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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 32回 国境の町リールで、「科学の形而上学化」について再考する 

 

矢倉英隆 

 

「『もの』の実在が何から成っているかについて発言する時、科学が最上位に来ると主張する

科学主義者にわたしは反対です。勿論、科学知や最新の発見について知っていなければ 

なりません。だからと言って、科学に騙されてよいということではないのです」 

――クロディーヌ・ティエルスラン 

 

形而上学という言葉がある。フランス語で「メタフィジーク」（métaphysique）と言

う。語尾の「ク」の音が日本語にはない強い響きを持っていることをこちらに来た秋

に発見して驚いたが、その記憶も遥か彼方に消え去りつつある。わたしが科学の領域

に身を置いているほとんどの時期、この言葉が頭に浮かぶことも、それが何を意味し

ているのかに興味が湧いてくることもなかった。おそらく、哲学は科学とは相容れな

いものという思い込みのためだったと思うが、最初は意識的に、それから後は無意識

のうちに思考の世界から排除されていたからだろう。しかし、科学の世界から離れる

ことになる 2 年ほど前から、一体それはどう営みなのかに興味を抱くようになり、そ

の思いは今に至るまで続いている。 

 

  昨年末、何かの雑誌で今年の 6月 25～27 日の 3日間、ベルギーとの国境の町リー

ル（Lille）で「科学の形而上学」（Métaphysique des Sciences）をテーマとした第 5 回

フランス科学哲学会（Ve Congrès de la Société de Philosophie des Sciences）が開かれると

いう案内を見た。こちらに来てからは受容一辺倒で、この感覚器が拾い上げるすべて

を記録することに時間を費やし、そこから現れる景色を眺める生活に至福の時を過ご

していた。しかし、昨年に入ってから何かが変わりつつあった。最初は空だった容器

に液体が溜まり、6 年という時の流れの中でそれが溢れ始めているとでも形容できる

状態になり、外界に向けての無条件の熱が冷め始めていた。例えば、リブレリーに入

るとする。以前であればどんなものにでも手を出したくなる欲求を抑えることができ

なかったが、その無分別さが感じられなくなっていた。フランスの哲学を中心とする
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知の全体の輪郭がぼんやりとではあるが見えてくると同時に、受け取る側の枠組みが

出来上がりつつあったのではないかと想像している。そんな時期に「形而上学」をテ

ーマにした学会の案内が目に入ったのである。 

 

 年が明けて演題締切りの数日前になり、これまで考えてきたことを専門家にぶつけ

て批判を仰ぎたいという気持ちが溢れ、学会当日までには考えが纏まるだろうという

無茶な想定の下に参加を決めていた。採択時に印刷される 250字と審査用の 1,000字の

抄録を締切り 1 時間前に送った時には、どこかに飛び出す時の不安と高揚感が入り混

じるこのところ感じたことのない複雑な感情を覚えた。しかし時が経つとともに、何

もそんなことをしなくとも隠遁生活を充分に味わうことができたのに、という後悔の

念と自己流の哲学を発表することに対する羞恥の心が生まれ、厭な感じの日々を過ご

すことになった。そして、4月に結果が届いてからはどのように纏めるのかで頭を悩ま

すことになり、その苦しみは発表寸前まで続いた。演題で「科学の中に形而上学の場

を与えるべきか」と問い掛け、科学の成果を深く理解するためにはどうしても哲学の

動員が必要になるという肯定的な結論とした。その中心に、このシリーズ第 13 回 で

触れた「科学の形而上学化」（métaphysicalisation de la science）を据えることにした。 

 

 

開会講演をするクロディーヌ・ティエルスラン教授  

リール第 3 大学にて （2014 年 6 月 25 日） 

 

開会講演は 2011年からコレージュ・ド・フランスで初めて「形而上学」という言葉

が入った講座「知の形而上学と哲学」を担当しているクロディーヌ・ティエルスラン
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（Claudine Tiercelin, 1952-）教授で、演題はそのものずばりの「形而上学と科学：新し

