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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 33回 目的論は本当に科学の厄介者なのか、あるいは目的は最後に現れる 

 

矢倉英隆 

 

「もし生命が単なる物理現象でないとするならば、生命と心の起源と進化は物理学と化学 

だけでは説明しきれないだろう。拡大されるが統合された説明が必要になり、 

そこには目的論の要素が含まれなければならないとわたしは思っている」 

――トマス・ネーゲル 

 

 科学に身を置いていた最後の時期のこと。「もの・こと」がなぜそうなのかという

意味を問うことなく終わることに欲求不満にも近い耐え難さを感じたことがあった。

長い科学での生活の中で、この問いが抑えられていたことに気付いたからである。振

り返れば、この経験がそろそろ究極の問いに向き合う時期に来ているのではないかと

いう消えることのない微熱を発し続ける切っ掛けになったようにも見える。今回は、

科学では禁句になっている意味や目的に纏わる話題を取り上げてみたい。 

 

アリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）はその著『自然学』（Physics）の中で、

自然現象には 4つの原因があるとする四原因説を唱えた。具体的には、質料因（hyle, 

ヒュレー）、形相因（eidos, エイドス）、作用因（arche, アルケー）、目的因（telos, テ

ロス）の 4 つで、家に譬えて言えば、質料因は家の材料となる木材やコンクリート、

形相因は設計図や外観、作用因は職人による作業であり、目的因とは家があるのは人

が住むためで、人が住まなければ家の意味がないということになる。その上で、目的

因こそ自然界に存在するすべてのものに内在する重要な要素であるとアリストテレ

スは考えた。何と二千年近くの間、この思想が権威を持ち続けた。17世紀に入り、イ

ギリスの科学者にして哲学者のフランシス・ベーコン（Francis Bacon, 1561-1626）は、

アリストテレスの『オルガノン』（Organon）に対抗して「新しい道具」を意味する『ノ

ヴム・オルガヌム』（Novum Organum, 1620）を発表した。その中で、実験による検証

とは相容れないアリストテレスの目的因が真理への障害になると批判し、目的因を排

除することにより近代科学の基礎を築いたのである。それ以来、それは何のためにあ
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るのか、なぜそれがあるのかという問いは、超越的なデザイナーの出番をも用意する

こともあり、科学では扱われることがなくなった。 

  

 

シャルトル大聖堂の 「アリストテレス」 

（2014年 8月 7日） 

 

その後、ドイツの哲学者クリスティアン・ヴォルフ（Christian Wolff, 1679-1754）は、

目的因についての研究に対して telos に由来する‚Teleolgie‘（目的論、teleology）とい

う名前を付けた。目的論的な考えでは、自然界には目的因があり、「いま・ここ」に

ある現象は未来の目的にとって必然性があるという見方を採る。すなわち、現在は未

来によって制約されているとする世界観とも言える。イエズス会の司祭にして古生物

学者のピエール・テイヤール・ド・シャルダン（Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955）

が唱えた「人類は究極のオメガ点（point Ω）に向けて進化する」という goal-directed な

思想もこの中に入るだろう。しかし、現代の生物学はダーウィン（Charles Darwin, 

1809-1882）の進化に関する考え方とメンデル（Gregor Johann Mendel, 1822-1884）の

遺伝学との統合によって生まれたネオ・ダーウィニズムを基礎にしている。この思想

によれば、生物は方向性を持たない open-ended な過程を歩むとされているので、目的

論は現代生物学の対極にあることになる。 

 

1970年、ジャック・モノー（Jacques Monod, 1910-1976）は生物学、分子生物学か

ら哲学に向かう思索を展開した『偶然と必然―現代生物学の思想的問いかけ』（渡辺
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格、村上光彦訳、みすず書房、1972）（Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie 

naturelle de la biologie moderne, Seuil, 1970）を著わし、われわれの世界観に多大な影響

を及ぼした。その中で、わたしの気持ちを前に傾ける力のある響きを持つ「プロジェ 

« projet »」（計画、プロジェクト）という言葉を使い、プロジェを内包しているのが

生物であるという考えを表明している。例えば、目には外界の映像を捉えようとする

プロジェがあり、それぞれのタンパク質は役割に合うように自らの形を調整し、周り

のタンパク質を識別しながら相互作用して細胞の持つプロジェを果たすという見方

である。確かに、科学は目的因を排除した。しかし、現れたものが偶然の結果だとし

ても、そこにプロジェがあるように見えることがある。モノーはアリストテレスの目

的因を持ち出すことなく生物の持つ必然性を表現するために、telos と法則を意味す

る nomos を繋ぎ合せた「テレオノミー（téléonomie; teleonomy）」という概念を用い

ている。「合目的性」と訳されているこの言葉はモノーのものではなく、「生物時計

の父」とも言われるコリン・ピッテンドリ（Colin Pittendrigh, 1918-1996）博士が 1958

年に造ったものである。そこに、物理学や化学では考える必要のない目的が常に付き

纏う生物学の特殊性と罪悪感を覚えることなくこの問題を扱うことができるように

苦心した先人の歩みを見ることができる。 

 

