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かつて宗教的な観念は科学の発達とともに消滅すると考えられたこともあったが、現実

には科学者の間においてさえも、目立った減少はない1。それどころか、社会現象としても、

宗教的なものの影響力は増大しているとさえ思われる。これは、科学的な知の拡大によっ

て宗教的観念が否定され、消滅するというかつての予測とは反対に、むしろ様々な形態を

とりながら、それが存続し続ける構造があることを暗示すものである。 

そもそも、科学対宗教という対立図式は、同じ領域の事柄について両者ともが見解を表

明し、しかも両者の見解が異なっていることから生じる。これだと、科学は宗教的観念の

「誤り」を指摘することができ、科学的知識は宗教に取って代わることになる。しかしこ

れでは、科学的な知の拡大に際しても宗教が存続する理由を説明できない。拙稿ではこの

存続理由に関して、以下のことを考察する。 

まず、科学と宗教とは扱われる事柄の領域が異なり、したがって科学の領域内の事柄に

宗教が異議を申し立てたり、反対に宗教の領域を科学的に否定する図式自体が、原理的に

は不成立であることを確認する。これに関しては、まず科学の領域を現象世界の領域、宗

教の領域を形而上学の領域として、この区別を考える立場を取り上げる。そして科学的言

明にも必ずテスト不可能な領域が背後に控え、こうしたテスト不可能領域の村在が、世界

全体についての見解には避けられないことを見る。こうしたテスト不可能領域の存続構造

は、形而上学的領域の存続の構造にもつながってくる。 

また、上で取り上げた形而上学の領域は、科学的知識の拡大においても存在し続けるが、

それでもそこは真理が対象的に成り立つ領域である。しかしそれとは別に、宗教の領域を、

形而上学的な真理が成立する以前の領域と見なす立場がある。観察される領域についてで

あれ、形而上学的な領域についてであれ、世界についての一定の言明が対象化された真理

として見られるとすれば、そうした言明をも成立させている場所に宗教的領域を見出す立

場が、これにあたる。 

さらに、この言明以前の領域を世界の意味の根源として見る立場と、反対に世界を無意

味として現われさせている仕組みをそこに見出す立場とを対比させる。前者では生の肯定

が最初から見られるのに対して、後者は生の無意味をも無効にし得る次元として、言明以



知の拡大と「語り得ぬもの」 

 － 2 －

前の領域がある点が特徴である。無意味なもの以外が絶対的に見出せない世界において、

その無意味性をも無効にさせる仕組みが、この領域にあるのである。 

 

第一節 観察可能な世界と形而上学的世界との領域区分 

科学と宗教との領域区分を考えるにあたり、まず二つの領域を明確に区別する立場につ

いて確認してみたい。 

まず科学的な世界像の典型でもあるニュートン的な決定論的世界と、この世界の中には

見出せない領域としての、アリストテレス的な形而上学の領域との区別が挙げられる。た

とえば、世界は力学的な因果法則に支配され、現在の全宇宙の状態がわかれば未来の状態

も寸文の狂いなく計算できる、という見方があるとする。しかし、そこではこうした決定

的な世界がなぜ始まったか、という問いには答えることができない。ある運動の原因は常

に考えられても、すべての運動の系列を遡って行った最初の原因がさらに原因としている

ものは、この世界の中には見出せないからである。不動の動者という形而上学的な実在は、

因果的世界には見出せないにも関わらず、その因果的世界は究極のところでその実在を要

求せねばならない。そして因果的世界の中についての知識がいくら増大しても、その実在

は因果的世界の外に求められる、という構造は残り続ける。 

そして、この因果の世界の中では、この因果を破るものは現れない。この世界を動かし

始めたものが神だとすれば、まったく自動的なものとしてその世界を創造した神ほど、そ

の完全性は増すからである。一度作れば、あとはすべて自動で動く時計を創作した職人の

方が、動いている最中にもねじを巻かなくてはならない時計の職人よりも優秀という考え

は、これと同じである。つまり科学的な知が、因果的世界の決定性を証明すればするほど、

神は完全となる構図が見える。ここで、科学と宗教とが領域を区分することで、科学的な

知の拡大は宗教を否定するのではなく、反対に保証してしまうことになる。 

因果連鎖の原因としての神以外にも、形而上学的な問いは見出せる。たとえば、マクグ

ラス夫妻が着目する「超越的な」問いも、この類である。それは「物質的な宇宙の組織と

構造についての問い」とは厳しく区別され、「科学が答えられず、また考えられるどんな科

学の発達も、それに答える権能を与えないであろう問いの存在」として主張される。具体

的には、「どのようにすべては始まったか。何のために私たちはすべてここにいるのか。生

きることの意義は何か。」(McGrath,A. and McGrath, J.C. 2007 p.39)といった問いがそれ

にあたる。この問いの対象も、物理的世界の中にはない。 

またマクグラス夫妻は、宇宙のすべてを説明する言明の条件を推測する。 

「何かを説明するものはすべて、それ自身が説明されなくてはならない－そしてその
、、

説明が今度は説明される必要があり、以下同様となる。（強調原典）」（ibid. p.27）。 

宇宙の統一理論は、それ自身の根拠についても説明しなくてはならないはずだが、どの

ような説明もその説明自身については空白だ、ということである。こうなると「統一理論」
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でさえ、その空白部分を持つ限り、形而上学的な領域と無縁ではあり得ない。 

