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第第 11 回回  「「科科学学かからら人人間間をを考考ええるる」」  試試みみ  <<ササイイフファァイイ・・カカフフェェ SSHHEE>>  

2011 年 11 月 24 日（木）、25 日（金） 

カルフール  

「科学と哲学を考える」 

 

パリ大学ディドロ 

矢 倉 英 隆 

 

本日はお忙しいところ「科学から人間を考える」初めての試みにお集まりいただき、

ありがとうございます。案内にも書いてありますが、この試みではわたしの目から見

た科学の世界について語り、それを切掛けにして考える空間ができれば素晴らしいと

思っています。今日はそれぞれの専門や日常を抜け出てわたしの話をお聞きいただき、

考える過程に参加していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

わたしは専門での生活（あるいは仕事と言ってもよいと思いますが）を終えてから哲

学の領域に入ってきましたが、その移行過程で見えてきたことがあります。それは、

専門の中で生きざるを得ないほとんどの現代人がなかなか気付かないことで、その欠

落が現代社会の問題の根底にあるのではないかということでした。すなわち、そもそ

も自分の専門や仕事とはどういうものなのかについて考える余裕がなくなっている

こと、さらに言うと、人間全体に関連した問題について考える視点が失われているこ

とに尽きると思います。このような状況に対抗するためには、専門を超えて人間的要

素も加えながら思索を巡らせる哲学的な態度が重要になるのではないかと結論した

ことが、この試みのベースにあります。 

 

今日の全体の流れですが、最初の 10 分ほどで哲学に関連した全般的な話題について

触れた後、今回のテーマである「哲学と科学について」のわたしの大雑把な考えを 50

分ほど話す予定で、残りの時間を意見交換に当てることにしたいと思っています。 

 

最初に、わたしがこの道に入ることになる個人的な経過からお話したいと思います。

フランスに行くことになる 2 年ほど前から、それまでは永遠に続くと無意識のうちに

思っていた自らの生の終わりについて考えるようになりました。この内的変化は、科

学では避けるべきものとしてあった「意味」について考えるようにわたしを仕向ける
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ことになりました。そこでは仕事という限られた営みの意味ではなく、生きることそ

のものの意味について生まれて初めて考えるようになったということです。その数年

前から偶然にもフランス語を始めていたわけですが、そこでお二人の現代フランスの

哲学者に出会うことになりました。 

 

一人目は、飯田橋の日仏学院のビブリオテークにあった哲学雑誌の中で出会ったマル

セル・コンシュ（Marcel Conche, 1922-）さんです。そこには次のような言葉があり

ました。 

 

「人は初め規範とともに集団にいるが、哲学者になるためには理性を解き

放ち、その集団を離れ、固有の存在にならなければならない。その上で真

理を所有するのではなく、モンテーニュ（Michel de Montaigne, 1533-1592）

がやったように試み（Essais）を続けることこそ哲学である」 

 

二人目の方は、昨年亡くなった古代哲学の専門家ピエール・アドー（Pierre Hadot, 

1922-2010）さんです。フランスに向かう 1 年ほど前にパリを訪ねた時のこと。夜、

ホテルのすぐ横にあったリブレリーに入り見つけた『生き方としての哲学』（La 

Philosophie comme manière de vivre, 2001）の中にあった次の言葉です。 

 

「古代人にとって、哲学とは体系の確立ではなく、生きる選択であり、変

化の必要性です。・・・私はいつも哲学を世界の捉え方の変容と考えてきま

した。・・・己を知るということは、賢者として知を持つことではなく、非

賢者として、知を愛する者として知に向かう運動として行われるものであ

り、その運動を最後まで続けることを意味します」 

 

お二人とも、例えばアリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）、ヘーゲル（Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831）、あるいはカント（Immanuel Kant, 1724-1804）

のように壮大な体系を作るタイプの哲学者ではなく、生きることに引き付けて哲学を

捉えている方だったことが幸いしました。あるいは、そういうタイプの哲学者だった

からこそ反応したとも言えます。このような精神運動を哲学と言うのであれば、わた

しの中に漠然とあったものとも相違ないのではないかと考えるようになったわけで

す。その意味では、これらの言葉に後ろから押される形でこの道に入ったとも言える

かもしれません。 
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今日は科学と哲学の関係がテーマになりますが、科学という言葉をご自身の仕事、あ

るいは興味ある領域に置き換えて考えると、何らかのヒントが得られるのではないか

と思います。まず、この試みで辿り着きたいと考えているところを一言で表現すると

すれば何になるのかということについて、こちらに来る前に考えていました。そこで

浮かんできたのがフランス語の本でもそのまま使われている Weltanschauung という

ドイツ語の意味するところではないかと思い当たりました。日本語で世界観、英語で

worldview、フランス語では vision du monde と言われますが、この世界をどう見る

のかという哲学的視点になります。それは文明圏、文化、国、社会、一人ひとりの個

人が捉えた世界の概念で、ものの見方、世界の捉え方、考え方の全体とでも言うべき

ものになると思います。しかし、日本ではあなたの世界観は？などと訊ねることがほ

とんどないことからもわかるように、このような哲学的問いがわれわれの中にないこ

とを示しているようにも見えます。われわれの中にある未開の大地を少しずつ耕して

みたいというのが、この試みにおけるわたし自身の願望ではないのかと考えています。 

 

こちらに帰って来る前、フロイト（Sigmund Freud, 1856-1939）の弟子でその後袂を

分かったスイスの精神医学者で心理学者のカール・ユング（Carl Gustav Jung, 

1875-1961）のエッセイ『魂と生命』（L'Âme et la Vie, 1995）を夜のカフェで読んでい

ました。その時、次のような言葉に出会いました。 

 

「世界観を持つということは、世界のイメージ、自分自身のイメージが作

られ、世界とは何か、自分とは何かを知ることです。・・・世界に関する概

念のすべては、しばしば宇宙に関する最新の真理として考えられます。・・・

最上位にある意識は世界観を要求します。理性や意志を意識することは世

界観の芽生えであり、知識や経験が増えることは世界観が成長する第一歩

です。その過程で世界のイメージが作られると同時に、それを考えている

人間も変容していくのです」 

 

