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カルフール  

「生気論 Vitalism を考え直す」 

 

パパリリ大大学学デディィドドロロ  

矢矢  倉倉  英英  隆隆  

 

年度末のお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。最初に簡単

な自己紹介をお願いしてから始めたいと思います。 

 

この試みでは最初にわたしが考える哲学に関連する話題について少しだけ話をし

てから本題に入ることにしております。今回は、こちらに来る前に考えたこの試

みの性格から話を始めたいと思います。 

 

この試みに参加されている立花さんが管理者になっている SciencePortal という科

学情報を纏めているサイトがあります。その中にあるサイエンスカフェの欄にこ

の試みも掲載されています。そこに紹介されている会を見てみますと、ほとんど

が科学の個別の領域についての知識を伝えること、さらに進んで科学の現場に直

接触れることに重点が置かれているように見えます。それに対して、この試みで

は最新の科学の成果や個別の知識を学ぶというよりは、知識や成果が生まれた背

後にある歴史や思想、哲学に重点を置くという、科学の事実から広がる世界を探

るという特徴があると思っています。その意味では、事実を振り返るという意味

で哲学的な視点を持った営みになるとわたしは考えております。このような視点

を中心に据えることにしたのは、科学に限らず日本人の思考空間全般に哲学的視

点が非常に弱いと考えるようになったからです。 

 

かといって、この試みは所謂哲学カフェ、あるいはカフェフィロと言われる範疇

にも入らないように見えます。敢えて名前を付けるとすれば、サイファイ・カフ

http://scienceportal.jp/scicafe/
http://scienceportal.jp/scicafe/component/spjcafe/2013/3
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ェ（Sci-Phi Cafe）になるのではないかと思い当ったわけです。サイファイとは

Science と Philosophy の頭を融合させたものになります。わたしがネットで検

索した限りでは、このようなものは見当たりませんでしたので、ひょっとすると

非常にユニークな試みになるのかもしれません。これまでは The Gathering と名

付けていましたが、これからはサイファイ・カフェ SHE（Science & Human 

Existence）と呼ぶことに致しました。 

 

昨年、わたしの中で思考のあり方、知のあり方についての考えがぼんやりと纏ま

りを作ってきました。こうあるべきではないかという意味を込めて、それを新し

い「知のエティック（éthique）」と呼び、大学や学会での講演で話してきました。

まだ萌芽の段階ですが、その概略を特にサイファイ・カフェ SHE での営みとの関

連でお話してご批判を仰ぎたいと思います。 

 

この考えは、もともとはこれまでの試みでも触れたことのある 19 世紀フランスの

哲学者オーギュスト・コント（Auguste Comte, 1798-1857）の人間精神発達の 3

段階法則を発展させたものになります。彼は社会学の創始者、あるいは最初の科

学哲学者などと言われ、現代科学が採用した哲学である実証主義（positivisme）

を提唱しました。また、アカデミアではなく、終生在野で活動した人物でもあり

ました。 

 

コントが提唱した人間精神の発展は次の 3 つの段階を経ることになります。第 1

段階は神学的（théologique）で虚構的な世界で、外界にある物体には超自然的な

力、あるいは神的な性質が宿るとする呪物崇拝（fétishisme）から始まり、多神教

（polythéisme）を経て一神教（monothéisme）に至る過程です。第 2 段階は形而

上学的（métaphysique）で抽象的な世界で、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であるとしています。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。それから、第一段階を幼児期、第二段

階を青年期、最終段階を成熟期とも捉えており、人類の精神の発展過程が個人の

精神の発達過程にも当て嵌まると考えていました。すなわち、前者を系統発生と

すれば、個体発生にもこの法則が有効であると考えていたことになります。 
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人間精神が到達する最高の段階を体現する哲学は、実証主義（positivisme）と言

われます。この実証主義は、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。現代科学はこの哲学的立場を取り込むことにより発展

してきました。つまり、形而上学、所謂哲学は現代科学の対極にある相容れない

存在として捨て去られたのです。捨てなければ最高の状態には達しえないとコン

トは考えたわけですが、現代のほとんどの科学者もそう考えていると思います。

わたし自身も現役の時には形而上学はおろか哲学という言葉さえ頭に上ることが

ありませんでした。その結果、科学が内包する価値や意味について科学は考える

必要がなくなっただけではなく、それに言及することは科学的でないとされるよ

うになりました。ハイデッガー（Martin Heidegger, 1889-1976）が看破したように、

科学は考えなくなったのです。 

 

