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Le hasard seula jeti en moi une perception immense, mcommensurable,

･qui a le caraetとre le plus evident de la variti. [日.] cette perception, C'est

celle du syst主me de la creation tout entiare avec son commencement et son

but･ Les sages de l'Inde, et apres eux Pythagore, Charles Bonnet et Kant, qul

sont les trois plus grands genies de tous les siとcles, en ont apersu quelque

choseト.1.

(charles Nodier, corresp., 22 juillet 1832).1)

ジュネ←ヴの博物学者であり哲学的著作を残したCharles Bonnet (1720-

1793)はこうして19世紀初頭の一個のロマソ的な精神にとってほカントと並ぶ

大思想家であった｡今日顧みられること少ないとはいえ,ボネは18世紀後半か

ら19世紀初頭にかけてかなり広く読まれ評価されていたと思われる2).

その思想は様々な傾向の折衷の上に成り,扱う対象も多岐にわたるが,便宜

的にいくつかの分野に分ければ次のように見ることができよう. ①　有検体論

及び白魚理論　⑳　いわゆる転生論　③　感覚論に基づく観念学　④　形而上

学的考察,道徳論など｡小論では①有機体論を中心に据えて,沢生する｢生物

変移説｣ transformismeとともに検討し,次いでボネの名とともに有名な⑧転

生論にもふれることでボネによって生物界の歴史がいかに考えられていたかを

見ることとしたい｡しかしボネの思想の実体がほとんど知られていない事情を

考えると,あらかじめ最小限の紹介をしておくことも必要と思われる｡以下,

上の便宜的区分に従って簡略にボネの思想の広がりを示すこととしたいo
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ボネはまず第-に,博物学者として『有機体論考』 (Consideration sur les

ITt=I∵二二iこ.:;_i:: - ∴二Ii:_ -=t_i:-二-_ ∴二二
一､･:　　　　　　　　　　　　6　J＼二一･t

実地研究においても20歳の若さでアリマキの単為生殖を観察によって確証し,

これによってボネは今日も科学史にその名を残している｡しかし彼はこれらの

観察把よっ耳目を宿弊,早?後の研究の中心は理論的分野に移ることになり,

それが今掲げた著作として結実するのである｡

この分野での理論的研究の中心をなすものは有機体論であり,小論のテーマ
i

として改めて考察するが,この有機体論は有機体の発生についての解釈によ

っ.笹基嘩づけわれてい.考..i.ボ丸?発生論専もまず牌種発在艶｣垂eorie de la
ヽ

pr6existenqe･.des germesあるいはノ｢矛先形成説(前成説)｣ priformationnis甲e

ou･pr6formismeと心て特徴づけるこlとができる十･この説を採るボネによ尭ば,

有横組織を持つ動植物のすべての個融汀天地創造め際払1微小な有枚体セあ
1    I                  l     /≧ノ1  ,I   '

る匪(旺種) g品meとして神によ'-,て■一斉に作られたあであり■, tLもゆ◆畠発生

gen6fationとは,以来微小なまま存続して来た有機体が成長して可視的なもの

となることである(Consid., I, 15)3)0

そしてその先在する膝は動物の場合雌の牌内で卵子の形を取るとされ　ボネ

ほ｢卵生説｣ oyismeと呼ばれる立場に立つ(ibid" I, 16)4)LO　このような見解

が採られる甘辛ついてはボネ自身のア1)＼マキの単為生殖の発見も重要な契機とな

り, 20歳の頃にはボネほこの歴穫先在説を舜信していたo先在匪種が発生まで

ど甲よ.うな状態にあるかについては見解に変遷が見られるが,結局代々の歴

略･(雌の肱において)順次｢入れこ｣構造をなしているとされ, ｢入れこ説｣

theorie de l'embo印ement des germesの立場が表明されるに至る(Ta.b.leabE,

71)5).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lt I

.,この旺種先在説自体は17世紀以来0.ものであり,-紳かな違いはあるにせよマ

ールブラソシュ,ライプニッツもそこに数えることができ, 18世紀にあっても

一般的な説で決して珍い､ものではない.∴ただボネほ18世紀中葉におけるこの

説の主たる唱導著であり, ,後に見るようにその理論は膝種先在説の｢つの到達

点を示すものとなるのである｡
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他方,敬慶なプロテスタソトであったボネにとって人間の精神(霊魂, a血e)

の実在は宗教的確信でもあったが･,それはまた物質の複合性に対する感覚sen-

timentの-性によっても導かれるものであった(E.A. il)6).そしてボネほ人

間からの塀推符よって動物に.ついて畔ポ.)･.プに至るまで非物質的実体としての

精神を認める(Consid.･1 ⅠⅠ, 76;i Tableau//I 69;r･lPaling･, 115)7)占∴こうした類

推の裏には,諸存在が連続的な階梯をなしているとする,当時かなり広まって

いた｢存在の連鎖｣の観念も関与していると思われが).そしてボネはこうし

た精神一般も歴雀とともに太初より∴1いわばタブラ･ラー廿として潜勢的に存

していると考えた(ConsidリⅠⅠ, 82-83; ,Tableau,/70; Princ. Philo., ch･ 5)9)0

ところで｢存在の連鎖｣の観念に忠実であれば, ■この階梯中の植物以下の存在

にも精神を認めるべきことになろう.しかし精神を持つことで可能と.なる感覚

の明瞭な表徴を持たない植物以下の存在については,ボネほ結局精神を持つこ

とを疑っている｡また有機的組織については,ボネは植物以上にはこれを認め

るが,鉱物については否定している(ConiemPl., 128)19㌔

さてボネは第二に,上の有機体論の基礎の上に,,精神を持つ個体の死後の運

命について考察した.いわゆる転生論である｡ただしここで｢転生｣と訳した

p!lingbn6sieの語はボネによってその原義,つ孝り｢新生｣ないし｢再生｣の

意味で用いられているo小論では準例隼準じて｢転生｣の訳卑採るが,そり内

容は･ F輪廻｣ transmigrati.on,～ m如empsy*pseの事態`と混申されてほならな

いoそ､してボ序にあって転生､と,は結局,.JL人間についてはキlリ香卜教の威く死後

の｢身体の蘇り｣ r由urrection a.qI･.eorp芦を鞄し":また動物をち?いても類似的

な事態を想定するものに外ならない｡

実際転生論においてほキ1)スト教思想が内容を大きく規定し,●それは結局キ

リスト教の教え,特にその終末論の哲学的解釈の試みと言うことができる｡終

末論の解釈である以上当然のことながら,転生論はボネの道徳論の成立する場

を提供するものであり一,ボネの哲学の細部へ進むためには前提とし.て把捉′して

おかなければならないものである｡またここでボネほ自己の理論を構築するに

当たって,ライプニッツの内に自己の強力な支持者を見出して行くことにな
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る｡

一転生論がまとめて展開されるのは『哲学的転生論』 (Palinge'ndsie philos0-

phique, 1769)においてであるが,その骨子は早くから獲得されていた.開通

する記述は『心理学試論』 (Essai de Psychologie, 1754), 『精神能力分析論』

(Essai analyiique sup leg Faculiゐde l'Ame, 1760), 『自然の観照』など

においても見出すことができる｡

ボネは第三に感覚論に基づく観念学を構想し, 『心理学試論』及び『精神能

力分析論』の著作を残している｡ボネは人間及び動物に精神実体を認めたが,

精神と物体の直接作用を認め11),感覚論の立場を採った｡その上でボネは人間

について,感覚観念から抽象観念が形成される過程を考察した｡ここでボネは

ロックの流れをくみ,コソディヤツクとはぼ同格の位置を占める｡

ボネはまた能動的な精神実体にあっても,その記憶,思考等の具体的作用は

脳の組織に媒介されて実現されるとするなど,一般にその観念学を脳や感覚器

官の生理学的考察と大胆に結びつけようとした｡この態度は続く｢観念学派｣

IdeologlleSに通じるものを持っていたと思われるo

ボネはさらに,まとまった著作とはしなかったものの,彼の思想全般を基礎

づける形而上学的考察,さらには道徳論を残しているoこれらは,すでに転生

論や観念学に関連して掲げた著作中に見られるほか,ボネの晩年に刊行された

『博物学･哲学著作集』 (Gurres d'Hisioire naturelle et de Philosophic 8

vol. in-4; 18 vol. in-8, 1779-1783)に≪Ecrits divers≫として収められた小

品などにも見ることができる｡

これらの領域でポネはライプニッツ哲学の影響下にあるo形而上学に関連し

ては,ボネがライプニッツに従って,現にある世界は可能的世界の内で最もよ

いものであるとする最善観optimismeを受け入れていることを指摘しておき

たい｡ 1755年にフイPポリスPhilopolisの名で書かれた,ルソ-の『人間不平

等起源論』を批判した有名な手紙にも,この最善観がはっきり反映しているの

を見ることができる｡
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以上筆者はポネの思想がどれほどの幅を持つものであるかを示した｡ボネの

