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本研究の背景

「有機体論の新たな解釈の可能性について」

～カント『判断力批判』

（本論部分）

第１章 カントの有機体論とは

第２章 目的論の有用性と実在性について

第３章 社会/共同体の優れた説明モデルとしての有機体論

第４章 個人のありようや存在意義としての有機体論
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近代科学による目的因の否定

• F.ベーコン（1561-1626）による目的因への批判

「目的因は明らかに宇宙の本性よりは人間の本性に関わりを持つ。そしてこの源泉により
哲学を奇怪なまでに堕落させたのである[…]なぜならアリストテレスはあらかじめ彼の結
論を決めていたのであって、結論と命題を形成するために本来なされなければならなかっ
た経験に相談するということを怠って[…]」 『ノヴム・オルガヌム』

• カント『判断力批判』（1790）で「目的論」復活

• ダーウィン進化論（1859)の登場
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目的論の有用性について 1a

• 目的論はheuristicなものである～Mayrの場合1-1a

• 目的論の多義性ー妥当的／非科学的

• 妥当性のある使用法＝目的論的な問いを立てる＝生物学上の分析において非常にパワフルなツール
を得る。

• そのheuristic（知識発見的）な価値は、すでにアリストテレス、カントなどによって認められてい
る。

• 現在に至るまで広く科学の世界では共有されることはなかった。物理学においては、現象を説明す
るのに「何が」「どのように」で始まる問いに答えれば充分であるが、生物学においては、それに
「なぜ」が付け加わらなければ、充分な説明を果たしたことにならない [Mayr, 53-54]。

• ダーウィンの進化論をもってしても、まだこの「なぜ」に答え切れていたとはいえない [Mayr, 54]。

• すべての遺伝型は丸ごと過去の自然淘汰の結果であり、表現型は遺伝型の所産であるという単純な
帰結を受け入れるならば、個々の表現型についても、その固有の機能は何であり、何が自然選択上、
有利に働くのか問うことがすぐさま課題となる [Mayr, 55]。
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目的論の有用性について1b
~目的論はheuristicなものである～Mayrの場合1-1b

• 目的論的言説を忌避するあまり、そのまま機械論的言説に変換しようとする試みが過去
に何度となくなされてきた。しかしそれらはまったくの失敗に終わったのだが、その理
由は今や明らかである：

「モリツグミは秋には暖かい国へ移動する、北方の荒天と餌不足を避けるために（in order 
to）」

「in order to」→「and thereby」＝なぜモリツグミは渡りをするのかという重要な問いは
答えられないままに。in-order-toを含む目的論的形式をとった言説であれば、目的志向的
な鳥の渡りが「プログラム」によって支配されていることを含意。このin-order-toを含む
目的論的形式が示す重要な情報を省いてしまうことで、機械論的に変換をされた言説は、
因果の強力な結びつきを得ることなく、著しく内容が貧弱に。この意味を削ぎ落した
「すっきりした」言説は、変換前の目的論的言説と等価でない [Mayr, 55]。

• 目的論的言説はしばしば無益で反啓蒙主義的であるとして中傷されてきた。しかしこれ
は真実ではない。実際、言説の非目的論化こそが無意味な単純化であり、いつ何時も興
味をそそられる生物学的探究へと導くのは目的論的言説なのである [Mayr, 55]。
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目的論の有用性について1c

• 目的論はheuristicなものである～Ruseの場合1-2

• 進化生物学で使われる目的論的言説においては、存在論的にもスピリチュアルな面その
他においても、人を苛立たせるものではない。ゆえに目的論言説を使用する者は神を信
じたかろうがなかろうが、神にコミットするわけではなく、生気論的力やその類のもの
にコミットすることもないのである [Ruse 2002, 46]

• デザインのメタファーを使えるということは、人は科学理論において可能な限りの最も
重要な知的価値の一つを手にすることになる。進化生物学者はこの重要な思考の道具を
手にすることによって、はるか昔に自然選択がどのように働いたかについてのそもそも
不可能な問いに投げ出されずに、彼らの研究を過去の出来事に関連づけながら、現時点
で事物がどのように機能しているのかを問うことから始めることができる。私達は過去
における自然選択について、すでに発見途上にいることになるのだ [Ruse 2002, 47]。
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目的論の実在性について 1a

