかし， rマニ

ュファクヤ戸の事態」の「科学的改作」・「投影Jという例のテーゼを提出し，

しかもこれを証明しないでおくばかりなのである.

Dijksterhuisが Borkenauを批判しているのも，乙の理由からである.r[マ
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ニュファクチヤ F と自然科学とのあいだI乙]設定された因果関係がほんのわ

ずかでもそ乙にみとめられるような特徴を，自然科学の発展のうちに提示す

ること」が，いまのと乙ろできていないし，乙の課題を解決するための努力

もはじめられなかったようにみえる 20べというのである.

Grossmannは，近世力学が機械のはたらきの研究からその基礎概念をとっ

てきたという観点から， Borkenauをきびしく批判し，積極的に，近世力学の

成立について論じ加〉，それと機械研究とのつながりを指摘している 208) さら

に，かれは， 1デカ jレトのテキストにもとづくその機械論的思想、の源泉」を解

明し209にそれを Galileiおよび Hobbesについてもおこなっている 210) それ

は説得力をもっ批判であり，わたしは，原則的にかれに同意する.ただし，

くりかえしていうように，近世力学の成立にたいする数学主義の伝統の構成

的影響をも指摘しなければならない.それがかれには欠けている山a). また，

かれが，ほかの研究者たちと声をあわせて， Leonardo da Vinciを近世力学

の創始者としてみとめている 2町点には，わたしは同意しない212)

以上は，マニュファクチャー的生産過程が近世の力学ならびに機械論的世

界像の成立にとって巨大な意義をもっ，と Borkenauが力をこめて主張して

いるかぎりにおいて，かれにたいする批判である.

ーととろで，乙こに奇妙なことがお乙る. この批判の立場からすれば， Bor-

kenauが一一一Dijksterhuisの指摘のとおり一一近世の力学および機械論的世

界像の成立の事情に即して例のテーゼを証明していない事実があきらかにさ

れた以上，これでその破産が証明されたものとみなしてよいであろう.つま

り，上の批判をもって Borkenau批判は基本的にはすまされた，と考えてよ

いであろう. しかし，批判が打撃を意味することができるのは，批判をうけ

たものが自分のテーゼに忠誠をまもるばあいだけである.或るテーゼをかか

げながらしかもそれを擁護する意志をもともともっていず，ただちに別のテ

戸ゼをかかけ、るものにたいしては，はじめのテ戸ゼの批判はなにものでもな

い. Borkenauにおいて，まさしくこの事態がみられるのである.すなわち，

かれは，近世の力学および機械論的世界像の成立にとってマニュファクチャ
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{がもっ意義をあれほど強調しておきながら，しかもその立証には意をもち

いず，かれがその研究の全体でもっぱら力をそそいでいるのは， じつは，ま

ったく別のテーゼにもとづく思想史的分析なのである.例のテーゼの証明が

できないからそれを断念して別のみちをさがす，というのではなくて，かれ

にとっては，もともと，第2のテーゼの立証乙そおもな関心事なのである.

批判は乙うして体をかわされてしまっている Borkenau自身は，上の批判

をまとはずれと批評する乙とができもしよう.それでは， しかし，どうして

かれは，あのように確信にみちた調子で，マニュファクチヤ{と近世の力学

および機械論的世界像との関連について述べたてることができたのか.まこ

とに奇怪なことといわなければならない. しかし， Borkenauの議論の第2

部をとりあげて，批判を終結させる乙とにつとめよう.

Borkenau Iとよれば，上述のとおり r力学，すなわちマニュファクチヤ戸

時代の科学は，マニュファクチャー的生産過程の科学的改作である」い「機

械論的世界像は，マニュファクチヤ戸における事態を全宇宙へ投影したもの

である」から， r内容的には，機械論的世界像はマニュファクチャー時代の世

界像である /13)わけであるが，マニュファクチャー自体は， rいやしくも考え

うるかぎりのあらゆる生産作業のうち技術的にもっともかんたんなものとし

て，いかなる理論をも必要とせず，ましてや機械論的宇宙論などさらに必要

としなかった/13)のであるから，とのあたらしい理論的世界像の形成をうな

がす力は，これをマニュファクチャーの外部にもとめなければならないこと

になる.乙うして， Borkenau は3 マニュファクチヤ F の考察からはなれ，機

械論的世界像の創造へ意識をかりたてた諸力の探究へ向かうわけである.そ

れは「生産関係」である，と宣言される214) このものには，ふたつのはたら

きが帰せられている.それは，まず， rマニュファクチヤ F 的技術にふくまれ

ているめだたぬ萌芽」・「マニュファクチャー的技術の生んだ諸経験」の巨大

な「普遍化/13)をうながした力である，とされているが，さらに， r人聞を純

機械的機能をはたす存在として把握するようにうながす諸力/13)である，と

もいわれている.この 2種類の「力」は，どういう関係にあるのであろうか.
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人聞を機械的存在としてとらえるようにうながす力であれば乙そ，それは，

マニュファクチヤ{的技術のなかにあるささやかな茄芽一一労働過程の単純

な操作への分割ーーを理論的に普遍化して機械論的世界像の樹立へいたらせ

る乙とができた，というふうに，前者が生産関係の本来のはたらきとみられ

ているのであろう.とにかく，乙の生産関係とそ， Borkenau において，機械

論的世界像の本来の原動力とみなされているものにほかならない.念のため

に，以上の事情について，あらためて Borkenau自身にかたらせよう:

「マニユファクチャー的労働過程におかれてはじめて，人聞は，自然との関係にお

いて端的に労働そのもののにない手となり，その結果，自然との関係が機械化され

た.どころが，まさにこのことによって，人間自身が機械化され，もはや伝統によ

っても意識によってもみちびかれていない社会の成員となる.その社会では，社会

的過程がかれの頭をこえてつらぬかれていくのである.労働(生産力)の機械化と社

会生活(生産関係)の機械化とは，ともにおなじく，資本主義の惨透過程である.し

かし，技術のなかにたんなる思考材料としてまず存在しているものを，理論的普遍

化にまでいたらせるのは，あらゆる時代にそうであるようにマニ A ファクチャー時

代にあっても，生産関係のがわのはたらぎである.もちろん，ある時代の技術に反

しては，すなわち，人間とその環境とのあいだにおこなわれる，自然の制約をうけ

た交換過程に反しては，いかなる世界像も主張されえない.だが，技術のあたえる

思考材料からなにがうまれるかは，人間相互の関係に依存しているのである.かよ

うにして，機械論的世界観の惨透の原因となったのは，当初のマニュファクチャー

のまばらな出現ではなくして， 16世紀から 17-jit紀へのかわり回におこなわれた社

会関係の強力な変革なのであるj214).