思想全体の基礎をなすものは有機体論であり,転生論もこの有機体論を基礎と

して初めて考えられるものである｡小論ではまずこの有機体論を,主として

『有機体論考』に即して検討することとしたい｡

Ⅱ　有　　機　　体

ボネが発生論として旺種先在説を採用したことはすでにふれた.ボネほ当時

の様々な実験,観察の成果をこの説のために援用するが,他の信奉者にとって

と同様ボネにとっても,この説は本来哲学的に推定されたものであった｡ボネ

における主要な論拠は,一個の有政体が自然の過程において故紙的に形成され

ることが不可能と思われることである｡ 『有検体論考』冒頭でボネは語ってい

る｡

La Philosophic ayant compris 1)impossibilitg oh elle　6toit d'expliquer

michaniquement la Formation des Etres OrganlSeS, a imagin占heureusement

qu'ils existoient dija en petit, sous la Forme de Germe∫, ou de Corpu∫cules

Organique∫. (Consid., I,)12)

何げない表現だが,有機体を機械的に形成されるものとして｢説明｣するこ

とが当時の自然科学において不可能であることが,直ちに自然過程での形成の

否定につながってしまっているoそして新たな仮説たる旺種先在説は,実際に

はボネにとって-仮説たる以上のものになってしまう｡勿論ここには当時知ら

れた力学法則に準じた機械論的13)自然観では自然界で有機体が形成されるとす

るには不十分であった事情がかかわっている｡しかし人間の認識を信頼してあ

くまで理解,説明が可能なもののみを認めていこうとする合理的態度はまた,

認識の可能性から自然界を限定してし･まい直ちに神を援用することにもつなが

ったのである14)0

さて,仮に今見たボネの論法を黙認して,有機的組織が物理的な自然過程で

形成されえないとするとしても,そこから有機体があらかじめ先在していると
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の結論が導かれるためには,いくつかの前提が承認されねばならないと考えら

れる､｡まずここTでは,右横的組織が個別的な奇跡によって形成されることが暗

黙の内に否定されていよう｡一般にボネは自然の秩序への奇跡の介入を認め

ず,自然の内の事象に統一性,法則性を保たせようとした｡これはすでに近世

初頭以来の自然科学の要請であり,また,一般法則によって世界を律する神の

完全性という形而上学的観念にも照応していたと思われる｡他方,自然的には
+I       1        -十

為されえないと考えられた奇跡に頬する事態は,すべて普遍的奇跡たる神によ

る天地創造の内に帰せられるのである｡ボネはこうしてひとたび創造された世

界については奇跡を否定して法則的解明を意図し,■その限り当時の新しい思想

傾向に与している15)o　　　　･､

ボネはまた,有機体の形成を説明するために彼に先立つ時代に援用されるこ

とがあLjた｢造型的本体｣ na仙re plastiqheと小った非物質的原理にももはや

頼らなかった(Pdlinを., 293)0､小たずら紅こうした認識不敵の原理に訴える

ことは,今ふれた法則的解明の意図に,あるいはまた先に述べた人間の認識へ

の信頼にも反することになろう.o･t!.こう.してボ弾ままず奇跡や非物質的原理を退

け, ‖自然の法則の中に有政体を置いて考えよ!うとしたのであった｡

しかゝUながら他方ボネほ,'以上か･ら逸めて自然がその運動の中や自ら有機組
～

織を生み出すとまでは考えなかった.ボネほ物質分与1恒録の性質によって

様々に区別されるとし,またニュートンの引力概念を選択的な親和力と解釈し

て導入し,白,A界での物質分子相互の結合を考えるなどした(Conisid･,,I,63)o

そしてボネ注自然を律する津則にはいまだ知られないものがあることも誌め

るb▲しかし未知の法則も当時までに知られた力学的運動法則から類推されるに

とどまク,それらを質的に超え有も御.ま想像しえなかった｡それ敢自律的に自

己を維持-tLl,_,..合目的的に作用する有機体の本質的な構成は,自然界での｢般法

則に従っ.串分子の結合のレヴェルを超えていると考えられたのである17'o

当時モ｢ベルテユ叶(Maupertuis; 1698-1759),ゼi-ツフォン(Buぼon, 1707-

1788)らは,現在の自然界では通常両親を摸して子の有機体が形成されるとし,

自然に有機体を再形成する力を認めて後成説(るpig6n由e)を新たな形の下に

主張していた19)o Lかしボネほ春暁組織そのものについては,こうした再形成
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の能力も自然に認めるには至らなかった.'lこう{して結局すべての有機体は天地

創造の際に一斉に,直接神に.]よっ,{作ら′れたと考えられることになる占･･L一般に

肱種先在説とは自然の過程を力学的運動法則の秩序に切･り.つめた上で,その機

械論的自然観を成立させる前提として,異質な神による創造を無妓介.K援用す

るものであ〔った19),!0)と･　　　/- 1 `　　　　　　　　Li　･人lIt1

以上から見て取れるように旺種先在説はその眉然解釈において二面性を持っ

ているoそれは有機組織そのものの自然的な形成,再形成を認めるには至ら

ず,この点で飛躍をなして神に訴えることになるが,すでに奇跡等の否定とし

て見られたように,ひとた噂Ij遺された自壊にをち内的な統一性,したがって自

律性を認め,独立した価値を持つものとして自然を理解しようとした｡歴種朱

雀説はこの後著の面で大き.く偲新LLt､白鷹像院.与七ていたと言いうるのであ

ち..　-

l i･ ･ ･･L..:　　.I.　､ .　　　　　　L　　　･  : ;1

;n..,さてボネほこの先在駐種の基礎の上に,･以後,有機体の活動の原理約枚践論

的解明を試みるこ一と紅なる.Tlすで杵ふれたよう暗i･:･ボネはこの先在する有機体

(肱)を雌の胎内の卵子に寒め,ま`た代々の歴.は順次丁入れこ｣をなしている

と考えた｡･この｢入れこ｣をな]して先在する膝は｢入れ芦｣一をたどるほど微細

なものとなるが,創造の時以来生命を保ち,いわゆる発生の以前にも少しずつ伸

長を続けているとされる;(Me'qwire sur麿LGer_me亨, in _auvres, Y)oさて

歴はいわゆる発生に当たって本格的成長過程に入ることになるが,この本格的

成長は,ボネに去れば;▲いわゆる剰乱fるcoz!dationや際にもたらされる輝の精液

liqueur s丘minaleが歴を利敵.Lかつ襲毒物とな肴ことで可能となる.(Co.nsid･,

I, :15･=16,. ･119; tlIit 229,.245)21.)も　　　　　　　　　　　　　　　　,

!と､ころ･で一般に栄養摂取とは有横体が外部の物質分子を自己の組織に横枕的

に取り.込んでゆく過程であると.されるt (ibid.,_ィ, 15).そして先にふれお親和

力によもて各組織で必要とされる分子が選択されて取り.込まれ,∩:組織の終結の

網目を押し拡げることで伸長:(成長)が起こ､ると考おられる･ _(ibid･, I, 618,

20⊥22,, L63二70)｡こ-の際ボネは分子の.′｢熱｣ chaleur :(ibid･,kr 22)や｢活動性｣

activitる(ibid., 1_5)･の関与を認軌-I:またそうしたものの消費と補給の必要につ
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いても語っている(ibid., 8, 70)｡精液の液体部分を形成する物質分子は高度