科学の現場から距離を取り、哲学の領域から科学の状況を眺めるようになる過程

で、わたしの考えが次第に変容していることに気付きました。コントの考え方の

中には過去の考え方をすべて捨て去り、前に進むという進歩の思想が組み込まれ

ているように見えます。しかし、過去にあった考えをすべて捨て去ることで多く

のものを失っているのではないかと考えるようになったのです。それは、人間が

本来持っている頭の使い方としては貧弱なものにしか齎さないのではないかとい

う疑念に繋がりました。つまり、現代科学が採っているものの見方だけで人間の

持つ思考の豊かさを十全に発揮できるだろうか、と自らに問い掛けることになっ

たわけです。 

 

それは、コントの言う第三段階の後に新たな段階を迎えなければならないという

考えに結晶化しました。新しい第四段階となるその状態とは、第 1 段階の神学的

なもの、第 2 段階の形而上学的なものをも科学的な第 3 段階の現在に引き上げ、

人類の辿ってきた思考方法のすべてを取り込んで観察し考える世界をイメージし

ています。「科学の神学・形而上学化」とでもいうべきもので、フランス語で形容

するとすれば、 théologico-métaphysicalisation de la science（英語では、

theologico-metaphysico-scientific な見方の動員）による新しい知の構築です。つ

まり、最高の知とされる科学知を事実の記載に留めるのではなく、科学知につい

て人類が経験した思考方法のすべてを動員して考え直すという態度を導入するこ

とを意味しています。知識で終わる世界ではなく、知識から始まる世界を目指す
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ことになります。 

 

「科学の形而上学化」などと言うと、そもそも対極にあるものを融合するような

印象を与え、時代を逆行するのかという批判も聞こえそうですが、これは科学の

現場に形而上学を持ち込むことではありません。現状では科学の営みと哲学など

による科学についての思索との関係がほぼ完全に遮断されていますが、そこに風

穴を開け、両者が繋がることを当面の目標にしています。今は全くの真空状態に

ある科学を取り巻く環境に哲学的視点からこの世界を見ることの意義を注入する

ことにより、科学者の意識をより重層的にこの世界を理解しようとする新しい知

に開くことをその第一歩としています。 

 

この試みでも何度か触れているデカルト（René Descartes, 1596-1650）の「哲学の

樹」を基にこの問題を考えてみますと、次のようなイメージが浮かんできます。

デカルトはすべての知（当時の philosophie）の根に形而上学（現代の哲学）があ

り、幹が物理学で、そこから出る枝が医学や工学などの個別の科学であるとしま

した。しかし、個別の科学は形而上学から出た枝であるにもかかわらず、成長の

過程でその根を切り離し、今ではほぼ完全に忘れ去った状態にあります。そのた

め、思考することのなくなった科学は自らを取り巻く問題に対応できないだけで

はなく、新たな社会問題をも生み出すことになりました。これからも生まれ続け

ると予想されるこれらの問題を解決するためには、「デカルトの樹」の逆転が必要

になるのではないでしょうか。その世界では、忘れ去られた哲学がすべての学問

を上から照らすものとして蘇り、科学者の意識に新たに上ることになります。つ

まり、個別の知識で終わる世界ではなく、集められた知識を批判的な視線の下に

組み合わせ、関連付けながら統合するという精神運動による新しい知の確立を目

指す世界になります。そのためには、専門に埋没する中で哲学に対して閉じてい

る科学者や医学者の意識を哲学の側が新しい知のエティックへと開くように働き

かけることが求められます。 

 

この問題に関連させながらサイファイ・カフェ SHE が目指す知について、わたし

自身の経験を絡めて考えてみたいと思います。その経験とは、日本が行う仏検と

フランスが行う DALF というフランス語の語学試験になります。結論から言いま

すと、仏検ではフランス語の知識が問われるのに対して、DALF ではフランス語

を使った思考が問われているように感じました。すなわち、仏検では単線的な対
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応（例えば、動詞の名詞化、穴埋め、書き取り＝書き写しなど）が求められる答

