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M⑱ヴァーゲンシャインの科学教授論

大

高

ドイツのみならず我が国においても︑高く評価された彼の

は必ずしも体系的に論じられているわけではない︒そこで︑

であり︑それに対する関心は現在でも高い︒しかしそれ

ある一つの教授原理圃教授論として︑明確に彼の教授学

小論では︑発生的原理曲発生的教授論が︑まとまりの

特徴が既に戦前からあったことが判かる︒そのうち︑

以前から存在していた︒彼の論文曲講演集である﹃本源
G
的理解と精密思考﹄の第一巻の索引によれば︑こうした

﹁発生的﹂と呼び得る何らかの特徴が︑彼の教授学には

く︑それゆえ概念規定されることも当然なかったにせよ︑

ず︑﹁発生的﹂︵σq8①ま争︶という語が使われることもな

における﹁発生的﹂の概念とその変容

ヴァーゲンシャイン︵罵峯鍔彗ωo訂雪︶の科学教授論

教授論を体系的にとらえ直すことが必要である︒彼の教

のなかに登場し︑

は︑周知のように長年にわたる実践に裏づけられたもの

授論は︑範例的教授︵翼③冒芭弩涼Oぼωに胃8︶論の後︑

ってからの﹁発生的﹂の概念を吟味する︒

︵一

原理宙範例的教授論を陵駕し︑包括する位置を占めるの

インの教授学において一応の概念規定を獲得し︑範例的

さて︑発生的原理曲発生的教授論が︑ヴァーゲンシャ

生的﹂と捉えたのは︑範例的教授の中に︑科学史それ自

モメントがあることを指摘している︒デアボラフが﹁発

ンシャインの範例的教授を分析して︑そこに﹁発生的﹂

ところで︑デァボラフ︵−U胃ぎ♂く︶は︑ヴァーゲ

﹁発生的﹂という語が使用されるに至

発生的教授︵σqΦ箒叫落訂ωに犀竃︶論と呼ばれている︒

は︑彼の代表的著作である﹁物理学の教育的次元﹄

体に従うという特徴︑具体的には︑

や﹃推進者﹄の特定の問題設定︑複合的な主題︑発見

﹁自然科学の﹃父﹄

九六二年︶の出版以降︑とりわけ一九六〇年代後半以降
2︶

のことであった︒けれども︑このような位置をまだ占め
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泉

への果敢な努力を︑無論単純化し︑また教授学的にうま

変容をおこした原因や変容の本質的な意味については十

﹁発生的﹂の

概念を︑物理学の陶冶作用についての彼の認識とのかか

分解明されてはいない︒そこで小論では︑

わりという基本的観点から解明する︒というのは︑ヴァ

く組み立てて︑授業のなかで追体験させ︑学習しながら
再生させるu︑という特徴を見い出したからである︒逆に

の

言えば︑ ﹁発生的﹂には︑科学史との密接な関連性があ

iゲンシャインの物理教授論も究極的には︑彼が付与し
6︶

る︑ということである︒

た物理学の陶冶価値を実現する手段についての理論の総
体であるとすれば︑逆に︑

それにもかかわらず︑ヴァーゲンシャインは︑特に一
九六〇年代後半以降︑

発生的教授論は︑物理学の陶冶作用についての認識とそ

﹁発生的﹂の概念も含めて︑

返し強調しているのである︒言うまでもなく︑彼の教授

れとの関連性という観点によって︑その構造が最も根底

﹁発生は歴史ではない﹂︑と繰り

論についてのデアボラフのこうした特徴づけは︑ヴァー

から解明できると考えるからである︒

も確かである︒しかし︑ヴァーゲンシャィンがそうした

て発生的原理画発生的教授論が確かな地歩を占める歩み

う言葉を頻繁に使い出した︒これが︑彼の教授学におい

ヴァーゲンシャインは︑一九六〇年頃より︑﹁発生的﹂とい

﹁発生的﹂と狭義の ﹁発生的﹂

﹁発生的﹂の概念解明

と並行していることは言うまでもない︒例えば︑ ﹁発生

遜 広義の

ゲンシャィン自身の﹁発生的﹂の捉え方そのものでは
ない︒また︑デァボラフが分析したヴァーゲンシャィンの

教授論は︑一九五七年以前のものであった︒それゆえ︑

には﹁歴史的︵科学史的︶﹂との異同曲関連性が焦点に

言明を繰り返していること自体︑

的教授﹂骨竃毘ωo冨ω艘軍8︶︑ ﹁発生的教授原理﹂

両者の﹁発生的﹂の提え方には時問的なづれがあること

なることを示している︒したがって︑小論もこの点に焦

ずれの場合も︑

﹁発生的﹂という言葉は︑包括的に言え

藏oぼωぎ﹃旺胃竃︶という形で使われるように︑そのい

︵鵯罵涛争窃自鼻①まO胃省﹃帥竃昏︶︑﹁発生的方式﹂︵鵯尾−

点を絞って︑ヴァiゲンシャインの科学︵特に物理︶教
授論における﹁発生的﹂の概念とその変容を解明するこ
とにする︒彼の﹁発生的﹂の概念が変容した点にっいて
⑫

は既にケーンライン︵峯内0：臣一①庄︶も指摘しているが︑

ユ10

ば︑教授のあり様画あり方を形容ずる言葉である︒それ

まり︑発生的教授のなかで︑狭い意味での﹁発生的﹂は︑

最も重視されている主導的な概念である︒というのは︑

﹁発生的﹂という概念は︑彼の教授学圃教授論を

ゆえ︑

成長する人間にかかわり︑教授においては︑教授学とし

教育学が︑生成するもの︵駐ω尋①巳①昼①︶に︑つまり︑

﹁発生的﹂の概念を使用するレベルが必ずしも同一であ

てその人間における知識の生成にかかわっている︒それ

規定する概念である︒けれども︑ヴァーゲンシャインが

るとは限らない︒先ずこの点に﹁発生的﹂の概念の不明

ゆえ後述するように︑﹁生成﹂︵オ①a竃︶

に重点を置く

確さがある︒ここでは︑﹁発生的﹂の概念が彼の教授学に

彼は︑現代社会で望まれる人問像に言及して︑﹁それを

旨①津a①︶もそこに属している︒それは︑精神的諸カの

ている﹂からである︒﹁ソクラテス的方法﹂︵ωO写註ωOぼ

﹁発生的﹂なものは︑ ﹁教育的なもの一般の基調に属し

目指して教育する教授学︵竃以①需邑①o嵐蒔紳岸︶は︑発生

生成︑覚醒が︑対話において最も効率よく起こるから

おいてどのように使われるかを整理しておくことにする︒

的︑ソクラテス的︑範例的要素を融合して︑一つの統一

である︒

有するが長期的な教授過程を必要とする発生的ーソクラ

﹁範例的原理﹂もまた同様である︒高い効率を

体にしている︒︶この統一体が︑ここでは﹃発生的教授﹄

と名づけられる﹂︑という︒つまり︑ ﹁発生的﹂という

σ

﹁発生

言葉は︑この統一体︑彼の別の言い方で言えば︑

テス的方式は︑当然その主題の範囲を範例的主題に限定
8︶
しなければならないからであゑ︒

を特徴づける概念である︒これが︑ ﹁発生的﹂の概念の