の活動性をもつと想定され,それ故腔の組織を飛躍的に伸長させることができ

るのだとされる(15-16)0.､こうして受精によって本格的成長を始めた肱は, ･そ

の後母胎から栄養を供給されて成長を続け,いわゆる出生を迎えるo+,かくrて膝

種先在説を採るボネにとってほ,発生も有機体の本質に関わるものではない｡

それは有機体としての機能に関しては,すでにあるものに何ものも付け加えな

いのである｡

Ⅲ　白.　　　.然

L　ところでボネがこうした理論を確立.した1760年頃には,この摘発巷説はす

でにモ-ベルチエィ,ビュッフォンらによって批判されていたo　とりわけ,歴

種があらかじめ作られているならば遺伝の事実,つまり両親と子供の問の形質

の類似をどう説明するのか,､といった批判は重要であ･;た.そしてこれらの論

者は主としてこの点から後成説を主張し,.両親双方からの分子が有検体を再構

成する際,これらの分子は漕た両親の特徴をも伝達するとしたのであった.ボ

ネほこうした批判に対応しつつなお歴種先在説を擁護するが,そうすることで

彼の理論はこの先在説の到達点を示すもめとなる.のである｡

一発在膝種はそれ､まで二股に; ,故小ながらすでに衰成された一個の有機体とし

て考えられていた｡それに対してボネは,先在歴種がすでに完成されていると

すれば遺伝をめぐる困難は免れえか‥､と考え{-歴はいまだ完成してはいないも

の､と想定したoポネによれば歴の成長は単に諸部分の拡大なのではなく:,A.それ

故膝は形態的にも成長後とかけ離れたものでもかまも'ない∴(Tibii紘J67-168)A

そ.してこの歴は種espさceと性別までが決定されているとされる(Consid., Ⅰ,

123,154)o言葉を変えれば,天地創造の際にあらかじめ形成される匪ほ,奄ご

との雌雄わ有機的身体機能を保証する基盤であるに止まる｡歴の予先形成は個

体とtLでの特散まで含んでいる訳ではないのである｡

こうしてボネほ隆を従来より広く柔軟に解釈するこ七となり,肱は自然界で

の成長過程虹大きな役割をゆずるo肱は自然界の内に位置を与えられ,.外的自
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然的影響を受容しつつ成長する中で初め,t個体性を得るのである0 ,･　　,

かぐて先-の遺伝の問題も鹿の成長適海産おける変始とそ五K-よlる個体化と!L

て理解できる.つまり父親からは精掛と悠って,毎親からは子宮という環境と

して歴に影響が与えられ形質の伝達がなされるとされるo精液はその液体部分

が歴の本格的成長めための最初の栄養物となるが,同時に父親の形質を液体の

組成において受吟継ぎ,子の歴に伝達するoすなわち精液は当該め･種esp占ee

の有機体(身体)rの各部位に適合する物質分子を含むように父親の生殖器官で

精製される去そして父親の個体`としての特殊性は,:各種の分子の多寡や活動性

の大小等とIt,Tt受け継がれるという'(Consid.,･. II, 242-244).､栄養物として肱

に取り込まれた精液の分子は,艦の適合する部位に結合して組織を伸長させる

が,この適合する分子の多寡,活動性等によって肱の各部位は様々に変形され

ることになる0-とう.Lて父親の形質が子に伝達されると考えられたのである

(ibid., 245-246)22).

･母親からの肱への影響はボネによって必ずしも明確にされてはいない23).し

かし母胎から歴に供給される栄養物等が母親の身体的特殊性を帯びることで,

母親の形質をある馨度伝達することになると考えられる'(ibid･, ⅠⅠ, 257)24㌔

ボネほまた,以上見た遺伝以外に,地域,風土といったより一般的な要因

のi′歴が成長し個体化する過程での直接間接め影響も認めているoそ･Lて以上

見七き長内容をまJt.あて次のよう紅述べる-のせあるoJ:
I

)-          l             l   l

I ,;Il,･nelfaut ･pas/croire que le ▲Germe-ail tr主s en petitl tOuS.lest traits qul

camctirisent la M主re comme hdgvidu･.I Le･ Germe Forte l'empreinte▲ ofigin申Ie

de l'_Esp主ce, et nlon celle.血1'Individualit6.I C'est trとs en petit un Homme,心n

Cheval, un Talばeau, etC･ ma主s, ce n'est pas･ un -certain Homme,lun Certain

Cheval) un certain Taureau,, etcI Tons, leg Germes sont contemporains dams
1

le Sys縫me de l'Evolution･ IIs ne se sont p守s COmmunlquis le島 tlnS auX autreS
■

晶S- tiaits, le率. :caractむと去､ -distinc'tifs･ Je I ne dis'pas 9u占tous ceux d,une

meふe espeie soient p左rfaitemen't ideniiqde主∴Je neもdis rien a,ideniique da-ns

■ ｣ ヽ

la Natdre ; et sans recourir au principe des lndisccrnables lde Leibhiz], il est

tr主S･ clair,.que tons ～ les ～ Germes, d'une meme espece 1 n'achとvent Fas. de､,.se.i

divelopper dams la meme Matrice, dams le mime tens, dams le mime lieu,
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dams le meme dimat, en un met, dams leg memes circonstances･ Voila bien

des causes de variitgs. Il en est d'autres plus e抗caces encore ; ce sont les

LiquetlrS S6minales･ (ConSidリH, 256-7)

こうして個体的形質は決して本来の膝のレヴェルで与えられているのではな

く,艦は自然界で成長する過程で個体としての形質を帯びる｡ひるがえって考

えると,自然はここで二次原田として作用して歴を個体化する新たな意義を獲

得する｡有威体は神が直接に作ったものであろうが,神は同時にすべての有検

体を自然の時間的空間的秩序,事物の系列の中に置いた｡この自然の秩序は法

則にしたがって推移している･が,個々の存在はその中に位置を占めることで個

体として実現されていく25)0

ところで一つの種esp丘ceの各個体は順次様々な外的自然条件の下で成長す

る｡そして長い時間の中でこれらの個体を順にたどっていけば,個体差にとど

まらない種としての形質の変化も認めることができるのではないか｡ボネは

『有機体論考』の初期の稿ですでにこの問題に言及している｡ただボネの表現

には注意が必要である｡彼は不適切にも,時間の中で｢新しい種｣が生み出さ

れる,という言い方をしているからである｡

on ne peut douter que les Espとces qul eXistoient au commencement du

Monde, ne fussent moins nombreuses que celles qul existent aujourdhui･ La

diversitg, et la multitude des conjOnCtions ; peut-etre m8me encore la

diversiti des climatsr et des nourritures, Ont donni naissance a de nouvelles

Esp主ces, Ou a des hdividus interm6diaires･ Ces lndividus･ S'gtant unis a leur

tour, les nuances se sont multipli6es) et en se multipliant elles sont devenues

moins sensibles. (LConSid., Ⅰ, 122)

｢新しい種｣と｢中間的な個体｣が無造作に並べられていることからち,こ

の｢種｣とは名目的なもの,各個体′の形質の類似性から分額を行ったに時見出
1

されるものだと考えられる｡そしてボネによれば異種間の混血個体は不能(不

妊)と考えられ,新しい混血の形質が維持されることはないから(Consid･,

I, 45-46),ここではまた一つの種の内部での形質の多様化が語られているのだ

と思われる｡
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･個体の発生･成長の過程で｢交接｣･や｢風土｣の自然的要因の耳に生'じる変

化は,さらに｢数多-くの交接｣･を経る中で新たな変容を蒙りながら順次子孫ぺ

と蓄積される･と考えられるo･この変化はまずいくつかの方向に蓄積され,一つ

の種の内に形態上の下位区分', ･つまり＼ ｢新たな種｣､を形成するかもしれないo

Lかし次いでこれらの｢亜種｣相互で交接が行われる時には,さらに新しい中

間形態が生み出され,L一つの填め内に÷層多様な傾向が生じることとなろうo

ボネは上の引用に続けて語っているo

Le Poirier, parmi les Planies, la Poule, parmiles OiSeauX,lie Chien, parmi lest

Quadrup～des, 孤ous foumiSsent des Exemples frappans de cette v6rit6･ Et que

n'aurions-nous point a dire{tS cet igard, des° vari6t6s qui s'observent parmi les
･!

Hommes, sortis originairem;tnt de deux lndividus [Adam et Eve] !