乙の引用のはじめの部分で，人聞がマニュファクチヤ F 的生産過程におか

れてはじめて「端的に労働そのもののにない手とな」ったといわれているの

は，わたしたちがすでにみたように，まちがいである.と ζ ろが， ["その結果j，

人間と自然との関係が機械化され， ["まさにこのことによってj，人間自身が

機械化され社会生活(生産関係)の機械化がお乙なわれる，というように，前

提から帰結へというかたちで，前半の議論が展開されている.そして，この

機械化された社会関係に規定されて世界像の機械論化はおこなわれた，と後

半で主張されているのである.この後半の議論は一一すぐのちに検討される

ので一一ーさておき，ここでは，前半の議論のそのような構造に注目しておく
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ζ とにしたいまちがった前提から出発する議論は，どの譲渡ただしいもの

ろうか. r学の事実Je ~寸一一当時としてむり〉ちぬ一一誤解同から

した Kantの認識論の評価についてと主主た問題が， とζ にある Bor噌

kenauの主騒が全面的に無効であるなどという断定は， Kant についてとおな

じしこの点だけからはくだすことはでさないであろう.しかし，それがか

れの議論のただし容をいちじるしく疑わせるはたらさきをしているととも，

きないのである.さらには， rもはや伝統Kよっても滋識によってもみち

ぴかれていない社会」といういいかたなど，わからない立であるが，これ法

上はたちいらずにお<. 

とにかく， ζ のようにして， Bork記設乳uの分析は，

を生縁関係の変化を通じて説明することへ!匂げられることになる.かれの明:

究のおもな部分は，つまり， Thomas Aquinasに代表される スコラ哲

ら後期ルネサンスおよび F路 公cisBaconぞへて D告sc設rtesへい?とる思想

的発展ぞ，身分的・位階観的封婚秩序が愛務経済と によっ

てしだいに昌明性ぞ失い解体され崩壊していくあ

として，すなわち，調和的かっ静止的な白的論的秩序の存立ぞいいあらわす

しだいに率突にあわなくなり，カ動的な機械論的法知設だけ与をみ

とめる世界像にとってかわられていく過程として，示すζ とを，その課題と

るのである.

ζ の祉事が全体iとわたりかつ細部についてうまくおこなわれているかどう

かを?判定するととは，当商の課題ではない.また，臼本でその著作を手にい

れ究する ζ とが簡単にはできそうもないような一群の思怒家たちについて

の議論の~'3疫をも判定することは，混在のわたしの能力者ぞとえる.とくに，

第41記「あたらし

精衿的状況につ

とあたらし において近世フランスの社会的・

として展開ぢれている わた

し，cはいちじるしく難解である.とれに反して，I:t註詩 lexnaturalis 

くずれおちていく過程を扱う第 21設f自然法則の概念j においてはいたると

ところで2 また第3毛主 f自然法と社会契約上薬S掌「グカノレトj においてもし

61 



ま夜長5論のこ ζ ろみ 1 秋潟

ばしば9 興味ぷかい解釈や芯唆どとむ指摘に出あう. しかし，そのような倍

々のぷについて述べることは，乙 ζではさしひかえなければならない.

乙乙で決定的にき設婆なのはJ自然法期」を根本的カテゴザ刊とする機械論

的世界像、の成立過粗へちかづ、く Borkenauのやりかだが，その全体をとおし

て，社会型発銀法というあの図式そ道具とするものであることを磯認する ζ

とである. かれの方法の ζ の指導譲怒一-r社会的領域の先在性」出)-ーは，

さきの引用によってもうかがわれるが，いっそう羽確には，たとえばつまの

ように述べられている:

fあらゆる歴史的時代を遥じて，…綾的世界像は，つねにふたつの契機必ふくんで

いる.主主建設過程に出5長ずる諸終験，ならびに，人間が自己の存在およびヌド笈につい

ていだく総観念，がそれである.この諸観念は，:1::臣室過程に出来する諸観念と，さ

まざまのしかたでまじりあっている.部分的には，外的自然の知識が人聞の綴日遼

解毒と規定しは"するが，しかし，ふるい時代にあってはすべて一ーしかもふるくさか

のぼればさかのぼるほど女ず家す一一自然の把握は，はるかにつよく人認の自己解

釈のガから規定されている.…υ しかも，人絡は社会的存である.人践の厨己解釈比

かれが生存するとこ よびその変化によって，決定的に規定される.

そしてこの自己解釈から，もっとち一般的なカテゴヲーがう寂れ，これが殺序づけ

の概念として自然像をもしめくくることになるのであるJ217¥

さらに，きわめて簡潔に，つぎのとおり される:

いつでも，現実のき士会秩序の反快であるJ4¥

Borkenauがマニュブァクチヤ門的技術のととをあれほど論じているにもか

かわらず， のと ζ ろ という関式を分析の武器とする思想史

家としてかれぞ扱ってよいのは，このような事情による.

そういうわけで， Borkenauはラ上述の思想的発爆の車J去に位置する D部-

cartesの念体像を「資本主義的傭人の生活宅金規定するカテゴリ円から

な捜界{象長うちたてようとことろみた最初のひと/'8)とまず規定し，それに

よって，その時代の窓際係の諸契機からかれにおける織械論的世界像の或

る;滋闘をあきちかにする.かれは，この世界像のj謀本的カテゴリ

戸としての近世的自然法則概念の Descartesにおける成立へいたるすじみち

について，つぎのように書いている:
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f社会的t投界が本質的に静的だあるかぎり， 自然は質的に考察されうる a 社会的世

界があらゆるJ寺分的・伝統的秩序さと解約する漆勤のなかにいりこむと，そのとさ?質

的なくもののみかた〉はすべり詰容を〉る.そしてsそのかわりにあらわれてくるくものの

みかた〉は多量的・数学的であると問時にカ動的でなければならなしL・h ・.['"ニュツ

ァタチャーにおいておこなわれたように]人簡を抽象的労綴のごと体に還元するとい

うことは，人簡を身分的・質的なものとみることなやめタそのととを通じて，自然

なカ雲寺設と不可分に結びついた量的なものとみることな意味する.問時に，資本.~

緩約労働遜殺がそのみかたの発践をしいる.なぜなら，資本主義的労働過程におい

ては，外界の諸革主体は，もはや，とりわけそれの持絞喜せな質の側面にしたがってう

けとられる享受手段とはみなされずに， ~~存されるべきf労敏生産物とみな滋れるし，

?ニ品ブァタチャ…的労働においては，霊化された労働能率，すなわち，計算でき

る主筆致は，長霊化された物資?と長議するからである'"ニ品ファクチャーの技術的側簡

が，ガザレイのまま礎づけたような計算的効力学の創造まにかりたてるとすれば，市民

的オプティミズムれのの総学的必裂は， 自然留学{ひこの力議主役の諸命惑を普滋化す

ることを強婆ずる. [新]ストア主義は3 外界を永遠のきを{とのなかに解消した.ブル

ジョア約オプティミズムの深還は，量的に把綴活きれるべき?との変化のうちに，そし

てその変化のうちにおいてだけ，人間と一致T?5永迷な秩序を託拐することであるき

それと隠設舎に，近代的自然法混ぜ概念の誕生の時がくるのであるJ22め.