えが一つの世界で、知識を問う目的には叶っているのかもしれませんが思考の必

要はなく、何處までも小手先の作業に終始します。これまでの比喩で言えば、事

実で終わる世界です。一方の DALF では「もの・こと」の関連付けや動的な思考

が要求され、自らがその結果を紡ぎだす必要があります。答えは一つではありま

せん。休眠中だったわたしの脳は、そこで展開される自由な精神運動に初めての

ような喜びを感じていたことを鮮明に思い出すことができます。いろいろな事実

が平面上に何の関連もなく並べられた世界ではなく、一つひとつの事実から始ま

り、それらが有機的に繋がりながら垂直方向に立ちあがっていくイメージを持つ

新たな世界がそこにはありました。それほど大きな違いを体感していたことにな

ります。仏検の世界をこれまでの知の状態だとすれば、SHE が目指すのはそこに

留まるのではなく、DALF 的なダイナミックな思考を動員した新たな次元の知を

構築する世界とも言えるものです。少し大きく言えば、それこそが日本がこれか

ら採るべき思考様式ではないかと考えています。 

 

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

 

それでは本題に入りたいと思います。人間精神の発達の歴史を辿ると、最初に人

類が目覚めたのは大体 2 万年前だとされています。その時の世界の捉え方は、ラ

テン語で魂とか生命を意味する anima に由来するアニミズム（animisme）と言わ

れるものでした。アニミズムは、人間のみならず人間を取り巻く環境にあるすべ

てに魂・生命が宿る、すべての存在には自律性、アニマがあると考えます。自然

を人格化することになります。また、自然を支配する神のような存在も考えない

多元的な世界で、唯物論、還元主義、決定論などはなく、心と体を分ける思想も

ありません。これは何かに対抗する形で作られたものではなく、人間の心の中か

ら自然に生まれたものだと思います。その意味では、われわれの中を注意深く観

察するとその痕跡が残っているようにも見えます。 

 

今日のテーマである生気論ですが、わたしが現役の時には形而上学という言葉と

ともに一度も頭の浮かんできたことはありませんでした。おそらく、現代のほと

んどの生物学者の意識にも上っていないのではないかと想像しています。このよ

うな状況において生気論がどのような意味を持っているのかを考える前に、生気

論とはどのようなものの見方なのかの概略を纏めておきたいと思います。 



6 
 

 

生気論では、生物と無生物を峻別し、さらに心と体を別物として捉えます。その

意味ではアニミズムと異なります。その上で、身体と精神の他にそのいずれでも

ない生物に特徴的な「生命原理」（いろいろな名前で呼ばれます）を想定します。

つまり、生命現象には物理学や化学によって完全には説明しきれない何かがある

とする立場になります。この考え方は、すべては物理学の言葉で説明できるとす

る物理還元主義に対抗して、生命現象や生物の特殊性を強調する人たちによって

受け継がれてきました。 

 

今回、生気論を取り上げた背景には、現代の科学の考え方、つまり科学が採用し

たコントの実証主義だけで生命現象を解決できるのかというわたし自身の疑問が

ありました。その根を追っていくと、生気論、あるいは生気論的な視点に近いも

のがあるのではないかと感じたことが関係していると思います。このことは、わ

たしの中に生気論者の意気（息）を感じる受容体があることを示すものでもあり

ます。今回の SHE において、生気論者のこれまでの歩みを振り返ることが新たな

思索を促すことになれば嬉しく思います。 

 

まず最初に、生気論と区別すべき立場について触れておきたいと思います。一つ

は物活論（hylozoisme）です。この名称はギリシャ語の hylē（素材･物質）と zōē

（生命）に由来し、宇宙も含むすべての物質は生きているとする哲学的立場で、

所謂心身問題は存在しません。歴史的には、ソクラテス以前のギリシャ哲学にそ

の端緒は見られます。例えば、最初の哲学者と言われるミレトスのタレス（Thales, 

624 BC-546 BC）は、この世界の根源（アルケー、arkhē）を水だと考えました。

世界は水からできているとすることは、水にも生命が宿るという立場になります

ので、ある意味では物活論と見做すことができます。彼は磁石には引き付ける力

があるので生きていると考えていたようです。また、アナクシメネス（Anaximenes, 

585 BC-525 BC）はアルケーとして空気を考え、そこに神性なものさえ見ていたよ

うです。物活論という言葉が最初に使われたのは、1678 年になります。その年、

イギリスのケンブリッジ・プラトン学派のラルフ・カドワーズ（Ralph Cudworth, 

1617-1688）が機械論的決定論に抗して唱えたことに始まります。 

 

それから汎心論（panpsychisme）があります。これは、すべての（pan）存在に魂・

精神（psy）が宿るとする哲学的立場で、この世界のすべては精神的存在であり、



7 
 

精神以外は存在しないと考えます。物活論ではすべては生きていると考えますの

で、生きる原理として精神的なものしか考えない汎心論には物活論と類似の考え

方があると言えます。大きく見れば、すべての存在に生命や魂が宿るとするアニ

ミズムの範疇に括ることが可能かもしれません。物活論、汎心論の哲学的立場と

比較することにより、生気論の特徴が見えてくるのではないでしょうか。 

 