シリーズ第 28回（249巻 6号）で生物意味論を取り上げた際、川出由己博士とのや

り取りの中でこの問題と関連する興味深い本を紹介された。ニューヨーク大学の哲学

教授トマス・ネーゲル（Thomas Nagel, 1937-）博士の手になるその本のタイトルは Mind 

and Cosmos（Oxford University Press, 2012）（『心と宇宙』）で、副題が Why the materialist 

neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false（唯物論的ネオ・ダーウィニ

ズムによる自然の概念化が、なぜほぼ確実に間違っているのか）という挑発的なもの

になっている。ネーゲル博士は、1974年に心身問題に関する影響力のある論文“What 

is it like to be a bat?”（「蝙蝠であることはどのようなことなのか」）を発表し、科学が

意識や主観の問題を解明できるのかについて独自の分析を加えている。その中で、超

音波の反響で外界の細部まで感知できる反響定位（エコロケーション）の能力を有す

る蝙蝠を例に採り、主観を除外して客観的な記述に終始する科学には蝙蝠自身がどの

ように世界を感じ取っているのかという問題を明らかにすることはできないという

否定的な結論を引き出している。この視点は、ヤーコプ・フォン・ユクスキュル（Jakob 

von Uexküll, 1864-1944）の環世界（Umwelt）や安部公房（1924-1993）氏の「低い目

線と嗅覚の濃淡で記憶を形成していると言われる犬の感覚で地図を作るとすれば、変

なものになるだろう」という想像とも繋がるものがある。 



医学のあゆみ （2014.10.11） 251 (2): 199-202, 2014 
 

4 
 

 

トマス・ネーゲル著 『心と宇宙』 

 

 ネーゲル博士は『心と宇宙』の中で、われわれがこの宇宙を理解するのに十分な方

法を持っていると考えることに警戒を示す知的謙虚さを求め、現在の方法で理解し得

ることの限界を検討するのが哲学の役割であるとしている。その上で、生物学では正

統になっている物理還元主義による生命の起源や心身問題の説明に批判的な姿勢を

示す。まず、単なる偶然の物理化学的変化により生命は出現できるのかと問う。万が

一、偶然の結果で生命が生まれたとしても、それが変異と自然選択による漸進的な過

程だけでわれわれのような生物が出来上り意識が出現したのか、そのために必要とな

る時間を地球は持っていたのかという問いが続く。自らを無神論者と宣言する博士は、

これらの疑問が宗教的な信念から出たものではなく、科学的な証拠が不足しているの

ではないかという懸念に因るものだと断っている。遺伝子コード、その転写や翻訳の

ような目を見張る現象を前にした時、それが単なる偶然で生まれたのだと想像するこ

とは難しい。その現象が生まれるように偶然に枠を嵌める何かがあるのではないかと

博士は考える。もし生命の起源や進化、さらには意識の出現が物理還元主義に依拠す

るネオ・ダーウィニズムで説明ができないのだとすれば、その時は別の物理化学的な

説明ではなく、そこを超える全く新しい理論を模索すべきだと主張している。 

 

近年、インテリジェント・デザインなどのネオ・ダーウィニズムに対する批判が出

されている。インテリジェント・デザインとは、この宇宙や生物はどこかにある超越
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的な知性あるもの（デザイナー）に原因すると考えた方がよく説明できるとする説で、