上に記した考えは、宗教の領域を確保しながらも、観察可能な領域と形而上学的な領域

とを明確に区別するものである。ここで宗教の領域にあるものを神とすれば、それは世界

の中には現れていない。そして神は事物認識に影響を与えない。これに対して、世界の中

に神的なものが認められ、しかもその神が科学と棲み分けができるという立場についても

見ておく必要がある。宗教的観念が私たちの思考や生活習慣に影響を与える場合、それは

具体的な事物一般の認識の中に入り込んできている。この場合、一定の事物の認識につい

て両者がともに見解を表明する場合には、両者は競合し、互いが他に影響を与える場合も

ある。進化生物学者で、宗教と科学との領域区分を主張するグールドでさえ、次のように

言う。 

「科学と宗教は、心の美術館の向い合う壁にかけられた別々の額縁の中からにらみあ

っているわけではない。科学と宗教は複雑なパターンをとって、また自己類似したフ

ラクタルのあらゆるスケールにおいて、たがいに両手の指をからめたような関係にあ

る。」（グールド 2007 p.73）。 

まず着目すべきなのが、科学と宗教とが事実と価値との領域に対応する、という考えで

ある。決定論的に展開しているように見える事実に対しても、神はその事実の価値を規定

することで、そのつどの現実と具体的に関わる。この場合、倫理的な判断とは、科学的事

実の支配下に入り、それ自体は実在性のないものなのか、という問題が生じる。もし価値

が実在性を所持するなら、宗教的なものはその超越性を損なうことなく、私たちの生に具

体的に関わり得る。それは科学の支配する事実と、現実世界において共存することができ

る2。 

他方で、価値抜きの事実に関して、両者から異なった言明がせめぎ合う場合には、宗教

的言明からは、反証によって真理性が剥奪されてゆく。たとえば、現代において須弥山を

中心とした世界を信じる者は極めて限られるだろう。しかし、事実に関する宗教的言明が

反証されてゆく過程においても、宗教的言明が恒久的に維持されてゆく構造が見出される

ことがある。それは、どんな観察された事実に関しても、反証された言明とは別の宗教的

言明が、常に用意され続けることが可能である場合に生じる。 

この、反証されても、そのつど別の言明によって持ちこたえてゆく宗教的言明の構造が

見出される実例に創造論がある。創造論は神が各々の種を別々に創造したと主張し、共通

の種から様々な種が分化したと見なす進化論を否定する。そして、進化論が生物の化石か

ら種の進化発展を説明しても、創造論は各々の化石が進化ではなく、それぞれ神の創造し

た独立の型である、という説明で自らを守る。これは進化の系統樹が見えるものではない、

仮説的な性質を免れていないことによる。そして個別の種や化石のような各々の観察対象

は、複数の大枠の理論を許容し得る性質を持つ。進化論に限らず、包括的体系を持つ科学

理論は一般的に、そうした大枠の理論に相当する。創造論もそのひとつである。そしてこ
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の大枠の理論とは、必ず観察される各々の対象自身の中には見出せない性質を含んでいる。

その限りで、この理論はテストされていない側面を必ず所持している。そして、科学的な

認識がどれほど拡大しても、このテストされていない側面が存在し続ける構造はなくなら

ない。したがってこの側面をめぐって、科学と宗教とは対立し続ける。 

「自然の世界は、概念について順応性があることがよく知られている。この世界は知

的な完全性を少しも失うことなく、多くの異なった仕方で
、、、、、、、、、、

解釈されることができるの

である。（強調引用者）」(McGrath, A and McGrath, J.C. 2007 p.45)。 

そして、自然の事物に関する多くの異なった解釈というこの構造は、科学的な知識が拡

大してゆく中でも残り続けるのである。 

                      