ここで生気論の歴史をごく簡単に振り返ってみたいと思います。いろいろな見方

が可能だとは思いますが、生気論の源流の一つとして医聖とも呼ばれるコスのヒ

ポクラテス（Hippocrates of Cos, ca. 460 BC-ca. 370 BC）が挙げられます。彼は、

エンペドクレス（Empedocles, ca. 490 BC–ca. 430 BC）の物質のアルケーは火、水、

土、空気から成るとする四大元素説の影響を受けながらもそこから離れ、黒胆汁、

黄胆汁、血液、粘液という四体液のバランスにより人間の状態が規定されると考

えました。そして、四体液のバランスの失調が病気の背景にあり、そのバランス

を取り戻す力がわれわれには備わっているという立場を採りました。ヒポクラテ

スはその力を「自然治癒力（vis medicatrix naturae）」という概念で表現しました。 

 

時代が下ると、ドイツの医学者ゲオルク・シュタール（Georg Ernst Stahl, 

1659-1734）がアニミズムを唱えます。これは原始アニミズムとは異なり、すべて

の物質は精神のような「生命力」を持ち、健康に直接の影響を与えることができ

るとする主張です。これは当時の主流だったオランダの医学者ヘルマン・ブール

ハーフェ（Herman Boerhaave, 1668-1738）による機械論や物質主義に基づくやり

方に抗するものとして唱えられたものでした。また、シュタールは医者で錬金術

師だったヨハン・ベッヒャー（Johann Becher, 1635-1682）の提唱した燃焼は燃素

（フロギストン）の放出によるとするフロギストン説を確立し、錬金術後の最初

の化学者と言われています。 

 

そして、現在言われている生気論の原型を作ったのがモンペリエ学派の中心人物

ポール・ジョーゼフ・バルテ（Paul-Joseph Barthez, 1734-1806）です。わたしがこ

の人物を発見することになるのは、2010 年に参加した学会の会場になっていたモ

ンペリエ第 1 大学医学部でのことでした。その経過の詳細は、雑誌「医学のあゆ

み」のエッセイ（241: 171-174, 2012）を参照していただければ幸いです。この大学

では、個々の現象の観察や実験から考察を始め、そこから原理の抽出に向かうと

いう事実の観察とその哲学的解釈の二つを基礎に据えていました。その基礎を築

http://hidetakayakura.webs.com/igaku%20no%20ayumi%20essai-3-fn.pdf
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いたのがバルテでした。彼はその代表的著作 『人間科学の新たな要素』（Nouveaux 

éléments de la science de l’homme, 1778）において、人間を構成する三大要素として、

物質的なもの、意志と意識に関わる精神、そしてヒポクラテスの自然治癒力を発

展させた「生命原理」（le principe vital）という新たな概念を導入し、生命全体を一

つの纏まりとして捉える学説を提唱しました。確かに、医学部構内にはヒポクラ

テスの像があり、「昔ヒポクラテスはコスにいたが、今彼はモンペリエにいる。1795

年」（OLIM COUS NUNC MONSPELIENSIS HIPPOCRATES 1795）というプレー

トが講堂正面に掲げられ、ヒポクラテスの精神が構内を覆っているような感覚が

襲ってきたことを思い出します。バルテはこの哲学により、生命現象を物理化学

的な原理に還元する物理主義や還元主義の流れ、機械論の立場と決別し、生命活

動の統一性に重点を置く医学を目指しました。当時、機械論、還元主義の立場を

採っていたパリ学派との間で激しいやり取りがあったようです。 

 

ここで、生気論として括られる哲学の中にあるニュアンスの違いについて、三型

に分ける考え方に従って見てみたいと思います。一つは、生きているものには特

別の性質が備わっていると考える生気論で、フランス語で vitalisme minimal と呼

ばれるタイプです。現代の生物学者にはこのタイプに属する人が少なくないので

はないかと想像しています。二番目の型は、物質的な身体、思考のための精神の

他に生命を統御する「生命原理」を想定するもので、vitalisme duodynamiste と

呼ばれます。モンペリエ学派のバルテに代表される考え方がこれに含まれます。

そして、三番目の型は vitalisme animiste と呼ばれるもので、「生命原理」を思考

する精神に還元する立場になります。わたしの考えをこの分類に当て嵌めるとす

れば、少なくとも一番目の最小限の生気論には該当するのではないかと思います。 

 