(ConSid･, I, 122)

-ただこれらの記述はすでにふれたようにノ『有機体論考』､の初期の満に属し,

この時期には個体的形質の遺伝はいまだ先に見たよ■うな具体的な説明を与えら

れず, ･それ故確実なものとはされていなかったo _しかしボネはまた当時から子

供と両親の形質の類似について,遺伝の観点からその原理の説明を試みて.もい

a(Consid., i, 74)26)o今見た十節に閑遺してこれ以上の展開がなされるこ

とはないが,この一節も個体の形質の遺伝を認めて初めて十分な意味を持ちう

るのであり,.･ここでボネほ暗黙の内にこうした遺伝を前提としている'と考えら

れよう｡

=後期の稿でこの生物変移の問題が論じ直されることはないが,L.しかし遺伝作

用からの具体的な説明が可能なと･こ･ろまでボネが到達していたことは明らかで

あるo　この生物変移の問題は当時モ-ベルチエイら後生論者によって論じられ

たが[ボネは滝伝の問題の解決を図るなかから,腫種先在説を維持しつつ生物

変移を問題にLうるところまで到達したと言える0　　　　.

ところで;こうしてボネに生物変移説Itransformismeを･認めるJtしそ滝上

ボ､ネは雀ごとの肱の予先形成を主張しているのであり,､層の固定性は自慾の過

程で破壊されるものではなく,したがって進化論と呼びうるもrのとはなりえな

いと思われる'.rただボネによれば初期の稿から生物の具体的な形態や機能は自
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然の中で決定されるとされ,したがって,種としての形態とその変化も外的自

然的要因との関係で考えられる｡正しくこの一点においてボネの有機体論は次

代の思想を準備するものを持っていたと言えるであろう｡歴程先在説を基礎と

しつつもともかくボネは,個体と種の形質を神の手から自然の手へとゆだね,

それらを自然とともに推移するものとしたのである｡そして他方,後成説が他

の一般原理をもって有枚組織の固有の意味を解消してしまったとも取れるのに

対し,ボネほ先在駐種という形においてではあれ,ともかくこの固有の意味に

注目し続けたとも言えよう27)0

Ⅳ　歴　　　　　史

ところでボネはすでに｢地域｣, ｢風土｣といった肱への一般的な影響要凶を

認めていた.今視点を地球全体に広げてその歴史をたどれば,地球上には自然

条件の大規模な推移,変動も認められよう｡こうしてボネは新たに,この一般

的自然条件の変動に対応した生物の変移を語ることになるoこの新たな視点か

らの変移説は『哲学的転生論』においていわゆる転生論とともに論じられるも

のであるo Lかしここにはこれまでの有機体論の赦密な展開に比べて飛躍が感

じられることは認めねばならない｡というのもここでは新たにキリスト教の教

義との整合の要請,聖書の記述との整合の要請が表面に出ることになるからで

ある28)0

さて宇宙は時間とともにその内実を変化させているが,ボネによればその中

で創造以来おそらくは数々の大変動r6volutionが地球を襲ったものと考えら

れる｡地球が大きな変貌をとげて来たことはすでに当時の自然学者たちが認め

るところでもあった｡ボネはここで,こうした大変軌つまり地球上の外的環

境の決定的変化によって生物種の一層大きな形態変化がもたらされる,との仮

説を提出する.同時にボネは旧約聖書で叙述される｢創造｣は実はこうした大

変動の一つにすぎないのだとして,真の創造をアダムの時代よりはるか以前に

押しやるのである｡この視点からすると,前節で見たごとき生物変移はモーセ

の語る大変動以降の事態にすぎないこととなり,その変化も相対的に小さなも
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のとなろうo　この新たな視点からの生物変移についてボネは次のように語る｡

Ces Revolutions multipliies auront modi鮎de plus en plus laforme et la

structure primitives des Etres OrganlSeS, COmme elles auront change de plus

en plus la Structure extirieure et intirieure du Globe･ […日e me persuade

facilement que si nous pouvions voir un Cheval) une Poule, tut Serpent, sous

leur premiere forme, sous la forme qu'ils avoient au temps de la Creation,

il nous seroit impossible de les reconnoitre･ La demiere revolution apportera,

sans dollte, de bien plus grands changements et au Globe lui-meme et aux

divers Etres qui l'habitent. (Paling., 190)

この最後の一文については後にふれることとして,今は過去の生物変移に問

題を限定しよう｡地球の変動の中を,神の創造にかかわる本質的な種espさce

は実在し続ける(V･ Consid., I, 123).しかしその具体的形態は自然の事物の

系列の中で与えられ,この系列とともに推移するのである｡ここではもはや個

々の有機体のレヴェルでの考察がなされることもないが,ともかくも生物の形

態を外的環境との関係でとらえ,自然に二次原因としての意味を持たせる視点

は貫かれていると言える｡

ボネほこの新たな変移説に関連して,モーセの大変動に前後する生物種の変

遷のもようを推定している.しかしながらここで我々がボネの内に見出すもの

は,科学的態度と言うよりは,キリスト教の教義を受け入れつつ,それを自ら

の自然理論と整合するように解釈していこうとする姿に外ならない.先には自

然に統一性を保たせるという要請に対して,歴種を予先形成する神が援用され

た.ここで聖書との整合という新たな要請から生じる一見困難な事態に対して

ち,結局すべてを予見する神が援用されることとなり,先在膝瞳は外界のあら

ゆる変動に適応しうるものとしてあらかじめ計算,設計されていたとされるの

である(Paling., 186)0

すなわちモーセの大変動にあっては一時的に地上のすべてが水に取り込ま

れ,太陽や星も隠されてしまうことで,外見的にモーセの叙述するごとき事態

が現出する｡しかしこの際有機体は,入れこをなした隆状態で(ibid., 187)

この変動を生き抜き,種especeを保有したとされる(ibid., 188-189)oそし

てさらに,自然界の諸原因一般が神によって準備されたpr卓parる(es)ことが認
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められ(ibid., 187),これまでボネの自然理論の対象となっていたすべてが神

のもとに送り返されるoそしてこの神はボネの統一的自然観に対応してもはや

個別的な奇跡を行うことはなく,またアダムの時代に創造をなしたのでもない

が,大きくはキrl)スト教の神に外ならないのである｡

さてボネは今紹介したモーセの大変動の解釈に続けて,この大変動に続く

我々の世界について,大変動直後の状態から次のように語っている｡地球を襲

った大変動の数は確定できないが,ここでは仮にモーセの語る大変動が唯一の

ものとされている｡

Ainsi, par ule Suite des Loix de la SAGESSE ETERNELLE tout reprend

un nouvel Etre. Un autrd Ordre de Choses succede au premier : le Monde

est repeupli et prend lme nOuVelle face : les Germes se d6veloppent : les Etres

organis6s retoument a Ia vie : le Rとgne orgamque commence une seconde

piriode, et la負n de cette piriode sera celle du second Monde, de ce Monde

dont l'Apatre lPierre] a °it, qu'il est re'serve'pour le few, ei auquel succe'deront

de nouveaux Cieux eE uno nouvelle Terre. (Paling., 189)

モーセの大変動で始まった我々の時代も,ペテロの予言するごとく(ペテロの

手紙, H, eb. ⅠH, 7, 13)やがて終わりを迎えることだろう｡ ｢新しい地｣にお

いてほ生物はいかなる形態を取ることになるのかoボネはすでに前の引用の末

尾で,来たるべき｢最終的な大変動｣によるさらに大きな生物の形態変化を宿

示していたのだがo　これについては次節でボネの転生論にふれることで明らか

になろう｡

*

*   *

以上筆者はボネの有機体論について,生物変移説にまで至る論理をたどっ

た.我々はそこにまず,自然の内の事象に統一性,法則性を保たせ,自然を自

律的なものととらえようとする自然科学の要請を見出しえた｡そして自然の統

一性を保ち,奇跡の頻繁な介入を排するた糾こ,自然は一般的運動法則によっ

て推移するとされる一方,すべての有機体があらかじめ形成されているとの仮

説が立てられ,これらが神に対して要求されたo事実ボネにとって,神はこう

L.た期待によく応えうる存在だったのである.
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さてこの自然は創造時に事物の布置を与えられ,以後は神の叡知の具現とし

