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本報告の内容

Emmanuel-Joseph Sieyès（1748-1836）

´『第三⾝分とは何か』、憲法案などへの注⽬
︓パンフレット作家、政治家としての⾯

´⼿稿調査（1990年代ー現在︓C. Fauré, J. Guilhaumouら）
︓政治経済学、経験主義・感覚論的哲学を含む思想活動
—思想家としてのシィエスの全体像把握の可能性
・・・本報告では社会技術論に注⽬
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本報告の内容

´ボドーにおける社会技術と⾃然認識
︓⾃然の秩序と君主による社会技術

´コンドルセの社会技術と社会数学の構想
︓諸科学の共通性に基づく数学の適⽤

´シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ
（combiner）
︓⾃然科学と道徳科学の区別
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本報告の内容

社会技術（art social）

´フィジオクラートに始まり18世紀後半からフランス⾰命期に普及
︓ex. シィエス、コンドルセ、グレゴワールら

´フランス⾰命期には、政治経済学、道徳科学、社会科学の語などと互
換的に使⽤される

´『1789年協会誌』、『社会教育誌』による普及活動
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ボドーにおける社会技術と⾃然の認識

´ N.ボドー『経済哲学序説』（1767）
（Première introduction à la philosophie économique,  ou Analyse des états policé, 1716.）

⽂明国の3つの技術
＝①「⽣産的技術」
︓⽣産階級︓⾃然の肥沃さに作⽤する技術
②「不⽣産的技術」
︓不⽣産的階級︓「⾃然⽣産物をより有⽤で好ましいものにする技術」
③「社会技術」
︓主権者及び⼟地所有者階級
︓⽂明国の前提を⽣み出し、国家の繁栄を促進する技術
＋他の技術の基礎を創り出す
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ボドーにおける社会技術と⾃然の認識

「⽣産的および不⽣産的技術がそこ（⽂明国）で徐々に
開化するのは、これら（教育、防衛、⾏政）3つの真に有
効な⼿段による。教育は⼈間がこれら有⽤で好ましい技
術を実践する能⼒を⾝につけさせる。防衛はそれらの技
術を欲するように仕向ける。よき⾏政は⼈々がそれらの
技術を活⽤できるようにする。これら3つは全て≪権威≫
の⾏使である。権威を⾏使し、徐々にそれを改善する技
術は、私が社会技術と呼ぶものであり、全ての技術のう
ちで第⼀のものであるし、他の全ての技術の原理である
とともに原因である」（『経済哲学序説』PI, p.9. カッコ内は報告者の追加）
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ボドーにおける社会技術と⾃然の認識

「最も強⼒で抗しがたい⾃然の法則は事前の前払いを要求す
る。⽀出が先⽴つべきであり、開発の新たな富なしには、新
たな⽣産物、新たな余剰、新たな⼈⼝、技芸や商業の新たな
繁栄はない」（「政治の世界」（le monde politique）『市⺠⽇誌』1766.1. EC, p.100.）

︓⽂明状態に⾄るためには初期介⼊が必要
＝⽣産条件を整備する君主の技術
主権者による前払いが国家繁栄の条件
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ボドーにおける社会技術と⾃然の認識

「こうした（国庫からの⽀出が損失につながるという、政治家たちの主張
する）影響関係の進⾏は性急すぎるものである。想像⼒は跳躍とバウンド
によって進む。しかし⾃然は慎重にゆっくりと進む。政治経済について思
考しようとするときに、参照すべきなのは⾃然である。⼀歩ずつ⾃然を
追っていこう。事実を知り、その結果を計算しよう。そして時間、効果と
原因、原理と結果を混同しないようにしよう。こうした乱⽤からわれわれ
が戦うべき誤った推論[paralogismes] が⽣まれるのだ」（「政治の世界」『市⺠⽇
誌」EC, p. 112. カッコ内は報告者の追加）