わけ一九六〇年代後半以降の彼が意図する教授構想全体

する言葉である︒したがって︑﹁発生的﹂の概念は︑とり

ない︒というのは︑範例方式に属する特殊な﹃徹底性﹄

ところが逆に﹁厳密な範例方式は発生的でなければなら

統一体では︑

ところで︑

﹁範例的﹂なものは︑明かに従属的である︒

﹁発生的﹂なものによって規定されたこの

的ーソクラテス的−範例的﹂の三つ組θ置ぎ5を総称

より広い意味での使い方である︒ところが一方で︑この統

て達成されるからである口︑ともいう︒この言明では︑﹁発

帥

︵O庄己H︷o黒①邑が︑﹃発生的なもの﹄の属性によって始め

て含まれている︒ここでは︑﹁発生的﹂の概念は︑より狭

生的﹂の概念が︑﹁範例的﹂の概念に従属する概念となっ

一体そのもののなかに︑﹁発生的﹂の概念が構成要素とし

い意味で使われている︒この統一体としての教授構想︑つ

ユ1工

これは︑両概念を共に広い意味で︑つまり︑両者とも他

出している︒例えば︑ ﹁発生的方式を厳密な意味での
10
﹃範例方式﹄と同一視するユという場合がそうである︒

下位概念になったりする︑という紛らわしい状況を生み

はまさしくいずれもが︑他に対する上位概念になったり︑

ている︒したがって︑﹁発生的﹂と﹁範例的﹂との概念で

向性の依りどころをめぐって生じているのである︒

るか︑教授過程をどのように展開するか︑その基本的方

生じているのでもない︒むしろ教授をどのように構成ず

点は︑確かに内容の選択の問題レベルで直接生じているわ

ところで︑序で述べた﹁発生的﹂の概念をめぐる問題

﹁発生的﹂は︑内容の配列の問題にかかわっている︒

﹁精神史的﹂と

﹁発生的﹂

念とのかかわりはどうか︒ヴァーゲンシャインは︑﹁﹃範

意味での﹁発生的﹂の概念と狭い意味での﹁範例的﹂概

には︑教授はいかなる方向で構成されねばならないのか︒

のアスペクトカラクターの認識を子どもたちが獲得する

スペクトカラクターの認識をもつ疋とが︑物理学の陶冶
禍
︵
作用を保障する不可欠の要件である︒それでは︑物理学

ヴァーゲンシャインの陶冶論においては︑物理学のア

意義と方法

⁝ 物理学の精神史的画科学論的考察の

醒

けではないが︑単に︑教材画内容の順序に関するレベルで

に対する上位概念として捉えた場合︑両概念が一致する︑

﹁発生的ーソクラテス的

という事情による︒ヴァーゲンシャイン自身もこのこと
をはっきりいっている︒即ち︑

−範例的の三つ組をわたしは広い意味で︑発生的と呼ん
できた︒以前の出版物では︑確かに範例的とも呼んでい

た︒それは当時︑右の翼が私の強い関心事であったから
D
である︒■つまり︑広い意味での両概念の使い分けは彼

例的﹄の概念を狭くも捉えることができる︒即ち︑それ

この点で︑範例的教授論は︑物理学についての意識的な

の関心の方向に依っていることになる︒それでは︑狭い

を﹃素材の﹄選択と範囲︵︾易鼻轟竃暮噸︶とに限定し︑

科学論的考察に重点を置いていたのである︒このことを

﹁機能目標﹂である︒

﹁機能目標﹂は︑教科において︑

端的に示しているのが︑範例的教授論の中で設定された

これに相応止て︑﹃発生的﹄を素材の順序に限定する
㎜
ことができる﹂︑という︒つまり狭義の概念として︑
﹁範例的﹂は︑内容の選択の問題にかかわり︑他方︑

112

で言えば︑それらの内容はいずれも﹁物理学とは何か﹂

授について八つの﹁機能目標﹂を設定しているが︑：曽

徴的な行動固経験を表現したものである︒彼は︑物理教

をめぐるゲーテとニュートンとの論争を挙げる︒ここ

好の場面の例として︑ヴァーゲンシャインは︑光の本質

例えば︑物理学のアスペクトカラクタiを認識する格

このアスペクトの限界︑そして度々起る︑この限界の踏み
6︶
越えを意識するようになる︑というのであ気︒

その内容の如何を問わず︑必ずなされるべき特別で︑特

を知る︑ということである︒

での物理教授は︑色は波長に﹁すぎない﹂と言ったり︑

これによって光の本質を認識したと信じるような誤った

そのうち﹁機能目標﹂の第五は︑それ以前の﹁機能目
標﹂に基づいて︑

認識を揺さぶらなければならないし︑科学論的考察によ

﹁物理学の研究の途筋そのものが︑い

かにして考察の対象になるか︑科学論的考察の対象にな

ってゲーテと二︑ユートンとの論争を実のあるものにしな

4︶

るかを経験する口ことを求めている︒ヴァーゲンシャイ

ければならない︒さもなければ︑この教授は︑自然科学

いし︑それゆえ陶冶とほ走んど無縁になる︑とヴァーゲ
η

が陶冶的に作用するのに不可欠の科学論的見方を開かな

ンは︑ ﹁物理学及び自然科学の人問陶冶的力が発揮され
脆

うるか宅かは︑この︹第五の︺機能目標の達成にかかっ

ている︺︑という︒この﹁機能目標﹂がかくも重要視さ

クトばかりでなく︑物理学以外の自然科学のアスペクト

ばそれはこうである︒アスペクトには︑物理学のアスペ

得るからである︒どのようにしてその認識に至るかといえ

おいてこそ︑一っのアスペクトとLて物理学が認識され

カラクタηは︑

あった︑と言ってよい︒もとより刊物理学のアスペクト

論的考察の内実は︑物理学の精神史的考察にその重点が

ために︑教授のなかで求められた︑物理学にっいての科学

ところで巾物理学のアスペクトカラクターを認識する

ンシャインは見みのであ奇︒

や︑あるいはまた時代的に違ったアスペクト︵例えばア

れ得ない一︑との確信が︑五十年代の︑言換えれば︑範

れるのは何故か︒それはまさしく︑この科学論的考察に

リストテレスのアスペクト︶などが存在する︒我々は︑

例的教授論全盛当時のヴァーゲンシャインには基本的に

﹁精神史的に理解されなければ︑理解さ

それらのアスペクトを比較することによって︑物理学の

存在していたのである︒次の引用文のなかに︑ ﹁物理学

蝸

アスペクトカラクターを意識し︑そしてそれと同時に︑

113

のアスペクトカラクターの認識−陶冶−精神史的考察﹂

意義が帰されているのである︒それゆえ︑このことが︑

﹁二三の概念形成に即して︑自然を解明する物選芋的様
○

式が精神史的にいかに成立してきたかを経験す島︑と

の関係がよく示されている︒

﹁物理学が一つのアスペクトであり︑自然を取り扱う

いう﹁機能目標﹂の第六の達成を︑物理教授に要請する
のである︒

一つ︑の見方田構成の所産であり︑客観的所与の目録でな

いとすれば︑したがって︑物理学を素朴に受け取るので

