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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 52回 文化としての科学、あるいは「科学の形而上学化」の実践 

 

矢倉英隆 

 

「何ものも既定のものとして受け入れてはならない」 

――フィリップ・ブルギニョン 

 

 科学を文化として扱わなければならないという声がよく聞こえる。科学者からも科

学を文化として扱ってほしいという訴えが上がることがある。しかし、よく振り返っ

てみると、そもそも科学の側が科学を文化として扱ってきただろうか。これまで行わ

れてきたことを生物系の研究に限って極言すれば、何か成果が見つかった時、それは

これこれの診断や治療に繋がるかもしれないというところで終わっているのが実態

ではないだろうか。そこには型通りの枠組みしかなく、思考というものを欠いている。

科学を技術としてしか見ておらず、文化として捉えようという視点がそもそも見られ

ない。それはハイデッガー（Martin Heidegger, 1889-1976）がいみじくも指摘したよう

に、現在定義されている科学が持つ性質そのものを示している。それは形而上学の欠

落とも言える状態だが、科学がその歴史の中で形而上学を拒否した以上、当然の帰結

になるだろう。今回は、現在の科学に内在するこの欠落を埋め合わせ、科学を文化に

するための試みとして「科学の形而上学化」を捉え直すと同時に、その実践について

も考えてみたい。 

 

まず、なぜ科学を文化にしなければならないのだろうか。それは、科学が齎すもの

を文化が豊かにする可能性があるからであり、豊かなものは豊かでないものに比べて

善いと考えるからである。さらに、文化にすることにより科学が多くの人の視界に入

ってくることになり、それによって科学が揉まれ、より良いものに変容する可能性が

あると考えるからである。「科学の形而上学化」の概略については、これまでも何度

か触れてきた（244巻 6号、250巻 11号、258 巻 11号）。この過程で行われることは、

科学によって明らかにされた「もの・こと」の中に潜んでいるが、現在の科学は扱う

ことのないテーマをより開かれた哲学や歴史の言葉で掘り起こすことであり、科学が

計画していること、科学に可能なことについて論じ尽くすことである。それは流れ去



医学のあゆみ （2017.1.14） 260 (2): 187-191, 2017 

 

 2 

り歴史的になることが運命付けられている科学の成果を無歴史的なものに変換し、

「いま・ここ」に引き留める機能も持っている。後でも触れるが、それは哲学や歴史

による科学の補完ではなく、現在の科学と哲学や歴史が一つの枠組みの中に組み込ま

れることである。その上で、その全体を新しい科学としてはどうかという提唱である。

この見方に立てば、形而上学化されていない科学は不完全な科学ということになる。

現場の科学者は必ずしもそこに直接関わるわけではないが、形而上学化されて初めて

より完全な科学になるという意識が生まれるだろう。その意識は自らが行っているこ

とを相対化する上でも重要な効果を持つはずである。以前、この状態を「デカルトの

樹の逆転」（250巻 11 号、神経心理学 29: 35-43, 2013）として提示したことがある。

そこでは科学の全体に哲学の光が降り注ぐというイメージで「科学の形而上学化」を

捉えている。根に当たる部分は動物の頭に相当するという見方もあるが、形而上学を

表す根が地上に出て、その下に諸科学を指す幹と枝葉が胴体や手足として来るという

図である。人間中心主義的な見方との誹りも免れないが、これは科学がより人間らし

くなった状態と言えなくもない。いずれにせよ、科学を文化にするためには、このよ

うな認識の大転換が求められるということである。 

 

「科学の形而上学化」では現場の科学の中に形而上学を持ちこむことを主張してい

るわけではない。しかし、反証可能性（falsifiability）を科学の条件としたことでも有

名なカール・ポッパー（Sir Karl Raimund Popper, 1902-1994）は、科学の中には形而上

学がすでに入り込んでおり、それは一定の役割を果たしていると考えていた。オース

トリア出身でイギリスの大学で活躍した彼は、その著『果てしなき探究——知的自伝』

（岩波書店）（Unended Quest: An Intellectual Autobiography, Routledge, 1976）の中でダ

ーウィンの進化論、特に自然選択について次のような見方を提示している。 

 

――この理論は反証可能性が満たされないので非科学的であると考えられる。そうで

はあるけれども、この理論なしにそれ以後の進歩が達成されたかどうか分からない。

その意味で、これを形而上学的なものと認めた上で、「形而上学的研究プログラム」

として科学に残した功績は極めて大きなものであった。―― 

 

形而上学を拒否すべきものとするのではなく、科学を豊かにし、新しいものを生み出

す可能性があり、不可欠でさえあるものとするこの視点は、科学の中への形而上学の

導入についても柔軟に再考すべきではないかという考えを刺激する。と同時に、科学

で使われている概念の注意深い検討が必要になることを改めて思い起こさせてくれ
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る。 

