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紹　介

ローレンス・M・プリンチーペ『錬金術の秘密：
再現実験と歴史学から解きあかされる「高貴な
技」』ヒロ・ヒライ訳，勁草書房，2018 年

　本書『錬金術の秘密』は，初期近代の「キミア」（＝錬
金術と化学とが区別されていなかった初期近代までの錬
金術・化学的知の総称）にかんする近年の歴史研究をリ
ードしてきたローレンス・プリンチーペの著作 The Se︲
crets of Alchemy（Chicago : The University of Chicago 
Press, 2013）の日本語訳である．本書は，著者自身の仕
事の集大成の一つであり，かつ新しい研究成果にもとづ
いて書かれた錬金術の歴史にかんする概説書でもある．
著者の経歴や主要な業績，および本書の簡潔な概要につ
いては，巻末に付された「解題」のなかで本書の訳者で
あるヒロ・ヒライが適切な説明を与えている．本書評の
目的は，それらを踏まえたうえで，各章の内容をより詳
しく紹介し，かつ本書全体の意義を再考することにあ
る．
　冒頭の「はじめに」のなかで，著者は本書全体の意図
や方法論を説明する．著者によれば，この書物の執筆の
目的は「錬金術についての近年の諸発見の果実を一般読
者の手にも届け」ることにある．というのも，現在の研
究成果をふまえると，錬金術の歴史にかんする既存の一
般書のほとんどがすでに時代遅れだからだ．本書の論述
方法としては，関連する項目を網羅的に扱うのではな
く，「錬金術の主流を代表する少数の重要な人物」に焦
点をあてることで，精選された人物の思考を読者が理解
できるように書かれていると著者自身が記している．
　「第一章：起源」では，ギリシア文化が支配的であっ
た時代のエジプトにおける錬金術の誕生が概説される．
後世の錬金術へとつながる金属の精錬技術そのものに
は，古代の時点ですでに長い歴史が存在していた．だ
が，金と銀との人為的生成，すなわち金の生成である

「クリソペア」，および造銀である「アンギュロペア」が，
理論的かつ実践的な知の営みとして展開されはじめたの
は紀元後三世紀になってからのことだった．その初期の
歴史における重要人物として，紀元後三世紀に活動した
パノポリスのゾシモスが紹介される．彼は，単に金属変
成にかんする記述を寄せ集めるのではなく，理論的な原

理を金属変成の実践に応用しようとした．ゾシモスの時
代では，現代で言えば神学的な思考と化学的実践とは不
可分の関係にあった．しかし，著者は，彼の理論を評し
てグノーシス主義的だったと強調することも，また逆に
そのような神学的要素を消すことができたと主張するこ
とも誤りだという．本章では最後に，紀元後三世紀末に
ローマのディオクレティアヌス帝が金・銀の「ケイメイ
ア」にかんするエジプト人たちの書物の焼却を命じてい
たことが紹介される．それは後の「キミア」に相当する
言葉が用いられた最初期の事例にあたる．
　「第二章：成長」は，アラビア世界における錬金術の
展開が主題である．とくに『エメラルド板』，『創造の秘
密の書』，「ジャービル文書」，イブン・シーナー（アヴ
ィセンナ）による錬金術批判などの主題が議論される．
初期のアラビア世界において重要になるのは，ヘルメス
に帰せられる『エメラルド板』と呼ばれる文書だ．この
文書にたいしては，その後の歴史で無数の注解書が書か
れた（その中にはニュートンも含まれる）．この『エメ
ラルド板』は，九世紀のバリーヌースがギリシアの数学
者テュアナのアポロニオスになりすましてアラビア語で
執筆した『創造の秘密の書』という書物の補遺として収
録されたのが初出である．
　次に，ジャービル・イブン・ハイヤーンに帰せられる
一連の「ジャービル文書」が論じられる．ジャービル文
書は複数の人物によって書かれたものであることは確実
である．この文書にかんする画期的な研究を残したポー
ル・クラウスによると，ジャービルのキミアにかんする
基本理論は前述の『創造の秘密の書』に由来する．そし
て，後世のキミアの伝統において特に中心的な役割を果
たしたジャービルの理論は，すべての金属が「水銀」と