第二節 反証不能領域の存在様式 

 １ 

 科学的知識の拡大によっても、世界が複数の仕方で解釈され続けるという構造について、

さらに見てゆきたい。周知のように、ポパーは反証可能性を科学理論の条件とした。この

場合の反証可能性とは、将来的に反証され得るが、それはまだなされていない、という意

味である。つまりこの反証可能領域については、原理的にはテスト可能である。それに対

して、反証不能とは、将来にわたっても反証不可能、つまり原理的にテスト不可能である

ことを意味する。「火星に生物がいる」という命題は将来的に反証され得るが、「一角獣が

存在する」という命題は反証される見込みがない。これをポパーは科学的な命題から除外

した。しかしここで問題にしたいのは、この「非科学」的領域が世界についての大枠の言

明から払拭され得ない構造なのである。それをます、創造論の論駁不可能性の中から見て

いきたい。 

そこで着目したいのは、進化の存在を示す証拠がいくつも見つかっても、創造説を自然

選択による進化と完全に両立させる論法が存在し続ける構造である。進化論は共通点のあ

る化石を特定の系統樹に位置づけ、その系統発生を自然選択という法則で説明した。そし

て新たに発見される化石も、その系統発生と自然選択の説とを立証させるものとして位置

づけられてきた。つまり発見される化石はどれも、進化と自然選択とを立証する証拠とな

っていった。しかしこの過程でも、創造論は次のように言うことができると、生物哲学者

のエリオット・ソーバーは指摘する。 

「種は神によって個別に創造され、その神は、種がまさに自然選択の過程によって共

通祖先から進化してきたかのように、見せかけた
、、、、、

。（強調引用者）」（ソーバー 2009 

p.86）。 

 このような言明は、自然選択と進化とを保証するどんなに詳細なデータや綿密な議論が

あろうとも、その裏をかいて付け加えられることができる。ソーバーが「万能札」(wild card)

と呼ぶ、こうした「いたずらな神」のようなメタ言明は、どんな観察言明に対しても可能
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である上に、このメタ言明の対象は観察不能であることに注意したい。しかもこうしたメ

タ言明は、化石など観察されたものについてだけではなく、世界の総体についての説明に

も付加され得るのである。続けてソーバーは、「自然の中に何を観察しようとも、何らかの

タイプの有神論を、それらの観察結果と両立するように定式化することができる」、「患者

が何を述べようとも、精神分析家は、精神分析の考え方と両立するように患者の行動を解

釈することができる」（ソーバー 2009 p.93）という事実を指摘する。 

このように、いかなる観察された自然に対しても、その観察されたものに関する反証不

可能な説明を背後に残すことができる。これは、どんなテータの集積や知識の拡大によっ

ても、反証不可能領域が永久に存続する構造を意味している。さらに世界全体について、

たとえば宇宙や物質の仕組みについてどれほど解明が進んでも、ではこの宇宙や物質を作

ったものは何か、という次元の問いについては、この解明は何も言わない。この創造者に

ついて何を仮定しようとも、それは反証不可能である。これは、宇宙や物質といった、思

考され得るものの全体が一般に、その背後に必ずこうしたメタ言明が可能な領域を残すこ

とを意味している。形而上学や宗教では、そこに神的な力や原因を見出してきた。この論

理は、ある意味では詭弁かもしれない。しかし他方では、私たちの世界全体に関する認識

の根拠は、反証可能領域に見出せないという真理をも示している。厳格な自然選択論者が

同時に敬虔な信者であり得る理由はここにある。宇宙の存在理由の謎や、絶対者への信念

の根拠も、同様に反証不可能領域にそれらの居場所を持っている。 

では反対に、このような反証不可能領域を含まない自然理解とは可能なのか。自然選択

による無目的な自然の自動展開によってではなく、神の知性が目的を目指して各々の種を

創り、現在の知性的な種などに到ったという考えをインテリジェント･モデルという。しか

しこの目的は、人間などの高度な知性の存在理由を説明するのに尤もらしい、というだけ

で、自然の中に観察することはできない。しかし逆に、自然選択という、自然主義的進化

論の理念も、自然的事実には見出せない。つまり、自然の事実だけからは、厳密には自然

「主義」的解釈も目的論的解釈も導けず、私たちは尤もらしさに従って、どちらかの解釈

を選択しているにすぎない。唯物論でさえ、この事実そのものの領域にあるのではない。

つまり私たちは、個別の自然の事実に即しているだけでは、思考することさえできないの

であり、世界についての思考は常にその事実から越え出ることを本質とする。これは宗教

的なメタ言明の場合も、「科学的な」世界像にも共通する。越え出た領域はともに反証不可

能なのである。 

それでは反対に、純粋な自然の事実というものは存在するのだろうか。そこで検討する

必要があるのが、自然自体には意味も価値もなく、それらは人間が付与した付加物である

という考え方である。こうした、意味や価値を虚構となす見方は、以下のような論法をと

る。まず、自然が美しく精巧に作られていることには理由がある、と仮定した場合、それ

は自然の現象のうちに明確な善なる意味、目的を見出す立場になる。しかし反対に自然に
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は美と同様に、醜さと非道徳的残忍さの極致と思える事実もある3。したがって、どちらに