て自律的法則的に推移しつつある｡この自律的自然はその内部で相互に二次原

田として働き,個々の有機体の具体的形質や,種の変移もそこから結果するの

であった｡ここで自然の自律性法則性の要請自体は,神が世界を統べる方式に

ついての形而上学的な観念と照応していたと考えられる｡その限りでは神がこ

の自然の推移を通して実現しようとする計画,摂理としての歴史はいまだ問題

とならず,キリスト教のドグマが表面に出ることもない｡統一的自然は神がも

うけたものであっても,その法則自体は科学的接近を許すものであり,それ故

ボネは,先在匪種を想定した後は,自然の原理的法則的解明を求める立場の積

極的推進者となりえたのである｡

しかしボネの内面においては,この一般的法則をもって世界を律する神は,

とりもなおきずキリスト教の神でもあったのであり,それ故自然の原理的解明

を目指す自己の一方の立場からキリスト教のドグマを解釈することが早晩問題

となるのは当然だった.こうして教義が自然の統一性の内に解釈されることに

なるが,これは創世紀の解釈としてすでにその一端を見た｡ここに至って,た

とえば先在豚種の有機的機能は自然の秩序の起こりうる変動に対応しうるよう

計算されていたとして(Paling･, 186),解釈上の困難は総じて神に与る事物

の事前の配置によって説明されることになる.予定論pr卓determinisme　がボ

ネの思想の前面に出るのである.この事態は次にボネの転生論にふれることで

一層明瞭となるであろう｡そして小論ではまた,今見た変移説と転生論とを通

じてボネにおける生物界の歴史の観念をさらに考えることとしたい｡

Ⅴ　転　　　　　生

ボネのいわゆる転生論の細部に立ち入ることは小論の課題ではない29)｡ここ

では小論冒頭での導入を受けて転生論の最小限の紹介をなし,統一的自然観の

下でのキ1)スト教の教えの再解釈といった性格を考慮しつつ,ボネの歴史観を

見る手がかりとしたい｡

さて,人間等の個体の死後の運命を問題とする以上,転生論の出発点となる
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のほ死の解釈であるoボネにとって人間精神の不滅は自明めことであったが,

彼はまた類推紅よJ,て動物の清神一般を死後も不滅とした30)｡ところで動物が

発生に先立って精神を宿-した微小な歴t,して形成され七いるのならば,死後に

っいても,動物は精神ある教小な有麟体として我々の感覚をのがれて生き続け

る, pb考えることができよう.　　　　　　　一

･こうして精神は発生前から死後に至るまで常に身体と結合しているとされ,

個体の死後状態への移行の内にも何ら超自然的な事態は認められない｡つまり

自然の内のあらゆる事象を統十的に'とらえようとする思考態度がここでも強引

に適用されるol感覚論者であるボネほ,死後の精神が新たな観念を獲得し奨際

に枚能していくためにも,生前同様,感覚及びそれをもたらす身体が必要と考

えたのである｡またボネは, ･この死後の徽小な身体は現世的な身体の脳内です

で転脳の縮図とし,<機能していると考えたが,.これも精神作用に脳の生理学的

枝道が関与することを認める自らの理論を死後までそのまま維持せんがためで

あらた31'o以上,｣.･動物一般の精神の不滅が認められ,その上に自然の事象に統

一性を得さしめようとしたこと,このことが転生論の以下の展開を大きく規定

してゆくことになる0-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

.さて,動物一般のとの脳内の散小な器官は｢不滅痘痕｣ germe岳L imf,erissaもIes

などども呼ばれ, Jエーテル性物質で合成され,あらかじめ将来の身体諸器官を

も薩していると考えられる.そしてこの不滅旺壇は,死によって通常の身体が

分解した後には,当面は徽小なまま自然界の物質中に散らばるのだとされが2㌔

ボネほ次いで,■この自然界に散らばった死後の徽小な動物はやがて新たな成

長をするだろうと語るo paling6nesieと呼ばれる事態であるoそして人間につ

いては,この成長はキリスト教が｢身体の蘇り｣.として教えているものに外な

らない｡こうして以後,先の死の解釈を受けて,死後の状態についてのキリス

ト教の教えが, ,自然の連続的な運行の中で解釈し直さみることになるo

･さて;㌔.こ･の成長がキ7)スト教の.r復活｣.でもあるならば,それ畔｢世や終わ

･り誹に起こることと.なり,また､ ｢世の終わり｣,とはボネにとって地球を襲うで

あろう新たな大変動に他ならない.そしてこの｢復活｣の秩序には･人間のみ

なもず動物丁駿のすべての個体が,不滅匪穂の状態にあ.,,た創造以来のすべて
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の個体が従うのだと考えられる｡

Les causes qui op6reront cette revolution de notre Globe dont parle l'Apatre,

Pourront opefer en meme tens le diveloppement plus ou moins acciliri de

tous le≦ Animaux concentfis dams ces Points organiques L. ｣. (Paling., 126)

こうしてすべての個体の再成長が,宇宙の諸関係の中でこの地球の大変動と

ともに自然的に実現され,復活後の｢来世｣もボネによればこの宇宙の時間的

未来であるにすぎないことになる｡復活の秩序はもはや神の特別な介入,奇跡

に倹つものではなく,不滅腫種は自然界の一定の状態に対応して再成長をなし

うるように,あらかじめ神によって設計されているとされる(Paling., 119,

123).不滅歴種はその内に将来の自然的な復活の基礎を蔵している.先に地球

の変動に対応しうる先在膝種の形成が語られたのと同様,ここでもすべてを予

見する神が援用されることになるのである33)a

ボネほこの後,いわば釆世論として復活後の人間や動物の状態について推論

する｡人間も動物もこの｢来世｣において,現世では到達しえなかった段階-

とおしなべて完全性を増しつつ,永遠の生を享受するであろうと神の善性から

推論される34)｡そして人間については,そのエーテル性の身体は重さを持たな

いから,活動圏はもはや地球上には限られず,惑星界の宇宙空間も自由に飛和

できるだろうとされるo

LかL復活後の人間は本来はこの惑星界に住まうのではない.彼らは天使た

ちにまじって,惑星界を取りまき彼方へと広がる広大な｢もう一つの宇宙｣ un

autre universに住まうことになろうとされる35)｡この空間はボネによってキ

リスト教の天国と同一視されている｡しかし人間の新たな身体もエーテル性と

はいえ現世界と共通の物質性を負っているのであり,その人間の住まうこの空

間も惑星界と同質連続的なものと解せられる｡つまりボネにとって｢天国｣は

文字通り天に存する国であった36).

こうしてボネの転生論は,キ1)スト教の教義を自然の統一性の内に解釈しよ

うとして(そこには動物一般に来世を認め,かつ来世で各個体が一様に完成へ

と向かうという他の論点も関与するが),結果的に我々にはいかにも奇異に感

じられる来世観に到達することとなるのであが7)o
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*

*串

さてボネによれば,地球上に繁殖する生物雀は過去に地球の大変動を介して

その形態を変化させて来たとされた｡我々はまた前節の最後で,地球の現在の

秩序もやがてその周期を終え,その際｢最終的な大変動｣が地球上の諸存在に

大きな変化をもたらすであろうとされたのを見た｡この限りでは未来にもさら

に生物変移が想定されているかにも見えよう.しかし事実はそうではない.す

でに地球の現在の秩序の終極について使徒(ペチP)の名が引かれていたこと

からも看取されるとおり,この予見される終極は,今転生論に即して見た,辛

1)スト教の｢終末｣としての大変動に外ならないのであるo

ボネは過去の大変動と将来の大変動を並べて語り(Paling･, 189-190),そ

の相違を明言することはない｡しかしこの両者を介して生起する事態は全く別

のものである｡過去については種の形態の変移が,未来については死後教小状

態にある全個体の再成長,復活が規定されるのである38'｡ボネの『哲学的転生

論』はその副題を｢生物の過去と未来の状態についての考察｣(Id6es sur l'6tat

passe et sur l'itat futur des Etres vivants･)とするが,ここでも｢過去の状

態｣と｢未来の状態｣は同じレヴェルにあるのではなく,それぞれ過去の種の

変移と,未来の全個体の転生を指すのに外ならない｡

こうして過去について問題とされた種の変移は,未来については個体の運命

の問題にとって代わられる.未来に向けて個体の来世の問題へと観点は移行す

る39㌔未来についてはボネの内にはキリスト教の終末観eschatologieがある

のみである｡そしてボネの歴史観,時間意識をその深部で規定しているものは,

むしろこのキリスト教の終末観であるといってよい｡

キ.)スト教の終末論とは歴史に終極を認め,そこに個体の永遠の来世の開始

を見るものであろうが,この終末観はボネにおいて統一的自然像の内に解釈さ

れることで新しい現実性を獲得している｡つまり終末はもはや現実の宇宙の諸

法則をくつがえすものではなく,個体の来世は現実の宇宙の同質的な時間の流

れの内にはっきり位置を占めることになる｡死後,時間の流れの片すみにいた

個体は再び流れの中央に復し,歴史の終極に個体の来世が接続されて抵抗なく
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-つの時間の流れを形づくる｡こうして歴史の彼方に究極の価値を置く終末観

