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１．江戸時代における西洋学術の普及

　日本はアジアや他の非西欧諸国の中でも、特に自然

科学の導入に成功してきたと考えられている。それ

は、例えばノーベル賞受賞者を含む多くの科学者が先

端分野の研究で貢献していること、また科学技術の応

用によって、ハイテク分野を中心に産業面で成功して

いることで、示されていると言えよう。日本は地理

的・歴史的に中国・朝鮮からの影響を受け、言語や宗

教・思想をはじめ、農業や冶金などの技術、律令に

代表される制度などを受容してきたが、西洋の学術

（蘭学・洋学と呼ばれた）との直接的な接触と受容は、

16世紀以降、特に江戸時代に本格的になったと言え

る。（註1）

　江戸時代は、「鎖国制度」の下で海外との交流を断

絶した孤立の時代であると表象されてきたが、最近で

は幕府体制の目的が、キリスト教禁制と共に、中国・

朝鮮・オランダとの貿易・交流の管理であった（禁止

ではない）というように理解されている。実際、将軍

吉宗（1684-1751）がオランダの文献・文化に関心を
示してからは、オランダ語訳の西欧学術文献や、多く

の珍奇な文物・道具が輸入されている。例えば、杉田

玄白（1733-1817）の『蘭学（蘭東）事始』では、そ
れらの流行について述べられている（註2）。

　中国・日本が最初に西欧学術に接触したのは、布教

を目的とするイエズス会を中心とするカソリックの宣

教師による。日本の場合、キリスト教が禁制（1609）

されるまでの短期間に、「南蛮（ポルトガル・スペイ

ン）医学」が伝わり、また中国で漢訳された数学・天

文学の文献が、暦学・改暦に影響を与えた。九州・長

崎においてオランダとの貿易が開始された副産物とし

て、特に医学が習得され、江戸や京都・大坂のような

都市だけでなく全国的に「和蘭（オランダ）医学」が

普及した。また、和蘭通詞（通訳）による学術研究も

されている。江戸時代後期には、アヘン戦争（1840-3）
やアメリカのペリー来航（1853-4）に示されるように、
西洋諸国からの脅威が意識され、海防策とそのための

軍事技術が学ばれた。

　こうした受容過程で注目される特徴は、担い手の階

層が知識層としての医師・儒者だけでなく武士・町人
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など非常に広範であり、また優秀な後継者が養子とし

て、天文方・蘭通詞などの家職（世襲）としての専門

職を継ぐことが多く、受容が効果的に行われたように

考えられることである（註3）。

　しかし、もう一つの特徴は、西洋学術から受容され

た内容が、多くの場合、実用的なものに偏っているよ

うに考えられる事である。この点は、「和魂洋才」と

いう言葉で代表され、理解されている（註4）。この語は、

菅原道真（845-903）にさかのぼるとされる「和魂漢
才」が転じて、西洋の有用な技術（アート、テクニッ

ク、テクノロジー）を富国強兵さらには西洋に対抗す

る手段として導入する実用主義的意識を述べたもので

あり、中国における「中体西用」と対応している（註5）。

　西洋学術に対するこうした態度は、布教のため潜入

した宣教師を尋問した新井白石（1657-1725）につい
ても指摘されるが、特に、佐久間象山（1811-64）が
その代表者として挙げられることが多い。彼の「東洋

道徳、西洋芸術（技術）」を習得すべきという発言（註6）

は、「詳証術（数学）は万学の基本」と共に、軍事技

術に代表される西洋科学技術の優秀性を認め、同時に

その実用主義的な利用を主張したものと解される。

　こうした外来文化の受容の仕方からは、日本人の固

有な特性による側面と、より一般的に外部の文化的体

系を受け入れる場合の普遍的な現象としての側面の、

両面が読み取れるであろう。前者の側面を強調してい

ると思われる説として、すでに平安時代における中国

医学の受容において、本来理論的な基礎付けの役割を

担っていた気の存在論に基づく陰陽五行説のような形

而上学が排除されており（註7）、そのことが、江戸時代

において日本固有の医学思想を採用したとされる古方

派、すなわち身体内部の構造・はたらきを想定して病

因を分類・推定する診療法を否定する、極端な経験主

義・実証主義の、先駆を成していたと論じられる（註8）。

　しかしこうした現象を、より普遍的な観点で一般的

に論じることも可能ではないだろうか。例えば、数

学、天文学、医学などの研究は、実用的要請によって

開発・発展されるものであろう。占星術や錬金術のよ

うな、現代科学の観点からは否定される体系であって

も、一方ではそれらを正当化する思想的・形而上学的
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背景を備えながら、担い手にとっては問題解決の技術