• 目的論をめぐる誤解
―非科学的、神学的、 ―機械論者 vs 目的論者

↓

Ariewによる解決ー「プラトン主義的」と「アリストテレス主義的」目的論者

「プラトン主義」

機械論者は天体の単純な動きに言及するだけで宇宙における天体の配置を説明することはできるのだが、なぜそ
のように美しく、秩序正しい配置になるのかという説明には不十分。

そこにはよりよく行動しようという原理が働いているというのが真の原因であるという、意志性／計画性を機械
論者は見落としている[Ariew, 161]。

「アリストテレス主義」 ←カントの目的論はアリストテレス主義

生物における器官の配列は働きを考慮する際、何等かの目的を実体に賦与するようなプラトン的デザイナーの存
在の示唆をを避けている。

生物器官の優れた配列は創造主の作品ではなく、むしろ有機体内の変化を生じさせる内的原理―自然法則のよう
なものに帰すと考える。

機械論者はアリストテレスのような存在論的カテゴリー、それは「何かのために」存在する、あるいは「目的
因」という概念を持っていない [Ariew, 161-162]。
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目的論の実在性について 1b

＜プラトン主義の例＞
「それでは、構築者がいかなる原因で生成界とこの万有を構築したの
かを話そう。彼は善き方だった。〔…〕すべてのものができるだけ自
分に似たものとして生成することを欲した。〔…〕つまり神はすべて
が善きものであり、悪しきものが可能な限り何一つないことを欲した
のである。こうして目に見えるものをすべて受け取ったが、それは
じっとしていないで調子外れに無秩序に動いていたので、これを無秩
序から秩序へと導いた。秩序があるほうが秩序がないよりもあらゆる
点でより善いと考えたからである [プラトン, 39/29e-30a]」

「その結果、われわれの身体は細長いものになったのであり、曲げる
ことができる四肢を生やしたのだが、これは前に進んでいけるように
神が工夫したからである [プラトン, 70/44e]」
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目的論の実在性について 1c

＜アリストテレス主義の例＞

「人間の歯は、共通な使用に対して、自然本性的に見事な適合性を示
している。すなわち前歯は、ものを噛み切ることができるように 鋭く
なっており、奥歯はものをすりつぶすことができるように平らになっ
ている。[…]その他の動物の場合も、そのすべての歯が鋭いというわ
けではない限り、同様である [アリストテレス 2005, 190/661b-
661b10]」

「重さや物体的な要素が多くなれば、体は地へ傾くのが必然であり、
その結果、自然は、四足動物には、安定のため、腕や手の代わりに、
前足を与えたのである [アリストテレス 2005, 318/686a30-686b]」
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目的論の実在性について 1d

• 目的論はteleonomicなものである(1)

ー生物／無生物に関わらず 目的論的振舞いをするもの

ー単なる反射や傾向性という問題

• Mayrによるteleomaticとteleonomicの区別

＜teleomatic＞
無機物に見られ、物理化学における多くの運動変化にみられるように、自然法則の結果である。例え
ば放り投げられた石が重力によって最終地点に着地するような様子を指す。それらの運動や変化は受
動的、機械的であり、外的力や外的環境によって規定される [Mayr, 44]

＜teleonomic＞
生物に見られる。有機体による、ゴールを目指しているような振舞いは無機物に見られるteleomatic
なプロセスとは全くことなる性質のものである。teleonomicな振舞いは生物界の至るところで広く観
察され、例えば移動や餌の確保、求愛や繁殖行動に繋がる。ゴールを目指した過程の発生は、生物の
世界で見られるもっとも特徴的な出来事である [Mayr, 45]
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目的論の実在性について 1e
~目的論はteleonomicなものである(2)

• マイヤーによるteleonomicの定義：「teleonomicな過程あるいは振舞いと
は、その目的志向性をプログラムの動作に負うものである」 [Mayr, 45]

• teleonomicな振舞いの二つの特徴的要素：
①「プログラム」によって誘発される

②ある到達点(endpoint)／ゴールに依存する。目指される到達点に届くのにふさしい選択が常になさ
れるよう、このプログラムは調整される [Mayr, 45]。