が新たなリアリティを持って表明されたところに,ポネ及び彼を前後する一定

数の人達の歴史意識の特徴があったのである｡そこでの第-の関心は個体の運

命であり,個体にとって自我の獲得によって始まった時間は終わりを持つこと

はない40)0

Ⅵ　ノ　デ　ィ　エ

さて続く世代にボネは,我々がこれまで検討した人間及び諸動物の過去と未

来についての理論,つまり『哲学的転生論』の内容をなす理論によって最も知

られることになるoその理論は一般にロマン主義の土壌で評価,受容される41㌔

そしてたとえばノディェ(Ch. Nodier, 1780-1844)の『人間転生論』 (De la

Palingindsie humaine, 1830)を読む時,事実我々は恐らくはライプニッツ

にも認められ,ボネを経て19世紀初頭のノディ-らにまで至る,歴史観の一つ

のタイプを(そしてそれと結びついて宇宙観の一つのタイプをも)見出しうる

のである｡

ノディェはその『人間転生論』を地球上の生物の過去の歴史から説き起こ

す42).彼は物活論的な物質(352, 356)を神による宇宙の創造の最初に据え,

以後はこの物質が｢試行｣ essais (354)の中から自己を様々に変様させていく

のだとした｡生気を帯びた物質が長い歴史の中で鉱物,植物,動物と複雑化しな

がら,あらゆる種especeを順に生み出していくことになる.動物において物質

に付随する生気は感覚の形をとるに至るが,これはやがて思考にまで高められ,

こうして人間がオラソウータンの種から分岐して出現したとされる(360)43)0

この進化の現在までの到達点である人間は思考する存在であるが,ノディェ

によれば人間はいまだ事物の本源の理解能力は持っていない(361-362)｡そし

てノディェほ進化の延長上に,人間の次に来るべきものとして｢理解存在｣

etre compr蝕ensifなるものを想定する(355).

しかし我々はここで,ボネやライプニッツと同様,過去においては種を語り

ながら,未来については個体の来世が前面に出るという事態に直面するoつま
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9L人間から_｢理解存在｣へのI r進化｣ ･の過程は,一人一人の人間の死後の変化

であることVLTなり,､ノディ千はこの｢理解存在｣.をカ日)ヅクの言う煉獄にお

いて浄化され?つある人間に擬するのである(372-373).

ノディ土によれば動物までの個体は死において分解してしまうが,人間にお

いて獲得された思考能力は進化の一段階を画するもので(382),急me (精神;

霊魂) (360)を形作り,もはや分解することなく自己同一性を保つと考えられ

たように見える(375, 382)o今後は守進化｣とほとりもなおきず,この精神
--トト＼

自体の個別の向上を意味することになるのである.

Tこ甲理解存在恥十両では煉獄町おける人間F-なぞらえられるが,いまだ歴

史上_FL,EtS現してきま挙らず, ､将罪しかるJiき時にTT斉に地球上軒現われるとされ

る(375丁37年,-378)0..こ?理解存在はまた, ,はっきり身体を持つとされる(382).

理解存在と｣一して甲田現を待つ間の死後.o人間個体についてはふれe,れないが,

これまでの唯物論と有での犀閑から,.論理的には人間の思考能力,.(精神).が何

ちかの物質蜂を伴わずに存続するとは考えられな､1,で4)..そしてこの理解存在と

Lしての人間略お_Lなべて徐々に自己を向上させていくものとされるoそれは初

酬ま現在の人間に似ているとされるが,ノディェほこの完成化の道の先に真の

｢復活準艶｣. 6tat一一resurfeCtiqnnelがあ亭とし,与▲甲状態では身体時空気や光よ

り.徴紳なお,Qに葦.るとされ　ボネ?エ-Ejl,/レ性身体,9イメrl?に接近するので

ある(380)o -そ_Lて与り二『人間転生論』におい.てほ宇宙論点視却ま明確で蜂な

いが,ir実時ノデ■ィ.千もボネちと同様惑星界の彼方に被造物の?いに赴くすみか

を想定していキことが知られるo ｢復活状欝｣に遺したィ人間も恐らくはこ.の栄

光のすみかす与住まう.のである45㌔

以上のごときノディ-の｢進化論｣を規定しているものが人間個体の来世へ

の関心であることは明らかであろう;t個体の運命を中心Q_=未来を見ていく態度

はボネ･ら:と共通の,&のである占･そして恐らくは現実q)宇宙の実在性が堅固なも

のと感じられ,人間の来世をこの堅固な現実の宇宙と統｣的をこ見ようとしたた

めに,ノディェほ来世への移行を｢進化｣とみなしつつ現実の歴史旺介入, ,接

続させ;､ボネちと同様三　人間の来世を現実の宇宙の未来の事態としノたの･であ

る46).　･  I i
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ボネの有機体論から始めて,紋の歴史観を一瞥した小論は,その反映をさら

にノディェに追って, pマ./主義の思想風土にまで至った｡ボネにおいては,

すでに彼の出発点である先在歴程の仮説において,神を援用して自然界に超越

的な合目的性を認める思考態度と,自然に法則性を認め,作用原因による機械

論的説明を求める思考態度の並有が認められた｡ボネは先在歴種を形成する神

を援用した後には,自然の統一的法則的な推移の過程の機械論的説明を試み,

その中で遺伝現象なども対象化し,腫啓発在説に立つ生物理論の到達点を示

す.しかし自然に統一性を求める立場を採りつつキリスト教の教義をも解釈し

ようとし,ボネは一般に神がその日的にかなった秩序を世界に与えたとし,歴

史の予定論的理解に至るのである.転生論も,キ7)スト教の終末論を自然の統

一性,法則性の内に理解しようとした論理的帰結であった｡

こうしてボネの内には,キ])スト者と自戯科学者,宗教的真理と機械論的方

紘, pマン的精神と18世紀の｢哲学者｣が並存し,両者は無限なる神という観

念の内に膚合しえていた｡ ･そしてロマソ的高揚と(擬似)科挙的思考の結合

は, 19世紀にあってもボネの転生論と同様の思考を生んだo　ノディェにあって

ほ,ボネの場合には超越的な自然界の合目的性を物質自体の内に内在化させよ

うとする試みが見られるが,その歴史への観点,来世観はボネと符合する｡バ

ラソシュの思想も二人から遠からぬ所に位置づけられよう｡そして終莱,来世

のこうした｢自然的｣理解は,遡ってライプニッツの内にも認めることができ

るのであり,ボネはこの課題を正面から取り上げ,次代のロマン沢の一定数の

人々の世界観を準備した｡ボネは地上的関心が強調される18世紀の語られるこ

との少ない一面,宗教と科学の幸福な結合の一例を我々に示している｡

注

1) A. Viatteの引用によるc v. A. viatte, Leg Sources occulies du Romaniisme,

Paris, 1929 (reprint, Champion), i. H, p. 165.

2)その著静ますべて独語訳が出,代表作の一つ『自然の観照』は5か国語に訳され

た.また晩年には大部の著作集も刊行された｡ボネの思想の全般的影響については
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次を参照のことo R. Savioz, La PhilosoPhie de Charles Bo-et de Gen～ve,

Vrin, 1948, 6e partie.