まず、世界観を持つことは哲学的な営みの結果であり、その過程には科学の最新の成

果が組み込まれていなければならないと指摘しています。その上で、世界観はわれわ

れの意識が要求するものであり、自己のイメージ、世界のイメージを作ることにより、

その人間が変容していくと言っています。人間の変容こそ、生きることの証ではない

かと考えている者にとっては印象に残る言葉でした。 
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そこで、われわれは今どのような位置にいるのかを宇宙の歴史の中で見直してみたい

と思います。ビッグバン仮説によれば、この宇宙は 137 億年ほど前に空間と時間を生

んだとされる衝撃的な爆発の中で誕生したと考えられています。そして、45 億年ほど

前、観測可能な宇宙にある数百億にも及ぶ星雲の一つにしか過ぎない銀河系で太陽系

が生まれ、38 億年ほど前にこの地球で生命が誕生したとされています。200 万年～250

万年前には最初のヒト科の生物が地上を歩き、道具を発明しました。そして、20 万年

ほど前にホモ・サピエンスが出現し、省察や抽象的な思考が可能になりました。 

 

ここで宇宙が生まれてからの 137億年ほどの時を 1年に換算した暦を想像してみます。

そうすると、人類のすべての発展は大みそかの最後の 2 時間で起こったことになりま

す。最初に人類が歩き始めたのは 12 月 31 日の午後 9 時 49 分、石器を作り始めたの

が午後 11 時 59 分 26 秒、農業を発明したのが午後 11 時 59 分 37 秒、天文学が現れた

のが午後 11 時 59 分 50 秒、文字の発明は午後 11 時 59 分 53 秒、現在行われている実

験科学は最後の 1 秒で始まったことにしか過ぎません。科学はそれほど歴史の浅いも

ので、今の形が最終的なものであるはずはないという視点が重要になるのだと思いま

す。 

 

次に、人間の精神の進化の歴史を見たいと思います。150 万年～200 万年前、ホモ・

エレクトスがアジア、あるいはアフリカで生まれ、20 万年～5 万年前に今の人間のホ

モ・サピエンスがアフリカで生れたと考えられています。人間の精神活動の最初のも

のとして、2 万年ほど前に生まれたアニミズム（animisme）があります。アニミズム

のアニマ（anima）はラテン語で魂、生命を意味し、この世界にあるものすべてに魂、

生命が宿るとする考えです。この自然を支配する神のような超越的存在はないと考え

る多元的で緩やかな、豊かな世界が見えてきます。われわれの祖先は世界に投げ出さ

れ、周りのものを自分と同じような存在だと捉えようとしたことがわかります。これ

は、人間にとっておそらく一番自然な反応だったのではないでしょうか。最初に起こ

った精神の痕跡は現在のわれわれの中にも残っているように見えます。 

 

そして、一万年前に大きな変化が起こります。地中海沿岸に最初の定住集落が生れ、

牧畜、農業を始め、それに伴って言語や論理的な思考が生れ、そこから文学、科学、

歴史、哲学、一神教などの文化が編み出されます。それが 2,500 年ほど前に起った「ギ

リシャの奇跡」と言われる人間性の目覚めに結晶化されます。それから 400 年前にデ
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カルト（René Descartes, 1596-1650）、200 年ほど前にはカントが出現して現代に至っ

ています。 

 

**************************************** 

 

ここから本題に入りますが、大きく 4 つに分けて考えたいと思います。最初に、哲学

や形而上学をどのように捉えればよいのか。第二に、科学とはどのような営みなのか。

第三に、科学と哲学の関係をどのように見ればよいのか。そして最後に、現代科学を

取り巻く問題にどのように向き合えばよいのかという 4 点になります。 

 

それでは哲学とはどのような営みなのかという問題から始めたいと思います。わたし

自身、哲学とは何ぞやということも知らずに、あるいはそれを知りたくてこの領域に

入ってきました。そのような者にとって、最初にすっきりと理解できたように感じた

のは、デカルトの『哲学原理』のフランス語訳（Principe de la philosophie, 1644）の序

にある言葉でした。17 世紀にはすべての科学は哲学（philosophie）の中に含まれて

いましたが、デカルトはこの哲学を樹に譬え、根は形而上学（今で言うところの哲学）、

幹は物理学、そして枝は医学、道徳、工学というような個別の学問になるとしてこう

書いています。 

 

「このようにすべての哲学は一本の樹のようなもので、その根が形而上学、

幹が物理学、そこから出る枝が他のすべての科学になり、医学、工学、道

徳という三つの原理に還元されます。わたしは、他のすべての科学を知り

尽くしたという前提で、最も高く完全な道徳が最終的な智であると理解し

ています」 

 

この言葉によって、今われわれが行っている科学と哲学の関係が頭に入っただけでは

なく、個別の学問を修めた後に残るのが道徳であるとデカルトが考えていたことを知

ることになりました。例えば、医学はあくまでも病める人間を癒すことが本来の仕事

のはずですが、しばしばその病巣にだけ視点が集中してしまい、病める人間が視野か

ら消える可能性があります。ことに医療技術の熟達を至上命題にする現代医学におい

ては、それが現実になっているのではないかと思われる出来事にわたし自身も遭遇し

ていたことに気付くことになりました。これは大きな問題ですので、回を改めてお話

することになると思います。 
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現在わたしが在籍しているのはパリ大学ディドロで、18 世紀フランスの哲学者、ドゥ

ニ・ディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）の名前が付けられています。彼の名前はダ

ランベール（Jean le Rond d'Alembert、1717-1783）とともに百科全書の編纂者として

記憶にあるのではないかと思いますが、その人生は興味深いものです。歴史上には考

えられないような人生を送った人が山のように眠っていますが、彼もその一人ではな

いかと思います。少し横道に逸れますが、彼の人生を見てみますと、20 代でホテルの

メードをしていた女性と秘かに結婚し一女をもうけ、30 代からダランベールと百科全

書の出版を始め、最終巻が出たのは 20 年後のことです。美術評論などもおそらく最

初に始めた人ですが、百科全書が彼のライフワークでした。そんな中、40 代では生涯

の愛人と出会い、ロシアのエカテリーナ女王の覚えが目出度く、財政支援の申し出が

あったりしています。最後はサンクト・ぺテルブルグまで出掛けて彼女に御進講する

ことになりますが、結果的にはこの無理がたたって寿命を縮めたとも言われています。

彼の墓はフランス革命で荒らされ、今はどこにあるのかわからない状態だといいます。 

 