開し︑精神史的見方を獲得するには︑物理教授をどのよ

ここでいう物理学についての精神史的考察を実際に展

画曲田﹃現実そのもの﹄として理解しないとすれば︑画

︵量的なものの︶ネットでの把握として理解し︑

画画物理学は︑生成してきたもの︑そして現在生成しつつ

な報告やエピソードを挿入したり︑末尾にまとめる︑と

うに構想すればよいのであろうか︒無論それは︑歴史的

はなく︑

あるものとしてしか習得され得ない︒したがって︑人類

いった方法によってなされるのではないし︑偉大な科学

ない︒まさしくこの精神史的考察は︑

の見方画構成の所産として把握される場合にのみ︑物理

はこういう方法においてのみ全人との結び付きを認識さ

念が﹃現れる﹄多くの箇所で︑それが与えられるのでは

者の伝記的資料を加えることによってなされるものでも

せるからである︒画画画物理学が単に情報を与えるのみ

なく︑育成され︑そしてこの概念の生成が︑我々が

学は陶冶することができるのである︒というのも物理学

ならず︑陶冶すべきであるならば︑︶物理学を精神史的に

それを負うている時代に遡って追及されることによって

理学をその﹁生成﹂過程のなかで捉えること︑しかも人

それに基づいて物理学の陶冶作用を成立させるには︑物

ここでは︑物理学のアスペクトカラクターを認識し︑

授はい

なされる口︑とヴァーゲンシャィンはいう︒こうした教

念そのもあを構成するところまで導かれることによって

しかなされないし︑画画画特に学習者の思考が︑この概

﹁物理学の基本概

見ることが可能だし︑必要である︒︵﹂

類の精神史的生成過程のなかで捉えることが必要である︑

教授レであり︑
3

﹁学習者を昔の研究者自身と対話させる

﹁諸概念をその由来や歴史からありありとさせる

21

と強調されている︒っまり物理学のアスペクトカラクタ

こと︸を求める︒この教授において︑生徒は自分自身の

勉

ーを認識するために︑物理学の精神史的考察に不可欠の

1ユ4

未熟な考え方を︑偉大な科学者の言葉のなかにも見い出

式的にも︑当時の教授構成の事例からち言える︒

きわめて近接一類似した概念であった︒このことは︑形

﹁慣性の法則の発見を例にして示す︑

原典研究の教授学的意義﹂を扱った節のタイトルは︑本

年第一版︶にある︑

先ず形式的には︑ ﹃物理学の教育的次元﹄ ︵一九六二

すことによって︑自分がそうした科学者と一致している

と感じ︑彼に対して尊敬の念をもって一緒に次の認識
段階を昇り︑つパには︑当該認識の現段階である頂点に
幽
まで至るのである︒

書の第一版では︑ただ単に﹁精神史﹂とあったのである
が︑第二版以降は︑

このように︑教授を︑そこで扱う概念の精神史的展開
に基づいて構成するという考え方の基底には︑二子ども

いる︒このことに限って言えば︑

﹁精神史的﹂と﹁発生

﹁発生的教授︵精神史︶﹂となって

の︹科学的認識画概念の︺生成過程が精神史のそれをお

ること︑否むしろ︑相互に転化し得るような︑言わば共

28

﹁廻

どのようにしτそこに至ったかを調べてみること以上に︑

り道をせず︑慣性の法則に至ろうと思えば︑ガリレィが

もこのことを示している︒ヴァiゲンシャインは︑

次に︑本節で扱われている﹁慣性の法則﹂の教授過程

的﹂との両概念が︑きわめて類似した関係の深い概念であ

おまかに辿っている螂︑あるいは﹁学習者の思考伽精神
26
史の中に刻み込まれているのと同一の段階を踏むuとい

役概念ですらあると言えよう︒

①

う認識︑いわば︑科学的認識における個体発生と系統発
生との平行性を認める認識が︑存在していることは否定で

﹁それ自体︑哲学入門への強カなア

きない︒そして︑しうした教授は︑ヴァーゲンシャィン
7︶

自身がいうように︑
2

ω ﹁精神史的﹂と﹁発生的﹂との近接性

の﹁発生的﹂教授過程を示している︒それは大筋を示し

段階においてのみ可能な教授過程として︑﹁慣性の法則﹂

プロー己としての性格をも合せもつものなのである︒

ヴァーゲンシャインの教授学のなかに﹁発生的﹂とい

ているに過ぎないが︑その展開はガリレィがその著﹃天

良いことはない一︑という︒彼は︑ギムナジウムの上級

う言葉が登場したのは︑先に述べたように︑一九六〇年

らな㌧無論このような教授の構成を﹁精神史的﹂と呼

29

文対轟﹄で示した﹁慣性の法則﹂の論証そのものに他な
﹁発生的﹂の概念は︑前述の﹁精神史的﹂という概念と

代になってからのことである︒その当初は少なくとも︑

！15…

かしこの教授過程はその構成に先立って︑ヴァーゲンシ

び得るか否かは︑議論の余地がないとは言えないが︑し

度及び心理学灼態度と融合させる﹂ことが教師に必要で

この課題を達成するためには︑ ﹁論理的態度を発生的態

﹁発生的﹂には︑．もとも

あるとしてい奇︒結局これは︑

と物理学のアスペクトカラクタiの認識を獲得するうえ

3ー

ャインが分析した﹁慣性の法則﹂の精神史的展開の決定
的一断面を取り上げているのである︒しかもそこでは︑

するように︑ ﹁発生的﹂の概念の変容を論ずるに当たっ

の認識を獲得するのにそれが不可欠の方法である︑とい

節で明かにしたように︑物理学のアスペクトカラクター

で有効な観点画特質が包含されているということである︒

て看過できない︒いずれにせよ︑この教授構成は︑少な

う点にあった︒したがって︑共に物理学のアスペクトカ

﹁慣性﹂の着想を生む基盤になる自然現象そのもの

くとも精神史との明確な関連性をもっていることは否定

ラクダーの認識にとって有効田不可欠のアプローチであ

他方︑物理学についての﹁精神史的﹂考察の意義は︑前

﹁精

へ視点を集中しているわげではない︒この点は︑後述

できない︒それゆえここでの﹁発生的﹂の概念は︑

そうは言っても両概念が全く同一の概念というわけで

る︑という点で︑両概念には共通性がある︒

ァーゲンシャインには︑過去の偉大な物理学者こそ︑基

物理学のアスペクトカラクターの認識を得るうえで不可

神史的﹂の概念との関連性が深い︒一方この時点で︑ヴ

礎物理学がいかに教授されるべきかにっいて︑最良の助
30
言を与えることができる︑との確信があった︒このこと

欠であるとはいえ︑ヴァーゲンシャインが﹁教授は個別

ところで︑ヴァーゲンシャインが﹁発生的﹂という言

てきたし︑現に生成しっっある︑特定の性質をもった自

的な問題それぞれにおいて︑物理学をいつでも︑生成し