着目するかで、自然は美しくも見え、醜悪にも見えることになる。ここから、自然自体に

は事実だけがあり、価値は実在としての事実から区別された、主観的産物だとする見解が

成立する。 

「自然の事実によるいかなる仕組みからも－極端な暖かさややわらかさからも、最大

限の不快からも―道徳的なメッセージや宗教的な結論を引き出すことはできない。」

（グールド 2007 p.205）。 

これで事実と価値との領域区分は可能になるが、その場合、自然は至って無意味な物質

となり、価値はそこに付加された単なる主観的産物となる。しかし、自然という事実に価

値が「ない」という言明も、事実に関する価値評価のひとつであることを免れない。自然

が徹底的に事実のみならば、自然が「無価値」「無意味」だとする価値評価さえ許容されな

いはずだからである。こうなると、自然的世界がすでに私たちの精神活動をも含んでいる

限り、この世界はすでに価値判断を含んで成立していると考えた方が「自然」である。反

対に、価値を除去した純粋な事実とは、科学が自らを純粋化するために、自然的世界を抽

象化するという科学自身の価値観から導かれている。むしろ事実のみが実在ならば、そこ

に無価値な事実という非価値的概念さえ生じ得ないのである。 

 さらに、反証不可能命題は「非科学的」と言えるかについても検討したい。そこで科学

の命題が反証不可能領域を所持する構造に着目する必要がある。たとえば進化論の根底に

ある適応理論は、ある環境にたまたま適応した種が生き残って行くと見なし、種の生き残

ろうとする意志が自らを作り変えることを考えない。そしてこの理論は、すべての進化の

事例に妥当することで、その正しさが保証されていると考えられている。しかしこの理論

は、化石などの事例によって検証されたのではなく、始めからそこにすべての個別データ

を収納できると考えている、検証以前の性質を持つことが否定できない。ポパーに照らせ

ば、この理論は反証可能ではなく、反証可能な装いをした反証不可能命題ということにな

る。 

同様に、「最節約性」とは熱力学の第二法則から導かれる、物質がエネルギー的にもっと

も効率よい運動をするという理論である。そして進化論においても、「最節約性」は生物の

行動選択において前提にされることが多い。しかし、無生物的な物質を支配する法則が、

生物の行動全般にあてはまるという証明はなされていない（ソバー 2009 p.344 など）。 

ここで反証不可能領域とは、個々の事実の中にではなく、自然主義的な進化論的世界観

という前提の側にあることがわかる。そして観察される事実は、すでにこの進化論的世界

観の理論負荷性の下にあるため、最初からこの理論を支える役割を与えられてしまってい

る。確かに適応理論や「最節約性」の理論は、観察と矛盾しないという意味でテストされ

ていると考えることはできる。しかし問題は、この観察結果はもともと、それらの大枠理

論と矛盾しないように組み立てられている点にある。 
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生物学だけを見ても、反証されない前提の奇妙さはほかにも見出せる。たとえば、生物