わたしは， ζ のような にとむものとしてうけとることはできな

い BorkenauのマニニLブアクチヤ山理解にたいする反論は<::とではくり

かえさないことにしよう Descart部がかれの時代の社会関係にいわ詰強要

されて「量的・数学的であると問時lζ力動的」なくもののみかた〉をとるよう

になり，その成果としてついに近世的自然法院j綴念をうみだすにいたっ

などというような解釈安，わたしは揺杏ずる. というのも，それが D問cart部

の{時期的異体的自然研究のなかからこの概念が形成されるにいたったという

F 一一わたしたちのすでに知っている の事情にあわず，したがって，そ

れをかれのテキストに却して立誌ずる ζ とも勺きないからである.じじっ，

Borken在uは，あのように尤もらしくそのひ問問rtes解釈を述べたてlまする

けれども，それを魁明してはいない却。抑制 Grossmann20
')とともに， Descartes 

の力学ならびに機械論的批界像の源泉としての機械装鷺研究に注間しなけれ

ばならない.すでに青年時代にいだかれていた動物機械説も，機械研究を背

景ないしひとつの動機としてい;:522
1
).ζζ から，自然の数学性・
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の篠信のもとに，機械の線論としての力学がうまれ，その翻点はつい

されるととになる.近世的自然法員Ij概念は，こ ζl巳 ζ の世界像の

中心的概念として，成立するので品うる a ζ の事情は，次主主でくわしく示d

るであろう.とにかぐ，それを社会型発想、法によるものとして説明すること

は，だれにもできないのである柑

Borkenauは，しかし，悶訟法郎の普遍妥当性という

cartesの社会型発想、法をみようとしている:

かに Des-

f問然におけるとこの永遠な規範の不変後には，まったく個別的特燃にもとづいてい

る中散の法?とくらべて，いっさいの領別的例外をみとめない近代法の原則的な普滋

妥当役が反映されている.……とこでZは，普遜妥当的競争立という概念がじっさいに法

の領域から自然の綾城?と綴訳されている……j総吹

そして， Descartes自身がとの遠欝を窓識していたととの説明として，自然法

長IJをあたえる神そ地上の立法者としてのごととの類比で説明しているラ

に言及される， しかし，それだけでは，かれが上の f翻訳j によって自然

除則概念司会える;といたったという主張は，椛明されていない.自然学的窮究

のなかから機得される iといたった総本的自然務法見iJの普通妥当性の基礎づ

け・説明として，あとからこのような比愉が用いられるようになったので

あるタ という解釈iはま' ひ2きEつづきその効カをたもつ2諒仰2幼sめ〉入. Bor此k問e飢叩na叩uが f匂カか、れ

[D記scart悦es寸]の時f抗ヒの現実の誌法払の発展f

いζ とも， ζ とで指摘できる帳

dらに， Borkenau Iま， :r迂泣きき自然法則概念の舟容を関織とし，それを f運

どのように松迭しでも漉動量は恒常であるJという「康器と結果との同

等性Jとしていいあらわす2円揺還は，かれが「空手続物の交換の法員1](丸

自然科学全体にとっては依然として榛成約であったJ出〉として，との

がEI然研究のなかへ移しいれられて f器禁法剣j という

かたちで市民的窓識へ反映されるにいたった，とみている点にある 22吹すな

わち:

f近代社会[はし自然をただその経済滋殺の必要から生じてくる

したがって秩序づけ，ついで，と二の秩序なお然の本質ーとして説明し，こうして一一

64 



人文科学議終

る…υJ221¥

とこにまたしても非常に明確に示されている Borkenauのやりかたは，支持

できない.とれをかれ諮身は「マルクスによって真にI段物論的と名づけられ

た方法，すなわち，狸論を直後に社会的現実から議論するという方法f均と

みなしているのかもしれないが，それは誤解である.自然についての王斑顎

なiにこよりも客観的自然易吾2'D長之執するという剖E麗百を宅も〉つている ζ とをみのが1ずrこ
とiはま，臼唯注物論者としてゆるされな七い、掠伶a 客観的関然の返歌的認識形態を近世

わち生態関係一一吋からの直接のf重論とみなすζ とか

ら出てくる毘鷺は，ひとつには， ζの主犠を近古自然科学の成支と発震との

諸相・緒段構に郎して具体的に立証するという一一一マニュファクチヤ戸と

とのあいだの関連についての主張にまつわるあの困難にもま

きない難点であり，ふたつには，一方，との近f設の自然認識が古《か

らの自然探究の努力安内容的にもうけついでいる側顕をもち23汽他方，それ

が近設市民社会の佼誌ののち社会主義社会においても存立しつづける事

を?とのやりかたでは説明できない，ということである.…般に，或る

の自然i象が，問時弐の社会的現実から誼援にみちびきだされる，ということ

はない.それは自然法脳級念についてもあてはまる.それは，その時代に支

援己的である社会秩序・法の観念だけからは，耀解できないのである.

乙れが， Borkenauの議論の第2部についての批判である.

× × × 

において，わたしは 4人の法長Ij論の検討を通じて，近世:的自然法皇IJ

概念の成立が社会型発想法という閲式では解明できない事情を示すことにつ

とめた.との概念は，近世自然科学の成立に即して追跡きれなければなら

そこで考察の中心にすえろれなければならないのは，当時の社会の技術的地

盤と殴然藷議との結びつき・ならびに方代ギザジャ以来の数学主義的法統で

ある，一一これが本主主の平凡な結誌であるといってよいであろう e
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ずこ 86ページ務jれー ただし，ストア派o怒怒を級事争君主ギリシャ怨綴のひ、とつとみる

とことには，疑問がある"室長11めをみられたい.

61) W. Jaeger: op. cit.， SS. 134-5. 

62) A. Schwegler: Geschichte der Philosophi在 imUmriss.谷川・松村沢『西洋哲学

史jjJコ(1960)，56ページ.

63)碍叩t，36ページ.

なお， Anaxi校landrosについても，K.R記idemeister:Das芭xakteDenken der Grie-

chen. Beitrlig配 zurDeutung von Euklid， Plato， Aristoteles (1949)， S. 95 (ま，つぎ

のように述べている:

"Das ko設kr・eteInteresse An昌文im註nd配1・san der wirklichen Beschaffenheit der 

Welt kann nicht in Zweifel ge総 務enwerden". 

64) G. Childe W文明のi磁を袋.n(ねず・設さし訳)jツナド (1951). もとの題は， Man Makes 
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Himself (1936). 

G. Childe ii' H襲FÈ.のあけぼの~ (今来・武藤訳)(工合58). もとの題lま， What H却 炉問d

in History (1954). 

S. Lilley ii'入霊祭と機減の歴史~ (小林.f持議喜代)(1953). もとの題;ま， M開， Machines 

and History (1948). 

R. J.れ1'be5ii'技術の懸皮](岡市訳)(1956).もとの怒は， Man .the Mak君主 (1号50).

H. Diels ad代授菊](本間訳)(1943).もとの差益は， Antike Technik， 3. Aufl. (1924). 

M. Rutten ii'パどロニアの科学.lI(矢j議雲氏)(1962).もとの題は， La Science dωChal-

必e双寺 (1960).

65) B. Farrington: Gr記号k Scienc日(1953)，汐p.146-7.上旬訳『ギザシャ人の科学.lI(上)

(1955)， 225-6ぺ…ジ.

66) B. Farrington: op. cit.， p. 49.路上訳書，上， 64ページ.

66日)Diels長 ranz・op.cit.， S8. 157-8. 

67) H. Kelsen : op. cit.， S. 72. 