い問題点」であった。彼女はアングロ・ サクソンの哲学も研究対象としているだけで

なく、アメリカの大学でも教鞭を執っていた。そのため、ジル・ドゥルーズ（Gilles 

Deleuze, 1925-1995）、ミシェル・フーコー（Michel Foucault, 1926-1984）、ジャック・

デリダ（Jacques Derrida, 1930-2004）に連なるフランス思想の典型的な後継者とは見做

されておらず、コレージュ・ド・フランス教授に選ばれた時には賛否が渦巻いた方で

ある。講演は 1 時間で、哲学の領域では稀ではない原稿を読み上げるスタイル。背景

の知識が不足しているためか、難解であった。博士の考える形而上学とは存在するも

の一般についての科学で、実在、自由、時間、空間、精神と身体の関係、法則の本質、

物理的・心理的因果性などの問題を扱うものである。つまり、実在の最も深い構造に

ついて研究する科学になる。世界の成り立ちの深い構造は物理学の対象でもあるが、

物理学者の存在論が必然的に物理主義になるのに対して、形而上学者はこの世界を理

解するためにはそれだけでは不十分だと考え、生物学、心理学、社会科学などの多様

な学問を導入して存在論を展開する。その背後には、自然は物質だけからできている

のか、関係やプロセスが本質ではないのか、アイデンティティを構成する条件とは何

なのか、というような科学の守備範囲を超える重要な問題が控えているからである。 

 

哲学のあり方に関連して思い出すことがある。2011 年のある秋の夜、ベルグソン

（Henri Bergson, 1859-1941）の『思想と動くもの』（河野与一訳、岩波文庫、1998）（La 

pensée et le mouvant, 1934）を読んでいた。暫くすると「あれっ、何か違う」と思う一

節が現れ、驚いたのだ。その頃までには、哲学のできることは科学が出した成果につ

いて考察し、一段高いところに新しい知を作り上げることではないかというぼんやり

とした考えが固まりつつあった。そこに白い布地に真っ赤な絵具が塗り付けられるよ

うに次の言葉が飛び込んできたのである。 

 

「哲学は実証科学の上に立つものではなく、科学の後からきて同じ対象を考察し、そ

れに対するいっそう高い認識を得ようとするものではないのである」 

 

さらに読み進むと、こう書かれてあった。 

 

「哲学を実証科学の綜合に仕上げたり、ただ哲学的精神というものの力だけによって

同じ事実の普遍化において科学よりも高いところにのぼれると称したりすることでは
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なくなっています。哲学者の任務をこう考えては科学に対する侮辱になります。しか

しそれは哲学に対してはさらにいっそう侮辱になるのです」   

 

 それでは哲学の任務はどこにあると言うのだろうか。それが見えたと思ったのは、

ジル・ドゥルーズが次のように語っているのに出会った時である。科学の根に哲学が

あると言うだけでは不充分である。科学が成長した今、問わなければならないことは、

なぜ未だに哲学が存在しているのかという点である。それに対して哲学の側は 2 つの 

答えを用意してきたが、それは 2 つしかないからである。一つは「もの・こと」につ

いての知識を与えてくれるのは科学であり、その点に関して科学と競うのではなく科

学に任せる。哲学がやることは、科学が出した「もの・こと」の知識について批判的

に観想することである。これはわたしが考えていたやり方に近いものである。もう一

つの道は「もの」との別の関係を確立あるいは回復しようとすることで、それは「も

の」そのものには導くことのない科学がわれわれから隠し奪い取った知であり、関係

である。これこそ、ベルグソンが選んだ道であると分析していたのである。具体的な

営みを想像するのは難しいが、アポステリオリではなくアプリオリの思索に基づいて

自然の構造を構築するという哲学特有の道があることに気付かされた瞬間であった。 

 