はない︒確かに﹁発生的﹂と﹁精神史的﹂とが︑ともに

もそうした関連性の一端を支えていたとも言えよう◎

い方を恐らく最初にしたと思われる文脈は︑物理教授の

にも経験させるべきであるコといった言い方をすること

然と人問との対決として︑︑発生的に︑時々は︑精神史的
32

歴史的に生成し︑そして子どものにおいてもいつも新たに

を見れば︑両概念が全く同一の概念であるとか︑共役の

﹁物理学を︑

生成する︑唖自然についての限定的な理解様式﹂︑即ちア

概念である︑とは言えまい︒

課題に言及したところである︒そこでは︑

スペクトとして教授することを目指しているのであるが︑

ユユ6

酊

ω

﹁発生的﹂ の概念の変容とその意味

﹁発生的 ﹂ と ﹁ 精 神 史 的 ﹂ と の 分 離

今述べたように︑ ﹁発生的﹂の概念は︑それが出現し

周知のごとく︑地球の回転︵自転︶を立証する代表的

な実験は︑フーコー振り子の実験である︒しかし︑ ﹁地

球が回転している﹂との考えがフーコーにあらかじめな

概念ときわめて近接画類似した概念であった︒したがっ

が︑フーコー振り子の実験を通して地球の回転を学んだ

めはばかげたその考えを思いっいたのであろうか︒これ

ったのではないか︒では一体︑彼はどのようにして︑初

かったとしたら︑こういう実験を考案するには至らなか

﹁精神史的﹂途筋と明確で密接な

﹁精神史的﹂の

て﹁発生的﹂途筋は︑

生徒が懐くことのある疑問である︒その時我々は︑生徒

た当初︑即ち一九六〇年代の初め頃は︑

関連性を有していたのであった︒ところが︑発生的原理

にフーコーはこの考えをコペルニクスから︑コペルニク

スはキケロから︑キケロはアリスタルコスからそれぞれ

画発生的教授論が︑ヴァーゲンシャィンの教授学のなか

で範例的原理芭範例的教授論を凌ぐ位置を占めて︑後の

うにしてそれを思いついたのか︑今度はそのように生徒

受け取った︑と教える︒では︑アリスタルコスはどのよ

以降になると︑ ﹁発生的﹂の．概念は︑ ﹁精神史的﹂の概

は問うのである︒その際﹁このように︑我々を古代へと

教授学的考察の基軸を形成するに至る一九六〇年代後半

念との近接性宙類似性をそれほど明確にはもたなくなり︑

押し戻す生徒は︑決して歴史的に問うているのではなく︑

5︶
3
発生的に問うているのである︒−﹂

ゆえに精神史との関連性も希薄になってくるのである︒

ヴァーゲンシャインは一九六六年の論文﹃発生的教授

と繰り返し力説していゑ︒そこでは﹁地球の回転﹂の概

来を問題にしているのに対して︑﹁歴史的に問う﹂とは︑そ

る考え一概念が歴史上最初に出現した時の︑それらの由

﹁発生的に問う﹂とは︑科学におけるあ

﹁発生的﹂と﹁歴史的﹂との区別を行

したがって︑

念を例に挙げて︑

こで出現した当該の考え一概念が︑その後関係する科学

﹁発生は歴史ではない﹂︑

なゾている︒しかも﹁この違いは強調されなければなら

者によってどのように展開され発展されたか︑つまり︑

の問題について﹄のなかで︑
33

ない一︑と念を押すのである︒彼は両者の違いを次のよ

それらの軌跡や連なりを問題にすることである︒因に︑こ

34

うに説明する︒

1工7

こでいう﹁歴史﹂は︑科学史一般あるいは科学の歴史の
また︑

﹁光の周期的構造﹂についての教授構想︵一九

の
3
途筋とは同一でなじと塑言する︒この論拠としてヴァ

﹁発生的途筋は︑必ずしも歴史的

科学の思想史である︒それは︑ヴァーゲンシャインの言

ーゲンシャインは︑光の波動説の﹁発生﹂と精神史とが

六八年︶においても︑

葉で言えば︑精神史に他ならない︒単純化を恐れずに言

食い違う事実を指摘する︒即ち︑光が波動である︑とい

総体を意味しているのではなく︑科学の理論史であり︑

えば︑ ﹁発生的﹂は︑精神史の言わば点に着目し︑これ

う考えを最初に懐いたのは︑グリマルディ︵甲暮

の観察から﹁発生﹂したものである︒それにもかかわらず︑光

9ぎ邑氏L①畠−崖①ω︶であった︒それは光の回折現象

に対し﹁歴史的﹂は線に着目している︒いずれにせよ︑
﹁発生的﹂の概念は︑ ﹁歴史的﹂二精神史的﹂の概念と

の近接性をほとんど喪失している︒

途筋︵鷺︷ω清鍔窃o匡注昌oぼ﹃オ謁︶と一致する必要はな︺︑

な思考の歩み︵鵯罵涛oぎΩ①駐昆窒螢鵯︶は︑精神史湖
託

授構想︵一九六七年︶のなかで︑﹁教授学の意味での発生的

動性の観念に関する精神史の途筋は︑グリマルディ︑ホ

それに対してニュートンはこの現象産止確に観察して波
如
動性の観念を吟味していたのであった︒つまり︑光の波

嵩トo①1旨爵︶はこの現象については何も知らなかった︒

の波動説の創始者として知られるホイヘンス︵O由ξ潟易・

と主張する︒それは何故か︒﹁子ども発生的途筋︵医邑−

イヘンス︑ニュートンを辿るのであるが︑他方︑光の波

他方︑ヴァーゲンシャインは︑地球の運動の﹁発生的﹂教

冨津鍔g豊8ぼ﹃オ晶︶は︵素朴な大人も子どもと見なされ

動性の観念に関する﹁発生﹂の途筋では︑この三人のう

ちからホイヘンスが欠落するのである︒ヴァーゲンシャイン

6︑人類溌生的途筋︵昌①易o夢①津鍔豊①戌ω臣①﹃オ晶︶と同

珊

一ではなじからなのである︒それゆえ︑例えば﹁地球の回転﹂

ところで︑小論の皿のはで明らかにしたように︑物理学

はこの事実を指摘するのである︒

の主要な部分を構成しているにもかかわらず︑﹁地球の回転﹂

について︑生徒自らが精神史的考察を行なうことが︑物

の精神史では︑アリストテレス及びスコラ主義も当然︑そ

についての﹁発生的﹂教授構成では︑アリストテレス及びスコ

をもっていた︒にもかかわらず︑教授論を規定する﹁発

理学の陶冶作用を成立させるのにあれほど不可欠の意義

ラ主義を辿る途をいく必要はなく︑アリスタルコスから
83
︶
一挙にコペルニクスまで行くことができる︑とい久︒

118一

生的﹂の概念から﹁歴史的宙精神史的﹂な観点が切り離

この点で︑ヴァーゲノシャ〆ンは︑
45

﹁思考の途筋はその

正確さを失わずげ

一整され色︑として︑精神史に依ら

の精神史は教授論においてどのように位置づけられてい

されていったこの状況下では︑科学史︑実質的には科学

るのであろうか︒もはや科学史画科学︵物理学︶の精神

なくても﹁発生的﹂教授過程が合理的に構成されること
．1虫
を示唆している︒こういう主張は︑ケーンラインも指摘
鍋
するように︑ヴァーゲンシャインが構成主義的立場︵ぎ甲