この百科全書を特徴付けているものとして、科学精神、批判精神、哲学精神などが挙

げられています。個人的な意見ですが、このいずれをとっても今の日本には乏しいよ

うに見えます。彼は好奇心に溢れ、教養があり、後世での評価だけを求め休むことな

く働き、« touche-à-tout » と表現されるようにあらゆることに手を出した人だったよ

うです。百科全書の「哲学（philosophie）」の項目を開くと、冒頭に「哲学は語源に

よると知の愛 （l’amour de la sagesse）を意味する」という言葉があり、それから次

のように続いています。 

 

「哲学するとは物事の理屈を示すこと、少なくとも示そうと務めることで

す。見たことを報告するだけでは歴史家にしか過ぎず、ものの大きさや比

率を計るだけでは数学者にしか過ぎません。一度立ち止まって、物事がそ

うなるようにさせている道理を発見しようとする人、それこそまさに哲学

者なのです」 

 

その他、「真の哲学者は他人の目でものを観ない」、「自分自身の目で観て行動するこ

とに勝る無上の楽しみや誇りはない」、「単に記述するだけではその道の専門家にしか

過ぎないが、哲学者は一度立ち止まってそれは一体何のことなのかと考えなければな

らない」という表現で哲学の本質を指摘しています。 
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しかし、現代では哲学は厳しい批判の対象にもなっています。例えば、物理学者のス

ティーヴン・ホーキング（Stephen Hawking, 1942-）さんは『ホーキング、宇宙と人

間を語る』（The Grand Design, 2010）という本の中で、科学の歴史や科学哲学のポイ

ント、量子力学の世界観、さらに統一理論の模索について語っていますが、哲学や哲

学者に対してはこのような厳しい言葉を吐いています。 

 

「今日行われているような哲学は時間の無駄で、哲学者は場所の無駄で

す。・・・哲学は死んでいます。なぜなら、哲学は科学、特に理論物理学の

最新の進展に追い付かなかったからです」 

 

このような見方は科学者に限らず、科学哲学者の中にも見られます。例えば、ポール・

ファイヤアーベント（Paul Feyerabend, 1924–1994）という 20 世紀の科学哲学者もこ

う断言しています。 

 

「現場の科学者が科学の哲学を参考にしなければならない理由はありませ

ん。科学者の問題解決の助けになるものは、科学哲学の中には何もないか

らです」 

 

科学をやった後に科学哲学を学んでいる者として、科学の具体的な問題を解決するた

めに科学哲学は不必要だという主張には特に違和感を覚えません。科学哲学を知らな

くとも実験室での活動には何の影響もないと思うからです。ただ、このお二人とも哲

学を科学の現場で役に立つかどうかだけで判断しているように見えます。哲学が科学

に対して果たすことができる役割は他にあるのではないかというのが現在のわたし

の感触になります。 

 

現代フランスの哲学者にジル・ドゥルーズ（Gilles Deleuze, 1925-1995）という方がい

ます。彼は、科学が成長して哲学から離れていった今、なぜ未だに哲学が存在してい

るのかということを哲学の側が真剣に考えなければならないと言っています。その上

で、2 つの道を提示しています。一つは、「もの」についての知識を与えてくれるのは

科学であり、その点に関して哲学は科学と競うのではなく科学に任せ、哲学は科学が

出した「もの」の知について批判的に観想するという道になります。もう一つのやり

方は、「もの」そのものに対して問い掛けることのない科学がわれわれから奪い取っ
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た知や関係を回復し、確立しようとする道です。ドゥルーズさんの言う第一の道は、

科学を対象として科学が出した結果について省察することで、科学哲学の領域では広

くおこなわれているやり方です。第二の道はなかなかイメージしにくいのですが、お

そらく哲学固有の形而上学的な思索になるのではないかと考えています。わたしは今

のところ最初の道を求めていますが、第二の道を否定しているのではなく、将来的に

進むべきところではないかと考えています。今言えることは、科学から生れた知に留

まるのではなく、科学からの知について哲学が考えた結果産み出されたものまでも科

学知に含める、あるいはそれを広義の知として考え直したいということです。 

 

今回この試みに参加されている方は、20 代から 60 代までと多様な年齢層に及んでい

ます。こちらに来る前にカール・ユングさんのエッセイ「若さと老年について」を読

んでいる時、ドゥルーズさんの考えと結び付き、こんな考えが浮かんできました。自

らを振り返った時、哲学に対する向き合い方が年代によって変わってきたように感じ

たからでもあります。若い時には興味を持ったはずの哲学が専門の道に入ると必要な

いものとして意識の中から消えたのですが、これからの道を模索する必要が出てきた

時に精神が向かったのは哲学だったわけです。そういう個人的な経験を踏まえて、ジ

ル・ドゥルーズさんの考えを重ね合わせてみると、次のようなことが言えないかと考

えてみました。 

  

人生の春から夏にかけては、生命の上り坂。存在しているだけで意味があるような時

には生命の持つエネルギーや意識は自然に外に向かいます。仕事や専門を持つように

なると、その中の具体的な対象について考えることが多くなります。一方、人生の秋

に入ると、平坦な道から黙っていれば下るだけの下り坂になります。その歩みにまか

せるのも一つの生き方だと思いますが、生命のエネルギーを内に向けることができる

のはこの時期だけだとも言えます。そこでは春や夏とは違う、より抽象的で深い思索

をすることが経験の蓄積という点からも時間的な余裕という点からも可能になりま

す。それが生命の摂理に合っているようにも見えます。前者がドゥルーズさんの科学

についての哲学だとすれば、後者は科学とは別の知を回復するための形而上学に対応

するように思えたのです。宵のパリのカフェでの幻覚だったのかもしれません。この

対比は人間だけではなく社会や国家についても当て嵌まるのではないでしょうか。成

熟した社会や国家においては、目的を外に求めるのではなく、意味を内に求める必要

が生まれ、そのための余裕もできる状態にあるはずです。その意味では日本も哲学の

時代に入っている、あるいは哲学的営みに入らなければならないのではないかと考え



9 
 

ています。  

 