68) B. Farrington: op. cit.， p. 41.訳書季， J二52ページ.

69) H. KeJsen: op. cit.， S. 127. 

70) W. Dilthey: Die Autonomie des Denk問、おrkonstruktive 食品tionalismusund 

der pantheistische Monismus nach ihr・f宜1Zusammenhang im 17. Jahrhundert， 
in: G記事絞殺melteSchriften， 1I， S. 257…8. 

7じただし， Dilthey (己benda)のように，一般的に「労綴ずる学と学問的終神との舌代;ζ

おける分断fUについてか?とるのは，:iE機ではない，イオニア鼠然学と技術との関係に

ついつごは，上;ζ述べられた. アテナイにおいても，あの偉大な然5t佐紀のなかば，

I夫、rild怨の金主主将!tは，投誌をと科学とはほ別されてい々かった (Farrington，p. 136. 

訳草委，J:二， 207ベ…ジ). アテナイにおける弱者の分量産以， Platonにはじまる. ぞれ

は， ITげE誌と奴章表との区別を丞1凝とする社会jにおける科学のあたらしい続念である

(Farrington， p. 142.訳勢，上， 217ページ). c:.のJ試で爽事長会そそる宗主Eである Ar-

chimedes!とついては，三郎博滋「アルキメデスにおける技術的関心一一古代!とおける

所綴f技術の終綴jについて一一J，W思綴.lI， 295号待949)，13ページ以下， Farrington， 

p. 205および p.215 f.，訳警察，下， 90ページおよび 105ページ以下， をみられた

L 入

S. F. 1¥主総on:op喝 cit吟 p.120. 

花問主介「デカノレトにおける自然学の佼窓J，えと託手滋大学『文学部記要.lI3 (1954)， 27 

ページ以下.

74) E. J. Dijkstcrhuis: Die Mechanisierung des Weltbildes (1956)， S事 271.

75) B.れ rrington:op. cit.， pp. 48-9.訳警ゑ上手 δ2-4ページ.

76)花岡，議官掲稔交， 29ぺ{ジ.

77) H. Kel絞殺:op司 cit.， S. 122. 
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78) H. Kelsen: op. cit.， SS. 109-11.一一いうまでもなし「原因概念を数学的関数概念

でおきかえる」乙とは， E. Mach以来の実証主義の熱望である.乙れについては，

たとえば， E. Mach: Die Analyse der Empfindungen， 9. Aufl. (1922). S.. 74をみ

られたい.

79) l¥在.Cornforth: In Defence of Philosophy against Positivism and Pragmatism 

(1950). 花田訳『哲学の擁護~ (1953)， 132ページ.

80) A. J. Ayer: The Foundations of Empirical Knowleqge (1951)， p. 196. 

81) A. J. Ayer: op. .cit.， p. 186， ~ 18.一一司すでに Machが "wirk巴ndeUrsache“ と

"Zweck“とを "animistischeV orstellungen“ 1C::由来するものと解している. E. 

Mach: op. cit.， S. 79 f.をみられたい.

82) E. Topitsch: Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Welt-

anschauungskritik (1958).--H. Kelsen にたいする特別の敬意と感謝との表明 (S.

278)は，ふたりの思組の類縁性を示している.

83) V. Kraftは，ひとも知るヴィーン学図の「生きの乙り」のひとりである.最近その

Erkenntnislehre (1960)が刊行された. Topitschは，ヴィーン大学におけるかれの後

継者であろう.最近 Topitschの編集になる Problemeder Wissenschaftstheorie. 

Festschrift fur Victor Kraft (1960)が刊行された.

84) E. Topitsch: op. cit.， S. 2. 

85) E. Topitsch: op. cit.， SS. 3-6. 

86) E. Topitsch: op. cit. S. 3， S. 19. 

87) E. Topitsch: op. cit.， S. 4， S. 29， S. 69， S. 95. 

88) E. Topitsch: op. cit.， S. 10， S. 18. 

との指摘のただしさは承認してよいであろう. たとえば， 中村元『インド思想史』

(1956)， 7-8ページおよび 11-12ページには，それぞれ，生物型モテリレ表象の 1形態と

しての擬人観，および，宇宙創造を出生になぞらえる見解についてしるされている.

『マヌの法典~ (田辺訳 1951)の創造説にも， 生物型モテツレ表象はいちじるしい (28，

30ページ).H. Frankfort: The Birth of Civilization in the Near East (1956)，曽

田・森岡訳『古代オリエント文明の誕生~ (1962)， 79ページには，大地の力・自然の

生命の擬人化としての神々についてかたられている.ギリシャ神話に Okeanosら自

然物・自然力の擬人化としての神々がおおく登場する乙とは，よく知られている.た

とえば， P. Grimal: La Mythologie grecque (1953)，高津訳『ギリシャ神話~ (1956)， 

第 2章をみられたい.なお， W. F. Otto : Theophania. Der Geist der altgriechischen 

Re1igion (1956)， S. 27 1とは，神が menschenahnlichであるととを不快とする "Ver-

kenner des Mythos“にたいする反論がある.乙乙では，深いりしない.

89) E. Topitsch: op. cit.， SS. 18-9. 

90) E. Topitsch: op. cit.， SS. 5-32. 

かれの分析は，非常におもしろしクリスト教の教義・伝統的哲学の諸体系の構造・
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g常生活におけるj思考彩式について潟える iまあいに，参考になる.

91) E. Topitsch: op. cit.， S. 24. 

9ゑ E.Topitsむh:op. cit;， 5. 26. 

部) A. Camut: La Peste (1弘.7)，波書毒訳 Eベスト占 (1950)J上， 120ページ以下において，

パヌノレ…字率父がおなじ趣旨の説教をお ζ なう.

93a) rカトリック婆潔』などをみると，とのようなお:会型モデル愛護裂のうちのいくつかを

みつけるこどがでゑる. それぞ神学的事委主警のない…般入にとっでのわかりやすきを

めざすだけのものなどと強弁するととは，できないであろう.

合長) E. Topitsch: op. citづ 5.32.

95) E. Topitsch: op. cit.， 5. 33. 

96) E. Topitsch: op. cit.， 55. 33-68. 

天ぷの秩序と泌氏の秩序との対応という緩念・「社会学繍的世界像jがたしかに予言代

中箆に帯し，しかも天文警告がとの観念によって ζ そ「諮学の源草置に立つものjといわ

れるととができるという事燃については， t:ごとえば，銭湯忠炎 Z天文暦法と陰陽ヨ工行

説~ (1939)， 183-6ページ， 194-5ページ，をみられたい. 162ページ， 22.7-8ページの

記述も参考になる.玄 Tこ，襲安内総『支援3の天文学~ (1含'43)，63-7ページをもみられたい.

97) E. T、opitsch:op. cit.， 55. 68-86暖

98) E. Topitsch: op. cit.， S. 74. 

99) E. Topitsch: op. cit.， 5. 4. 
100) 1'7ノレタス主義の窓外主主力jどを上のようなじむ怒的主主総」のうちにもとめる見解は，

けっして求れではない.たとえば，岩下位-~中盤滋学怒銀史研究] (1942)， 324.-5ベ

ジをみられたい.

101)丘.Topitsch: op. cit.， 5. 311. 
102) E. Topiぉch:op. cit.， S. 313. 

