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E｡グラント (小林剛訳)『中世 における科学の基

礎づ け その宗教的,制度的,知的背景』知泉書

鰭,2007年,Ⅹvi+327+39頁1)

小 津 実

1. アメリカの中世科学史とエ ドワード｡グラント

中世科学史研究は,ピエール ｡デュェム (1861-1916)

の記念碑的著作 『世界の体系』とともに産声をあげた2).

その後ヨーロッパにおいて文献学的に深化を遂げる一

方,教育と科学哲学に重点を置 く北米では独自の歩みを

示すことになった.草創期の中世科学史研究を支えた人

物は3人いる.『魔術と実験科学の歴史』の著者リン｡ソ

ーンダイク (LynnThorndike,1882-1965)3),ベルギー

からの移住者ジョルジュ (ジョージ)･サートン (Geor一

gesSarton,1884-1956)4),そしてアメリカ中世研究の確

立者チャールズ ｡H･ハスキンズ (CtlarlesH.Haskins,

1870-1937)である5).とりわけサートンは,歴史学でも

科学研究でも十分に存在意義を認められていなかった科

学史研究を制度化するために,1912年に科学史専門誌

『アイシス』を,1924年に科学史学会(HistoryofScience

Society)を立ち上げた.しかしながら,アメリカ科学史

学会の中で,中世科学史にとって厳密かつ記念碑的な成

果を残したのはマーシャル ｡クラーゲット (Marshall

Clagett,1916-2005)であった.カリフォルニア工科大学

とジョージ･ワシントン大学で学び,ソーンダイクが教

壇に立つコロンビア大学で博士号を取得したクラーゲッ

トは,対日戦争中に海軍に勤務したのち,1947年にウィ

スコンシン大学に赴任し,1964年以降プリンストン高等

研究所に籍を置いた.『古代ギリシア科学』(1955年),『中
世の工学』(1959年),『中世におけるアルキメデス』5巻

(1964-84年)という記念碑的著作を完成させ,さらに『古

代エジプト科学』(1989-)に着手した6).

1926年生まれのエドワード･グラントは,ウィスコン

シン大学でこのマーシャル ｡クラーゲットの薫陶を受

け,1957年に博士号を取得した7). 1966年には同大学出

版局からニコル ｡オレ-ムの著作の校訂版を刊行し,

1981年には中世後期から科学革命に至るまでの真空理

論に関するモノグラフを,1994年にはやはり同時期をス

パンとする中世宇宙論に関する大著を出版している8).

(37)
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専門誌に多数の論文を寄稿する一方で,いかにもアメリ

カの学者らしく,講義の教科書となる概論も執筆してい

る.1971年には『中世の自然学』を,1974年には中世の

科学思想に関する諸テクストからの抜粋集を,1996年に

は本書を,2004年には科学 と宗教の関係史を,そして

2007年にはケンブリッジ大学出版局から,古代から19

世紀に至るまでの自然哲学の通史を上梓した9).

2008年に82歳を迎えるグラントは,すでに大学を引

退している.彼は1959年から92年までインディアナ大

学で教鞭を執り,1985年から翌年にかけては科学史学会

会長を務め,1992年には権威あるジョージ ｡サートン｡

メダルを受賞した.彼の指導学生であったデヴィッド｡

リンドバーグ (DavidLindberg,1936-)は中世光学の権

威であると同時に,ハ-ヴァ-ド大学のジョン｡マ-ド

ックとともにアメリカの中世科学史を牽引してきた10).

彼はウィスコンシン大学のクラーゲットのポストを継承

し,1978年には,前年に師グラントの編纂した史料抜粋

集に呼応するように,当時の科学史学会の総力を集めた

中世科学史論集を編んだ11).1986年には宗教と科学の相

克を扱う論集を,1992年には今なおスタンダードである

古代中世科学史の通史を執筆し,2007年にはその改訂新

版を上梓している12)｡また本年中には,中世科学史を志す

者にとってまず依拠すべき手引きとなるであろう 『ケン

ブリッジ版科学史』の中世編の編者もつとめる13).なお長

年グラントが占めていたポストは,現在,中近世錬金術

思想のリーディング ｡パーソンとなったウイリアム ｡

ニューマンが後任している.

2.内 容 紹 介

1992年に世に問われた本書は,序文にあるように,中

世における自然学の概論的作品としての前著 『中世の自

然学』(1971年)を下敷きとしている.しかしながら,中

世に生み出された自然学テクストとその適時的記述を事

としていた前著とは異なり,その中世的自然学を生み出

したコンテクストに多くの貢を割いている.したがって,

前著とは執筆目的の異なる別物と考えたほうが良い｡全

体は8章構成である.順次紹介していきたい.

