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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 63回 エルンスト・ヘッケル、あるいは一元論的知、倫理、美の探究 

 

矢倉英隆 

 

「すべてのものには、一つの魂が宿っている。そして、あまりに小さいために 

生命を吹き込む神的物質の一部を含まないものは何もない」 

――ジョルダーノ・ブルーノ 

 

我々の中には膨大な情報が溜まっていることを感じる機会が増えている。しかし、

その大半はそこに眠ったままで、ひょっとすると二度と日の目を見ることはないかも

しれない。それらが蘇ってくるのは、外界から刺激を受けた時や内省の際に自らに問

い掛けが行われる時である。人生後半の大きな楽しみの一つは、この記憶の呼び覚ま

しが齎すものを味わうことではないだろうか。 

 

学生時代に記憶されたものの一つに「個体発生は系統発生を繰り返す」という「反

復説」（recapitulation theory）あるいは生物発生原則（biogenetic law）がある。しかし、

その提唱者の名前は長い間が遠い彼方で眠っていた。それが蘇ってきたのは、2009 年

のこと。2009年はダーウィン生誕 200年、『種の起源』出版 150年、ラマルクの『動物

哲学』出版 200 年という年に当り、世界中でいろいろな催し物が開催された。わたし

はテルアビブ大学とエルサレムのヘブライ大学で開かれたラマルクについてのワーク

ショップ「ラマルク主義の変容： 200歳の『動物哲学』」とケンブリッジ大学で開かれ

た“Darwin 2009”に出席した（247 巻 11 号）。そして、テルアビブの会でヘッケルに興

味を掻き立てられる言葉を耳にすることになった。スコット・ギルバート（Scott Gilbert, 

1949- ）博士（260巻 2号）の話の中に出てきた The Tragic Sense of Life （人生の悲劇

的意味）である。それはシカゴ大学のロバート・リチャーズ（Robert Richards, 1942- ）

博士によるエルンスト・ヘッケル（Ernst Haeckel, 1834-1919）の伝記のタイトルであっ

た（Univ. of Chicago Press, 2008）。この本では、ヘッケルがなぜダーウィン主義をまる

で信仰のように受け入れたのかという疑問を抱きながら彼の心の深奥に迫り、そこに

は人生に対する悲劇的な見方があり、そこから逃れるために超越性へと向かったので

はないかという見方が展開されているというようなお話であった。このようなアプロ
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ーチを取ったものとして、トーマス・セデルキスト（Thomas Söderqvist, 1946- ）博士

によるニールス・イェルネ（Niels Jerne, 1911-1994）の伝記『自叙伝としての科学』

（Science as Autobiography, Yale Univ. Press, 2003) を読んだことを思い出す（242巻6号）。

イェルネが科学の上で生み出したものは、彼の内奥に潜む人間を表現したものである

という捉え方であった。 

 

ヘッケルはエコロジーの生みの親としても有名だが、その他にも、門（phylum）、

系統発生（phylogeny）、後生動物（metazoa）、原生生物（protista）、モネラ界（monera）、

コーカソイド（caucasian）、原腸胚（gastrula）、胞胚（blastula）、幹細胞（stem cell）な

どの新しい概念を生み出している。さらに、反復説の他に腸祖動物説（gastraea theory）

や核と細胞質が異なる機能を持つことを唱えている。ドイツだけではなく世界的にも

有力な進化論の推進者であり、その意味ではダーウィンよりも影響力が大きかったと

言われるヘッケル。今回は、その複雑な人生と科学に対する考え方を振り返りながら、

彼を突き動かしていたものは何だったのか、そして最後に辿り着いた境地についても

思いを巡らせてみたい。 

 

 

エルンスト・ヘッケル （1906） 

ニコラ・ペルシャイト撮影 

（Nicola Perscheid, 1864-1930） 

 

ヘッケルは 1834 年、ポツダムに生まれている。若き日に影響を受けた人物として、

詩人で光学や形態学の科学者でもあったゲーテ（ Johann Wolfgang von Goethe, 
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1749-1832）、博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルト（Alexander von Humboldt, 