は元来利己的であるという考えがあるが、この利己性の単位は何かというと、見解は必ず

しも一致していない。ある者は遺伝子を利己的単位と考え、ある者は生物個体を単位と考

える。さらには集団や種が利己性の単位だと見なす者もある。種の論理と呼ばれるものは

これに近い。それぞれの立場は、各々の観察事例を、自らの見解と矛盾しない仕方で組み

立てる。 

これらの互いに異なる大枠理論は、知識がどれだけ拡大しようとも生じ得る。観察デー

タは観察された個別の事実のみに言及でき、その事実を含む理論や規範について直接には

言及できないからである。この理論や規範に関係するのは、観察対象よりむしろ、観察を

遂行する私たちの営為である。そしてこの営為は、観察対象の中には直接に現れないこと

をその本質とする。対象化された営為は、すでにこの意味での営為ではない。そして観察

データと矛盾しない仕方で複数存在し得るのが、世界の大枠理論であり形而上学であった

が、この理論選択に影響を与えるのが生の営為なのである。そして私たちが実在と見なす

知の形成物は、この大枠理論と関係するがゆえに、実在は生と無関係で成立することはで

きない。生と無関係で無意味無価値の事実があるとすれば、それはすでに何らかの実在で

さえあり得ない。それどころか「無意味無価値」という価値は、生との関係において成り

立っているのである。 

科学がテスト可能な領域のみに関与すると主張しても、科学は事実のみに限定されると

言うことはできない。ソーバーのように、科学が世界の全体に関する大枠理論にコミット

しないことを主張する立場でも、「科学は方法論にコミットしている」（ソバー 2009 

p.102）ことまでは否定しない。方法論とは、観察された客観物ではなく、知の営みその

ものを意味している。その限りで生の営為にほかならない。 

さて、科学はテスト可能領域と不可能領域とに関与し、宗教も同様にふたつの領域に関

与する場合がある。しかし両者は、関与の次元が異なるのである。グールドは科学をテス

ト可能な領域の事柄とし、宗教をテスト可能領域から除外して、両者を区別した。事態は

これほど単純化できない面もあるが、それでもこの区別は、両者の入り組んだ関係をほぐ

す糸口になる。 

一例を考察したい。抑うつ状態で精神が塞がっている人について、セロトニンのような

シナプス伝達物質の不足を原因と見なして、その分泌を促す薬を処方する立場は、その人

の先祖の因縁を抑うつの原因と見なす占師の立場を、誤りとして否定するだろう。この場

合は、占師が抑うつの病状という反証可能領域に立ち入ってしまったことで、その説明は

生理学によって反証されたと見なされる。しかしこの占師は、反証される領域に別の次元

から関わっている。医師は病気の治療法を示すが、なぜ患者が精神を病むような環境に生

きなければならなかったかの説明はしない。これは占師が、「先祖の因縁」を持ち出すこと

で、当人の病気についての実存的な問いの領域にまで立ち入るのと対照的である。このと
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き、占師は脳内物質を「先祖の因縁」と見なす誤りを犯したと判断されたかもしれないが、

医師の側も、その脳内物質の分泌減少の原因は、「先祖の因縁」とは無関係である、という

証明はできていない。そしてこの「先祖の因縁」は反証不可能である。こうした場合、占

師は抑うつ状態の成り立ちという反証可能領域と、「先祖の因縁」という反証不可能領域と

の両方に関わっている。他方医師も、脳内物質という反証可能領域だけではなく、実存的

な問いという反証不可能命題に関して否定的態度をとることで、自ら反証不可能領域に関

わっている。 

このように、科学と宗教とは各々の仕方でテスト可能領域にも不可能領域にも関わって

いるのが現状であり、それらの領域区分は単純ではない。これを見ると、科学や宗教に限

らず、私たちの知一般にとって反証不能領域は身近で切り離せないことが窺える。 

 

２ 

しかしそこで問題になるのは、この反証不能領域も、先の実存的な問いかけに対する最

終的な答えにはならない、という事実である。形而上学的な言明でさえ、その言明自身に

ついての根拠を示すことはできないからである。宇宙の運動の始原を不動の動者が与えた

と言っても、その動者自身は誰の命令でそれを行ったか、という問いに答えることはでき

ない。つまり形而上学的な言明はテスト不能である上に、思考が継続すれば必ずそれ自身

の根拠への問いが生じてしまう。ここにはマクグラス夫妻が指摘した、宇宙の統一理論と

同じ、自己の根拠説明の欠如が見られる。こうした根拠の欠如性は、形而上学的な概念も

含め、言明されるあらゆる理論が所持している、知の宿命である。こうした形而上学の不

完全性の克服のためには、形而上学自身の根拠や、自己言及が端的に消滅することが要求

される。これらが消滅した形而上学は、言明以前の状態になければならない。言明の存在

は、そのさらなる根拠を直ちに問題にしてしまうからである。すると、言明以前の形而上

学とは何であり、もし言明不可能な事態が形而上学の根拠の問題を解決するのであれば、

それはどのような仕方での解決なのかを問題にしなくてはならない。 

 こうした言明される以前の形而上学の問題に立ち入る前に、生命の自発性は存在するか、

という古くからの問題を見直しておきたい。この問題はテストによって答えられるのでは

なく、それに対する一定の言明つきの回答は、テストを行う以前に、その反対の立場をあ

らかじめ封じてしまっている、という特徴がある。そしてこの反対の立場も、同様に自ら

と対立する答えをテスト以前に締め出している。そしてこのようなテストされない言明同

士の対立以前への吟味が、形而上学の根拠の断ち切りにも、示唆的な方法を呈示すると考

えられるのである。 

さて、生命の自発性を否定する立場は、志向性や内的経験を機能的な事柄から説明し、

そこに自発性が入る余地を最初から与えない。それは生物における、あらゆる目的志向型

のシステムが機能的に自然化され得るとする主張の前提にある。 
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「機能の概念の意味に関する、現存するあらゆる哲学的説明には、それらがすべて自