﹁物理教授の付随

ω時艮江請勺Oωま8︶に接近していることを示している︑

史は ︑ 生 徒 目 ら が 学 ぷ 対 象 で は な く ︑

D
4
︑
的対象でしかなじ︑とヴァーゲンシャインはいう︒け

と言えよう︒

﹁発生的﹂の概念の変容とその重点

発生的原理画発生的教授論が︑ヴァーゲンシャインの

ω

れども教師の助けにはなる︑という︒それは︑物理教授
に対する硬直化した正面向きの準備︵印◎津巴ら蒜冨柘︶

から教師を解放することである︒即ち︑生徒の問いを表

現し︑またその問いがどのように考えられてきたか︑

学史は︑子ども発生的途筋を教師に開くための教師の師
3︶
4
であ邑︑というわけである︒無論この場合教師に必要

かでは︑教師がもはや感じること沙できない問いを︑真
2
剣に取りあげるのを助けるのであ勧︒換言ナれば︑ ﹁科

学の最前線に向けられた所謂正面向きの科学の準備のな

学の全体について語ることに他ならないからである︒こ

体を包括する総合的概念であることを考えれば︑その全

られるのであろうか︒無論︑小論の皿で述べたように︑

のように﹁発生的﹂の概念が精神史と明確な関連性をも

教授学のなかで決定的で支配的な位置を占めてから︑こ

なのは︑物理学史の全体的展望を得ることではなく︑物
の
4
理学史の個別的テーマヘの深化を図ることであゑ︒

こでそれは不可能である︒それゆえ︑ここでは﹁発生的﹂

そしてその問いがどうして現実的でさえあるのか等︑科

﹁発生的﹂途筋は︑も

の概念の重点を明らかにすることに限定しよう︒この重点

てについて詳論はできない︒そうすることは︑彼の教授

﹁発生的﹂の概念が︑ヴァーゲンシャインの教授学の全

﹁発生的﹂の概念は︑どのように捉え

﹁発生的﹂

たないとすればぺ

はや﹁精神史的﹂途筋ではない︒それゆえ︑

はとりわけ︑前述した狭義の﹁発生的﹂の概念がカバーす

したがって︑以上のことから︑

教授過程も当然︑精神史に従うわけではない︒むしろ︑

ユヱ9

る教授論の領域︑つまり教授構成㊥過程にかかわっている︒

のは︑ ﹁発生的﹂で重視される﹁生成﹂過程は︑自然に

法の生成が問題なのである︒■ここで注意しておきたい

9︶

ヴァーゲンシャインは︑ ﹁発生的教授原理﹂を︑次の

発見︵書＆撃§己8ぎ握︶を追体験︵墨o芽g以堅8︶さ

﹁諸問題の自覚から︹科学の︺諾方法及び諾概念の再

のアスペクトの﹁生成﹂過程であって︑精神史における

がいうところの母語からの専門の方法︑言換えれば科学

言語︑つまり専門語ではない言語︑ヴァーゲンンヤイン

ついての前科学的な熟考と自然について語る前科学的な

せることである︒即ち︑創造的︑批判的︑連続的に追体

その﹁生成﹂過程ではない︑という点である︒小論の皿

ように定義する︒

験させることである︒しかも︑初源的自然の現実︵肩︷−

的な時に︑物理学のアスペクトカラクターの認識を獲得

の山で述べたように︑範例的原理画範例的教授論が支配

ことである︒﹂ ︵一九七二年㌣︑と︒

冒時之ψ冨﹃峯宥婁o黒黒︶の諸問題から︑追体験させる
7︶
4

般的に言えば︑それは精神史における科学のアスペクト

するために力説された﹁生成﹂過程は︑他ならぬ精神史

の﹁生成﹂過程であった︒したがってここには﹁発生的﹂

この定義からも解るように︑﹁発生的﹂の重点は先ず第

の過程である︑ということである︒ヴァーゲンシャインは︑

と﹁範例的﹂のいずれにおいても基本的に重要な﹁生成﹂

における物理学のアスペクトの﹁生成﹂過程であり︑一

﹁そこ︹﹁発生的﹂教授過程︺では︑予期せぬ現実が我々

概念の変容が認められる︒

一に︑その教授過程が科学の諸方法及び諸概念の再発見

に投げかける︑挑戦的で開示的なある問題に基づく︑﹃始

対決に不可欠の意義が帰される︒これは︑自然科学的に

では︑とりわけ初源的自然の現実及びそれとの関連性や

第三に︑前述の定義にも現れていたように︑﹁発生的﹂

めからの科学の再発見﹄︵窒＆胃窪邑8ぎ潟①庁撃オ︷ω−
8︶4
︑
詔易o冨陣＜8︾艮竃σq彗︶が問題であるu︑との言明を

たびたび繰り返して︑このことを強調している︒
﹁生成﹂過程が重視される︒

捉えられていない︑別な言葉で言えば︑自然科学のアスペ

﹁発生的﹂では︑

即ち︑ ﹁発生的﹂では︑情報を与えることが問題なので

クトに限定されていない自然の決定的重視である︒これ

第二に︑

はなく︑専門的な方法からの結果の生成が問題なのでも

が︑

﹁始めからの科学の再発見﹂の契機であり︑基盤で

ない︒まさしく﹁前科学的な熟考と言語からの専門の方

工20

あり︑

﹁発生的﹂で重視された﹁生成﹂過程の言わば出

発点である︒言うなれば︑ ﹁発生的﹂のこの重点は︑第

一及び第二の重点の基本的で必然的な前提である︒それ
ゆえこの第三の重点こそ︑﹁発生的﹂の中心的特質である︒

したがってこの初源的現実との関連性︑つまりヴェーユ
︵卯峯巴︶の言葉を借りて︑ヴァーゲンシャインがいう
﹁この