第 1章 ｢ローマ帝国とキリスト教最初の6世紀｣は,

いわゆる古代末期と初期中世の科学思想を扱う.自然科

学思想において,古典古代とキリスト教中世を分かつ最

大の要件は,聖書に見える世界創造の記述である.しば

しばキリスト教は,異教の知であるギリシア ･ローマの

思想を敵対視していたと言われるが,グランドはそのよ
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うな通俗的理解を退ける.その根拠は,一方ではバシレ

イオスに始まり,哲学的素養を持つ知識人階級に広がっ

た ｢創世記｣への注釈である ｢へクサエメロン文献｣で

あり,他方ではヴァロに始まり,より広範な読者層を想

定した百科全書的著作であった.後者の代表作はプリニ

ウスの 『博物誌』とイシドルスの 『語源論』であるが,

とりわけイシドルスの著作は,マルティアヌス ｡カペラ

を経由して,言語的学科である三科 (文法学,修辞学,

論理学)と数学的学科である四科 (算術,幾何学,天文

学,音楽)から構成される自由学芸七科に縫着するため,

極めて重要な役割を果たしていた｡

第 2章 ｢新 しい始 まり 12,13世紀の翻訳の時代｣

は,12世紀と13世紀における,アリストテレス文献のラ

テン語への翻訳の問題を扱う.一世紀前にハスキンズが

『12世紀ルネサンス』で,半世紀前にフアン･ステーンベ

ルへンが 『13世紀革命』で論じた課題である14).ァッバ

ース朝のバグダードを中心としたアラブ世界で保存され

ていたアリストテレスの自然哲学文献が, トレドのよう

な南ヨーロッパの翻訳中心地を通じて西欧社会に浸透し

ていく過程を論じる15).ここで重要となるのは,アリスト

テレス自身による文献だけではなく,古代末期東方キリ

スト教世界での注釈,イスラム世界での注釈 (アヴェロ

エスら),そして偽アリストテレス文書という著作群もま

た,アリストテレス受容において極めて重要な意味を持

っていた点である.

第 3章 ｢中世の大学｣では,第 2章で述べたアリスト

テレスにまつわる新思想が具体的に議論され教授された

大学制度を概観する.古代末期以来の基礎学問である自

由学芸のみならず,神学 ･法学 ･医学という上級学部が

創設される中で,哲学の役割もまた増大していく様子を

描写する.

第4章 ｢中世はアリス トテレスから何を受け継いだ

が｣は,中世西欧にもたらされたアリストテレス自然哲

学の説明である.永遠なる世界を地上界と天上界にわけ,

四元素と第五元素たるエーテルによる世界の構成を,辛

明に語る.

第 5章 ｢アリストテレス的学問の受容,衝撃と教会,神

学者の反応｣では,パリ司教エティエンヌ ･タンピエに

よる1277年の断罪を中心に,中世のパリ大学を中心とし

たアカデミアの中で,アリストテレス自然学がどのよう

に受容されたのかを論じる16).ァリストテレスの理解は,

学芸学部の哲学者と神学部の神学者との間に対立を引き

(38)

起こした.というのも,アリストテレスの理解に従えば,

(1)世界の永遠性,(2)二重真理説,(3)神の絶対的能力

の制限を論じざるを得ないからである.いずれも神学に

とっては認めがたい説であり,したがって1277年の断罪

へと結束した.しかしながら,だからといって神学者が

アリス トテレスを拒絶したかと言えばそうではなかっ

た.反発がなかったわけではないが,ボナベントウラが

そうであったように神学者もアリストテレス自然哲学に

大いに惹かれたし,自然哲学者も,神学の議論を弁えた

上でそれと激しい衝突を起こす議論を提起することはな

かった.グラントは,哲学は神学を学ぶ前提であり,そ

れゆえ13世紀には,神学者-自然哲学者という新しいカ

テゴリーの知識人が出現したとする.

第 6章 ｢中世はアリストテレスの遺産で何をしたか｣

では,とりわけ中世後期の自然哲学者が,アリストテレ

ス自然学の知識に基づいて推し進めた科学理論を説明す

る.やはり地上界と天上界に分け,前者では古代科学と

ガリレオとを結びつける,とりわけオックスフォード大

学に集った哲学者による運動力学の議論を,後者では宇

宙の構造 とその運動の原因に関する議論を説明してい

る.いずれも中世後期独自の自然科学に対する知的貢献

として注目に値する.