1769-1859）、ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）、植物学者マティアス・ヤーコ

プ・シュライデン（Matthias Jakob Schleiden, 1804-1881）を挙げている。特に、フンボ

ルトやダーウィンの旅行記は終生変わらなかった異国への冒険心を植え付けたようで

ある。両親に送った手紙にも、子供の頃からの夢は熱帯地方（ブラジル、マダガスカ

ル、ボルネオ）に行き、顕微鏡とともに時を過ごし、自然を観察することだと書き送

っている。他人を褒めることをしなかったと言われるゲーテが称賛を惜しまなかった

フンボルトは、科学を理解するためには芸術が必要であり、その逆も真であるという

見方を持っていた。シュライデンもフンボルトと同様、自然の理解には理論的な判断

だけではなく、美的な判断が欠かせないと考えていた。フンボルト晩年の大著『宇宙』

（Kosmos、全 5 巻）は、最初の 2 巻が 1845 年と 1847 年に出版された。彼が 76 歳と

78 歳の時である。3 巻と 4 巻は 1850 年（81 歳）と 1858 年（89 歳）の間に世に出た。

そして、1859年に 90 歳で亡くなったが、第 5巻は死後 3年を経過して世に出たのであ

る。爪の垢でも煎じて飲みたくなるスタミナである。 

 

 ヘッケルは若い頃から宗教的信条を自然に投影する「近代神学の父」と言われるフ

リードリヒ・シュライアマハー（Friedrich Schleiermacher, 1768-1834）の思想の影響を

受けていた。両親の影響である。その思想とは、原理は神によって明らかにされた真

理ではなく、良心的な人間によって創られた形式であり、宗教的感情は知識でも道徳

でもなく、無限の直観的で直截的な良心である（超自然的神秘主義）というものであ

った。「感情の神学」の起源にシュライアマハーがおり、その人間精神の深みに向かう

傾向がドイツ・ロマン主義の中で発展し、汎神論の復活も起こった。ヘッケルは、科

学や文化を窒息させ、権力を握ることになる危険性を組織化された宗教の中に見てい

た。学友の中に知的能力には全く問題はないが、極端な唯物論と宗教への侮蔑を示す

人がいることに注目していた。ヘッケル自身は、科学と宗教の調和に苦しんでいた。

ヴュルツブルクやベルリンなどで医学を学び、生物とは細胞から成る社会で、個人よ

りは国家のようなものだと捉える細胞説を唱えていたルドルフ・フィルヒョウ（Rudolf 

Virchow, 1821-1902）、ミュラー管のヨハネス・ペーター・ミュラー（Johannes Peter Müller, 

1801-1858）、ライディッヒ細胞のフランツ・ライディッヒ（Franz Leydig, 1821-1908）

などの指導を受ける。細胞説は生命力（Lebenskraft）を生物のオーガナイザーとする生

気論と対峙するもので、科学者に与えたインパクトから言うと、20 世紀の DNA パラ

ダイムとは比較にならない可能性がある。そして博士論文を書き、1858 年には開業資

格を得るが、彼の目標は医学ではなく、生物学研究だった。 
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1859 年、ドイツ人が憧れを持っていたイタリアに向かい、単細胞生物である放散虫

（radiolaria）を見出し、その豊かさと美しさに感動する。ヘッケルと言えば、芸術家

が科学者になったような人物で、科学における観察を膨大な数の芸術作品として残し

ている。形を味わうことにこれまで以上に興味が湧いてきた身にとっては、何時間見

ていても飽きない永遠がそこにある。著作を送られたダーウィンはその美しさに驚愕

したと伝えられている。ヘッケルは科学と芸術を融合させた素晴らしい絵を残しただ

けではなく、生態学、形態学、古生物学、発生学、解剖学、体系学、海洋生物学、系

統学、生物地理学などの膨大な領域をカバーする研究をしている。 

 

 