103) E: Topitsch: op. cit.， S. 5寮

104) E. Topitsch: op. cit.， 5. 69; S. 95. 

105) E. Topitsch: op. cit.， 5. 99. 

7こだし Ana荒imandrosの佼界喜裂が社長控室霊発綴法だけで規定されていると考えるこ

とには， j二述のとおり，わたしは隠言葉しない.注63)をもみられたい.

106) E. Topitsch: op， cit.， S， 115. 

106a) Diels-Kn:mz: op. cit.， 5. 167. 

107)回中笑知太郎『ヘラタレイトス

108) W. J抗日ger:op. cit.， 5. 43. 

108a) Diels主主主anz:op. eit.， 5. 85. 

109) W. Jaeger: op. cit.， S. 42， S. 43. 

110) W. Jaeg己r:op. cit.， SS. 134-5. 

(1948)， 33ページ.

1l0a) とれば Jaegerの意見であるが， wの観念は，じつはギリシャ哲学の金体をつらぬ
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いている，とK.Lowith: Welt und Weltgωchicht巴 (1958)，1， Kapitel，柴田訳『役

界と設界史~ (1959)， 26-49ページ， fま絵調している.とれについ?てはきいずれ稿をあ

らたるで検討したいと思う.ととでは，かれにも Farringおおのような F技術jの観

点かまったくないこと?ざけそ，注意しておこう.

111) E， Topitsch: op. cit.， S. 126. 

112) E. Topitsch: op. cit・， S. 127. 

113) たとえば， F. Borkenau: op. cit.， 1， 46-7ページ.しかし， 乙のみかたばかれには

かぎられないと怒われる.

114) E. '1'qpitsch: op. cit.， S. 153. 

115) E. Topitsch; op. cit.， S. 155. 
116) rモド留の政治千七Jによる f校長量宇宙的t投与手像jとしてみられるか絞り，ストア派のut

弊綴が商アジア湾代文化の，隠綴と類縁関認を示している ζ とは，家語審議れてよいであ

ろう，しかも， ζ の類似はただの絡然ではないであろう.Topitsch t"ストア派の

メンパ…の多数が Z暗殺onをはじめとしてギヲシャ人でなく筒アジア人-:eあった ζ と

を身指摘しているいp.cit.， S. 152)が， E.Br，毛hier:Histoire d邑 laphilosophie， t. 

1. (1948)， pp. 297-8 fま，ストア採の争率緩がセム定誌の神の観念からきているじとを述

べている.

117) E. Topitsch: op. cit.， SS. 156-7， S. 152.-一注145)話番照.

118) E. Topitsch; op. cit.， S. 196. 

119) E. '1'opitsch: op. cit.， S. 199. 
120) E. Topit器ch:op. cit.， S. 200， Anmerkung. 

121) E， Topitsch: op. cit.， S. 224. 
122) E， '1'opitsch: op. cit.， S. 227. 

123) E. Topitsch: op刷 cit.，S. 239. 

124) E.す'opitsch:op. cit.， S. 162. 

E. Topitsch: op虐 cit.，S宥 117.

126) E. Topitsch:てjberLeerform君!弘之むrPragmatik d号sSprachgebrauch悶 inPhilo糊

sophie und politischer '1'h君。1九 in:Probleme der Wissenschaftstheorie. Fest岨

schrift fur Victor Kraft， hrsg. v. E. Topitsch (1号60)，S. 233 ff. 

127) E. Topitsch: Vom Ursprung und Ende der Metaphysik， S. 240建

Ma五 Schelerらのいわゆる "mp.tξrialeWertethik“の事務慾がこのJ誌の反省を動機と、

していることは，よく知られているとおりである.

1:28)とくにクリスト教の;まあいについだは， Topitsch: op. cit.， S. 193をみられたい.

12告)E. Topitsch: op. cit.， S“309. 

130) E， Topitsch: op. cit.， S. 164， S. 171， S. 309. 

131) E. Topitsch: op‘cit.， S. 313. 

132) 老長選手一『デカルト毅学研究~ (1944)，第7綴 1，第 10議丸とくに 248ページ以下.
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同『デカノレト哲学の発展](1948)の諸所.

同『スピノザの哲学](1956)，第6章 2，第 10章 3.

133) E. Topitsch: op. cit.， S. 161正

134) E. Topitsch: op. cit.， S. 176丘

135) ちなみに， Plotinosについても， I彼の修業地たるア νクサンドレィアを中心とする

ユダヤ恩娼あるひは東方思祖」のつよい影響を想定する乙とができる. プロチノス

『善一者について](田中美知太郎訳)(1948)の訳者解説 (37-8ページ， 47ページ)を

みられたい.一一ーさらに，本文の問題とはじかのつながりをもたないことであろうが，

かれの思想にたいするインド思想ないし仏教の影響にも注目してよい.中村元『イン

ド思想とギリシャ思想との交流](1959)， 348ページ以下をみられたい.

136) むろん， Diltheyの研究 (Gesammelt巴Schrift巴n，II，所収)が念頭におかれている.

137) E. Topitsch: op. cit.， S. 221. 

138) H. Kelsen: The Natural-Law Doctrine before th巴Tribunalof Science， ~自然法

と世界法](田中耕太郎先生還暦記念)(1954)所収，は，自然法学説IC反対する法実証

主義者の寄稿として乙の論文集のなかで異彩をはなつものであるが，かれはそ乙で自

然法学説を「うそJ(lie)ときめつけている.

139) E. Topitsch: op. cit.， S. 227丘

140) E. Topitsch: op. cit.， SS. 229-30. 

141) E. Topitsch: op. cit.， SS. 232-4. 

142) E. Heimann: History of Economic Doctrines. An lntroduction to Economie 

Theory (1945). 喜多村訳『経済学説史](1950)， 83ページ.

143)福岡歓一「政治理論における「自然」の問題一一現代政治哲学のためのノート一一一J，

『政治学の現代的課題](日本政治学会年報 1962年)， 2ページ.

144)船田享二，前掲書， 284-5ページ.

145) A. P. d'Entr色ves:Natural Law.' An Introduction to Legal Philosophy (1951). 
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久保訳『自然法](1952)， 87ページ.