 

フランスに来た当初、科学の現場を離れたにもかかわらず、これまで以上に科学を

近くに感じていることに驚いていた。暫くして、この心象風景をピタリと言い当てた

言葉を韓国出身の科学史家ハソク・チャン（Hasok Chang）ケンブリッジ大学教授の

著書、Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress (Oxford University Press, 

2007）（『温度を発明する――測定と科学的進歩』）の中に見出した。それは、科学の

歴史と哲学は「他の方法による科学の継続」で、補完的科学であるというものだった。

しかし、この捉え方には歴史や哲学を科学とは別のところに置き、科学の現場に入っ

て行くことはあっても、あくまでも科学を補助するというニュアンスがあることに気

付くことになった。「科学の形而上学化」における哲学や歴史は科学の補完としてあ

るのではなく、現在の科学とともに一つの枠組みの中に組み込まれ、同じ場で科学の

問題を論じ合うことが想定されている。その上で、その全体を新しい科学として捉え

ることを提唱している点で、チャン博士の言う補完的科学とは異なると考えている。 

 

 

ウィリアム・ブレイクの 『ニュートン』  

（1795-c1805） 

 

イギリスの詩人で画家のウィリアム・ブレイク（William Blake, 1757-1827）は、彫

刻、詩、絵画、哲学などの芸術間の境界をなくそうとしたと言われる。そして、科学

の基礎を作ったフランシス・ベーコン（Francis Bacon, 1561-1626）、ジョン・ロック（John 

Locke, 1632-1704）、アイザック・ニュートン（Isaac Newton, 1643-1727）を不毛の唯物

論者として忌み嫌っていた。ただ、複雑な世界を持つニュートンに関するブレイクの
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感情も複雑だったのではないだろうか。彼が 10 年の間完成を求めた『ニュートン』

は、岩に腰掛け、周りの世界には一切注意を払うことなく、鋭い目つきでコンパス片

手に下に置かれた幾何学の図に完全に集中している。そこはおそらく海底で、ニュー

トンが好んだ孤独と沈黙の中で自らの問いと向き合う理想の場所という含みがある

と言われている。彼の体は無理に折り畳まれ、どこかに開かれていると言うよりは頑

なに内に閉じた世界を想起させる。ブレイクにとっての科学は、一元的な視野しか提

供しない、多様なこの世界を観るための視界を遮るもので、「芸術は生命の樹、科学

は死の樹」と宣言した。そして、科学が芸術から学ぶのは一体いつなのかという問い

掛けが聞こえる。「科学の形而上学化」は 2 世紀を隔てたブレイクへの一つの回答に

ならないだろうか。 

 

 

科学の形而上学化が見られる教科書 

スコット・ギルバート、デイビッド・イーペル著 『生態学的発生生物学』 

左は初版（2008）、右は第 2版（2015） 

 

2009年はラマルクの『動物哲学』（Philosophie zoologique）が出版されて 200年目に

当る年で、世界各地でいろいろな会が開かれた。わたしがイスラエルのワークショッ

プに参加したことについては以前に触れた（247巻 11 号； 248巻 2号）。このイスラ

エル訪問は実に多くのものを齎してくれたが、その一つは遺伝子決定論で凝り固まっ

た見方を超えた生物に対する柔らかな視点がわたしの中に入ってきたことだろう。そ

のことを促してくれた一人にスコット・ギルバート（Scott Gilbert）というアメリカの

発生生物学者がいる。そこで、博士とデイビッド・イーペル（David Epel）博士との

共著になる『生態学的発生生物学』（Ecological Developmental Biology, Sinauer Associates, 
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2008, 2015）という教科書があることを知った。パリに戻り、早速取り寄せてみたと

ころ、末尾にこの領域に関係する歴史と哲学が記載されていたのである。このような

例に出会ったことがそれまでになかったので驚くとともに強く惹かれ、巻末を何度も

読み返したのは言うまでもない。ただ、それが教科書と言える本で行われていること

の意味を感じ取ったのは、暫くしてからであった。その時、一般向けの科学書ではな

く、科学の教科書の中で歴史や哲学が不十分とはいえ論じられていたことに「科学の

形而上学化」の実践を見たのである。そして、このような試みがさらに広まることが、

より大きな科学を実現するために不可欠だと考えるようになっている。因みに、初版

の副題は Integrating Epigenetics, Medicine, and Evolution（エピジェネティックス、医学、

進化を統合する）、昨年出た第 2 版は The Environmental Regulation of Development, 

Health, and Evolution（発生、健康、進化の環境による制御）で、初版は『生態進化発

生学―エコ・エボ・デボの夜明け』（東海大学出版会、2012）として日本語に訳され

ている。 

 