3) Bonnet, Consideratl'ons sup les Corps organise'S (以下Consl'd･と略),

Amsterdam, 1762, 2vol. t. Ⅰ, p. 15.以下小論での原著への指示は,書名を略記の

と,ローマ数字で巻,アラビア数字でページを示すこととする｡なお『有機体論

考』の初めの8章(i, 1-123)は1748年から53年にかけて,それ以外は1758年以降

に書かれている｡以下ボネの見解に変遷が認められる場合は原則として後期の見解

を取り上げることとする｡

4)先在歴種のありかについての歴奄先巷説中の一方の説oただし肱生動物の卵子

は,当時はまだ推定されたにとどまった.他方の説は,レーヴェソ7-クが発見し

た精虫に先在肱種を求める｢精虫説(小動物説)｣ animalculismeであった｡

5) Bonnet, Tableal` dos Consl.deraiions sur les Corps organisis (以下

Tableauと略), in auvres d'Histoire naiurelle ei de Philosophic (8 vol･

in-4), Neuch畠tel, 1783, t.ⅤⅠ王, p.71･この説は,先在旺種の発生までの状態につ

いての匪種先在説中の一方の説｡この｢入れこ｣構造は神の創造の無限性によって

可能とされるo他方の説は｢散種説｣ th6orie de la dissemination des ge.mesで

あり,この場合歴は自然界に散布されてあり,これが有機体の体内に取り込まれ,

精虫または卵子の形を取るとされる｡

6) Bonnet, Essal. analyiique sup les Faculie's de l'Amc, 1760, Sl･

7) Bonnet, Palinge'ndsie PhilosoPhique (以下Paling.と略), in店uvres, t･ⅤH,

p.115.

8) cf. A.0. Lovejoy, The Great Chain of Begng, Cambridge, HaTVard U･P･,

1942.

9) Bonnet, Princiタes PhilosoPhiques sup la Cause Premi～re, l'n Essai de

Psychologie, Londre, 1755, ch･ 15･

10) Bonnet, ConiemPlaiion de la Nature, inぽuwes, t.Ⅳ, p･28･

ll)ボネはいわゆる精神と物体の背後に一元的な｢力｣ forceを認め,それによって

この直接作用を説明しようともしているo cf, Miditail'ons sup l'origine des

Sensaiions, i-n (Euvres, i. Ⅷ.

12)以下引用の綴りはいずれも原文のままとする｡

13)筆者は小論でこの｢政雄論｣ m壬canismの語を｢作用原田｣ cause縄cienteによ

る自然世界の説明理論の意味で用いることとする｡

14)ライプニッツもまた腫種先在説を採用したが,次のような一節にボネと同様の思

考態度の反映も見出せよう｡

[日. ] la fomation des corps organiques anim6s ne paroit explicable dams

l'ordre de la nature, que lorsqu'on suppose une preiormation d6ja organique

l.. _]. (Essal's de The'odicc'S, 隻 90)
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15)ボネは動物一般に精神を認めたが,その精神も自然的には作られず,有機体(旺)

とともに先在している,と考えられた｡この精神の先在の根拠は,神による精神の

個別的な創造,つまり個別的な奇跡を認めて神の意志と行為を継起的なものとする

ことの不合理性である(Consid_, ⅠⅠ, 82)｡有機体の形成について明言されていな

かった個別的奇跡の否定が,ここでは形而上学的観点からはっきり表明されてい

る｡

16)ボネは自然界での物質の機能上の単位として一応分子particuleを認めるが,狗

質の究桂的な組成については断定していない｡

17)ボネほ次のように語っている｡

[. ‥ ] Je leur demanderai la mes Lecteu乃】 ensllite, S'ils conGOivent qu'un

Tout [le Corps d'un Animal] aussi compos卓, allSSi lie, aussi harmonique,

pulSSe etre tome par le simple concours de Molecules mues, Ou dirigies)

suivant certaines Loixとnous inconnues. (Consid., Ⅰ, 98-99)

18)歴は両親の身体各部から抽出される雌雄の精液の混合から生み出されるとされ,

この精液中の分子の特性によって有機組織の構成が伝達されると考えられた｡

19)匠は神がその技巧によって自然の内に形作った精巧な機械であろう｡それは神の

叡知の一つの現れであった｡

20)按成説との差はまず自然の自律的な運動の過巷にどこまでを認めえたかの差であ

ろう｡ボネは自然の自律性の内に有機体の形成再形成にかかわる有機的,合目的的

なものは認めえなかった｡こうしてボネの自然の自律性は力学的なものにとどまっ

たが,この自然観も,次節で見るように,有税体という基礎を得た上では有効なも

のとなろう｡

21)ボネは精液の液体部分が重要なのだと考えた｡精虫はボネにとっては精液中の寄

生虫にすぎない(Consid., I, 12-13, 116)｡また受精は卵巣でなされると考えられ

た(ibgd., ⅠⅠ, 243).

22)精液の組成はまた,個体差の以前に種としての特質を示すと思われる｡隣接する

種の間の混血の問題はこれによって理解しえよう.ラノミとは,牡ろばの種としての

特質が精液の組成を介して馬の肱に伝達され,耳が伸びるなどの結果を生じたもの

とされるoなおポネは,混血の個体は不能(不妊)であるとの一般説を認め,歴の

生殖器官は他の種の精液によっては,完全に適合する分子がないために機能が発達

しないのだ,としている(Consid., ⅠⅠ, 246-247)｡

23)雄の精液に塀似した精液(生殖液) liqueur prOlifiqlleを雌にも認めうるなら,

父親の影響と同様の説明がなしえようが,ボネほこの雌の精液の存在を疑問視して

いる(Consid., ⅠⅠ, 257)0

24)ところでボネは精神自体の個別的差異を認めず,また能動的な精神にあっても,

その具体的作用は脳の組織に妓介されて実現されるとした(V･ Palingり137)｡つ

まり精神的な特性はそれ自体問題とされえず,それを語ることはそのまま脳などの
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せ理的特性を語ることになる｡宜た身体的内部感覚と密接に閑適すると思われる情
】- L念の場合も同様であろう｡それ故一度身蕗的生理的レヴェルでの遺伝を考えること

･で,それを介して精神的な特性や情念の遺伝を説明する道も閃かれると思われる0

25)既は自然界で外的要因を受容Lつつ成長し;個体性を得る｡同様のことは歴と結

合した精神についてもF言えよう｡ボネによれば精神実体は肱同様,個々の本来的差

異を持たないが,前注で見たごとく,まず遺伝的に特性を与えられうる｡感覚論者

であるボネにとって,精神はまた初めはいわばタブラ･ラーサであって,外界から

感覚器官を通じて感覚観念を受けとりつつ,それを実践として思考,抽象等の能力

を発動する｡それ故精神も外的諸関係の中で成長すると言うことができ(Princ･
I LPhil0., 346)/それはまた精神の個別化の過程とも言える.一般にボネにあっては

I ,,･潜神現象と外部の自然界にも因果関係が成立Li, ･凝着は後者との統⊥的連関にほい

〟.畠七`とでその原理的鹿由も可能と･なるとポ利恵脳の組織の仮説を介して感覚観念に

始まる精神現象の解明をも親みたがl,I i.と巌ミ彼の観念学であるこ

26)ボネ転ことでi雌雄双方に精液を認めるととによる説明の可能性を示唆してい

るこ　　　　　　　　　　　∴' , .･′　L　　　　　　　　　　　■L'