この書のいちじるしい特色は，自然法の立場を擁護するものでありながら，自然法の

連続し一貫した歴史というものは乙れをみとめない点である， とわたしには思われ

る.たしかに，ふつうは，こう説かれている:神的な正義の世界秩序の幸子立にたいす

る信仰が Sophokles: Antigon巴以来表明されてい(同番， 4ページ. Latreille et 

Siegfried: Les Forces religieuses et la vie politique. L巴 Catholicismeet le Prote-

stantisme (1951).仙石・波木居訳『国家と宗教一一カトリシスムとプロテスタンテイ

スム ] (1958)， 8-10ページ)， Platonらがソフィストからの攻撃にたいしその観念

論によってまもったものも，乙れであった(船田，前掲書， 87ページ以下).とくに，

ストア派の理論は，上にも述べられたように， Ciceroを通じてローマ IC移入され(同

上， 147-8ページ)， Iローマ人の法律思想の発達に重大な関係を有するJ(同上， 98ぺ
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…ジ)にいたった，と.P. G. Vinogrado笠:Common Sense in Law (1913; revis時dby 

H. G. Hanbury， 1946)， ;;長怒・伊藤訳『法における常識~ (1951)， 213-5ページにも，

そのように鋭かれている. 乙乙 iζ雲寺絡をこえて永遠に主主力をもっ楽の絶対の法とし

ての肉然法が成立し警それは中段・近設を滋じて滋代にうけつがれている，とふつう

考えられているわけである.d呪ntreveはこれに反対す Q. かれは，ロ…マ時代の肉

然法(iusnaturale)を「法の後滋釣な体系J一一「法律家の機業上の::Cf'fl物j-ーとし

て特徴づけ， とれをストア的な倫理的援界秩序の綴念と連続さ唱さることに反対する

(38-9ページ)し，さら!C:， Thomasにおいて f総務の合理的はさ議後jとして…ーか

れ自身の主主義によれば f稜盤的被滋物における永久訟への参与jとして一一ーとらえら

れているや澄の自然法(lexnaturalis)と「自然機の獲量詰jとして特徴づけられる近蛍

のそれ (iusnaturale)との栂漆そも，強認する (65-6ベ…ジ).要するに， rこれら[間

…マ野幸代・中世 .n役]三つの[自然法]概念は刻異のもので，ただ各務1そ共還にする

にすぎないj(88ベ{ジ)，という.わたしは，しかし，ストア的世主準法則観念と序役・

近t置の自然法とのあい?とには， Topitschとともに，一賞したものをみとめることが

できる，と総う. しかし，詔一?の自然法が， d'Ent主主veの説くように，この流れから

はみだすかどうかについては，まだ判断がつかえZい.rローす淡の精神」については，

もっと研究しなければならない. 一一一おなじくカトザシズムの立場から， unmora-

lischではないとしても amoralischであり rt伎界観の欠乏jそ特徴とする担 -7法と

ゆ設の良然法との絡途を強瀦し，その;窓事長でやはり自然法の一貫した滋史を否定する

のは， E雪中耕太郎氏である.r中室主紀的向然法の特葬議後j，~法律事宮学論集ニ~ (1944)， 

311-32ページをみられたい.

146) 尾高組織『淡の窮極?と夜るもの~ (1955)， 40日 1ページ.

147) d'Entr企ves，訳勢， 90ページ.

148) 尾潟講話燈 E法務学~ (1950)， 14ページ.

149) 思潟『法の草寺緩にあるもの~， 45ページ a

150)ぶ Topitsch:op. cit.， S盆 229.

151) E. Topitsch: op. cit.， S. 95. 

152) E. Topitsch: op. cit.， S. 222. 

153) E. Topitsch: op. cit.， S. 265. 

154) E. Topitsch: op. cit.， S. 223.--N. Copernicus: De revolutionibus Orbium 

Caelestiur立 (1543)，I.矢島訳?天体の回転について~ (1953)， 48ページ.

155) 1三Zilsel: Cop思rnicus昌捻dMechanics， in: Jo担rnalof the History of Id巴as，Vol. 

II， 2 (1941).青木訳「コベルニクスと力学J，ii'科学務合の新研究…ーその怒綴災立ち背

賢一←-~ (1961)， 61 ベ…ジ以下.

日.Dingle rコベノレニタスと惑援j，~近代科学のき長み~ (1956)， 36ページ:r 分では

れた世界体系祭主単純千むしつつあるのだと思い ζ んでいた]コペルニクヌ自身
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は，どうみても，淡して近代科学の創始者ではなかった.彼の党かたは徹底的に中i投
的であったJ.

t56) E. J. Dijksterhuis: op. cit.， S8. 332-3: 

""Kopernikanische W endung“ist総 itKant ein stehender Ausdruck f也reinen 

rad泳alenStandpunktwechsel geworden， und das Jahr 1543 gilt in der Wisserト

schaftsgeschichte als das eigentlich告 Grenzjahrzwischen主主ittelalter註ndNeuzeit“ 

157) E. J. Dijk器terhuis:op. cit.， S. 550. 

157a)かれの力学そのものは，むろん，然持論へいたる線のうえにある.E. J. Dijkst芭rhuis:

op. cit.， S. 549. 

158) E. Topitsch: op. cit.， SS. 223-4. 

159) E. Topitsch: op. cit.， SS. 224-6. 

160)五 Topitsch: op. cit.， S. 226. 

161) E. Topitsch: op. cit.， SS. 265…6. 

162) E. Topit事ch:op. cit.， S. 90. 

163) E. Topitsch: op. cit.， SS. 238-9. 

164) 主主谷三::~号 f技術重量J ， W弁認証法の諮問題~ (1958)， 176ページ以下.

165) H. Kelsen: Di♀ philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des 

Rechtspositivismus (1928)， SS. 8-9 Iま，自然法から区別される笑定法の:$:擦をーー

まず，それが定立されるというとと・その "Positiyit韮t“においてみ，つぎに……ーそ

れがひとつの刃Zwang総括経ung“マある点にみている.そうであるほかないのは，

fその諸規撃をがE也生墾盟喪主色合窓翠企主上誌でくるちのであり，議然淡から探知され

るこの源泉のゆえにすでに， [自然法がもっ]護緩的関紅という特性そもつことができ

ないからであるJ(強調はわたしによる)，という.笑定法の典滋は，去の主主布による

法なのであろうか.いずれにせよ多かれはF かつて報復淡緩をもちだしておと二なった

「法夏目立3必然性j攻撃還を， r.んどは， Topitsch とともに，ととこからお ζずょう ζ ともで

きたiまずである.…ーな九スコラ約自然、法総の立場かJらのこの警撃の批判としては，問

中耕太郎「ケルゼンの純終法学の法律毅学的滋選言及とF1価値……殊t1:其の必然法e定義言

及び相対主義1<:就て…-J，\l'法稼護学言語終ニ~ (1944)タ 1ベ…ジ以下がある.

166) F. Borkenau: D灯台bergangvom f記udalenzu汲 bUrg記rlichenWeltbild. Studi相

zur Geschichte der Philosophie der Manufactur肝心ode(1934).注 2)で述ぺたと

おり，訳警察を利用する.原典は日:$:1ζ数1惜しかはいってきていないちのであり少数年

まえに綴訳の一部会手つだったきいにも，ぱらぱらの写益率絞によった，今j測は，きゃん

ねんながら， それをらみる Cとができなかったr …縫物織の立携ををとるという上の

詮羽は， 1，205ページに S<5‘

167)弱上， 1，43ページ.

168) B. Hessen: The Social註ndEconomiむ Rootsof Newton's Principia (1931). 

プロレタザヤ科学研究所・産業労畿繍査所訳「品品ウトンの膝菱重ど関する役会的絞済
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約さま礎J，r新興白熱科学言語建築~ (1932)， 211ベ{ジ以下.

169)式谷「ニ品…トン力学の彩淡についてJ，前掲議， 120ページ.