 

科学に内在する欠落を埋める語らい 

（右から）奥村康、垣生園子、葛西正孝、安部良の諸先生 

（2016年 11月 15日） 

 

ところで、先月帰国した折、いろいろな科学者と言葉を交わす中で、科学者が科学

の哲学について考え語る場を設けてはどうかというアイディアが浮かんできた。「科

学の形而上学化」の実践である。早速大まかな設計図を描く過程で、その場を「サイ

ファイ・フォーラム FPSS」（Forum of Philosophy of Science for Scientists）と名付ける
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ことにした。哲学するためには対象からある程度の距離を取ることが求められるので、

現役の科学者がそのような余裕を持つことができるのかどうかは、自らに照らしても

分からないところが多い。しかし、現場を離れた視点から眺める余裕が生まれた研究

者の場合は、状況が少し異なるのではないだろうか。それまでの営みの中で多くの蓄

積といろいろな問題意識を持ち、科学を哲学するための条件が一番整っている人間で

はないかと考えられる。そのような科学者が中心となって一堂に会し、科学を取り巻

く数多くの問題についてそれぞれの考えを披瀝し合うことは、科学を科学者の側から

文化にする第一歩になるのではないだろうか。そんな願いのようなものがこのアイデ

ィアの底にあったようである。さらに提案をさせていただければ、医学や科学の学会

においても、それぞれの領域に内在するものの科学者の意識には上らないテーマにつ

いて考えるセッションがあってもよいのではないだろうか。それは新しい科学の全体

に科学者の認識を広げる一助にもなるはずである。このフォーラムでは科学者に助言

可 能 な 哲 学 者 の 参 加 も 呼 び 掛 け て い る 。 詳 細 は 専 用 サ イ ト

（http://sci-phi-fpss.blogspot.fr/）をご参照いただければ幸いである。 

 

改めてこれまでのフランス生活を振り返れば、実はそのすべてが「科学の形而上学

化」に向けての試みだったようにも見えてくる。今回の発見である。大学院の修士課

程はその準備段階であり、博士課程での論文はそれを文章で行う試みであった。2011

年から始めた科学を哲学の視点から語り合うサイファイ・カフェ SHE なども「科学

の形而上学化」を市民とともに行う試みだったと言えるだろう。そして、今回のサイ

ファイ・フォーラム FPSS も科学に見られる「形而上学化の欠落」を科学者の側から

埋め合わせることにより、科学を文化にしようとする試みであることが明らかになる。

さらに、この連載エッセイにしてもその実践だったと言えなくもない。 

 

先月の帰国の折には奥村康、垣生園子、葛西正孝（いずれも順天堂大学）、安部良

（東京理科大学）の諸先生と会食する機会があった。その日の会話を耳にしながら、

そこで行われているのは実は「科学の形而上学化」と言ってよいものであることに気

付いた。それぞれの科学者がそれまでの人生で蓄えられた知を基に科学についての疑

問を出し、それについて議論していたのである。長いお付き合いになるが、このよう

なことを話したのは初めてではなかっただろうか。同時に、それはスモール・スケー

ルのサイファイ・フォーラム FPSS のイメージでもあった。これらは小さな試みでは

あるが、そこに科学を新しいものに変容させようとする志だけは見えてくる。同じ考

えを持ち、その実践に入る科学者が増えることを願うばかりである。 
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ドイツの小説家ジャン・パウル（Jean Paul, 1763-1825）は「本というのは友人に宛

てた分厚い手紙である」と言った。現代ドイツの哲学者ペーター・スローターダイク

（Peter Sloterdijk, 1947- ）が指摘したように、その手紙は文字を介した友愛を築くた

めのテレコミュニケーションであり、それが空中に発せられた途端、見ず知らずの人、

これから続く人、まだ生まれていない人にも愛を生み出す力を持つことになる。ジャ

ン・パウルの言葉に肖って今の心境を語るとすれば、「科学の形而上学化の試みは、

科学者だったわたしに向けての分厚くなるだろう手紙である」となるだろう。その手

紙には「もの・こと」を理解する方法さえも知らない科学者だったわたしに、どうし

ても伝えたいことが書かれるはずである。そして、それが空間に放たれることにより

想像もしなかった人に届くとすれば、この試みは無駄ではなかったことになる。そう

なることを願いたい師走のトゥールである。 

 

 

師走のトゥール、アナトール・フランス広場 

（2016年 12月 1日） 

 

（2016年 12月 6日） 

 

 

 

 