然主義的な説明だという興味深い特徴がある。…どの説も、機能についての主張が現

在の生物学の理論と完全に両立すると主張している。」（ソーバー 2009 p.174）。 

生物は機能だという前提は、機能を司る法則に生物が従うことに議論の余地をはさまな

い。そして機能は物理的な諸法則に完全に従うゆえに、生物もその法則に従い、そこに自

発性は存在しないことが必然化する。こうなると自発性は物理法則を破ることになり、そ

れは宇宙を司る法則に反するあり得ないこととなる。 

しかし他方でこの物理的世界とは、客観のみが実在であることを前提とする世界である。

すると、生命現象の場所を客観的世界に最初から限定することが果たして妥当なのか、と

いう問題が生じる。生物学上の観察をもともと客観的、機能的出来事のみで尽してしまう

限り、直接的な感じや内側からの志向性という、生命活動主体であることにおける直接的

な所与は、テストによってそれらの不在が証明されるのではなく、最初から生物学の概念

枠に入らないことが問題なのである。生命の自発性が物理的因果関係の中に入り得ないの

も、この自発性の不在が経験的にテストされたからではなく、自発性が論理的に入り得な

い認識枠があらかじめ採用されていることによる。客観的物理的世界と内的な生命の世界

とは、経験的にどちらかの優位性がテストされたわけではなく、一方が選択された時点で、

他方の世界を支配する法則を用いることが論理的に不可能になっているのである。 

自然選択も、環境変化にたまたま適応した種が生き残ってゆくという、物理法則と同じ

く自動展開する世界観を前提にして成り立つ概念である。そこで生命の内側からの志向性

や自発的意志は最初から世界には存在しない出来事である。そこで生命が環境に適応しよ

うとする内的志向が一笑に付されるのは、この側面を捉えることのできる枠組みがもとも

とないからである。つまりこの内的志向性の存在がテスト不可能なのは、それが経験上の

制約によってテスト不可能なのではなく、客観性と物理法則とに生命把握の手段を限るこ

とによって、最初からテスト不可能になっているのである。物理法則の世界と内的生命の

世界とは、論理空間が異なるのである。 

この客観性の枠組み内でテストされる以前の事柄として、ベルクソンの élan vital を考

え直してみたい。目的論の自然化は、一定の目的に向かっていると考えられていた宇宙を、

何の目的もなく機械的に自動展開する宇宙に改めた。ここには、神の目的はもとより、各々

の生物が環境に適応しようとする、自発的な自己形成の力も最初から締め出される。他方

ベルクソンは、あらゆる生物の進化に、生命エネルギーが根底で働いていると見なし、こ

のエネルギーを機械的決定論とはまったく異なる文脈で扱った。これは生命が自ら進化発

展しようと意志する中に働く、そのつどの生命の自発性の肯定である。したがってこれは、

一度宇宙を創造すれば、あとは定められた目的へと宇宙全体が導かれる見解とも異なってい

る4。そして問題なのは、どの立場も、すべての生命現象について、自らの見解が妥当する

と考えていることである。そしてどの立場も、それぞれの論理空間が異なるために、どれ
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が正しいかをテストによって確かめてゆくことが、原理的に不可能なのである。どの立場

が正しいかをテストするには、同じ論理空間の中でそれぞれがテストされることが条件だ

からである。 

ベルクソンの élan は、物理的な因果関係から逸脱する、という形で確認されるのではな

い。もしそうであるなら、élan は物理的因果から逸脱した異様なものとなってしまう。そ

うではなく、この因果を把握する論理空間の外に、élan はある。しかし、この論理空間内

の思考によって、その空間の外を把握することはできない。意識の直接与件としての élan

などという考えは、この空間外の性質を示している。つまり物理的自然と élan との間には、

経験やテストによって埋められる断絶があるのではなく、生命現象を容れる、原本的な実

在把握の方法に違いがあると考えられる。それぞれの実在把握の仕方が真か偽かは、生命

現象の客観的データから導くことはできない。このデータというものが、すでに一方の実

在把握の枠組みを選択した後に与えられるものでしかないからである。 

また élan は、物理的自然や目的論的自然と並列する、別のひとつの実在認識の論理空間

でもない。かえってそれらの論理枠自体をも作り出す、把握不可能な働きであると考えら

れる。私たちが宇宙や生命を決定論的にしか考えられないのは、私たちの思考がすでに、

物理的自然の論理空間にしかないためである。しかし élan は、こうした論理空間そのもの

の出所であるため、そこで創られた論理空間の側から捉えることはできない。その意味で

élan は場所的でもある。その創造の働きからすると、決定論自体がひとつの結果にすぎな

い。物理的自然や神の目的論のような原理は、それ自体テスト不可能な側面を持つ、形而

上学的言説である。しかしそうした言説さえ、一定の論理空間の中にある。これらの論理

空間をも創出する élan は、それらの空間で形作られた形而上学以前の場所である限り、こ

れらの形而上学の言説によっては語り得ない。ここで、言説化されたテスト不可能領域と

しての形而上学に対して、言説化以前のテスト不可能領域が区別されることが考えられる。

それがどういった性質の領域なのかをさらに考察したい。 

 