すでに触れていますが、生気論と対立した哲学的立場として機械論、物理主義、

還元主義などが挙げられると思います。機械論とは、機械が部分の動きから全体

を理解できるように、生物も部分から全体が理解できるとする立場です。生物は

機械と違い、部分間の相互作用が普通に起こっていますので、単純に機械として

見ることができるのかという疑問は当然出てくると思います。それから物理主義

ですが、この世界の現象は物理学の法則だけで説明できるとする「物理学の因果

的閉包性」（causal closure of physics）を内包する立場です。最後の還元主義は、

構成する要素に分解し部分を解析すれば全体が理解できるようになるという立場

で、現代の生物学の多くはこの哲学の下に研究を進めているのだと思います。 
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生気論と対立するこれらの立場との間で科学者はどのように対応したのでしょう

か。ここで一人の代表的な科学者を例に取り、考えてみたいと思います。代表的

な科学者とは、生理学の創始者とも言われるクロード・ベルナール（Claude 

Bernard, 1813-1878）です。科学を支える哲学の中に決定論（déterminisme）があ

ります。この立場は、すべての現実は以前の出来事（原因）の結果であり、原因

のない出来事はないと考えます。つまり、現実は前もって決められていて、新し

いものは出現しないとする立場で、同じ条件下では同じ原因は同じ結果を齎すと

する因果の原則を基本に据えます。そのため、科学の特徴と考えられている予見

が可能になります。クロード・ベルナールは、この決定論を生物学の基礎として

適用した人物で、「科学者は決定論だけは信じなければならない」と言っています。

すなわち、科学者とは決定論以外のすべてを疑う存在であるべきだと考えていま

した。 

 

当時の時代背景として、1828 年にフリードリヒ・ヴェーラー（Friedrich Wöhler, 

1800-1882）がシアン酸アンモニウムから尿素への変換に成功し、無機化合物から

有機化合物が作られることを示した事実があります。この実験により、生物と無

生物の境界が曖昧になると同時に、生命が物理化学に還元される可能性が出てき

たわけです。これは生命を特別なものだと考える生気論にとって大きな痛手とな

り、機械論や還元主義と対立することになります。クロード・ベルナールはその

主著『実験医学序説』（Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865）の中

で、生気論についてかなり激しい立場を表明しています。 

 

「このような思想（生気論）はかつては流行したこともあったが、現在

ではたしかに次第にすたれつつある。けれどもこの際断乎としてこのよ

うな思想の最後の萌芽をも根絶しなければならない。何となれば、ある

人たちの間に今なおいわゆる生気論的思想として残っているこの思想は、

実験医学に対する真の障害を構成しているからである」 

 

しかし、別の場所ではこのように書いています。 

 

「生物が無生物界にはない現象を呈すること、その結果、生物は特別で

あることを単に認識するだけであるならば、わたしは生気論者に同意す
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る。生命現象は無生物で知られている物理化学的現象によっては説明で

きないことを認める」 

 

クロード・ベルナールの中でも生物に対してはアンビバレントな感情が渦巻いて

いたことが想像され、興味を覚えました。先ほどの生気論の三型分類では、彼は

最小限の生気論者ということになるのかもしれません。これは私見ですが、生物

学者は必然的に生気論者になるのではないかと疑っています。 

 

ここで 20 世紀の代表的な生気論者について触れたいと思います。一人は、『有機

体の科学と哲学』（The Science and Philosophy of the Organism, 1908）を著わしたハ

ンス・ドリーシュ（Hans Driesch, 1867-1941）です。彼はウニの発生を研究する中

で、生物の自律性を決めているのは空間を占めない精神のような生命力であると

して、アリストテレスが使ったエンテレキーという言葉を用い、生物の発生はエ

ンテレキーにより導かれるとする立場を採りました。その背後には生物を単なる

機械とする考え方では生物学を取り巻く問題の解決は難しいという思想がありま

した。 

 

もう一人は、フランスの哲学者アンリ・ベルグソン（Henri Bergson, 1859-1941）

です。その著書『創造的進化』（L’évolution créatrice, 1907）において、生物の発生、

進化の科学を予測不能で創造性に溢れた生命で補完しなければならないとして、

「生命の飛躍」（élan vital）という生命力のようなイメージで説明しようとしま

した。そのため論争になり、科学的には実体を捉え切れないエラン・ヴィタルに

よってベルグソンは科学者からは白眼視されることになります。個人的には、エ

ラン・ヴィタルのためにベルグソンの哲学自体を否定する科学者が少なくないこ

とは残念なことだと思っています。 

 