現時点でのわたしの哲学的営みについてのイメージは次のようなものです。それは、

哲学者の思想を学び、解説するというような過去の蓄積を学ぶことは哲学の第一の目

的ではないのではないかということです。そうではなく、アリストテレスの時代から

重視されている「もの・こと」をできるだけ大きな枠組みに入れ直し、全体を理解し

ようとする態度、「いま、ここ」（hic et nunc）を離れて「もの・こと」を見ようとす

る態度を最後まで持ち続け、明晰に生きようとする決意ではないかと考えています。

古代人が山に登るのは、そこに山があるからでも好奇心や楽しみのためでもなく、そ

こに神殿を作ることが目的だったといいます。高みに登るということは、人間を壮大

な宇宙の中の置き直し、人間の弱さも含め人間とは何なのかについて考えることを余

儀なくさせます。ル・モンドの創業者であるユベール・ブーヴ・メリー（Hubert 

Beuve-Méry, 1902-1989）氏は、「シリウスの高みからものを見る視点」（le point de vue 

de Sirius）と言いましたが、この視点を手に入れることにより客観性、公正さ、さら

に普遍性に向けて自分を開いて行き、人間社会や宇宙における一人の人間であること

を意識することも哲学的態度の一つに挙げられるのではないかと考えています。つま

り、生きることと哲学することが不可分に結び付き、わたしの中では両者は同義であ

るという認識に至っているのが現在の状態になります。 

 

哲学をこのような捉えた時、どのようなことに注意して歩めばよいのでしょうか。フ

ランスの哲学者ミシェル・フーコー（Michel Foucault, 1926-1984）さんがヒントと力

を与えてくれる言葉を残してくれています。 

 

「わたしは道具や家庭用品や武器を作っていることになります。わたしの

本は各自の領域に利用できる道具を掘り出すことができる材料箱（toolbox）

のようなものであることを願っています。・・・わたしは広い層に向かって

書いてはいません。読者ではなく利用者のために書いているのです」 

 

哲学書に限らず何かに触れる時に受動的に読み、学ぶという態度ではなく、能動的に

自分に合うものに出会った時には使って行こうとするこの精神が大切なのではない

かと思っています。パリ大学ディドロのアラン・ルプレージ（Alain Leplège）教授は

マスターの講義後の雑談の中で、哲学するために必要となる三条件として、「好奇心」、

「時間（暇）」、「自由」を挙げ、こう付け加えました。「フランスは自由の国なので、
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哲学には向いています。哲学を続けるのであれば、フランスで」。これらの条件は何

事をする上でも重要になるのではないかと思いますが、最初の二つに比べ、思考する

上での自由を確保するのはかなり難しそうに見えます。どんな社会でも考える時には

目に見えない枠の中にいるからです。フランスではその枠の高さが低いということな

のか、枠の存在を意識の外に置くような思考をしている人が多いということなのでし

ょうか。わたしが言葉を交わす中でも、日本よりは思考する上での制約を感じること

が少ないように思います。 

 

一方、哲学を妨げる要素として、先ほどの百科全書において哲学者ニコラ・マルブラ

ンシュ（Nicholas Malbranche, 1638-1715）の次の言葉が引用されています。忠告とし

ていつも心に留めておきたいと考えていることです。 

 

「第一は、瞑想を欲しない人間の怠慢、第二に、若い時からの習慣がなく

瞑想できないこと、第三に、すべての『もの・こと』の根底にある抽象的

な真理に対する愛がないこと、そして第四には、物知りと言われたいとい

う虚栄。なぜなら、哲学知は多く読むことから得られるもののではなく、

省察の結果齎されるからです」 

 

ここで、これまでの哲学についての検討を踏まえた上で、科学について考えてみたい

と思います。まず、科学のイメージを表現した芸術作品を紹介いたします。科学とい

う営みには自然の中に隠れている規則性や法則を探し出すという側面があるわけで

すが、それをフランスの彫刻家ルイ・エルネスト・バリアス（Louis-Ernest Barrias, 

1841-1905）が見事に表現しています。有名な「科学の前にベールを剥ぐ自然」（La nature 

se dévoilant devant la science, 1899）という彫刻です。この目で実際に見たものがありま

すので、ここにお示ししました。一つは、パリ第 5 大学ルネ・デカルトの医学部ホー

ルにあるもので、丁度図書館に向かう階段の横になります。もう一つは、ニースの美

術館（Musée des Beaux-Arts de Nice）で偶然に出会ったものですが、こちらは色が

付き艶めかしい自然になっていました。 

 

日本では科学はどのように捉えられているのでしょうか。日本学術会議の科学者委員

会学術体制分科会というところが 2008 年 8 月に「我が国の未来を創る基礎研究の支

援充実を目指して」という提言を出しています。この提言の大枠には異論はなかった

のですが、一部違和感を覚えるところがありました。科学の定義に関わるものだった

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t60-3.pdf
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t60-3.pdf
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ので控えておいたのが、以下の記述になります。 

 

「科学とは『知ること』すなわち人間の知的創造活動の総体であり、文化

の創造にも繋がるものである。したがって、自然科学、人文社会科学等の

諸科学が協調し総合的に推進されるべきものであることはいうまでもな

い。」 

 