一連の実験室の営争︑しして︑彼らの記憶に残ることがない

ように努めねばならない︒それには﹁その﹃助走﹄を重視す

醜
るように努めなければならない﹂からであ脅

ここでいう﹁徴侯﹂とは︑自然科学的な着想を生み出

す基盤となっている︑科学的なアスペクトによって限定

的に捉えられる以前の本来の自然現象である︒そうする

と︑初源的自然の現実を重視する︑といっても︑これは︑

ただ単に実験を重視するということには留まらないので

と ころの﹁根付き﹂︵ 里 嘗 彗 ﹃ 注 竃 閑 ︶ に つ い ス ︑

○
概念が︑発生的教授原理にとって中心的であ色︑とい

な着想を得て︑それを検証するための実験に至るプロ

ある︒むしろ︑初源的自然の現実からある自然科学的

︹初源的自然の︺最初の

うのもこういう理由によるのである︒この連関で彼は︑
﹁﹃発生的﹄に進行するとは︑

セスを尊重せよ︑ということである︒このように︑初源

的自然の現実を重視する基底には︑

直接的な徴侯︵＞竃臥蟹竃︶から実験に至る途筋を︑それ

に続く第二の段階︑つまり実験から最終的な多分定量的

概念を創り︑それを1限定っきで1理解し︑予言するこ

﹁我々は︑物理学的

に公式化された洞察に至る段傭︷︑少なくとも同様に重
帥
視することだけを意味している一∵とさえ明言している︒

﹁地球の回転︵自転︶﹂の観念の場合について︑ヴァ

とができるようにする︵驚くべき︶可能性を︑自然の経
の
5
過のなかに見い出す一︑という彼の特異な自然観がある

ともと実験は︑直接的に︑したがって実験装置などを使

ーゲンシャインが︑こうした﹁徴侯﹂として指摘するの

言換えれば︑ ﹁徴侯﹂から実験に至る﹁助走﹂︵＞邑聲︷︶

わずに観察される自然の﹁徴侯﹂にいつも由来していた

は︑

ことは否めない︒

のである︒ゆえに︑物理教授が︑学習者や後々専門家に

係﹂である︒何故そうなのか︑少し詳しく彼の説明を取

を重視せよ︑ということである︒それは他でもない︒も

は成らない一般の人々に︑生きている科学の適切な

りあげよう︒

﹁地平線にほとんど同時に沈む太陽と月との位置関

イメージを与えようとするならば︑科学が﹁探究済の﹂

121

かけて︑考えてみたいという気を起こさせるのではないか︒

たはずではないか︒したがって我々にもこの現実が話し

法で︑天空の初源的現実が︑アリスタルコスに語りかけ

りそうにもない観念に至ったのであろうか︒何らかの方

発生的観点﹂︵匡路Oユω島？鵯爵涛島①岬寂90窯ω層爵耐︶

念の変容︑ケーンラインの言い方で言えば︑

理学︶教授論において生じた︑このような﹁発生的﹂の概

間に︑ヴァーゲンシャインの教授学︑就中彼の科学︵物

それでは︑一九六〇年代初頭から一九七〇年代に至る

﹁発生的﹂の概念変容の意味

疑いない︒アリスタルコスもしくは彼の先駆者が︑弦月

㈹

と太陽を一つの﹁ゲシュタルト﹂として直観するという

から﹁個人的固発見的i発生的観点﹂︵甘邑ま審P︒一冶邑
55
冨亀帥島8甲鵯鶉芽島胃寂＆O堅昌竃犀︶への重点移行をも

いかにして︑ ﹁地球は回転している﹂という初めはあ

生産的着想をもち︑そして︑太陽に顧慮して半月を見て︑

たらした原因は何であろうか︒またこの変容の本質的意

﹁歴史的−

それが太陽よりも︑我々のきわめて近くになければなら

味はどこにあるのであろうか︒これが問われねばならな

ンの教授学の中で中心的曲包括的な位置を占めるに従っ

言えば︑ ﹁発生的﹂の概念は︑それがヴァーゲンシャィ

﹁発生的﹂の概念に関するこれまでの論述をまとめて

ての精神史的科学論的考察が決定的位置を占めていたの

クトカラクターの認識を獲得するために︑物理学につい

作用の成立にとっての基本的要件である物理学のアスペ

先述のように︑範例的教授論のなかでは︑物理学の陶冶

﹁精神史的﹂からの分離に特徴づけられているが︑一方

﹁発生的﹂の概念の変容は︑﹁歴史性﹂の喪失︑つまり︑

い︒

ない︑と気づいたのは︑決して偶然ではない︒それなの
にどうしてこの二っ︹太陽と三月︺が︑夕方︵ほとん︑ど︶同

時に地平線に沈むのか︒これこそ︑我々︵地球︶が回転んて

脳

て︑精神史と関連性を明確に有していた初期のそれから︑

であった︒では何故︑ ﹁発生的﹂の概念では︑精神史的

いるのではないか︑という疑念をもつモティーフであ奇︒

歴史性をほとんど失い︑自然科学的な着想の基盤に

科学論的考察がこうした位置を占めることができなくな

一っには︑そうした考察がギムナジウムの上級段階以

ったのか︑あるいはその必要性がなくなったのであろうか︒

なっている初源的自然の現実との関連性に視点を集中し︑

しかもそこに由来する﹁生成﹂過程のなかでの﹁科学の
再 発見﹂を目指す概 念 へ と 変 容 し た ︑ と 言 え よ う ︒
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学論的洞察に基づいたものと理解すれば﹂︑それは︑﹁一