I-27).筆者は別の機会に;密生論の場面におけるボネとライプニッツの思想的類似性を

指摘した(｢シャルル･ボネの転生論｣日本フランス語フランス文学会『フランス
~　語フランス文学研究』 No.39)｡そして実はこの有機体論･変移説の場面でも両者

t, ,の思想に類似性を認めるととができるのである｡ライブニッ':ッほ肱の入れこ構造を

認めつつ,清虫説による膝項兜在説を主張したが,彼もこの立場を守9つつ生物の変

啓を予感していたJことが知られ7:いる. (vI Y･ Bel年Val, Le坤niz, ZniTiiafion a sa

少hilosoPhie, Vrin, p. 203. )小論で立ち入ることはできないが,彼は『人間知性新

･論』の一節(III? partie, Ch･ ⅤⅠ, i23)で,神によって創造され串膝に種の別があ

るとしても.肱は成長過程で母親の想像力などによって大きな様々な形態変化を蒙

るとする｡そして同一の種の中での形態の分化の可能性をも指摘し,ライオソやト

.ラほ元の猫の雀の下位区分をなしているのではないかとしている｡＼ボネと､基本的に

同様の論理展開と考えられる｡ただ_しこの書は1765年まで未刊のままおかれ･ボネ
･がここから直接影響されたとはできないと思われる｡ライプニッツは丁方ここで,

･混血種の存続も否定しきれないとしている｡･Y,,

-, 28)一般にボネほ神学上の定説からは比較的自由でいたと言える｡まず統十的自然の

要請からは,すでに教会と協調しえていた歴程の先在の外に,精神の先在が導かれ

た｡ボネはまだ｢存在の連鎖｣の観念を認め/そこから動物で故にも精神を認め,
L　その先在と不滅をも結論する｡こうした自由な思考態度は彼杵見る転生論の場面で

も同様だが,ボネほ聖書の記述はあくまでも尊重していたために,その解釈が要求

されたのである｡すでにボネほ先の引用末尾で現在の人類がアダムとイヴから生じ

たことを認めていた｡

29)ボネの転生論については;出典も含めて前掲拙論を参照のこと｡そこで筆者はラ



シャルル･ボネの有機体論171

イブニッツに同様の思想が認められることをも示した0

30) V. Essai dc Psychologie, ch. 85 ; Paling., Avant-Propos, PartJ, pp･ 115-1201

この結果ボネは大胆にも動物の個体にも｢来世｣を認めて,神の恩寵にかかわらせ

ることになる｡ボネは植物が清神を持つことを疑問視もしているが.仮に持つとす

れば以下動物について語られるところは,植物にも額比的に想定されるというo

v. Paling,. Part.rV.

31)この脳の縮図の物理的痕跡として記憶が保有され　とりわけ人間の場合,精神の

個別性が死彼まで保たれる｡

32)創造の初期に生まれそして死んだ個体はこの散布状態におかれて過去の何回かの

大変動を経験したことになろう｡

33)不滅旺種に宿る精神,とりわけ人間精神の感覚や意識が,死後どういう経過をた

どるかボネは明確にはしないが,不滅肱雀が微小なまま自然界に散らばる死彼の最

初の状態においても,感覚や意識は保たれるとの考えに傾いているように見える

((Euvres, Ⅴ王ⅠⅠ, 273)｡そして不滅肱億が新たな成長をとげた段階で精神が意識を

保持するのは明らかである｡

34)小論では論点としえない,地獄の劫罰の否定,来世における諸存在の一般的進歩

の思想である｡

35) 『哲学的転生論』には次のように見える｡

[. ‥ ] qtlel ne sera point le Bonheur dont ELLR 【la BONTE INEFFABLE :

Dieu] le comblera ll'Homme] dams la Jerusalem d'En-haul ! quelles ne seront

point les beaut6S, la richesse et la vari占t6 du magniGque Spectacle qui s'o軌ira

とses regards dams la Maison de DIEU, dams cet autre Univers qui enceint

tous les Orbes Plan6taires et oも1'ETRE EXISTANT PAR-So‡ 【Dieu]

donne atH HIERARCHIES CELESTES les Signes les plus Augustes de SA

PRESENCE ADORABLE ! (Paling., 666)

36)ボネは来世の動物については,エーテル性身体を持つものの少くとも当面は地球

にとどまり,人間が去った後の地球で完成化への道を歩みつつ新たな動物界の秩序

を打ち立てるとしている｡

37)以上ボネの転生論に対応する思想がライプニッツにも見出されるが,ここではボ

ネと同様の天国観を示しボネも注目している総括的な一節を引くに止めたい｡

D'ailleurs, comme il n'y a nuue raison qul POrte a croire qu'il y a des 6toiles

par tout, ne se peut il point qu'il y Bit tn grand espace au dela de la reglOn

des gtoiles? Que ce soil le Ciel Empyrie, ou non, totljours Get espace

immense, qul environne toute cette region, POurra etre rempli de bonheur

et de gloire･ II pourra仝tre conGu COmme l'Ocean, o立se rendent les鮎uves

de toutes leら creattlreS bien heureuses, quand elles seront venues a leur

perfection dams le systeme des itoiles･ (ESSai∫ de The'odice'e, § 19)
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38)過去においてほ雌の体内で入れこをなす先在旺種から新しい個体が順次成長し,

こうして各個体の成長時の形態が,同一種にあっても,大変動によって分かたれる

各時期に異った特徴を示すo将来の大変動においては,自然界に不滅肱種として散

布されている創造以来のすべての個体が一斉に二度目の成長を経験するのである0

39)ボネはまた社会の未来といったものをほとんど問題にしない｡

40)ライプニッツも,キリスト教の｢世の終わり｣を地球の変動として解釈し受け入

れている(Monadologie, §88)が,表立ってではないにせよ,以上のような歴史

観,時間概念を共有していたとも考えられよう｡

41)ボネの広義の転生論は18世紀末にドイツでラ-ヴァタ- (J･KI Lavater, 17411

1801),ヤコ-ど(F.H. Jacobi, 1743-1819)などの共鳴を得,フランスでは19~郎己

にはいって神秘主義的傍向を持つ人達を中心に評判となる｡ノディ- (Ch･ Nodier,

1780-1844),バラソシュ(P.S. Ballanche, 1776-1847)への影響は特に大きく,メ

-ストル(J. de Maistre, 175311821)もこの思想に共鳴している｡またバルザッ

クも『人間喜劇』の総序などでボネの名を挙げている｡

42)以下『人間転生論』への指示はNodier, De la Palingdnesie humaine･ in

auvres complues, Paris, Renduel, 1832 (reprint, Slatkine), t.V･によりペー

ジ数のみを示す0

43)こうしてすべては唯物論として展開され,また地球上の生物の種の出現の歴史

は,はっきり｢進化｣として把えられる.この点ではボネやライプニッツの時代と

の思想状況の差が感じられよう｡が,この進化説も実は創世紀の象徴的解釈(万物

創造の日々は地球上の尺度で計られたのではない)によってその基礎づけが試みら

れているのである｡

44)妖精fieは今まで見たノディェの説に直接当てはまるものではないが,彼がこの

妖精に｢限りなく透明な｣身体を想定したと言われることも,あるいは参考になろ

う. cf. A. Viatte, oP. cii･, t･ⅠⅠ, 160･

45) 『J{ソ屑の妖精』 (La Fee auxMieiies, 1832)の序には次のように見える｡

Il est incontestable que l'6chelle des etres se prolonge sans interfuPtlOn a

travers notre totlrbillon [notre syst主me plan6taire] tollt entier, et de notre

tourbillon a tous les autres, 3uSqu'allX limites incomprghensibles de l'espace

otl r占side l'etre 告ans commencement et sans負n Pieu1, qui est la source

lnePuisable de tollteS les existences et qui les ramとne incessamment a lui.

(La Fc'e aux Miettes, in Ocuvres completes, IV, 28)

先に注35及び注37で紹介したボネやライプニッツの宇宙観,天国観との符合は明ら

かであるoまた想像力がより自由を得ている神秘小説『リディまたは復活』 (Lydie

ou la reswyecil-on, 1839)においては,人間は死ぬと直ちにまず遠い惑星に移り

住み,完成化への道を歩み始めるとされる｡そしてリディだけは生きながらにし

て,夜眠りに入るとともに夫の待つこの星へ旅をする｡そのメカニズムは示されな
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いが,ボネのエーテル性不滅肱種の仮説を知っていたノディェにとって,これは単

に絵空事ではなかったのではあるまいか｡

46)バラソシュの『社会転生論』 (Palingdnゐie sociale, 1827-1829)は社会の転生,

進歩を主題としている｡しかしこの社会の未来への関心も恐らくは千年王国論的な

関心の下にあるのであり,人間個人の来世.転生を排除するものではない｡そして

この転生は死後直ちに起こるとされるものの,死後の人間も物質的身体を持ち現実

宇宙に属する点,転生が完成化への道であり,人間の安息の地が宇宙の彼方に想定

される点で,小論でふれた著者たちと共通するのであるo v. Ballanche, (Euvres,

1883, (reprint Slatkine), i. IV, 136, 138-139.