ここで生気論、還元主義、機械論という言葉の使われ方に関する興味深いデータ

を紹介したいと思います。パリ第一大学のジャン・ガイヨン（Jean Gayon）教授

の報告によるものです。一つは Biology & Philosophy という雑誌の 2010 年における

出現頻度です。生気論、還元主義、機械論の割合は大体 1：5：15 になっており、

今日、生気論が話題になることは対抗する哲学に比して圧倒的に少ないことを示

しています。もう一つのデータは、2009 年のイギリスとフランスの Google にお

ける生気論と還元主義の出現頻度になります。イギリスでは生気論が約 18 万件、
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還元主義は約 61 万件でしたが、フランスでは両者の関係が逆転し、生気論が約 39

万件に対し、還元主義は 4 万 4 千件にしか過ぎませんでした。わたしが漠然と感

じているアングロ・サクソンとフランスの世界の捉え方の違い、すなわちフラン

スで見られる還元主義では捉え切れない世界に対する寛容とでも言うべき態度が

確認できるようで興味深くこれらの数字を眺めていました。 

 

これまで見てきた生気論には一つの特徴があるように見えます。例えば、天動説

と地動説の対立では、天動説が否定された後、天動説を信じる人は一部のカルト

を除いてほとんど存在しません。それに対して、生気論の場合は歴史的な「生命

原理」が科学的に否定されたにもかかわらず、生命には特別な何かが備わってい

るという考えは消え去ることがなく、常にどこかに漂っているように見えること

です。この傾向は生命の謎が解明されるまで続くことになるような予感がしてい

ます。 

 

それでは、現在使われている概念の中に生気論の流れを汲むものはあるでしょう

か。探ってみると、いくつか浮かんできます。例えば、心脳問題をテーマとした

前回の SHE でも触れた 19 世紀イギリスに始まる創発はどうでしょうか。これは

哲学者ジョン・スチュアート・ミル（John Stuart Mill, 1806-1873）が、全体が部分

の総和と一致する変化を homopathic（mechanical）、NaOH + HCl → NaCl + H2O

に見られるような変化を heteropathic（chemical）として区別したことに始まり

ます。創発という言葉は使われていません。しかし、すべての生物は部分からで

きていますが、生命現象は物理的な物質の作用から想定される効果とは何の類似

性もないことを指摘しました。創発という言葉を最初に使ったのは哲学者ジョー

ジ・ヘンリー・ルイス（George Henry Lewes, 1817–1878）ですが、彼は構成要素

の作用様式からその結果を追跡できるものとそれが難しいものがあることを認め、

前者を”resultant”、後者を”emergent”と表現しました。そして、チャーリー・ブ

ロード（Charlie Dunbard Broad, 1887-1971）に至り、創発の概念が成熟してきま

す。すなわち、物質がすべてを決めているという立場を採りながらもそこには階

層性があり、各階層で下位の層には還元できない新しい性質が現れることを創発

としました。この他の生気論的概念として、自己組織化、ウォルター・キャノン

（Walter Cannon, 1871–1945）の恒常性（ホメオスターシス）、可塑性などを挙げ

る人がいます。 
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生命現象をどのような視点から考えるのかについて、これまで機械論と生気論、

還元主義とホーリズムなどの対立があり、現在では機械論や還元主義の側が優位

に立っているように見えます。これからを見据えた時、バルテに代表されるオリ

ジナルの生気論、あるいはハンス・ドリーシュやベルグソンの新生気論について

論じるよりは、生物現象は物理化学に還元できるのか、あるいは生物学は自律性

を保つことができるのかという視点から考え直す方がより生産的ではないかと考

えています。 

 

フランスの哲学者ジョルジュ・カンギレム（Georges Canguilhem, 1904-1995）は、

生気論について次のような言葉を残しています。共感するところがあることを認

めないわけにはいかないその言葉を紹介して、今日のお話を終わりたいと思いま

す。 

 

「自然に対して親への感情や同情の感情を抱く学者は、自然現象を奇妙

で異質なものとは見做さない。 寧ろ、ごく自然に生命と魂と意味をそこ

に見出す。このような人は基本的に生気論者である」 

 

ここから、意見交換に入りたいと思います。 

 

 

（2013 年 4 月 8 日） 

 

 