改めて読み直してみると、いくつか興味深いことに気付きます。一番違和感を覚えた

のは、「科学とは知ること」と限定していることでした。それから、「知ること」と「人

間の知的創造活動の総体」を等価なものとして捉えていますが、果たしてそうなのか

という疑問も湧いてきます。後半では「自然科学と人文社会科学が協調し総合されな

ければならない」として現代科学が抱えている問題を指摘しており、わたしの考えと

も一致します。ここで改めて、科学は知ることなのかということについて少し考えて

みたいと思います。以前であれば読み流していたところですが、科学哲学を学ぶ過程

でもう少し丁寧な科学の捉え方について読んでいたため、少なからぬ抵抗を感じたの

だと思います。 

 

高等師範学校のミシェル・モランジュ教授はその著書『生物の秘密』（Les secrets du 

vivant, 2005）の中で、科学の営みには次の 4 つの要素があることを指摘しています。

第一に、現象を記載すること。第二に、結果を予測すること。第三に、知識を習得す

ること。そして第四に、説明することとなっています。この定義は簡潔で具体的なの

で科学の営みをイメージしやすく、われわれの日々の活動を振り返る上でも有用にな

る可能性があります。この見方からすると、知ることは科学の活動のほんの一部にし

か過ぎません。この中でわれわれの生活にとっても重要になると思われるのが説明す

ることではないかと思います。フランス語で「説明する」は expliquer と言いますが、

事実（現象）を理由（原因）に置換することを意味しています。ラテン語の explicare 

に由来するこの言葉には、折り畳む（plier）ことの反対（ex）、すなわち隠れているも

のを広げて明らかにするというニュアンスが込められています。この行為は科学だけ

ではなく、理性的な生活においても不可欠になるものです。 

 

それでは、なぜこのような定義が重要になるのでしょうか。もし科学を知ることであ

ると規定した場合、科学教育はこれまでに科学者が明らかにした事実を教えればよい

ことになります。科学の普及においても科学の成果をできるだけわかりやすく、でき
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れば面白く伝え、知ってもらえばよいことになります。しかし、それでは科学の姿の

一部分しか伝えていないように見えます。この点の理解がまだ広く行き渡っていない

のではないかという思いを持っていました。そして、アメリカでも科学の理解が十分

ではないということを知ることになり、驚くと同時に意を強くしたわけです。2009

年 1 月 23 日号の Science 誌の巻頭言に「科学教育を再定義する」（Redefining Science 

Education）という論文が載りました。その中で、編集長のブルース・アルバーツ（Bruce 

Albers）氏は科学教育に必要な要素として次の 4 つを挙げています。第一に、科学的

事実を知ること。第二に、科学的証拠や説明を提出し、それを評価すること。第三に、

科学的知識の性質と発展を理解すること。そして第四に、科学的実践と発表に生産的

に参加することです。このように具体的に科学を規定することにより、科学の側は日

常の活動のみならず、科学教育や科学の普及、さらには科学政策をどのようにすべき

なのかについて新たな方向性を探ることが可能になります。一方、科学を受け取る側

でも科学のやり方を日常生活に取り入れるヒントが得られるだけではなく、科学の営

みに直接、あるいは間接に関与する道が見えてくる可能性があります。その意味でも、

「もの・こと」を定義することは蔑にできない重要な営みであると考えています。 

 

ここで、科学が日常的に用いている代表的な方法論である帰納（induction）と演繹

（déduction）を中心に考えてみたいと思います。アリストテレスは、「道具」という

意味の Organon をタイトルにする彼の死後に纏められた著書の中で自らの論理学を

展開しています。そこで重視されているのは、個別の観察から一気に公理へと飛び、

その公理に基づいて新しい現象を検証する演繹という方法です。彼の代表的な三段論

法（syllogisme）では、次のような思考をします。最初に「すべての人間は死ぬ」と

いう普遍的事実を置き、次に「ソクラテスは人間である」という一つの状況を持って

くると、そこから「ソクラテスは死ぬ」という結論が導き出されます。彼は帰納につ

いては「個別から普遍への議論」であると指摘しているだけで、重点を演繹に置いて

いました。これが、その後 2,000 年もの間われわれの祖先の思考を支配することにな

った考え方でした。 

 

そこに楔を打ち込んだのが、イギリスのフランシス・ベーコン（Francis Bacon, 

1561-1626）でした。彼はアリストテレスの Organon に対抗して、「科学の新しい道具」

という意味の Novum Organum という著作を 1620 年に出しています。豊臣秀吉

（1537-1598）、徳川家康（1543-1616）の同時代人ですから、西欧の科学の歴史の重み

を見る思いがします。ベーコンはこの本の中で、アリストテレス以来用いられている

http://www.sciencemag.org/content/323/5913/437.summary
http://www.sciencemag.org/content/323/5913/437.summary
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三段論法の問題点を次のように指摘しています。第一に、人間は素朴な実感や僅かな

経験から飛躍して普遍に飛ぶのを好むため、公理に至る過程が雑であること。第二に、

このやり方は公理に合うかどうかを検証するという微調整にしか過ぎず、新しい事実

を発見するには不適当であるだけではなく有害であることです。その上で、唯一の希

望は、個別の観察から丁寧に途切れることなく真理に向って登っていく帰納であると

しています。 

 

ベーコンはこの他にも人間が陥りやすい知的偏見を「イドラ」（Idol）と呼び、次の 4

つを指摘しています。その第一は「種族のイドラ」（Idols of the Tribe）で、歪んだ鏡

と形容されるように人間の受容過程そのものの誤りを指しています。第二は「洞窟の

イドラ」（Idols of the Cave）で、狭い洞窟の中から世界を見ているように、個人の育

ち、読んだ本、偏見、尊敬する権威などにより影響を受けたための誤りになります。

第三は「市場のイドラ」（Idols of the Marketplace）で、交流するために集まる場所で

人々が使う言葉から生れる誤りです。そして、最後は「劇場のイドラ」（Idols of the 

Theatre）で、思想家たちの思想や学説によって生じる誤りで、思想家たちにより繰

り広げられる舞台上のドラマに眩惑され、事実を見誤ってしまうことを指しています。

人間の思考はこれらのイドラによって支配されており、これを排除することが重要で

あるとベーコンは主張しています。 

 