物理学のアスペクトカラクターの認識を︑

﹁意識的な科

が考えるようになったからである︒一九六二年には既に︑

の獲得は全く望む可くもないことになる︒これでは︑物

徒においてすら︑物理学のアスペクトカラクターの認識

いては言うに及ぼず︑当のギムナジウムの上級段階の生

そうすると︑ギムナジウムの上級段階以前の生徒にっ

58
いう事実を指摘す叡︒

般に言われているようにきわめて高度なもの﹂で︑しか

どもの心に留めさせ︑理解させねばならないとの物理教

前の生徒にとっては困難である︑とヴァーゲンシャイン

も﹁こういう哲学的深化は確かに中等学校の最終段階に
65
︶
なってようやくできるものである﹂と述べで︑中等学校

授の基本的課題を到底果たすことができない︒そこでヴ

59

理教授の最初から︑物理学のアスペクトカラクターを子

の最終段階以前の生徒にとって︑そういう方法で物理学

別な途︑つまり意識的な科学論的考察画精神史的考察に

ァーゲンシャインは︑アスペクトカラクターを認識する

と認めているのである︒ところが他方で彼は︑こういう

依らない途を提案するのである︒早くから辿ることがで

のアスペクトカラクターを認識することが困難である︑

アスペクトカラクターの認識は︑﹁﹃哲学的﹄な感じを与

ムの上級段階でアスペクトカラクターの認識を獲得しよ

にあるように思われるH︑という︒っまり︑ギムナジウ

行さ せ て い る ︒

︹しかし︺その成果はゼロに近いところ

思われる︒それゆえ︑多分ギムナジウムの上級段階に移

分可能である︑との確信をヴァーゲンシャインは得てい

と︑しかもフォルクスシューレ段階の生徒にとっても十

ら︑そしてたいそうな﹃哲学﹄なしでも﹂可能であるこ

理学のアスペクトカラクターの認識が︑ ﹁いかに早くか

きるこの途は︑初源的自然の現実から物理学を連続的か
0︶
6
っ入念に形成する途であゑ︒こういう方法によって︑物

え︑画画画我々にとって余りにも﹃高度﹄すぎるように

うとしても︑その実をあげることができないというので

る︒彼はこの確信を︑一っにはチュービンゲン大学の実

57

ある︒この根拠として︑ヴァーゲンシャインは︑工科大学

験学校の九歳の子だもとの﹁音の伝播﹂についての対話
ω

それゆえ︑物理学のアスペクトカラクターを認識する

から得たのであった︒

ですらほぼ全ての学生が︑﹁赤い光は︑特定の波長の一連

の電磁波以外のなにものでもない﹂︑と信じ込み︑物理

学のアスペクトカラクターをほとんど認識していないと

ユ23一

この途︑っまり初源的自然の現実から物理学を連続的か

自然の現実との関連性の重視︑及びそこからの物理学の

念から﹁歴史的㊥精神史的﹂観点を希薄にさせ︑初源的

﹁生成﹂の重視へと︑

っ入念に形成する方法︑言換えれば初源的自然の現実か

ら物理学を﹁生成﹂させる方法は︑それを活用し得る対

たる要因であるξ言えよう︒

ますます先鋭化されている︒ ﹁ある特別な観点︹アスペ

可欠な方法である︑との捉え方が特に一九七〇年代には

の方法は︑アスペクトカラクターの認識には本質的で不

よりも優れているということである︒しかも更に︑前者

によって物理学のアスペクトカラクターを認識する方法

止まない︑社会における科学者と一般人との分裂状況を

真の塵解を図るためと︑ヴァiゲンシャインが懸念して

で既に指摘したとおり︑それは︑物理学︵自然科学︶の

念のこの特質は︑物理学のアスペクトカラクターの認識
63
を獲得するのに適切画有効であるばかりではない︒別職

こからの物理学の﹁生成﹂の重視という﹁発生的﹂の概

さらに︑初源的自然の現実との関連性の重視︑︑及びそ

﹁発生的﹂の重点を移行させた主

象の生徒の年齢段階の点から言っても︑またその効果の

クト︺として物理学は発生的にしか真に理解され得ない︒

この真の理解に基づいて克服するためとの︑まさしく必須

点から言っても︑意識的な科学論的考察画精神史的考察

というのは︑一般に限定されていると気づくには先ず第

に一層のはずみをつけた要因であろう︒

の要件なのである︒この認識も﹁発生的﹂の概念の変容

一に限定されていない現実と直接向きあわなければなら
26
︶
ないからである口︑とヴァーゲンシャィンは強調する︒

取ることができる︒しかもこの言明は︑範例的教授論に

識−発生的−初源的現実︵自然︶の重視﹂の関係を読み

れに替わって︑初源的な自然の現実のなかにある︑自然

念から﹁歴史的画精神史的﹂観点がほとんど欠落し︑そ

れたことも︑一九六〇年代の後半以降︑

﹁歴史的−発生的﹂の概念が批判にさらさ

おける︑物理学のアスペクトカラクターの認識にっいて

科学的な着想を生み出させ得る基盤としての自然現

それから︑

の基本的前提︑即ち﹁物理学のアスペクトカラクターは︑

象そのものへと︑﹁発生的﹂の視点が集中する結果に

ここにはっきりと﹁物理学のアスペクトカラクターの認

精神史的に理解されなければ︑理解され得ない﹂︑との著

なったことと無関係ではあるまい︒無論︑﹁歴史的−発生

﹁発生的﹂の概

﹁発生的﹂の概

しい 相 違 を 示 し て い る ︒ こ の 相 違 こ そ ︑
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的﹂の概念一般に対する批判というのは︑周知のように︑