 ベルグソンは哲学を学校から引き離して生活に接近させたいと考えるようになるが、

その場合でも哲学は最終的に科学の型に入れることができなければならないと釘を刺

している。ティエルスラン教授も哲学は科学的でなければならないと主張している。

具体的には、自然科学の研究者が持っている精神で研究を進め、誤りに注意しながら

実証可能な命題を提出することであり、その過程では科学の声を聴くことが必須にな

る。重要なことは、対象も方法も異なっている科学と哲学が知における優位性を競い

合うことではなく、対等の立場を認めることである。哲学の仕事は言語を用いてでき

るだけ実体に近い概念を作ることであるが、そこで注意すべきは言語と概念と実体の

間の関係である。想像できるものと可能性のあるもの、可能性のあるものと実際にあ

るもの、名前とそれが内包する概念の違い、概念と実際に存在する「もの・こと」の

違いを明確に区別することである。その上で、哲学の伝統的テーマ（例えば、正義、

道徳、論理など）だけではなく、ニューロンや原子というような新しいテーマを取り

上げ、すべての実在について厳密さを以って探求するのが哲学の任務であるとしてい

る。つまり、科学は科学者だけのものではなく、哲学も科学的にしなければならない

し、それが可能であるとする立場で、「科学的実在論的形而上学」（métaphysique 

scientifique réaliste）を唱えている。エピグラフにもあるように、実在について語る資



医学のあゆみ（2014.9.13）250（11）: 1063-1068, 2014 

5 
 

格を持つのは科学だけであるとする科学主義に批判的であるだけではなく、形而上学

者が最終決定するという体系に囚われたドグマからも自由でなければならないと考え 

ている。 

 

 

マエル・ルモワン博士  

ロスコフの「医学における時間性」会議にて 

（2013 年 10 月 6 日） 

 

 さて、学会のプログラムに目をやると、科学者が興味を持ちそうな演題を見つける

のは難しい。確かに、興味の持ち方も扱う対象も方法論も科学とは違うからだろう。

わたしが科学者だった時の目を思い出しながらプログラムを眺めると、当時よりは興

味を惹く演題は増えているように見える。ただ、未だ科学と哲学のインターフェース

に留まっていて、科学哲学の中に入り切っているようには思えなかった。今回の発表

時間は 30分で、科学の一般演題では考えられない長さである。わたしの抄録自体は受

理されていたが、哲学会での発表に値するのかどうか最後まで疑問を抱きながらの準

備となった。そして、発表の大枠が出来上がったのが 1 週間前。どうしても専門家の

見方が知りたくなり、トゥール大学のマエル・ルモワン（Maël Lemoine）博士に意見

を訊ねることを思い付いた。このシリーズ第 29回で取り上げたロスコフでの「医学に

おける時間性」会議で、形而上学を含めた哲学、科学と哲学、哲学の教育と普及など

について興味深い議論ができた方だったからである。出張先のロンドンから返ってき

たコメントには、次のようなことが書かれてあった。まず、哲学的思索に値するとの

総評があり、その後にわたしの思索が非常に瞑想的（contemplative）であると続いてい
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た。庵の生活を送る中でその傾向が強くなっているような気はしていたが、それを目 

にした時にはやはり驚いた。このコメントは、哲学に求められる科学的姿勢、事実に

基づく思考に欠けるという意味にも解釈できる。その他、具体的な事実関係に関する

指摘や発表に際しての注意まで添えられていた。そのメールを読み、心が一気に鎮ま

り返ったのを思い出す。 

 

 

「科学の形而上学化」の重層性   

●、▲、■はこれまでの個別の科学で、そこから現れる普遍的テーマについて思索する営みを

含めて新たな個別の科学とする（○、△、□で囲まれた領域）。すなわち、個別の科学が哲学の

領域を持つことを意味している。その外側では、さらに大きな形而上学的テーマが扱われる。小

さな○は、科学の領域に注入される哲学の要素を示している。 

 