としての役割を持つ。そして、そうした「有用な」技

術の多文化への移入は、可能ならば理解の難しい思想

的背景抜きに導入するほうが、容易なはずであろう。

現代でも、実用的技術の基礎となる科学分野が、西欧

とは全く文化的・宗教的背景が異なる地域でも受容さ

れている。しかしながら、実用性の観点のみによる科

学の受容は、科学の発達におけるもう一つの重要な側

面を見失う可能性がある。

２．自然研究の二つの側面

　西洋学術、特に近現代の自然科学の前身である自然

研究の基本的な考え方として、それが真理の体系を提

示するものであり、したがって根拠付けのための論証

が要請される、という伝統がある。元来、古代ギリ

シャに起源を持つ自然研究は、論証体系を理想とする

ものであり、エウクレイデス（ユークリッド、紀元前

300頃）によって体系化された少数の原理から論証に

よって構成される幾何学体系と同様の発想に基づく

ものである。これはアリストテレス（紀元前384-322）
の『分析論Analytica』にはじまり、イスラム圏での
ギリシャ学術受容を経て、12世紀以降にヨーロッパ

で翻訳・注釈が行なわれることで、自然哲学・知識論

の強固な伝統になった（註9）。近代におけるアリストテ

レスの批判者として有名なデカルト（1596-1650）も、
こうした知識論を受け継いでいる。

　それに対し、これまでに述べてきたような実用性や

有用性の観点が、自然研究の動機としてあった事も事

実である。例えば、天文学における地球中心説・地動

説は、プトレマイオス（紀元２世紀）による『アルマ

ゲスト（数学集成）』で集大成されたが、その惑星軌

道の精緻な幾何学的モデルは、暦の作成や占星術にお

ける正確な計算を可能にすることで普及した。コペル

ニクス（1473-1543）が自らの太陽中心説・地動説を
『天球回転論』として出版した折、その序文において、

オジアンダー（1498-1552）は、おそらく反地動説の
側からのありうる批判をかわすため、「なぜなら、天

文学者の任務は、細心の熟達した観測により諸天界の

運動誌を蒐集すること、次に天界運動の真なる原因や

仮説をどんな方法によっても決して獲得することはで

きないのであるから、過去および未来にわたってそれ

らの運動が幾何学の諸原理から正確に計算されるよう

な類の前提なら何であれ、そうしたものを考案し虚構

することである。さて、本作者はそのいずれをも見事

に成し遂げた。なぜなら、それらの仮説が真である必

要はなく、また本当らしいということさえなく、むし

ろ観測に合う計算をもたらすかどうかという一事で十

分だからである。」（註10）と述べている。これは、真の

原因を探求することを放棄するという点で、古法派の

医師の採る現象主義に類似した立場である。

　こうした考え方に対し、さらに天文理論を刷新した

ケプラー（1571-1630）は、「天文学者は、自然の本質
を探究する哲学者の仲間内から排除されるべきではな

い。星の運動と位置を可能なかぎり正確に予想する者

は、天文学者の任務をよく遂行する。しかし、これ

に加え、宇宙の形相について正しい考えを用いる者

は、それをよりよく行うのであり、更なる賞賛に値す

る。」（註11）と反論し、天文理論の真理性を要求しよう

とする。このように、西欧自然科学が成立してくる伝

統においては、理論の真理性の追究と、応用志向の実

用性または道具主義的利用という、二つの目標が並存

していた。

　江戸時代の蘭学者の多くが後者に目を向けていた事

はすでに述べたが、西洋学術の前者の面を理解しよう

とした試みとして、高野長英（1804-50）が挙げられ
る。現在、「西洋学師ノ説」として刊行（註12）されてい

る短篇において、おそらく日本人として初めてギリ

シャ以来の理論的な自然哲学の伝統を理解し紹介した

のが長英であろう。ただしその理解の内容や評価基準

は、文献的に依拠した18世紀の啓蒙主義（百科全書

派、ライプニッツ－ウォルフ哲学）の史観・学問論に

依存している。そのため、アリストテレスやデカルト

の評価に関しては、否定的である（註13）。これは二重

の意味で興味深い。江戸時代の文献として残されたも

のとしては、恐らく唯一の、ギリシャ以来の思想的・

真理論的な伝統に連なる自然哲学の理解を示している

と同時に、同時代の西洋における自然研究の変容も示

しているからである。西洋の自然哲学が、文末で述べ

られているように、四元素説に代表されるアリストテ

レスの学説から、「実測の学」によって「形以下学ヲ

以テ、人ノ所務トシ、此ヨリシテ形以上ニ至ルノ学風

トナリタリナリ。」（註14）と向かったことは、18世紀に

自身の重力理論と数学的方法が自然研究における実証

主義的方法論を確立するきっかけとなったニュート

ン（1642-1727）の、「私は仮説を立てない」という主
張（註15）と対応している。

　日本人が西洋学術の受容を開始した江戸時代は、

ヨーロッパでは、形而上学と宗教が結びついた自然研

究としての自然哲学から、現代的な自然観（熱力学や

電磁気学、太陽系外の宇宙の研究、実証的元素・原子

論の確立と化学分析、生物の細胞説や進化論等）を確

立することになった科学（専門分野に分けられ制度化
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された研究）の成立とその技術との結合への移行期に