170) H. Grossm鮪 n:Di巴 gesel1schaftlichenGrundlagen der mech釦 istischenPhiloso‘ 

phie tlnd die Manufaktur， in:恥 itschriftfur Sozialforschung， IV (1935)， SS. 161-

231.との論文の綴絞iま， Borkenau，前掲数，I!の末尾lとのげられている，引用は，

Gro話器mann，I!，として，乙の殺のページづけによる，

171) F. Borkenau， 1， 24ページ.

172)間上， 1， 23ぺ…ジ.

173) 潟上， 1， 25ペ{ジ.

174)同上， 1，28ページ.

175) T. K. Derry and T. 1. Williams: A Short History of Technology from Earliest 

Timωω A. D. 1900 (1960)， p. 42. 

176) 三三校簿音『技術の欝学~ (1954)， 66ページ.

波線洋逸.11議長室俊一郎『科学，室主懇史JJ(1959)， 110ペ…ジ倹

177) F. Borkenau，書官拐事季， 1， 28ページ.

178) 箆J二， 1，36ページ.

179) 向上， 1， 24ページ.

180) 同上， 1， 30ページ.

181)向上， 1，29ぺ…ジ.

182) 関仰と， 1， 34ぺ…ジ.

183) 間上， 1， 35-6ページ.

184)隠上， 1， 33ページ.

185)馬j二， 1， 26ページ.

186) H. Grossmann， II， 396ページ， 377ページ.

187) G. Sarton : Appr記ciationof Ancient設ndMedieval Science during the Renaissanc悲

(1450-1600) (1955)は，すでに ζ の時期における印郎術の発達と科学説究がそれによ

る古代科学文献の復務からうけた尽大な慰}瓦とに，とくに注闘している.後葉ぎについ

ては，とくに p.4，ならびに， Farrington: op; cit.， p. 153および p.308，訳警察，下，

7ページおよび 254ぺ…ジ，をみられたい.

188) F. Borkenal1，前掲紙 1，126ベ…ジ.

189) 隠J二， 1，27ページ.

エ獄。)R. J. Forb告ら総錫番， 142ぺ…ジ.

1告1)F. Borkenal1，滋掲著書， 1， 28-9ページ.

192) 隠上， 1， 199 ぺ{ジ以下.~-Grossmann によるその数字Uì立， II， 358ページ以下.

193) H. Grossm組 n，II， 365ページ以下.

194) K. Marx: D昌.sK詰pital.Kritik d企rpolitischen Okonomie， Erster Band， (Dietz 
絞 1953)，S. 337 ff. 
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195) H. Grossmann， II， 367ページ.

196) 同上， II， 367-8ページ.

197) 大塚・高橋・松田編著『西洋経済史講座~ II I資本主義の発達J(1960)， 187ページ.

198) F. Borkenau， 1， 31ページ.

199) 同上， II， 93-4ページ.

200) 砲術の確立が力学の成立に及ぼした影響については，ζ 乙では省略する.R. ]. Forbes， 

前掲書， 121-2ページをみられたい.

201) H. Grossmann， II， 374ページ.

202) R. J. Forbes，前掲書， 109-14ページ.

S. Lilley，前掲書， 49-50ページ.

203) R. J. Forbes，前掲書， 106ページ.

204) B. Farrington: op. cit.， p. 306，訳書，下， 251-2ページにその表がのっている.

205) R. J. Forbes，前掲香， 112ページ.

206) E. ]. Dijksterhuis: op. cit.， S. 270. 

207) H. Grossmann， II， 351ページ以下.

208) 同上， II， 374-6ページ， 390ページ以下.

209) 向上， II， 381ページ以下.

210) 向上， II， 388ページ以下.

21Oa) Grossmannは Keplerの名をあげる乙とさえしていない.とれにたいし， L. W. H. 

Hull: History and Philoosphy of Science. An Introduction (1959)，が“Celestial

Geometry"の章をもうけている (pp.127-54)のは，そうあってよい乙とである.

211) Grossmann， II， 352， 356， 394ページ.

212) いうまでもなしそのぼう大な手稿の発見が非常におくれた一一力学にかんする手
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稿はやっと 1797年に発見された一一ーために， Leonardoは近世力学の祖としての栄

誉をになう ζ とができなかった，というようなととをわたしはいうのではない.かれ

の手稿のなかにすでに， Galileiより 100年もまえに，近世力学の基本的諮観念が獲

得され基本的諸法則が定式化されている，というような一群の研究者たちの見解(II，

351ページ以下)が問題である，というのである，

Dijkst巴rhuisは， Leonardoが明快な精神というよりはむしろ休むことのない探索

者であったとし叫「天才的な思いつきと当時の著名な労作からのふつうの抜き書き

とがあいついであらわれる」その手稿の，カオス的性格，そ乙にあらわれてくるおおく

の矛盾，使われアている術語の不明瞭，論理的構成のあとの完全な欠如，を指摘するb).

乙の全般的印象は，ひとつの科学の創始者に数えられるひとのものとしてはふさわ

しくない.天才的な思いつきだけでは科学にならないし，術語のあいまいさ・論理性

の欠如は，そこに科学の基本的諸観念・諸法則が獲得されていないととを暗示する.

さらに，手稿が発見された当時「独創的」・「理解しがたいほど先駆的」と評価された

その思想が，じつは当時の標準的著作からの抜き書きであったり当時の常識に属する
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ものであったりするととが，その後あきらかになってきている.かれのしるした思想

はrLeonardoの時代の大学で熟知されており，当時の科学者たちの続む書物のなか

に，はるかに洗錬された形で述べられている」の. 15世紀の物理学の水準についての

知識が， Annelis巴 Maierらによる研究のおかけ'で，乙んにちでは， Grossmannがこ

の論文を書いた 1935年にくらべ，飛躍的にゆたかになっている以上， Leonardo.の力

学のあたらしさについてのこの否定的判定は，乙れをさけることができないのである.

乙の乙とを承認した上で，なおかつ，かれの方法のあたらしさ一一「書物から自然

への，思弁から観察への転換Jという近世自然科学の成立過程の根本的契機にたいす

るかれの寄与ーーのゆえに，かれにひきつづき近世科学の創始者としての地位を保持

させておく乙とができる，とする意見があるの. しかし， Leonardoの「経験」主義

が Aristoteles的なそれであって近世的なものではないととが確認される時から，こ

れを支持する乙とはできない.

Dijksterhuisが指摘した術語・概念のあいまいさという事情にたちかえろう. r経

験」・「理性」・「確実性」・「真理」というような方法論上重要な乙とばの意味は，正確に

規定されていないの.“forza"および“moto"ないし“velocita"のような・力学にと

って基本的な観念についても，おなじであるρ. 乙れはむりもないことである.たと

えば， rカj(Kraft)の内容が Tragheit，Impuls， Druck， L巴istung，Energie， Ladung， 

PoIstarke， Feldstarkeとして明確化されるのには，数世紀を必要としたのであり，こ

の発展は， Leonardoの時代にやっとはじまったばかりなのであるめ.一一力学の基本

法則という乙とになれば，なによりも，かれが慣性法則を定式化したという主張。を

吟味しなければならない. rすべてのものは，ひとりでに動きだすことはできないj，

「感性をもたないものはすべて，自分自身の力で運動する乙とはないであろう j，rあ
らゆる運動は自己維持につとめる，いいかえれば，動かされたあらゆる物体は，かれ

のなかに運動をおこすものの飽力の印象が保在されているかぎり，いつまでも動いて

いるj，-一乙のような記述，Dは，かれがまさしく Aristotelesの見地一一物体の本性

は静止にありその直線運動は強制された運動であるからその原因がなくなれば停止

するーーのうちにとどまっていた乙とを，雄弁にものがたっている. 近世力学への

到達にとってなによりも必要なのは，物体の本性が静止にあるとするこの見解の打破

なのであるk).一一Olschkiが Galil巴i以前の力学の「まったく別な性格」のゆえに

Leonardoをも近世力学の創始者としてはみとめていない乙とにたいする Gross‘

mannの抗議 (II，355-6ページ)は，乙の事情p:::かんするその無知を証明している.