︓観察による⾃然法/⾃然法則の認識が政治経済学の思考⽅法（↔想像⼒）
Cf.ケネー「理想的国⺠は⾃然により命じられた諸法を正確かつ恒常的に観
察することで[…]」（Qeusnay, Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, pp. 
647-648.）
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コンドルセの社会技術と社会数学の構想

コンドルセ（Condorcet, 1743-1794）

「社会技術」
︓道徳政治科学などと代替可能な概念
→社会科学に対応する技術

「社会数学」
︓⼈間集団内の事象を扱う科学への確率論の応⽤
（ex.「政治道徳諸科学への計算の応⽤」→「社会数学」）
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

´「アカデミーフランセーズ会員就任演説」
（Discours de reception a l’academie francaise, 1782. 以下『就任演説』）

「道徳科学の本性について思索すれば、⾃然科学と同様にそれがまさ
に事実の観察に⽀えられていることを⾒ることに何の妨げもないはず
です、それらは同じ⽅法に従い、同様に厳格で正確な⾔語を獲得し、
同程度の確実性[certitude] に到達するはずです。我々の種とは別の、
ビーバーやミツバチの社会を我々が研究するように⼈間社会を研究す
る存在にとってそれらの間にはすべて違いがないのです」（『就任演説』SE, 
p. 183）

︓⾃然科学と道徳科学は同じ⽅法に従い、同様の⾔語（数学）と同程
度の確実性を得られる
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

―両者の違いは観察者と観察対象の関係のみ
「しかし、ここでは、≪観察者≫⾃⾝が彼の観察する≪社会≫
の⼀部をなしています。そのため真理は先⼊観を持った、ある
いは幻惑された≪判定者≫[des Juges] しか持つことができな
いのです」（『就任演説』SE, p. 183.）

︓⾃然科学では観察者が対象を外側から観察可能
（↔道徳科学）
→差異は信頼度の程度の違い
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

『多数決の蓋然性に対する解析の応⽤の試論』（1784）
（Discours preliminaire de l’essai sur l’application de l’analyse a la probabilite des dicisions
rendues a la pluralite des voix . 以下『試論』）

︓観察による原因の真理性への信頼度である「信念の根拠」（motif 
de croire）に注⽬

「この動機[motif] の本性を認識するためには、我々にとって我々の感
覚を刺激したことのない⾃然的出来事、未来の出来事についての、つ
まり⼈⽣において我々の⾏動や判断を導く我々の認識が、2つの原理を
基礎としていることを全て観察することで⼗分だろう。「⾃然は不変
の法則に従い、観察された現象は我々にこれらの法則を認識させる」。
諸事実がこれらの原理に⼀致しているという恒常的な経験は、我々に
とってそれらを信じる唯⼀の動機なのである」（『試論』SE, p.17）
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

「このように⼀つの⿊のボールが混ぜられた⼀千万個の⽩の
ボールから、私が初めに引き出すのは⿊のボールではないと
いう信念の根拠[motif de croire] は、明⽇太陽が必ず昇ると
信じる信念の根拠と同様の本性を持っており、この２つの意
⾒はその間で可能性の多寡によってのみ異なっている」（『試
論』SE, p.18.）

＝確率と信念の動機は同様である
→諸科学の分野を「信念の根拠」の⼤きさにより区別
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

「このように確率が、悟性の働きにおいて観察された法則の恒常性に基
礎づけられているとき、我々は蓋然性[probabilité] に数学的確実性
[certitude] の名前を与える。我々から独⽴した現象の秩序において同様
の恒常性を想定されるものである蓋然性を、我々は物理的確実性と呼ぶ。
そして不確実性の他の原因に晒されている判断のために、蓋然性の名を
とっておく」（『試論』SE, p. 19.）

蓋然性の区別
１確率が⾮常に⼤きくそれを計算することは無⽤なもの
２判断を確率に基礎づけることに慣れたためわざわざ考えないでよいもの
３我々が多かれ少なかれ強くそれを信じる動機をもっていると知り得るもの
︓どの科学も経験（事実の観察）を基礎とする限り確率論を応⽤できる
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