「硫黄」からできていると考える二原質理論である（た
だし，プリンチーペも注記するように，二原質の「水
銀」と「硫黄」とは，現在もこの名前で知られる当該の
物質自体よりも，凝縮された二種類の蒸散気に当てられ
た名前である）．この二原質理論は，十八世紀までのほ
とんどの「キミスト」（＝キミアにかかわる錬金術師・
化学者の総称）によって受容された．この理論で注目す
べき点は，金属の変成がその構成要素である二原質の比
率の変化によってもたらされると考えたことだ．それに
よりキミアの実践では金属の性質の量を記述することが
求められるようになった．その際に依拠された理論の一
つは，紀元後二世紀の医学者ガレノスが展開した秤量の
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理論だった．もう一点ガレノスとの関連で重要なのは，
金属の性質の比率を物質的に変える役割を果たす「変成
剤」の存在だ．変成剤として用いられたものは，もとも
とは傷を治すための粉末剤であった．それはギリシア語
で「クセリオン」と呼ばれていた．ジャービルはそれを

「アル・イクシール」と呼び，その影響で後のラテン世
界では「エリクシル」という呼称が用いられることにな
る．
　さらに，この第二章では，アル・ラージーの『秘密の
書』にかんする短い紹介のあとに，錬金術の金属変成に
たいするイブン・シーナーによる批判が検討される．十
世紀末から十一世紀初頭にかけて生きたイブン・シーナ
ーは，人間の能力は自然の能力よりも低いから「錬金術
は自然には敵わないし，それを凌駕することはできな
い」と述べた．特に，主著である『治癒の書』において
なされた錬金術批判は，アリストテレスの書物と同時に
翻訳されたこともあり，後者の権威とともにヨーロッパ
で広く流布することになった．
　「第三章：成熟」では，中世ヨーロッパにおける展開
が論じられる．ここでもっとも重視されるのは，いわゆ
る「ゲベル」の書物，特にその『完成大全』である．ゲ
ベルという人物に帰せられる書物が前述のジャービルの
書物の翻訳なのかどうかをめぐって長く論争が行われて
きた．だが，ウィリアム・ニューマンの研究によって，
ゲベルの著作とされてきたものは，ジャービル文書の直
接的翻訳ではなく，十三世紀のイタリア人フランシスコ
会士タラントのパオロによって書かれた作品であること
が明らかになった．『完成大全』はクリソペアについて
の包括的な書物であり，十七世紀までキミアの最重要文
献の一つであり続けた．ゲベルは，変成剤についてジャ
ービルのように動植物に由来する物質は利用せず，あく
まで素材を鉱物性の物質に限定した（この理論は広くラ
テン世界で支持されたが，例外はロジャー・ベイコンと
その追従者たちであった）．また，『完成大全』は実験室
での金属変成を基礎付ける物質理論を含んでいた．その
物質理論の根本となるのは，アラビアの二原質理論とア
リストテレスの特に『気象論』第四巻に見られる粒子論
であった（一般にアリストテレスは粒子論に批判的であ
ったが，この『気象論』第四巻では粒子論に肯定的な議
論が見られる）．プリンチーペは，このゲベルの書物が，
金属変成にかんする論争が行われていた渦中で生まれた
ことに注意を促す．十三世紀においてアルベルトゥス・

マグヌスやロジャー・ベイコンは人為的な金属変成の可
能性を擁護したのにたいして，トマス・アクィナスやア
エギディウス・ロマヌスらはそれを批判したことが知ら
れている．
　教皇令などによって錬金術は幾度か批判された一方
で，他方では「反キリスト」の出現による苦難に対抗す
るために錬金術が教会には必要だと説くキリスト者も登
場した．その代表が十四世紀前半のルペシッサのヨハネ
スである．ヨハネスは，クリソペアをもたらすとされる
前述のエリクシル，あるいは「賢者の石」の調整法を