ベーコンに始まるやり方は、ジョン・ロック（John Locke, 1632-1704）に引き継がれ

ます。ロックには 20 年ほどかけて書き上げた『人間悟性論』（An Essay concerning 

Human Understanding, 1690）という著作があります。その中で、人間は生まれながら

に認識基盤を持っているとするデカルトらの考えに反対し、人間の心は生得の観念が

ない白板（タブラ・ラーサ、tabula rasa）のようなもので、観念は外界から得た感覚

（sensations）と心の動きを観察する内省（reflections） によって作られる経験が白

板に書き込まれるようにして生れると考えました。つまり、唯一の確かな知識は感覚

から来るもので、それ以外にはないという主張になります。サルトル（Jean-Paul Sartre, 

1905-1980）の「実存は本質に先行する」という哲学は、ロックの哲学を受け継ぐも

のとも言えます。 

 

しかし、帰納的推論に対する疑いがイギリスのデイヴィッド・ヒューム（David Hume, 

1711-1776）により提出されます。彼は人間がどのような頭の使い方をするのかを具

に観察し、『人間本性論』（A Treatise of Human Nature, 1739）や『人間知性研究』（An 
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Enquiry concerning Human Understanding, 1748, 1751）を著わしています。その中で、 

帰納には過去に起こったことが変ることなく将来も起こるだろうと考える傾向があ

ると指摘しました。例えば、これまで見た 50 羽の白鳥がすべて白かったので次の白

鳥も白いだろう、そして白鳥というものは白いと結論する傾向です。しかし、この世

界のすべての白鳥を見ることができないという前提で、51 番目に見るものが白いとい

う保証はどこにもありません。この場合の真理は、あくまでも確率的なものにしか過

ぎないことになります。 

 

一方の演繹では、理論や法則をもとにある条件を与えると、結果の予想や説明が可能

になります。例えば、一定の温度に保たれた気体では、圧力は体積に逆比例するとい

うボイルの法則があります。最初の体積を 1 m3、最初の圧力を 1 気圧とすると、気圧

を 2 気圧にした時の体積は 1/2 m3になることを予測することができます。もしそう

ならなければ法則が誤っていることになります。この法則のところを仮説に置き換え

れば、その仮説が正しいのか誤っているのかを実験によって検証できることができま

す。仮説・演繹法（hypothetico-deductive method）と言われた方法になります。 

 

ほとんどの科学者はこの二つの方法を使って研究していますが、ここで二つの点につ

いて触れてみたいと思います。一つはベーコンも指摘していたように、演繹の出発点

になる仮説や理論に至るところには、往々にして少ない事実から飛躍するという問題

があります。しかし、見方を変えますと、このプロセスにこそ科学者の独創性の発露

が見られるのではないかとも言えます。その成否は演繹によって検討できるからです。

アインシュタイン（Albert Einstein, 1879-1955）は、このような興味深いことを言っ

ています。 

 

「概念と観察の間には橋渡しできないほどの溝があります。観察結果をつ

なぎ合わせることだけで、概念を作り出すことができると考えるのは全く

の間違いです。あらゆる概念的なものは構成されたものであり、論理的方

法によって直接的な経験から導き出すことはできません。つまり、私たち

は原則として、世界を記述する時に基礎とする基本概念をも、全く自由に

選べるのです」 

 

つまり、観察事実を集め、繋ぎ合わせても真理に辿り着くことはできず、ある時点で

そこから飛躍をすることが真理や真理に繋がる仮説に至るためには不可欠であると
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いうことだと思います。生物学と物理学との間で違いはあるとは思いますが、得られ

た結果から新たな世界を想像（創造）するという意識的な営みが科学者には重要にな

るということは言えるのではないでしょうか。 

 

もう一つの点は、演繹において本来は仮説や理論であったものが途中から信仰やドグ

マに変わる危険性です。理論に合わない結果が出た時には当然のことながら理論の方

に修正を加えなければならないわけですが、それが実行されず結果の方を恣意的に修

正したり、取捨選択することが歴史的に起こっています。その極端な例は、理論に合

わない結果を出す人間を粛正するということまでやった旧ソ連のトロフィム・ルイセ

ンコ（Trofim Lysenko, 1898-1976）が関与した事件です。 

 

1934 年にルイセンコは植物を低温に晒すことにより開花能力が増す春化という現象

を発表しました。これは環境因子が形質の変化を引き起こし、その獲得形質が遺伝す

るという学説になり、メンデルの遺伝学に反するものでした。しかし、収穫を増やす

ことに繋がるこの学説はソ連共産党の支持を得て、ヤロビ農法、あるいはミチューリ

ン農法として国の農業政策に取り上げられることになります。その結果、メンデル遺

伝学を進める学者は迫害され、データの取捨選択を超え、理論に合わない考えを持つ

人間として粛正されることになりました。この状況を見て、当初は共産主義に共感を

持っていたジャック・モノー（Jacques Monod, 1910–1976）のような科学者も共産主

義から離れたと言われています。同様の現象は近年の日本社会においても見られるよ

うです。そこでは、仮説（ストーリー）をドグマとして、データの取捨選択だけでは

なく改竄まで行われていたことが明らかになっています。とても科学的とは言えない

状況が科学的でなければならない現場で展開していたことになります。この状況に向

き合った時に充分な科学精神、批判精神、哲学精神が発揮されたのかについては検討

が必要になるのではないかと考えています。 

 

ここで、現代科学の方法論と哲学、さらにそこから生まれる問題について考えてみた

いと思います。まず、現代科学に深く根を張っている還元主義について見てみましょ

う。デカルトは『方法序説』（Discours de la method, 1637）において、普遍的真理に至

る方法を次のように提唱しています。第一に、速断と偏見を避け、疑いを差し挟む余

地がないほどはっきりと精神に現れるもの以外は判断の中に入れないことを指摘し

た後、次のように続けています。 
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「第二は、私が検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問

題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。第三は、わ

たしの思考を順序にしたがって導くこと。そこでは、もっとも単純でもっ

とも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、も

っとも複雑なものの認識にまで昇っていき、自然のままではお互いに前後

の順序がつかないものの間にさえも順序を想定して進むこと」  

 