ロバート・リチャーズ教授 （シカゴ大学） 

ウェスタン・オンタリオ大学での「複雑性を統合する」ワークショップにて 

（2010年 10月 7日） 

 

イタリアから戻り、1861 年にはイェーナ大学の比較解剖学へ。翌年、教授になり、

47 年もの間そこに留まることになる。イェーナと言えばロマン主義の中心地で、その

サークルにはゲーテ、シラー（Friedrich Schiller, 1759-1805）、シュライアマハー、フ

ィヒテ（Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814）、シェリング（Friedrich Schelling, 1775-1854）

が関わり、シュレーゲル兄弟（Friedrich Schlegel, 1772-1829; August Schlegel, 1767-1845）

やノヴァーリス（Novalis, 1772-1801）などがいた。1862年、アンナ・セット（Anna Sethe）

と結婚。幸福の絶頂にいた 1864 年 1 月、アンナが胸の病に侵され、翌月 16 日には亡

くなる。この日はヘッケル 30歳の誕生日であり、その後のキャリアを保証するだろう

Cothenius Medal 受賞の報が届いた日でもあった。公的生活における頂点と私的生活に
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おけるどん底を同じ日に味わうことになった。人生や自然や科学のすべてに興味を失

い、それから 8 日間は寝込み、周囲は自殺を恐れる状況であったという。この出来事

が彼の人生に大きな影を落とすことになる。妻の死はそれまで持っていた二元論的世

界観を一撃の下に破壊したと言われる。これ以降、個人の弱さを超越する大義に打ち

込む決心をする。その大義がダーウィニズムであり、生と死を見ようとしない正統派

の科学者、当てにならない未来を約束する正統派の宗教を激しく攻撃するようになる。

そして、1866 年には 1 日に 18 時間書き続け、2 巻で 1000 ページを超える『有機体の

一般形態学』（Generelle Morphologie der Organismen）を 1年で書き上げたと言われて

いる。1867年、アニェス・ハシュケ（Agnes Huschke, 1842-1915）と再婚し、幸せな家

庭生活を営んだとされるが、心の傷は最後まで癒えなかったと後年述懐している。 

 

ヘッケルは若き日の夢を実現すべく、休みなく世界を旅している。1866-1867年、カ

ナリア諸島へ向かい、途中トマス・ハクスリー（Thomas Henry Huxley, 1825-1895）や

ダーウィンと会っている。1869年には北海、1971 年にはクロアチア、1873年には紅海、

トルコ、ギリシャに研究旅行をしている。イェーナ大学副学長を務めていた 1876年～

1879年にもイギリス、スコットランドへ。さらに、1881年～1882年には熱帯の海とセ

イロン、1887 年にはパレスチナ、シリア、小アジア、1890年にはアルジェリア、1897

年にはフィンランド、ロシア、1899年にはコルシカ島へ旅行している。 

 

ヘッケルの自然観には、ゲーテやフンボルトなどのロマン主義者の主張が表れてい

る。それは、美的判断は科学的理解を補強し、芸術も科学もそれぞれ自然の法則を捉

えることができるという信念である。生物発生原則を介して生物科学を新しいレベル

の理解に持って行こうとしたが、そこで彼の芸術的才能が有効になった。それは広く

見れば、＜科学の形而上学化＞にも通じるものになるだろう。20 世紀以降の科学は人

間を科学の現場からできるだけ排除するように進んでいった。観察には写真が入り、

計測には機器が使われるようになっていった。それとは対照的に、19 世紀のロマン主

義は人間性の発露を求めていた。そんな中、ヘッケルはあくまでも自らの目と記憶と

筆に頼って観察を続けた。後に見るように、これが彼の科学者人生にも大きな影響を

及ぼすことになる。 

 

ノヴァーリスはこう言っている。 
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「論理や意味論だけではパンは焼けない。下から人間性の中にある炎が来た時だけ、

その論理が強固なものになるのである」 

 

論理だけでは不十分で、それを論じる人間が絡んでこなければ、力あるものにならな

いということだろう。そして、自然の中に神の特質が現れていると考えるようになる。

それはスピノザが唱える「神即自然」（Deus sive natura）であり、ゲーテの汎神論的

一元論であった。 

 