『真の賢者の石の調整について』のなかで詳述した．彼
はその石が硫黄と水銀から成立すると考え，その考えは
その後のヨーロッパにおける標準理論になった．ヨハネ
スの理論には，錬金術師ヴィラノヴァのアルナウの影響
が見られる．さらに，ヨハネスの業績は錬金術を医学へ
と接近させたことだ．それは『全ての事物の第五精髄に
ついての考察』のなかで語られる．
　この『第五精髄についての考察』に含まれるヨハネス
の考察は，その後，『自然の秘密あるいは第五精髄につ
いての書』という別の書物に取り込まれ流布した．この

『自然の秘密』は十三世紀カタルーニャの神学者ライム
ンドゥス・ルルスの名のもとに広まった．ルルスに帰せ
られる著作は膨大であり，かつ影響力があった．その著
作のなかで最も長尺なのは，それ自体はルルスの名前を
一切含んでいない『遺言』と呼ばれる書物である（この
著作は前述の『自然の秘密』のなかでルルスに帰せられ
ることになった）．この『遺言』のなかで，錬金術の主
題は「金属の変成」，「健康の増進」，そして「宝石の品
質向上」であると述べられる．プリンチーペは，この章
の最後で，ゲベルの『完成大全』のようなスコラ学的な
体裁とは異なる錬金術書の形態，すなわち書物からの抜
粋集である「精華集」（florilegium）と，錬金術の理論を
寓意化したエンブレム的な図像について触れている．
　第四章「再定義，再生，そして再解釈」では，前章か
らの自然な流れであれば十六・十七世紀の展開が論じら
れるはずだが，それは後に回され，先に十八世紀から現
代までの錬金術の減衰と再生とが検討される．著者によ
ると，クリソペアの議論は 1720 年代には急速に衰退し，
40 年代には過去の遺物とみなされるようになった．な
ぜ千年以上にわたり繁栄してきた学が急激に衰退したの
だろうか．この問題にたいして著者が注意を促すのは，

「錬金術」（alchemia）と「化学」（chemia）という二つの
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用語の分離である．この二つの用語は十七世紀までは置
換可能なものだった．「キミア」の領域から，金属変成
を主に扱う「錬金術」が意図的に分離される過程を，著
者は 1666 年に設立されたパリの科学アカデミーにおけ
るキミアの制度化と関連づける．その科学アカデミーに
よる制度化のなかで，それまで錬金術で培われてきた多
くの理論や技術が「化学」へと吸収される一方で，賢者
の石や金属変成といった主題は「錬金術」として退けら
れるようになったのだ．この動向を代表する一例は，化
学者ジョフロワの「賢者の石をめぐる不正」という 1722
年の論文である．ただし，著者によれば，ジョフロワ
は，この論文のなかで過去の錬金術書の議論を密かに盗
用しただけでなく，彼自身公的な批判の裏で金属変成の
実験を継続していたという．
　この啓蒙期における動向から十九世紀半ばまで，錬金
術は「浅い眠り」につくが，新しく注目を浴びる契機と
なったのは，英国人のメアリー・アトウッドによる『ヘ
ルメス的な神秘への示唆的な考察』（1850 年）の出版で
あった．アトウッドは錬金術師の心霊的な実践に焦点を
当てた．この過程で錬金術という「高貴な技」が自己の
純化にかかわると捉えられるようになる．この背景に
は，当時英国で流布していた「メスメル主義」（宇宙に充
満する非物体的な流体が人間と他の諸存在や世界とを結
びつけるという思想）があった．錬金術を心理的な自己
変容と結びつける理論は，錬金術に対する今日の通俗的
な見解の基礎ともなっている．この傾向のなかで，アメ
リカではイーサン・ヒッチコック，イギリスのウィリア
ム・ウェストコット，さらに最も多くの錬金術書を書い
たヴィクトリア朝の作家アーサー・ウェイト，さらにフ
ランソワ・ジョリヴェ＝カストゥロなどが活躍した．そ
して，この心霊主義的な錬金術解釈の伝統の到達点の一
つがユングの理論であった．彼は錬金術が心理現象を擬
化学的な言語で表現したものだと主張した．ユングはも
ともと十九世紀のオカルト主義を研究しており，彼の主
催していた「チューリッヒ心理学クラブ」では前述のウ
ェイトの著作も回覧されていた．ユングの伝統は比較宗
教学者のエリアーデ，さらにアメリカのイスラエル・リ
ガルディーらによって引き継がれることになる．プリン
チーペは，このようなユング流の錬金術理解を批判し，