⾰命期の社会技術の主張
︓『1789年協会誌』（1790）『社会教育誌』（1793）など

「我々は社会技術を他のすべての科学と同様に事実、経験、推論
[raisonnements] と計算[calculs] に基づいており、他のどの科学とも
同様に、無限の進歩と発展の可能性を持ち、真の原理が広がるにした
がってより有⽤になる、真の科学であるとみなしました」（Á M. *** Sur la 
société de 1789, Œuvres de Condorcet, t.X(1968), p.71）

︓他諸科学との共通性の主張＋計算の必要性

15



コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

→『確率計算の要綱』（1793）
（Elemens du calcul des probabilities, et son application aux jeux de hazard, a la loterie, et aux 
jugemens des hommes; avec un discours sur les avantages des mathematiques sociales）

「政治的、精神的科学への計算の応⽤を⽬的とする科学の⼀般的タブロー」
（Tableau general de la science qui a pour objet l’application du calcul auc sciences politiques et morales）

︓「社会数学」（mathematique sociale）の説明
︓⼈・もの・⼈とものの三部⾨を対象とする社会科学への数学の応⽤

「あらゆる進歩にとって必須なのは、計算と組み合わせの理論（追加︓確率
計算）である」（『確率計算の要綱』SE, p.598）
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コンドルセによる社会技術と社会数学の構想

「実際、これらの科学（⾔語、道徳、政治などの科学）と私が語った科
学（⾃然科学）の間には⼤きな違いが存在する︔後者の内で科学の対象
は⼀般的に、決定され認識されており、その操作の結果によって新たな
対象を⽣み出すような知的操作により進められる科学の内でさえも、こ
れらの対象は精神がそれを⽣み出した瞬間には決定されているのである。
反対に、私がいま語ろうとしていた科学において、まず認識させること
が問題となるのは諸対象⾃体なのである。最初の観念の組み合わせを形
成し、それらを⽰そうとせねばならない」（Essai d‘une langue universelle, dans 
Tableau historique des progress de l’esprit humain projet, esquisse, fragments et notes（1772-1794）p.1014. 
カッコ内は報告者追加）

︓⾃然科学と社会科学の違いへの注⽬
︓最初の観念の組み合わせを形成し、⾒出し、それらを⽰す
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

シィエス
︓『投票⽅法に関する意⾒』（1789）での社会技術の主張
（Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 
1789.）以下『意⾒』

「物事は既成事実によってのみ決定されるのだと考えられている。こ
れはいつも既成事実から専制が始まったということだ。そしてなによ
りも専制には専制⾃体から独⽴し、専制を告発するものである真理よ
り、⾃らが意のままにできるような誤った模範（である既成事実）を
⽰す必要があるということだ」（『意⾒』OS, vol. 1, 2, pp. 28-29.）

︓特権階級批判と社会技術の主張（模倣⼼、既成事実↔理性）
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

「有⽤性という実り多い思索は、愚鈍な博識家にとっては怠惰の作品に
しか⾒えなかった。そして優れた⼈間がその知恵と同じく嫌悪感から、
我々の祖先の誤ったくだらないタブローを放っておく⼀⽅で、凡庸な者
は歴史の⾴をなんでもかんでも熱⼼に書き取るという物質的営みに捕ら
えられている。〔......〕不幸にも、この世紀の間に物理科学にかくも⼤
きな助⼒を与えた哲学者⾃⾝が、この奇妙な信念を認め、盲⽬な美辞麗
句にその才能を提供しているようである。正当にも⾃分たちの先⾏者の
体系的偏執にうんざりして、哲学者たちは事実の研究に専⼼し、別の⽅
法すべてを禁⽌した。その時まで、彼らはまさに称賛に値した。しかし
物理的秩序を離れ、⼈や社会に関する秩序[ordre moral] にまでこの⽅
法を利⽤したり薦めたりしようとした時、彼らは誤ったのである」
（『意⾒』OS, vol. 1, 2, p. 29 ）