現代科学の主流からは非科学的だとの烙印を押されている。しかし、ネーゲル博士は

超越的な存在の介入には同意しないが、その中で主張されているダーウィニズム批判

には傾聴に値することが含まれており、侮蔑や嘲笑の対象にはならないと考えている。

インテリジェント・デザインに対する共感と宇宙や生命の誕生と進化の過程には何ら

かの方向性があるのではないかとする目的論にも開いている博士の思想は、神聖にし

て侵すべからざる物理還元主義を信奉する科学者や哲学者からは非科学的で馬鹿げ

ているという非難を浴びることなった。正統派の態度には「それ以外」を一切認めよ

うとしない排他性があり、時に狂信的にさえ見えるが、博士は全く意に介していない

ようである。このように考えているネーゲル博士だが、精神と物質、客観と主観の問

題を統合して新しい自然界の姿を説明する理論を持ち合わせているわけではない。今

の段階では、現在の説明が内包する問題点を指摘し、新たな理論の出現を待ちたいと

いう立場である。そのような理論がもし出てくるとすれば、17 世紀の科学革命、19

世紀半ばのダーウィンによる進化論、さらに 20 世紀初頭の物理学に現れた相対性理

論や量子力学のようなそれまでの世界観を一新するようなスケールのものになるだ

ろうと予測している。確かに、この世界には科学で解決されていない問題がある。し

かし、それは科学が充分に発達していないからだという立場に立つと、永遠にその主

張を繰り返し、今用いている方法論で科学を続けることになる。もしネーゲル博士の

言うように、その方法論に本質的な欠陥があるとすれば、どこまで行っても世界の実

像を捉えることはできないことになる。その意味では、博士の問題意識には共感を覚

えざるを得ない。果たして、革命的なパラダイム・シフトを目にする日は来るのだろ

うか。 

 

ここで、目的論を生活のレベルに落して考えてみたい。そこには「何のために生き

るのか」という人生の目的に関する問いがある。この永遠の問いに対して、これまで

いろいろな答えが出されてきたが、わたしは次のように考えるようになった。 

 

どうしてこうなったのか、今の状態は何が原因だったのかと振り返ることがある。例

えば、わたしは科学から哲学に入ってきたが、その説明として二つのバージョンが浮

かんだことをシリーズ第 11 回（243 巻 10 号）で紹介した。一つは、「科学をやった

後にその営みがどのようなものなのかを知りたくなり、科学を哲学することにした」

というもので、普通に行われる説明である。それに対して、未来が現在を規定してい

るとする見方を採ると、「科学をやっていたのは、実は科学についての哲学をするた



医学のあゆみ （2014.10.11） 251 (2): 199-202, 2014 
 

6 
 

めだった」となる。勿論、科学の中にいる時代には今が哲学への準備期間などという

目的論の匂いがプンプンする考えが浮かんだことは一度もなかった。ただ、このよう

な非科学的な見方により、哲学することが恰も使命のように大きく変容したことも事

実である。人間には自由意志はないとする実験結果がある。この体が動いた後に意味

を与えている可能性があるのだ。もしそうだとすれば、自分の意識をどこまで信じる

ことができるのか。自分で「こと」を決めているなどというのは錯覚に過ぎなくな

る。 科学の中にいた時代に怪しげな意識に上らなかったからといって、そのことを信

じることなどできなくなる。意識に上らないところで「もの・こと」が決められてい

るとすれば、人はどう生きればよいのだろうか。おそらく、行く先には目もくれず、

「いま・ここ」に身を埋めて只管歩むしかないのだろう。興味深いことに、この見方

を採るとそこに隠されている逆説が見えてくる。そもそも目的に向かうということ自

体が錯覚なのだから、目的は最初にあるのではなく、実は最後に現れるということで

ある。それは同時に、この人生に失敗などないことを意味している。目的が達成され

なかったと思うのは、自分の意思でそこに向かっていると錯覚しているからである。

しかも、そこで言われている目的はせいぜいその時点でのプロジェ程度のものであり、

人生の目的ではない。この生の目的とはその人間に課せられたミッション、生きる意

味とも言えるもので、それは最後まで行かなければわからない。それを知りたければ、

気を抜くことなく最後まで歩むしか道はないことになる。実は、このことこそが生き

る意味なのかもしれない。そして、最後に必要になるのが省察と瞑想に充てるたっぷ

りとした時間になるだろう。 

 

 自らの意思の及ばない偶然から生み出されたすべてを決められたものとして受け

入れ、その意味を考える。ニーチェ（Friedrich Nietzsche, 1844-1900）の「アモール・

ファティ（amor fati）」とも響き合う究極の目的論は、現代の科学とは相容れないよ

うに見える。しかし、古代ギリシャの哲学者デモクリトス（Democritus, c. 460 BC- c. 370 

BC）は、「この宇宙に存在するすべてのものは、偶然と必然の果実である」と考え

ていた。モノー博士の『偶然と必然』もこの思想に霊感を受けている。古代において

何ものにも支配されない原子から世界は成っていると考えた唯物論者から現代にお

ける究極の物理還元主義者までが自然界における必然を口にしている事実は、そこに

真理の欠片があることを想像させる。もしそうだとするならば、今の科学には克服す

べき何か重大なものが抜け落ちている可能性がある。深く考えることなく目的論を切

り捨てることは、真理に背を向けることになるのかもしれない。 
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シャルトル大聖堂の 「省察」 

（2014年 8月 9日） 

 

（2014年 9月 7日） 

 

 

 