以上を要するに，近世自然科学の発生をはやくも 15世紀後半にみること (II，350 

ページ)は，まちがいである.この点では，それを 16世紀から 17世紀へかけての時期

においている Bork巴nauの方がただしい.Stevinや Galileiや Descartesは， Gross-

mannが思い乙んでいるように (II，395ページ)，古典的力学の完成者であるのでは

なくて， Borkenauがそうみなしているように，その創始者・開拓者にほかならない
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のである.

a) E. J. Dijksterhuis: op. cit.， S. 284. 

b) E. J. Dijksterhuis: op. cit.， S. 283. 
c) .J. H. Randall， Jr.: The Place of L巴onardoda Vinci in the Emerg巴nceof 

Modern Science， in: Journal of the History of Ideas， Vol. XIV， 2 (1953). 

荻原訳「近代科学の生誕におけるレオナノレド・ダ・ヴインチの意義j，W科学革命

の新研究ーーその思想史的背景一一Jl(1961)， 52ページ.

d) 下村寅太郎『レオナノレトダ・ヴインチJl(1961)， 76ページ以下.

巴) J. H. Randall， Jr.:上掲論文， 56ページ.

f) 同上， 55ページ.

g) E. J. Dijksterhuis :op. cit.， S. 286丘， S. 289妊.

h) E. 1. Dijksterhuis: op. cit.， S. 288. 
i ) H. Grossmann， II， 352ページ.

下村，前掲書， 77ページ (r予示」としてではあるが).

加茂儀一『ダ・ヴインチJl(1950)， 51ページ.

j) 加茂，前掲書， 50ページ.

k) 近藤・藤原，前掲書， 74ページ.

213) F. Borkenau， 1， 36ページ.

214) 同上， 1， 37ページ.

戸15) ならびに，感覚器官にあたえられるものは秩序のない「雑多j(Mannigfaltigkeit)で

あるという，かれにとって一一一般にその時代にとって一一自明の前提(rアトミズム

の公理j).

216) H. Grossmann， II， 346ページ.

217) F. Borkenau， 1， 39ページ.

218) 同上， II， 1ページ.

219) rオプティミズム」とは， Borkenauのこの乙とばの使いかたでは，人間と世界との調

和についての確信，人間の本質と世界の本質とは共通しており，したがって，世界の

経過は理解できるものである，という信念である，といえよう.

220) F. Borkenau， II， 105ページ.

220a)近藤洋逸『数学思想史序説Jl(1947)， pp. 25-6は，生産関係の役割の Borkenau1乙

よる誇張を一一ひかえめにではあるがー一批判している.

221)近藤洋逸『デカノレトの自然像Jl(1959)， 87-8ページ.

222) F. Borkenau， II， 112ページ.

223) Descartesの1629年ごろまでの自然学的研究については，注20)をみられたい.閥題

の書簡は， 1630年のものである.

224) F. Borkenau， II， 117ページ.

225) 同上，'II，119ページ.

226) 同上， II， 119-20ページ.

82 



人文科学論集

227) 同上， II， 120ページ.

228) 同上， II， 199ページ.

229) 花田，前掲論文， 28-9ページ.

ζ の点lζ関連して，もっとくわしくしらぺかつ考えなければならない乙とではある

が， G. Thomson: Th巳 FirstPhilosophers (Studies in Ancient Greek Society， 

Vol. 2) (1955)，出・池田訳『最初の哲学者たち~ (1958)， 337ページの Herakleitos解

釈には，疑問がある.乙の唯物論者はいう:

「物質の不断の変化の自己規整的な循環という彼の概念は，商品生産に基づく経済

のイデオロギー的反映である.彼自身の言葉で言えば， I万物は火と交換され，火

は万物と交換される，あだかも商品が黄金と交換され，賃金が商品と交換されるよ

うにJ.彼の宇宙論において火が他の形態の物質!C対しでもつ関係は，貨幣がイ也の

商品!C対しでもつ関係と全く同じである，すなわち，それは，それらに対して普遍

的等価物の役をするために，それらから抽象されたものであるJ.

しかし，わたしは，火が Herakleitosにとってー←唯物論者 Farringtonが強調して

いるとおり一一ーなによりもまず thechief agent in the technical manipulation of 

thingsであった乙と，したがって，それを archeとするかれの世界観がなによりも

まずこの技術的経験を通じて意識に反映される客観的自然の認識という意味をもつ

ものであること，を忘れてはならないと思う.

230) O. Becker: Grose und Grenze der mathematischen Denkw巴ise(1959)， S. 17妊.

は，天文学をもって，近世の数学的自然科学が "Fruhkapitalism us“の産物であると

するような見解にたいする反証としている. 古代ギリシャの天文学についてはとも

かしそれ以前の西アジア諸民族のもつ天文学が生産力・生産関係とかかわりをもた

なかったかのように考えるとすれば，それはまちがいであるが，しかし，とにかく，

天文学が資本主義的生産関係成立以前から寄在しており，それにうながされてうまれ

たのではない乙とは，まぎれもない事実である.そして，乙の科学は，近世力学のひ

とつの契機をなすものとなるのである.

あ と が き

このようにまずしい仕事をはたすためにも，わたしは，いろいろな点で，おおくの先輩・

友人の直接の援助を仰がなければならなかった.文献の教示・貸与についてこころよく援

助・便宜をあたえてくださった文・法・経3学部の教官・職員諸氏に，ここでふかく感謝

する.とくに，しかし，花田圭介氏には，ここ 10年来，一貫して，全般的助言を賜わって

いるし，岩崎允胤氏は， H巴rakl巴itosらの断片を注意ぷかく献訳してくださったし，河西章

氏は，Descartesにかんする幼稚な質問に根気よく答えてくださった.ご厚情に心からお礼

申しあげる.ただし，このようなあたたかい支持にはたしてどの程度この論文のなかでこ

たえることができたかを思うと，はなはだなさけない気持になる.これからの精進を期す
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るばかりであふ ……汲62年 8月31日

きのうの「思想史研究会J例会において，わたしは，第2業技第2宣告についてあらまし合

報告した.それにたいし適切な批判・助言なあたえてくだ冬った矢田俊陵数授はじめ会員

心からj議謝する.書評2畿の終りにしるした見通しにしたがってじっさい?と近澄的

自然法見11概念の成立の遜殺さど追跡していく第3主主において，きのうあたえられた教示を十

分?と生かすことができる，とわたしは俗じている. 一一1962年9Jj30 13-
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