︓⾃然科学と政治の科学の⽅法の混同を⾮難
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

→区別のポイント︓⼈間の精神的能⼒から独⽴した物理的世界

「世界の体系の構想は、物理的世界が存在し補正的思索[méditations
correctrices] からの独⽴を維持しているために、事実の経験にとどめ
なければならないのである。⾃然科学[Le physique] はあるがままのも
のの認識でしかありえない」（『意⾒』OS, vol. 1, 2, p. 30）

︓⾃然科学は経験的事実の内でのみ思考しなければならない
＝単なる観察の科学︓既成事実を絶対化にもつながる
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

「我々は⾃然に依存しているのだから、⾃然を研究せねばならない。これが⾃然
学者の仕事である。⼈間の安楽のためにそれらの発⾒を全て秩序付けねばならな
い。これが⽴法者の仕事である。科学の名にふさわしいのはこれら2つの活動の
みだ。これらは他のすべての科学を含んでいる」（note inédit, , dans Quiviger,[2008], p.386）

︓⼿稿でも⾃然学者と⽴法者の仕事を区別
Cf.︓⽴法者の役割として⾃然と⼈間に原因を持つ不都合の修正（EP., p.511）

´ ≠ケネー「⾃然法（則）はあるいは物理的であり、あるいは道徳的である」
（Qeusnay, Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, p.374.,邦訳77ページ。カッコ内は報告者の追加）.

↔「⾃然科学のように経験によって⼈や社会に関する事象を基礎づけるという、
知識⼈たちが既に広めた考え⽅が、代表の理念に及ぼし得る影響に対して⽴ち向
かうべきだ」（Quʼest-ce que le Tiers état ? , OS, vol. 1, 2, p. 31.）
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

「疑いのないことであるが、真の政治[ la vrai politique] は諸事
実を組み合わせるのであり、妄想を組み合わせるのではない
〔......〕」（『意⾒』OS, vol. 1, 2, p. 33.）

︓政治＝諸事実の組み合わせを⾏うもの（combiner）
︓新たに組み合わせる科学としての道徳科学と⾃然科学との区別
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

↔ラヴォワジエ
´「⾃然科学[sciences physiques] の研究に⾝を捧げようとする⼈に
とって観念は実験ないしは観察の帰結つまり直接的結果以外のもので
あってはならない」（Traité élémentaire de chimie. par M. Lavoisier et al. 2 édition, Tome 1,
p.viij（邦訳『ラヴワジエ：化学原論』坂本賢三編、柴⽥和⼦訳、朝⽇出版社、1988年、p.4）

＝実験と観察を基礎とした代数学的記述⽅式により、事実の鏡として化学
命名法を整理

´分析↔「想像⼒」（cf.コンディヤック『⼈間認識起源論』（1746））
→シィエス⼿稿（19c初頭）での⾔語世界（monde lingual）の概念へ
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

「（コンディヤックの）計画はよい︔しかし彼がそれを達成し
たのはその主題を習得し、整理し、観念に⾔語を付す天才とし
てではなく、受容されている⾔葉[les mots reçus]だけを⽤い
ようとする⽂⼈としてである」（DM.1, p. 229. カッコ内は報告者の追加）

︓既存の政治経済学の⾔語の刷新の必要性
（＋妥当な組み合わせのためのタブローの必要性を伴う）
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シィエスにおける社会技術と組み合わせ（combiner]

（DM. vol.1,p.373） （AN, 284AP3, dossier 2.）
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シィエスにおける社会技術と⽴法者による組み合わせ（combiner）

´ボドー
︓⾃然秩序の認識による、介⼊・改⾰構想

´コンドルセ
︓数学適⽤のために諸科学の共通性を強調

´シィエス
︓⾃然科学と社会科学の区別

→新たな組み合わせを通した、⾰命での新秩序の可能性提⽰
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