ヘッケルの反復説を語る時に避けられないのが、不正行為の問題である。これは現

代においても持ち出されている。反復説とは、「生物個体は、個体発生の短期間に祖

先が経験した長い緩やかな最も重要な形態の変化を遺伝と適応の法則に則り、繰り返

す」というものだが、実際の生物を調べると必ずしも完全な一致は見られず、彼が描

いた絵は歪められているのではないかという批判である。ゲーテへの郷愁のためか、

自らの芸術的才能を過信していたのか、彼はあくまでも記憶を頼りに、自らの手で描

くことに拘っていた。この批判が進化論批判へと繋がり、創造論者やインテリジェン

ト・デザイン信者に利用されるところとなっている。この問題についてリチャーズ博

士は次のように分析している。まず、一般向けの本であること、彼は海洋生物学が専

門で、脊柱動物の専門家ではないこと、それぞれの大きさを変えて描いていることを

明記していること、初版から 4-5版に至る過程で図の修正を行っていること、そして、

当時も今も相違よりは類似を強調する傾向があることなどを挙げ、ヘッケルを擁護し

ている。その上で、当時からヘッケルを批判していた発生学の権威ヴィルヘルム・ヒ

ス（Wilhelm His Sr., 1831-1904）も同じようなことをやっていたと指摘。もしヘッケル

が責められるのであれば、ヒスも同じように責めを負わなければならないとしている。

リチャーズ博士の結論は、不正行為は証明できないというものであった。 

 

ヘッケルには「社会科学（政治）は応用生物学である」という言葉がある。このこ

とに関連するかもしれないもう一つの問題がある。それは、国家社会主義との結び付

き、さらに言えば、適者が他者を支配してもよいという思想がナチズムの台頭に寄与

しただけではなく、ヨーロッパのファシズムの原因にもなっているという批判である。

しかし、歴史的に見ると、人種による違いはヘッケル以前にも論じられており、ごく

僅かの例外を除いて、ヨーロッパ人は最も美しく、最も文化度が高く、世界の頂点に

いると考えられていた。よく言われることだが、現代の倫理観で過去の人間を簡単に

裁くことは戒めなければならないだろう。ヘッケルが反ユダヤ主義者であるという言
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い立てに対しても、彼の宗教的背景からあり得ないとリチャーズ博士は結論している。

彼の著作はナチスからは排除され、彼自身は自由思想家として、亡くなるまでユダヤ

人との交流を絶やさなかったようである。たとえナチスがヘッケルの思想を自分の目

的のために使ったとしても、それはゲーテやフンボルトと同じレベルに留まるもので

しかないとリチャーズ博士は診断している。 

   

 

テルアビブ大学ギルマン・ビルディングにて 

（2009年 6月 7日） 

 

ヘッケルは広く世界を旅し、その成果を纏めた。そして、最終的に彼が描いていた

のは自然という一冊の本であるとの境地に達する。その自然には神が遍在していたの

である。彼はジョルダーノ・ブルーノ（Giordano Bruno, 1548-1600）の「すべてのもの

には一つの魂がある」という言葉を引用して、力強く訴える。さらに、動物と植物、

人間と他の動物、無機物と有機物、物質と精神との間に明確な境界線は引けないと考

えるようになる。一元論（monism）の世界観である。1906年にこの考えを広める自由

思想家の集まりとして、イェーナにドイツモニスト連合（Deutscher Monistenbund）を

立ち上げた。一時は 3000 人を超える人を集めたが、国家社会主義者により 1933 年に

解散させられている。彼は、一元論的知と倫理と美の探究こそが 20 世紀には重要にな

ると考えていた。21 世紀に求めるべきものは、それでよいのだろうか。もしそうでな

ければ、一体どのような体系を求めるべきなのだろうか。書き始めには想像もしてい

なかった遠大なテーマに行き着いた冬間近のトゥールである。 

 

（2017 年 11 月 13日） 