ことさらに一九六〇年代の中頃になって初めて出てきた

わけではなく︑以前から存在している︒が︑クラフキ
︵奉困ゆ津甘︶は︑一九六四年に当のヴァーゲンシャイン

もここにある︑と言えよう︒

れども︑物理教授の発生的構成に対する要求が︑歴史的

ことが︑教授学を実りあるものにし得る事情である︒け

ての物理学︺の特性のなかで根拠づけられている︒この

の論理に相応していることは︑科学的物理学︹科学とし

や問題解決の時問的な展開が︑広く物理学的認識の固有

らないからであり︑そうすると︑彼の科学教授論宙教授

ンの科学教授論画教授学全体にっいて語ることにほかな

念全体を扱ったのではない︒これは︑ヴァーゲンシャイ

る︒無論︑小論では︑最も広い意味での﹁発生的﹂の概

その概念の重点的な意味とその変容は以上のとおりであ

科学教授論に出現してから近年に至るまでの間における︑

﹁発生的﹂という言葉が︑ヴァーゲンシャインの

展開の意味においてではなく︑事実−発生︵般島■9塁審︶

ゲンシャインにおける﹁発生的﹂の概念変容の方向と符

た﹁発生的﹂についてのクラフキの捉えかたは︑ヴァー

そこで﹁発生的﹂の概念をめぐる論点に絞って︑この概

﹁発生的﹂の概念の重点の変容画移行を不鮮明にする︒

次の機会以降の課題としたい︒

授構想︵発生的教授論︶の体系化やその全容の解明は︑

い︒こうした﹁発生的﹂の概念に特徴づけられた彼の教

念を吟味してきたのである︒このことを断わっておきた

からである︒これは︑不可能であるし︑むしろ却って︑

学の全体的特質を︑ ﹁発生的﹂の概念で括ることになる

﹁物理学的な問題設定

黎獺

の意味においてしか理解され得ないとい戸ことにっいて︑
脳
この事情が思い違いをさせてはならない︒﹂ここに現れ

に言及して次のように批判する︒

誉霊

合している︒

したがって︑ ﹁発生的﹂の概念の変容は︑物理学のア

スペクトカラクターの認識を獲得し得る生徒の範囲を拡

大すること︑及びその実効をあげることを目指し︑同時

﹁発生的﹂の概念変容の本質的意味

に自然科学︵物理学︶の真の理解を一層図ることを目指
していたといえる︒
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固σ竃駐一ψ①oo．

﹁範例的﹂を指す︒

向悪邑単ρ轟ト

︹︺は筆者︑以下同様

竃オ晶竃ωOぼ︸POゴω．轟ω．

固げ①箏αp岬b0震．

里U①づα￡〇一ψS①1

国び竃影一印轟㎝︒︒画個は中略の意味︑以下同様．

固げ①づ︷戸ρH鶴．

内げ8︷P岬轟黒−

向一U①饒αp叩N零．

固げ①p︷坪叩轟ド

内び①づqp叩富①．

向げ①箏①坪卯爵O01

国げ竃︷pρ轟①一

里U①箏ρ紳ψ爵oo1

声オ錨Φ轟o亭芦gΦり蟹〜σq◎αq艮冨ヨ昌竃巴8宥﹃

固げ①箏︷pρ曽べ．

勺ξω豪︵以下︑勺∪勺と略記︶︑ω・胃σq以冨誌＞■饒二ωh弩目1

固び竃註一ω﹄おウただし︑ガリレイの﹁慣性﹂運動は等

ω島峯9σqおご一ω．ミω．

速円運動であった︒ガリレイ︑青木靖三訳︑司天文対話︒︑
里U竃φpωlM震．

上巻︑岩波文庫︑一九七五年︑勺勺︒sMI§①参照︒

竃書σq①易oぎ旨一勺U押ψ崖①．

竃オ鍔竃ωo訂︷pご戸ρooお．

澤オP︒σq竃8ぼ貝d戸ω．べO︒﹄O﹄︒︒．
向げ①箏︷pロベoo．

固冨箏︷p叩お．

固びΦbαPωーべCO
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⑤ 黒内0：プ巳阻戸冒Φ眼〜鍔◎σq岸憲ま箏轟σq窒ω冨︷轟︵一以

下︑℃竃事と略記︶︑皇易・し零仰ω・おミ■

ゲンシャインの物理教育論の場合1﹂︵以下︑拙稿nと略記︶︑

⑥ 拙稿︑ ﹁自然科学の陶冶価値の認識構造分析IM画ヴァー

教育方法研究会︑﹃教育方法学研究﹄︑第七集︑一九八六年︑
⁝⁝

〜勺一①ωIoo㎝−

侶
固げ①り駐一ψ①co．

◎竃斥竃員︵以下o肖と略記︶巾望鼻厨胃朴μ署pω・澤
G

ω 固び竃駐一岬ド

の右側のことで︑

ω 内冨邑p叩o︒ω︒右の翼とは︑三つ組を横書きにしたとき
⑫ 固げ竃駐一叩OOω1

㈹ 拙稿皿︑拮勺〜．ぎ1芦
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﹈円一U①づαψ︸ω．紅ω一

固一U①づ︷Φ−ω．紅ω．
国一U①づα〜−ω．一−ト o ．

向げ竃註一ω﹂ごhグリマルディの実験にっいては︑ダンネ

マン︑安田徳太郎訳曲編︑﹃大自然科学史﹄︑第四巻︑三省
堂︑一九八五年︑勺 勺 ﹂ 竃 − H 雪 参 照 ︒

ω．べCO

−HN1

OO．紅⑩ド

声夢σq竃ωOぎ貝O戸ω1お．
固び①箏φ〜−

HμN1

oo．N①

ωl

oo．紅co

向σ①H一︷︸−

向一U①づo︸

向び①づ︷〜−

〜く．㎞︵0−プ箏−①︷り − 勺 宝 オ ︑

澤書σ・①易O置P冒ωσ・雪①叫ぎ冨軍ぎ号募①旨茅σ・
︵Ψ＜昌箏〜ω甘■8
ω．べ1

μ①−oo﹈−

饒①H＜Φ什︷o賞8−ωoづα①剛ぼ①h↓旨⇒︷−−⑩べN−oo

ωーべ①h

ω1︸OCO．

ωωco．

N暮H鼻竃aま撃昌σq宗ωO箏誌冒ざ葦ω︵以下︑Ω巾と略記︶
︷箏川

ωーべ

ω■μμ ゲ

O肖−

o㍗勺︸ω1ω紅o．

竃． 爵σq①箏ωoぼ①︷箏−−q肖一

国げ①箏︷ゆ
国び①﹈pα⑩− ω．べo

向一U①り︷〜︸

国び①りα①− ω． HH−．

竃轟σq①づωOぽ①︷ 箏 −

峯−爵σq①づωoプ①︷饒−

勺竃オ︸

ω．紅①O01

〜﹈∪勺一

︸︵0：プづ−①︷箏−

峯壽σq①箏ωOプ①甘饒−

〜く．

∩Ψ勺−ω．OO紅−．

竃夢σ・①易O置戸電一ω．ωξ．

罵爵σq竃8亭貝勺U巾ω．崖紅．

竃夢σq①目ωOげ①︷箏−

固一U①箏似〜︸

ω．一〇〇〇．

ω￠朴叶胴〜﹃↓

ト⑩◎OO−

ω．⑩紅1

・虹

一Ω竃毘ωo冨ピΦ一︒一一σq獣σq①︵以下︑乞ωくと略記︶︑円O琴尉↓εプ

声壽σ・竃ω・更刊ら呉膏り轟9塞罵ω県雷§？⑦易神島員

︵饒﹃ωσq︶

峯〜σq①箏ωOプ①︸づ︸乞ωく−ω．⑩①︷．

一ω①﹃σq

拙稿1︑勺勺．崖−芦

誉．

ω饒︷■￠σq− 〜く①︷箏げΦ︷8

辛内匡芦O腸り艶鍔Oσqぎプ①耳O巨聲箒ω里①塞9胃①づ

ω1ω㎝べ．
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