• teleonomicという用語 1958年、C.S.ピッテンドリ(Pittendrigh)
目的を見定めたシステムは、teleonomicといった語で説明された方が、生物学者を長らく
悩ませてきた混乱を取り除けるのではないかという提案 [Mayr, 47]。

→アリストテレスによって言及された目的志向の過程の大部分はピッテン
ドリやマイヤーがteleonomicと呼ぶものに相当している。

→teleonomicなもの＝アリストテレス主義的という帰結 12



目的論の実在性について 1f

• 有機体における「プログラム」の意味
「プログラム」という語は情報理論から借用。プログラムとは青写真を含むだけでなく、その青写真
の情報をどのように使うかという指示も含むのである [Mayr, 48-49]。

マイヤーによる「閉じたプログラム(closed programs)」「開いたプログラム(open 
programs)」

――teleonomicな過程をコントロールするプログラムは、すべて遺伝子型DNAに書き込まれるか
（閉じたプログラム）、あるいは学習、環境などのちの経験を通じて獲得された情報（開いたプログ
ラム）も追加して合成されるかのいずれかである。大抵の行動は、特に高度に発達した有機体の場合、
後者である「開いたプログラム」によって制御されている [Mayr, 49]。

• この「閉じた／開いたプログラム」という概念を使うことによって目的論に対する反射
や傾向性といった反論を斥けることができる。

• マイヤーによれば、「閉じたプログラム」は自然選択の結果であり、「開いたプログラ
ム」は後天的なものであるが、通常両方を兼ね具えた有機体は程度の差こそあれ、
teleonomicな存在であると言うことに何ら問題はない。 13



目的論の実在性について 1g
• 目的論は実在的である(1)
コンピュータのプログラムは実在的である。何らかのコマンド、つまり目的が与えられているのだか
ら目的志向的である。

↓

同様に遺伝子情報がプログラミングの演算式のように何らかの情報の羅列であれば、実在的であると
言える。有機体の目的があるかのような振舞いは、このゲノム情報のなせるわざである。気のせいで
もなく生気論でもなく、目的論は実在的であると言ってよい。

形相(eidos)の代わりに「遺伝子プログラム」のような用語を使うことが至極理に適っている。eidos
は発生途上の有機体に形を与え、そしてこのeidosは完全に成長した個体の究極のtelosを映し出して
いるのである。アリストテレスの議論の多くは、現代的な用語を注入するなら目を見張るほど現代的
なものになる [Mayr, 55-56]。

遺伝子は1953年、その二重らせんモデルが提出され、80年代後半から、遺伝子の解読（ゲノム解
析）が始まり、現在ではゲノム編集までもが可能になった。

目的論とは、ゲノムに書かれたプログラムの一部をなすものである。

カントはアリストテレスの目的因を復活させる際、アリストテレスが犯した間違い、すなわち目的因
を無生物にまで適用することは踏襲させなかった。
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目的論の実在性について 1h
~目的論は実在的である(2)

ダーウィンも目的論者だった？

実はダーウィンもまた目的論を必要と考えた一人であった。ダー
ウィンが『種の起源』発表時には封印してしまったため、広く誤
解されたままであったが、彼の手紙やノートなどにはFinal 
Cause、「Sは何のためにあるのか？」、end、special purpose
といった言葉が散見され、彼が目的論的思考を深めていった跡が
読み取れる [Lennox, 409-418]。
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目的論の実在性について 1i
~目的論は実在的である(3)

分子生物学者Delbrück（1906 – 1981）によるアリストテレス／目的論の再評価

「アリストテレスはDNAに内在する原理を発見したのであり、もし死後に
授与が可能ならば、彼はノーベル賞を受賞していただろう」

「プラトンがイデアの影とみなした世界に、アリストテレスは生物が不変
のプランによって突き動かされるように、ゴールを目指して成長する行動
原理を認めたのである [Delbrück, 52-55]」

「(生物においては)受胎後、プログラムのとおりに（成長が）展開される、
（プログラムの）解読にしたがって質料が変化するが、しかし（プログラ
ムに）蓄積された情報自体は改変されない [Delbrück, 54]」
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