あたっていた。江戸時代における西洋との交流は、こ

の移行期に重なり、明治時代における新しい科学技術

の受容のさきがけとなった。科学技術を西洋文明の一

部として全面的に導入した日本は、市民の生活向上と

東洋における軍事強国という自らの「富国強兵」を実

現した。

註

１　江戸時代における西洋学術（蘭学、洋学）の受容の経

緯に関しては、佐藤昌介『洋学史研究序説』、岩波書店、
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中甚華美繁花の最中なりしにより、彼船より、（晴雨計、
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李廷挙編『科学技術』、日中文化交流叢書８、大修館書
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発見』、山川出版社、2004年、参照。
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らゆる抽象的な概念や理論的なものにたいする抜きがた

い嫌悪と不信、既成の理論の否定と新たな理論創出の拒
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いた、わたしの常套的表現をつかえば、理論的白紙還元
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がら、ひとつの医学体系のなかでの臨床技術は、決して
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る。理論的な支えを失えば、臨床技術はばらばらな断片

の無秩序な、そして恣意的な適用を許す、集まりにすぎ

なくなるだろう。」（山田慶児「反科学としての古方派医

学」、思想、2006年５月、59頁）

９　大出晁『知識革命の系譜学』、岩波書店、2004年、伊
東俊太郎『十二世紀ルネッサンス』、講談社学術文庫、

2006年、参照。

10　コペルニクス（高橋憲一訳・解説）『天球回転論』、み
すず書房、1993年、９頁。

11　N.Jardine,  The Birth of History and Philosophy of Science, 
Kepler s ‘A Defence of Tycho against Ursus ’ with essays on 
its provenance and significance, Cambridge Univ. press, 1984, 
p.144-5.

12　日本思想大系55『渡辺崋山、高野長英、佐久間象山、
横井小楠、橋本佐内』、岩波書店、1971年、所収。

13　高野長英についての概説は、佐藤昌介『高野長英』、
岩波新書512、岩波書店、1997年参照。また彼の思想・
影響関係については、川尻信夫『幕末におけるヨーロッ

パ受容の一断面』、東海大学出版会、1982年、参照。



208

三浦　謙：日本が受容した西洋科学

14　「然レドモ、元来陰陽四行ノ旧説ヲ以テ、形以上ノ学
ヲ原トシ、形以下ノ学モ此ヨリ岐分スル故ニヤ、蒙然ト

シテ分明ナラザルナリ。此間ニ有力名哲出デテ、実験ノ

実路ニ則リ、法ヲ立テ、教ヲ設ルモノ、亦少シトセズ。

然ドモ、旧染ノ古学、歴然存シテ世ニ行ハレヲ以テ、世

人此ニ泥着スルモノト見エタリ。然ドモ、後世人物ノ出

ルニ到テ、其説、実測ニ忱合（しんごう）セザルヲ以テ、

疑ヲ生ズルノ間ニ、実測ノ学、次第ニ行ハレ来ルニ由テ、

遂ニ旧説ヲ廃シ、新説ニ従テ、右形以下学ヲ以テ、人ノ

所務トシ、此ヨリシテ形以上ニ至ルノ学風トナリタリナ

リ。」（『渡辺崋山、高野長英、佐久間象山、横井小楠、

橋本佐内』 206-9頁）
15　『自然哲学の数学的原理』（『プリンキピア』）第二版一
般的注解。また以下の主張が、長英の理解の原型と見る

事ができよう。「数学と同様、自然哲学においても、難

解な事柄の研究には、分析の方法による研究が総合の方

法に常に先行しなければならない。この分析とは、実験

と観測をおこなうことであり、またそれらから帰納に

よって一般的結論を引き出し、この結論に対する異議

は、実験または他の確実な真理から得られたもの以外は

認めないことである。なぜなら、仮説は実験哲学では考

慮されるべきではないからである。実験と観察から帰納

によって論証することは、一般的結論の証明にはならな

いが、しかもなおそれは事柄の性質からみて許される最

良の論証の仕方であり、帰納が一般的であればあるほ

ど、有力であるとみなすことができよう。……一般に、

結果からその原因へ、それも特殊な原因からより一般的

な原因へと進むことができ、ついには最も一般的なもの

に到達して論証は終わる。これが分析の方法である。そ

して総合とは、発見され、原理として確立された原因を

仮に採用し、それらによってそれらから生じる現象を説

明し、その説明を証明することである。」（Ⅰ.ニュート
ン（島尾永康訳）『光学』岩波文庫、1983年、356頁）
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