そして最後に、すべてを見渡して見落しがないことを確信することとしています。現

代のほとんどの科学者は基本的にこの方法を使っていると言ってもよいくらい決定

的な影響力を持った考え方になります。 

 

もう一つ現代科学に重要な影響を及ぼした哲学として、実証主義（positivisme）が挙

げられます。これは 19 世紀フランスの哲学者で社会学の創始者と言われるオーギュ

スト・コント（Auguste Comte, 1798-1857）により提唱されたものです。コントは人

間精神の発展が次の 3 つの段階を経ることを示しました。第 1 段階は神学的

（théologique）なもので、第 2 段階は形而上学的（métaphysique）な世界で、次の

段階に至る過渡的なものになります。そして、最後に来るのが実証的（positive）で

科学的な段階で、人間の精神が辿り着く最高の状態とされています。最終段階の

positive な状態に対する negative な段階とはその前の形而上学的段階を指しており、

それを乗り越えて実証的段階に向かうとコントは考えました。人間精神が到達する最

高の段階を体現するのが実証主義で、経験から得られたものを論理的、数学的に処理

したものだけがすべての有効な情報の基になり、省察や直観から得られる形而上学的

な知を拒否する立場です。 

 

オーギュスト・コントの流れを引き継いだオーストリアの物理学者で哲学者のエルン

スト・マッハ（Ernst Mach, 1838-1916）も想像の産物を排した経験に基づく現象の記

載こそ科学だと考え、形而上学を完全に否定しました。これがその後の科学の流れを

決定付けることになりました。私はまだ読んだことがないので感触を掴めないのです

が、高等師範学校のクロード・ドゥブリュー（Claude Debru）教授によりますと、マ

ッハは科学哲学者として最高のランクに入ると評価していました。興味のある方は読

んでみてはいかがでしょうか。いずれにせよ、実証主義により科学は飛躍的に発展す

ることになります。その結果、科学から哲学的な側面が消え、デカルトの樹の譬えで

言うと、根がなくなり枝葉だけの状態になってしまいました。科学は自らの営みその



17 
 

ものや価値、意味については考えなくてもよくなったというよりは、価値や意味に立

ち入ることは科学的でないとされるようになりました。換言すれば、科学の中での思

考は進化したかわりに、科学についての思索が蔑にされることになったと言えるかも

しれません。これからはこの二つの精神活動をどのように調和させるべきなのかを考

える時代に入ったのではないかと思っています。 

 

昨年、ティモシー・フェリス（Timothy Ferris, 1944-）という方の『自由の科学』（The 

Science of Liberty, 2010）を読む機会がありました。その中に、次のような科学につい

ての記載がありました。第一に、科学にはアリストテレスもアインシュタインも否定

される本来的に反権威主義が備わっている。第二に、科学は自らの誤りを訂正する。

第三に、科学が発展するためにはあらゆる知に対して開かれていなければならない。

第四に、科学・技術には社会・経済を変える力がある。そして第五には、科学は社会

的営みで、発言の自由、移動の自由、集会の自由が保障されていなければならないこ

となどです。フェリスさんには「デモクラシーのレベルと科学のレベルとは相関する」

というテーズがあるように見えます。つまり、より平等で啓かれた社会にするために

は科学の普及が不可欠になると同時に、科学の発展のためにも民主的で開かれた社会

が必要になるという考えです。科学精神が人々に根付き、それが実践されることがな

ければ、不合理なことが起こっても放置され、われわれ自身が不利益を被ることが見

えてきます。 

 

ここで、日本における科学の現状を見てみたいと思います。平成 21 年の総務省統計

によりますと、科学に携わっている人口は 1,065,000 人で、日本の総人口の 0.8％に当

たることがわかります。その内訳は、研究者1が 839,000 人、研究補助者2が 75,500 人、

技能者3が 65,800 人、そして研究事務等関係者4は 84,700 人となっています。つまり、

科学者がどういう存在なのかを社会に知ってもらうためには、科学に携わる一人が

100 人以上の非科学者に説明しなければならないことを意味しています。 

 

科学の内から外に出てみますと、科学がどういうものなのかを知る機会はほとんどあ

りません。また、普通の人は科学の中で何が行われているのかに興味を持つことは少

ないのではないかと想像しています。さらに、科学をやった後に文系の学問に入った

                                                        
1 大学の課程を修了、又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定のテーマをもって研究を行っている者。

博士課程在学者も含む 
2 研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する者 
3 研究者、研究補助者の指導及び監督の下に技術的サービスを行う者 
4 庶務、会計、雑務などの事務に従事する者 
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者として感じていることは、科学を支える精神、例えば証拠に基づいて議論を進め、

判断し、行動することを文系の教育の中で体得するのは非常に難しいのではないかと

いうことです。文系の方には是非ご意見を伺いたいところです。ただ、最近の出来事

を見ていますと、科学教育を受けていても科学精神が忘れられ、あるいは無視されて

いることが白日の下に晒されていますので、理系の教育だけで科学的な態度を身に付

けることは難しいのかもしれません。 

 

これらすべてを考慮に入れる時、科学の普及や受容の問題をどのように考えればよい

のでしょうか。いくつかの疑問が湧いてきます。第一は、単に科学の成果を分かりや

すく解説するだけで普及活動の役割を果たしているのかということ。第二に、そもそ

も科学とはどういう営みであり、そこではどのような特徴的な考え方があるのかが伝

わっているのかということ。そして第三には、科学を支えている精神（科学精神）を

日常生活で使うことによりわれわれの社会が平等で、自由で、豊かになり、そのため

にも科学が不可欠になることが理解されているのかという点などが挙げられます。こ

れらの問題を問い掛けることなく、こんなに素晴らしい成果を生み出すのが科学です

というイメージだけを植え付けるような普及を続けるとすれば、受け取る側が科学に

求めるのは有益な成果だけになります。その場合、受け取る側が科学に対して完全な

受身の状態になるだけではなく、成果が出ない科学は必要のない存在になり下がる可

能性さえ出てきます。わたしは科学の成果を伝えることは大切だという前提の下に、

科学的な考え方を科学の外にいる人も実際に使うことがより豊かな社会を作るため

にも、われわれの自由を維持するためにも重要になることを伝えることが必要になる

のではないかと考えています。そのためには科学だけの知識では不充分で、科学を取

り巻く歴史や哲学などの幅広い背景を知ることがどうしても必要になります。 

 