「錬金術師たちの実践の行為や思考，その理由をより注
意深く批判的かつ歴史学的な手法で理解する」ことが重
要であると説く．そして，そのために改めて本書の後半

で考察されるのは，十六・十七世紀のキミアの伝統であ
る．
　「第五章：黄金期」は，初期近代におけるキミアの実
践の諸相が主題である．この章では，ここまでの通史的
な議論が，特に金属変成と医薬調製の論点にしぼってま
とめ直されている．金属変成の基礎理論としては，アラ
ビア由来の二原質理論に加えて，パラケルススの水銀・
硫黄・塩の三原質理論，そしてアリストテレス的な質料
形相論などが存在していた．だが，いずれにしろ重要な
のは，金属が「化合物」であるという視点が共有され，
それが金属変成の理論を支えていたことだ．そして，こ
の金属変成をもたらすもののうち最も力があると考えら
れていたのは，ここまでも何度か言及された「賢者の石」
である．初期近代のキミストたちは，賢者の石を調整し
ようとする際に，権威ある書物を分析することも重視し
た．例えば，ニュートンは百冊以上の書物を参照したう
えで『化学要覧』を編纂した．また，賢者の石の作用に
ついては様々な説明がなされたが，そのうち影響力があ
ったのは，賢者の石が金の「種子」（semina）を含んで
いるとする理論だった．
　金属の変成だけでなく，医薬の調製も錬金術の主要な
活動領域だった．この「医化学」（ケミアトリア）の伝統
については，すでにルペシッサのヨハネスのところでも
触れたが，この章で論じられるのは十六世紀のパラケル
ススである．パラケスススは硫黄・水銀・塩の三原質理
論を展開した．彼はその三原質と神の三位一体とのあい
だに類比を見出し，錬金術と神学とを包摂する新しい体
系を確立しようとした．パラケルスス自身の書物は錯綜
したものであったが，その後の追従者たちが手稿を編纂
し，結果として彼の理論はヨーロッパ中に広まった．ま
た，彼に帰せられる『自然の事物の本性について』と呼
ばれる書物は，「ホムンクルス」と呼ばれる擬生物の生
成にかんする議論も含んでいた．キミストたちは，ホム
ンクルスの議論自体にはそれほど関心を示さなかった．
だが，同書で語られている，死んだ物質を生きた状態へ
と還元する「パリンゲネシス」と呼ばれる実験には多く
が注目していた．特に，後者の考えを広めたのは，十六
世紀後半フランスのパラケルスス主義者ジョゼフ・デュ
シェーヌであった．また，デュシェーヌに対しては批判
的であったが，パラケルススの影響を受けたファン・ヘ
ルモントもキミア，医学，神学の統合に貢献した．ヘル
モントは三原質理論を否定し，水が事物の基体であると
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主張した．彼は不可視な「種子」が，水を多様な物質へ
と変化させると考えていた．
　「第六章：秘密のヴェールを剥ぐ」は，プリンチーペ
自身が錬金術師たちの報告・記述にもとづいてキミアの
再現実験を行うことで，これまで寓意的な表現だと思わ
れていたようなテクストや図像も現実的な実験に裏打ち
されたものであったことを明らかにしていく画期的な章
である．特にバシリウス・ウァレンティヌスとジョー
ジ・スターキーが論じられる．まず，十五世紀のウァレ
ンティヌスに帰せられる『アンチモンの凱旋車』が検討
される．この書物は，実際は十六世紀後半から十七世紀
にかけて活動したヨーハン・テルドという人物によって
書かれた作品だ．『アンチモンの凱旋車』では半金属の
一種であるアンチモンの化学的操作が扱われている．そ
こではパラケルススのキミアの技法がアンチモンに適用
され，毒性を除去して強力な医薬を生み出す試みが記さ
れている．その結果，毒性が除去された「アンチモンの
硫黄」と呼ばれる物質が生まれると記されている．興味
深いのは，この操作をプリンチーペ自身が実験すること
で，彼は『アンチモンの凱旋車』の「著者の理論的な解
釈には欠点があるが，彼は操作を正確に記述していた」
と結論づけることだ．さらに著者は，ウァレンティウス
に帰せられる寓意的なテクスト『古代人たちの偉大な石
について』についても現代化学の観点から新しい解釈を
示す．このような寓意的なテクストにも本当の実験の成
果が埋め込まれていたことが明らかにされる．
　ウァレンティヌスに次いで分析されるのは，アメリカ
出身でのちにイギリスに移住し，ボイルやニュートンに
も影響を与えた十七世紀の錬金術師ジョージ・スターキ
ーである．彼はヨーロッパにおける最後のペスト大流行
の結果，37 歳で短い生涯を閉じたが，彼の手稿は死後多
くの人気を獲得した．スターキーは，水銀を純化と「賦
活」の工程により「賢者の水銀」へと変化させる方法を
重視した．この「賢者の水銀」によって，卑金属に含ま
れる金の「種子」が解放され，その金属は金へと変成さ
れるのだという．プリンチーペは，このスターキーの実
験についても再現実験を行い，賢者の水銀と金とを混ぜ
たものから「賢者の木」と表現される植物的形状の金属
が生み出されることを確認し驚嘆している．賢者の石に
よる卑金属の金への変成という理論が広範に支持された
背景として，プリンチーペは初期近代の物質理論との親
近性を指摘する．錬金術を一方で批判したことで知られ