第 7章 ｢中世の自然哲学,アリストテレス主義者,アリ

ストテレス主義｣では,アリストテレス自身の議論では

なく,その中世的理解つまり注釈 (commenntarius)な

らびに問題集(quaestio)が論じられる.中世の大学にお

いて最も重視された問題集は,ペ トルス ｡ロンパルドゥ

スの 『命題集』である.些細な問題であるように見える

が,問題集は中世の自然哲学を論じるためには不可欠の

テクストである.というのも,自然学に関する議論のい

ちいちは一間一答集のごときこの問題集に収められ,ア

リストテレスがそうであったような全体として論じると

いうよりも,個別の問題に分割して解答が求められたの

であった.テクストの脱コンテクストであり,この手法

ゆえに中世哲学はアリストテレスを継承しながらも,独

特の道を歩んだと言える.他方で中世哲学は,実験とい

う手法と科学の進歩という概念を欠いていたが,数学的

手法を大いに用い,その結果はあらゆる中世的学問に応

用された.このようなアリストテレス主義に対する疑義

は,16世紀に隆盛を見る新しい思想群 (ストア主義,プ

ラトン主義,新プラトン主義,ヘルメス主義,原子論)

が提起した,とする17).ァリストテレス主義の独壇場とも
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言ってよかった中世は,ルネサンス期に大きな変質を遂

げたのである｡

第 8章 ｢中世において近代初期科学の基礎づけはどの

ようにしてなされたか｣では,中世後期の自然哲学と17

世紀の科学革命を関連付ける作業がなされる.クーンの

科学革命論が提起されて以来,これは中世後期や近世初

期の科学史を専攻する研究者にとっては極めて大きな問

題である.グラントの態度は明快である.前章までに跡

付けた諸条件,つまりイスラム世界からの翻訳,制度と

しての大学,神学的知を持った自然哲学者という3つの

条件が揃ったことによって,西洋世界には科学革命がお

こったとする.比較の対象としてイスラム世界とビザン

ツ世界を挙げているが,この2つの知的世界には,西洋で

確認される3つの条件がうまく整わなかったがゆえに科

学革命へと到達しなかった.さらに中世は,数学的分析,

真空問題,学術用語,その他いくつかの基本的問題を遺

産として後世の科学者に残していたことをも指摘する｡

3.最 後 に

日本語で読むことのできる中世科学史の通史は必ずし

も少なくない.サートンやグロンビーのような古典から

伊東やマ-ドックによる独特の構成をもつものまで,初

学者には十分な量がある.最近では,西洋中世科学と切

っても切れない関係にあるアラビア科学をその内的論理

に従って紹介する書物すら現れるようになった18).その

ような中にあって本書は,1996年という比較的新しい段

階の中世自然哲学の総括的な知識を提供する点で,歓迎

すべき業績であろう.訳文も,中世自然学のテクストに

馴染んだ専門家が筆を執っただけあり,凡そ安心して読

み通すことができる.ただし中世哲学を専攻する別の研

究者から,結構な量の誤訳が指摘されている19).こちらも

合わせて参照されるべきであろう.

一点だけ付け加えておきたい.いくつかの事実をある

特定の視点に従って組み合わせ,ストJ)-をつくりあ

げた結果が歴史叙述である.グラントによる通史は,グ

ラント自身による視点で執筆された歴史叙述である (そ

しておそらく本書のような叙述が,中世科学史の標準的

理解であろう).そうであるとするならば,本書とは異な

った設計図に従って構築された自然科学の歴史叙述があ

ってもよいのではないか.ロレ-ヌ ｡ダストンとキャサ

リン･パークによる 『驚異 と自然の秩序 1150年から

1750年』(2001年)は,そのような独自の試みを代表する

一冊である20). 1981年に発表した共同論文を出発点とし

たこの労作は,奇形や怪物のような,一見

的な奇想趣味として生真面目な研究者の関ノ

きそうにないマテリアルを,そのマテリアルが

た時代の秩序観念に呼応するかたちで整序してO

して驚異をただ人間の想像力に還元するのではなく,同

時代の知的秩序- 自然の秩序は神の秩序である- に

その源を求める.本書はグラントの標準的著作と比較す

ると,2点において対照的である.ひとつは,時間幅を12

世紀から18世紀までとしている点である21).もうひとつ

は,自然の秩序という,現在の科学的知とは大きく異な

る,前近代世界の独自の物差しにしたがって,諸事実を

組み合わせ,ストJ)-を構築している点である｡実は

この2つの相違点は,一般史の動向と軌を同じくする.つ

まり,1つ目の時代区分は,かつてジャック ｡ルゴフなど

が論じた ｢長い中世｣論22),または近年活況を呈してい

る中世後期と近世をひとまとめに論じる諸プロジェクト

と呼応するし23),2つ目の｢自然の秩序｣論は,ジャイル

ズ ｡コンスタブルの雄編が詳細に論じた,中世のスコラ

的知が構築した中世社会の階層論と同根であるように見

える24).科学史は歴史学の一翼を担う以上,このような各

分野間での平行現象は当たり前と言えるかもしれない

が,日本では一般史は一般史,科学史は科学史,哲学史

は哲学史と,日本独特の縦割り行政のごとき専門分化と

その狭い枠の中での再生産が通例となっている.一般史

家は科学史を読まず,哲学史家は一般史に近づかない.

旧弊な歴史観とそれを支える閉じたアカデミアの打破の

ためにも,『自然の秩序』が翻訳され,本書 『中世におけ

る科学の基礎づけ』とともに読み継がれていくことを願

う25).
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