第三節 科学か宗教かという二者択一の無効化 

言説化以前のテスト不可能領域とは、形而上学以前であり、「知」以前でもある。この領

域について考察するにあたり、二分法的思考によって真や偽として判断される対象ではな

く、そうした二分法的思考を成り立たせている根拠に着目する必要がある。先に考察した

ように、物理的決定論か神の目的論かという選択においては、どちらの立場を採用するに

せよ、答えは形而上学的な知として与えられる。この知においては、神が存在する、しな

いという選択と同様、真偽の判断がなされ、問いに対する答えという形式が客観的に成立

する。「生命は物質的に決定されているか」、それとも「生命に自発性は存在するか」など

といった二者択一の問いには、この客観的形式が妥当する。そしてこれらの問いに答えが

あるとすれば、問われるふたつの選択肢が、同じひとつの形式枠の中で対比される必要が
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ある。ひとつの形式枠の中において、はじめてふたつの選択肢はそれらの真偽をテストさ

れることができるからである。 

さて、科学か宗教かという対立図式が生じる場合、宗教の見解が科学によって否定され

たり、逆に科学の説明を宗教が補う試みが見られた。たとえば創造論と進化論とは、同じ

領域の事柄について、互いに異なる見解を主張することで対立した。また、科学の説明で

は扱われない実存的な領域を宗教が補完する場合には、宗教が理由や概念の形でこの問い

に答えようとした。しかしこの実存的応答は、そのさらなる根拠を問われるのであった。

これらの構造は、科学の言葉と宗教の言葉とが、ともに存在者と存在者という、明確化さ

れた言説同士の形で成立していることによって生じる。しかもそれらの言説はともに自ら

の仕方でテスト不可能領域へ関与することで、世界全体についての説明となった。 

それ以外に、宗教によるテスト不可能領域への関わりあい方があるとするならば、それ

は「科学の言説」対「宗教の言説」という構図で宗教と科学とを対置させるものではない。

反対に、これらの対置の構造そのものを切り崩す役割を宗教が担うこととして考えられる。

この切り崩しは宗教の言説が科学の言説に反論することではない。この切り崩しは、客観

的対象や概念として認識されることはない。それは機械的自然か神による目的論かという、

ふたつの存在者についての選択を無効にさせる出来事であり、形而上学的な知が知として

成立する以前に戻ることそのものである。これは形而上学の根拠である限りそれ自身形而

上学ではなく、むしろ形而上学以前である。形而上学も一定の言説である限り、宇宙の根

拠がこの言説よって与えられる場合、この根拠のさらなる根拠が問題化されてしまう。そ

れに対して、知以前に戻る出来事は、言説でも対象でもないため、そのさらなる根拠はあ

り得ないのである。 

たとえばこうした知以前の出来事の一例として、死後の生を問題とする前期ウィトゲン

シュタインのテーゼを取り上げてみたい。 

「何より、（魂の時間上の不死性という）この仮説は、ひとがいつもこの仮説をもって達

成しようとしているものを、成し遂げることは決してない。…空間と時間の中における生

の謎の解決は、空間と時間の外部に存している。」(Wittgenstein 1921 6.4312) 

ここで、「魂の時間上の不死性」を言説化された答を求める問い、そして「空間と時間の

外部」を知以前の事柄として、今までの考察にあてはめてみたい。前者の問いは、肉体の

死後も魂が永遠に生きる、つまり永遠に生きたいという期待に対して、テストによる回答

を求めている。そしてこれは、答えられる問いかもしれない。しかし、魂の死後存続への

問いに答えが出たとしても、さらにその後はどうなるか、という問いが再び提出され、問

いは永久に終らない。この問いの形式では、永遠の生による幸福を得ることは不可能なの

である。したがってこの幸福を得るためには、この問いの形式を無効にすることが求めら

れる。それがテストによる回答から超越すること、回答を語り得ぬ領域へと移転させるこ

とである。それが「時間と空間の外部」に到ることなのである。この意味で、テストによ
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って求められる回答と、時空の外における生の謎の解決とは、厳格に区別される。では語