るボイルも 1680 年ごろに執筆した『金属の変成と品質
向上についての対話』という手稿のなかで賢者の石の能
力を支持した．彼は金属変成自体も擁護し，議会で証言
も行なっている．
　「第七章：キミアの広大な世界」では，キミアと同時
代の文化との多面的な関連が論じられる．『逃げるアタ
ランタ』に見られるエンブレム書の伝統，アグリコラの

『鉱物論』における人文主義との関連，文学と芸術の分
野におけるチョーサーや大ブリューゲルなどの事例，さ
らに演劇，そしてシェイクスピアやジョン・ダンの詩の
なかの錬金術の表象等が順々に論じられる．そのあと
で，宗教とのかかわりの観点からルター，そして最後に
より広範に初期近代における神学とキミアとの連関を裏
付ける思想としてケプラーとキルヒャーなどが語られ本
論は閉じられる．
　最後の「エピローグ」にて，プリンチーペはキミアが

「理論的かつ実践的であり，テクストと実験操作の双方」
にもとづく知の営みであったことを改めて強調する．
　本書は，ここまで述べたように，古代から現代までの
キミアの理論・実践双方の知的伝統にかんして，最新の
歴史研究にもとづく論述がなされた極めて良質な一般書
である．各時代や地域における固有の歴史的文脈を適切
に解説したうえで，代表的な人物や書物に焦点を当てな
がらその内容を解説していく手法は，単なる人名・事項
の網羅的な通史では得られない深い理解を私たちに与え
てくれる．たしかに，著者の過去の仕事に少しでも接し
たことがある者であれば，彼の専門である十七・八世紀
のキミストたちの書物や活動にかんするより詳しい記述
を望むかもしれない．だが，おそらく著者はそれを本書
ではあえてせず，錬金術についての一般的な誤解や偏見
を払拭するために，より大きく，かつ理解されやすい枠
組みで歴史を語ることを選択したのだと思われる．ただ
し，さらに専門的に議論を追いたい読者のために，これ
も選び抜かれた研究文献等の情報が脚注で適宜言及され
ている点は，このような種類の書物としては実に模範的
である．以上のように，本書がキミアの歴史にかんする
最新かつ信頼できる入門書であることは言うまでもな
い．だが，単にそれにとどまらず，人間の知の営みにか
んするインテレクチュアル・ヒストリーの優れた実践例
として，専門分野を超えて広く参照されるべき文献だと
筆者は考える．

（アダム・タカハシ）