 発表内容の骨子にもなったシリーズ第 13 回で提示した「科学の形而上学化」は、個

別の科学の内側に形而上学を持ち込むことなく、その外側に広がる科学が関わる空間

の中に哲学の要素を注入し、科学者に哲学の世界を意識してもらうことであった。こ

こで言う科学の内側とは、観察や実験によりデータを集める現場の科学を意味してい

た。しかし、この点をもう少し丁寧に見る必要があるのではないかと考えるようにな

った。つまり、個別の科学の内側で明らかにされた成果には、現場の科学では扱われ

ない普遍的なテーマが含まれていることがあるからである。それは、科学主義の中に

留まり実利に走る場合には視野に入らないものであるが、そこまで踏み込まなければ 

成果の深い意味が見えてこないものでもある。わたしの標語になっている「“事実で

終わる世界”から“事実から始まる世界”へ」の具体的な営みの一つが、哲学的思考

を以ってその領域に入り込むことである。この点を考慮して、個別の科学の外側を取
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り囲むように形而上学が積極的に関与するもう一つの相を加え、そこまでを含めて個

別の科学の全体とする新たなバージョンを作成した。その外の領域には「時間」や「空

間」や「アイデンティティ」などのより大きな形而上学的テーマがあり、これらを含

めた科学と芸術や人文科学との相互作用はこれまでも行われている。さらに、リール

滞在中に新しいイメージが加わった。現代の科学が政治や経済の影響下にあることは

言を俟たない。ただ、だからと言って最初からそれらの要素を入れて問題を考え始め

ると、「こと」の本質を見失い、科学の自律性にひびを入れ、結果的に科学が自らの

首を絞めることになるだろう。最初は飽くまでも科学の中で「こと」を進め、その後

に必要があれば政治・経済の声を考慮に入れるという態度の徹底が求められる。この

ような思考レベルのヒエラルキーを明確に意識するために、最も離れたところに政治

と経済の相を加えることにした。 

 

 今回の会に参加している方は科学を形而上学の視点から解析されているので、基本

的な問題意識はわたしと共通するものがあり、特に違和感を持たれることはなかった。

寧ろ、もっと形而上学の中に入ってもよいのではないかという助言をいただき、活力

を得たように感じた。「科学の形而上学化」が科学の成果を形而上学により深化させ

る試みであるのに対し、ティエルスラン教授の「科学的形而上学」は形而上学を科学

的にしようとするもので、「もの・こと」の本質に至る道として興味深い対を成して

いるように見える。「科学の形而上学化」をより豊かなものにするためには科学の側

からの参加が求められるが、このような意識を持つ科学者は極めて少ない。この状況

を変えるためには、哲学の側が働きかけなければならないことは以前にも触れている。

そのことを象徴的に訴えるために、形而上学を根、物理学を幹、そしてそれ以外の科

学を枝に譬えたデカルトの樹を逆転することを提唱している（シリーズ第 20回，並び

に神経心理学 29: 36, 2013. 図 1参照）。その意図は、科学が忘れてしまった形而上学

を太陽のようにすべての科学を上から照らすものに変え、常に科学者の意識に上るよ

うにすることである。デカルトの国の哲学者の反応を見るためにこの図を提示したと

ころ、興味深いコメントがあった。根が重くなり過ぎて、下になった科学を押し潰す

可能性があるのではないかというのである。科学優位の平時にはその可能性は少ない

と思われるが、歴史を振り返れば寧ろ妥当な懸念であり、注意すべき点として受け止

めた。 

 

 発表後、久しぶりに気分が解放され、カフェでたっぷり時間を取り「こと」の全体

を振り返った。それからリールのパスツール研究所を訪れ、降り出した雨の中を昨年
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秋に続き二度目になるリール美術館（Palais des Beaux Arts de Lille）に向かった。美術

館前の木陰では、雨にもかかわらず写真撮影中の素敵な瞬間が向こうからやってきて

くれた。帰りの TGV は示威行為で人が線路に入ったため、1 時間の予定が 20 分ほど

遅れてパリ北駅に着いた。ホームに降りると、後ろから呼び止める声が聞こえた。驚

いて振り向くと、ディナーの席で一緒だった今はロンドンとバルセロナで研究してい

るイタリアの若手二人であった。パリの景色が出発前と少しだけ違っているように見

えたのは、疲れのせいだけだったのだろうか。 

 

 

学会終了後，リール美術館前の木陰にて 

（2014 年 6 月 27 日） 

 

（2014年 8月 5日） 