ほぼ 80 年前、ドイツの哲学者で現象学の父と言われるエトムント・フッサール

（Edmund Husserl, 1859-1938）は現代の科学教育の問題点を次のように指摘してい

ます。 

 

「科学者の教育には Reflexivität（外の対象に向かうだけではなく、内に向

かう観想や内省）が必要です。科学者は洗練された方法で世界を外から解

析することに関しては優れています。しかし、科学の営みそのもの、そこ

に内包される義務に関しては盲目です。そのため、科学の哲学と同時に人

文科学を科学者に教育する必要があります。人類の歴史や社会の中に科学
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を置き直し、科学の発展が社会や人類の歴史にどのような影響を及ぼして

きたのかを自らに引き付けて考えるのです」 

 

同様の指摘は、幅広い問題について考えたアメリカの文化人類学者グレゴリー・ベイ

トソン（Gregory Bateson, 1904–1980）によっても成されています。 

 

「科学の究極の目的は基礎的な知を増やすことです。・・・動物行動学者は

科学の基礎を知りません。三千年に及ぶ人間についての哲学的、人文科学

的探索の跡を知りません。これからの方向性を探るためには哲学と人文科

学の始まりに戻らなければなりません」 

 

翻って、日本の状況はどうでしょうか。ほぼ 1 世紀前、次のようなことを書き残

した日本人がいました。 

 

「わが日本古より今に至る迄まで哲学なし。・・・そもそも国に哲学なき、

あたかも床の間に懸物なきが如く、その国の品位を劣にするは免るべから

ず。カントやデカルトや実に独仏の誇なり、二国床の間の懸物なり、二国

人民の品位において自ら関係なきを得ず、これ閑是非にして閑是非にあら

ず。 哲学なき人民は、何事を為すも深慮の意なくして、浅薄を免れず」 

 

「わが邦人は利害に明にして理義に暗らし。事に従ふことを好みて考ふる

ことを好まず。それただ考ふることを好まず、故に天下の最明白なる道理

にして、これを放過してかつて怪まず。永年封建制度を甘受し士人跋扈に

任じて、いはゆる切棄御免の暴に遭ふもかつて抗争することを為さざりし

所以の者、正にその考ふることなきに坐するのみ。それただ考ふることを

好まず、故におよそその為す所浅薄にして、十二分の処所に透徹すること

能はず。今後に要する所は、豪傑的偉人よりも哲学的偉人を得るにあり」 

 

哲学は些細なもののようだけれどもそうではなく、その国民の品位に関係してくるも

のであり、哲学がないと何事をする場合でも深みが出てこないと言っています。さら

に、日本人は道理と正義を基に考えることがなく、流れに従う傾向があること、切捨

御免などという理不尽なことにあっても理を以って考え、抗議することもせず黙って

しまうことを指摘した上で、これから求められるのは哲学的に優れた人間の出現であ
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ると結んでいます。 

 

これは中江兆民（1847-1901）が喉頭がんで余命 1 年余りという宣告を受けた病床で

書いた遺書ともいうべき『一年有半』からの引用です。兆民は 20 代に 3 年ほどフラ

ンス留学し、帰国後に仏学塾を開いています。わたし自身、日本を離れて 5 年目に入

っていますが、これまで遠くから観察してきた日本の状況も 100 年前と本質的には変

わっていないのではないかという印象を持っています。皆さんは兆民の言葉をどのよ

うに解釈されるでしょうか。 

 

最後になりますが、今回日本に向かう機内で Le Point という雑誌を読んでいました。

そこでジャン・マロリー（Jean Malaurie, 1922-）という 90 歳になろうかという人類

学者のインタビュー記事「それは生きる名誉である」（C’est un honneur de vivre.）

を見つけました。この方はクロード・レヴィ・ストロース（Claude Lévi-Strauss, 

1908-2009）さんの『悲しき熱帯』（Triste tropiques）に大きな影響を与えた方ですが、

若い時に触れたフランスの哲学界やインテリのものの見方に馴染めなかったことを

認めています。マロリーさんが違和感を覚えたものの見方とは、フランス哲学は世界

最高で、他の国や文化に哲学はなく、世界はフランスを中心に回っているという人種

と文化に根差す偏見に満ちた世界観でした。マロリーさんの人生が変わったのは、グ

リーンランドでイヌイットのシャーマンに出遭い、そこで体験したアニミズムの世界、

イヌイットの精神性に霊感を得てからだといいます。そして、「人はイヌイットに生

まれるのではない、イヌイットになるのだ」という言葉から多くのことを学んだよう

です。このモチーフは、シモーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone de Beauvoir, 1908-1986）

さんの有名な「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」にあるのだと思います

が、示唆に富む言葉です。もしわたしが言い替えるとすれば、こうなると思います。 

 

「人は人間に生まれるのではなく、人間になるのだ」 

 

この立場から世界を観ると、人が生きる意味を人間になるところに見出すことが可能

になります。そのためには専門に閉じた知だけでは不充分で、専門を超えて人間を考

える哲学的な視点が必須になるのだと思います。その視点からこの試みの方向性を考

えてみますと、こんな考えが浮かんできます。まず科学を手掛かりにして人類が辿っ

てきた精神活動の跡を振り返り、人間とは何かという問いに向き合いながら最終的に

如何にしてわれわれは人間になるのかを模索する場になるとすれば素晴らしいので
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はないか。パリからの機内ではそんなことを考えながら時を過ごしておりました。今

日はこのような期待を語ったところでわたしの話を終えたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。 

 

なお今後の予定ですが、第 2 回を 2012 年 4 月、第 3 回を 2012 年 9 月に開きたいと考

えております。詳細が決まり次第、ネットやメールでお知らせすることになると思い

ます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

それではここから質疑応答に入りたいと思います。 

 

 

（2013 年 4 月 17 日） 