り得ない答えとはいったい何なのか。 

ウィトゲンシュタインが示唆する「語り得ぬもの」とは、問いに答えを与えるものでは

なく、問い自体の消滅を通じて問題が解決する、という事態そのものとして考えることも

できる。そこでは「語り得ぬもの」という存在者があって、実存の問いに回答を与えるの

ではない。事態そのものとしての「語り得ぬもの」とは徹頭徹尾、対象とはならず、考え

の外にある。反対に、私たちが対象として考えるものは、一定の論理空間の中にあること

を必要とする。ところで、問いに対して要求される答えとは、その問いと答えとを容れる

論理空間があって初めて期待され得るものである。そして問いの対象に関する客観的なテ

ストも、この空間内で初めて可能となる。するとこの空間が別の空間に取って代わるとき、

もしくはこの空間が端的に無効になるとき、問われていた対象について回答は与えられな

いばかりか、対象への問い自体が消滅する。このとき、回答が与えられないことに消極性

はなく、反対にこの消極性の根拠自体が根こそぎになる。それは消極性を抹消した積極的

事態となる。 

たとえば宇宙の果ての向こうは何か、という問いは直角座標系の空間認識の形式を前提

として生じているが、この認識の形式からは、一定量の大きさはあるが果てがない宇宙を

考えることはできない。もし直角座標系の空間認識しかない人間が、大きさはあるが果て

のない宇宙を許容するリーマン幾何学的な空間認識を獲得し、今度はもっぱらその認識形

式しか使えなくなってしまう状態を仮定したとする。すると直角座標系の空間認識しか持

たない場合に生じていた、果ての向こうは何かという形而上学的な問いは、最初から生じ

得ない。ここで、「果ての向こう」に関する問いに答えが与えられないことは消極的事態で

さえなく、すでに何が問題であったかさえわからなくなるのである。 

ウィトゲンシュタインの言葉を借りれば、直角座標系の空間認識だけの状態で生じてい

た形而上学的な謎を持つ状態から、何が問題であったかさえわからない状態へと移行する

出来事そのものが、「語り得ぬ」事態に相当する。そして後者の認識形式だけの世界では、

前者の空間認識で生じる謎も「語り得ぬもの」になる。無論、このふたつの空間認識の隔

たりは、「語り得なさ」を示すための比喩にすぎない。私たちが絶対的な意味で「沈黙しな

くてはならない」次元での「語り得ぬもの」とは、ある認識形式から他の認識形式に移行

すれば「語り得る」ようになる類のものでは、決してない。 

このような形而上学的概念の根拠を成り立たせている次元として、西田の行為的直観を

捉えなおすこともできる。行為的直観の現場を捉えようとすれば、それは端的に「矛盾」

と映る。しかしこの矛盾とは、私たちが世界を一貫した整合的な論理で捉えようとしたた

めに生じたものに他ならない。すると私たちが世界そのものであると考えている、この「整

合的」な論理の方が、むしろ実在から離れた抽象形式にすぎないことになってくる。たと

えば西田自身も言うように、私たちの行為は客観的には物質的決定性の支配下にあるが、
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反対に内面的には自発性の存在が直接に理解されている（西田 1988ｂ p.76.）。これらの

決定性も自発性も、それぞれの論理空間において世界を説明しているが、根本的なところ

でふたつは断絶している。一方の論理枠は他方と「矛盾」するしかなく、この限りで世界

は概念としては断絶している。しかし私たちの直接的な行為において、現実として両者は

同時に成り立っているのであり、その意味で直接的な行為は論理としての矛盾を包摂して

いる。この矛盾が解消した状態は、物質、精神の両方の論理空間からすると、「語り得ぬも

の」に相当する。しかし行為そのものにあるならば、最初から矛盾は生じていない。この

行為は、私たちのあらゆる論理的枠組みの成立以前にあるからである。したがってその行

為は、論理枠以前にあるという意味で直観であり、理解の枠組みさえをも創造する働きで

もある。反対に、何かの論理枠を通じて世界を理解しようとするとき、それは直ちに他の

枠組みからの理解と矛盾する。したがって何かとして世界を理解することは、その時点で

直ちに矛盾をはらむしかない。 

あらゆる論理の枠以前に戻るという行為的直観の性質は、あらゆるものの述語となるが、

それ自身は述語づけられない、「場所」の性質とも共通している。論理の枠内で実在を把握

することは、その実在を何かとして述語によって性質づけることであり、その時点で実在

の限定である。反対に限定されていない場所とは、限定されないゆえに論理の枠内で捉え

ることはできない。形而上学の根拠となる語り得ない領域は、西田的に解釈すると、この

「場所」に相当する。言説化される形而上学とは、いまだ論理の中にあるゆえに限定され

たものであるのに対して、形而上学の根拠となる次元は、この限定の論理を超えているか

らである。それはあらゆる分節化以前であるため、もはや述語によって包摂不能な場所や、

そして論理枠からすると矛盾にしかならない行為的直観の性質に重なるのである。そして

場所や行為的直観においては、論理化、存在者化を通じての実在理解ではなく、自覚的、

直観的な直接性の意義が高じる。このように場所や行為的直観には、あまりに直観的、直

接的であるために概念以前であるという性質と、最も一般的な述語概念よりも一般的であ

るために決して概念化されないという性質とが同時に含まれている。前者は無媒介的な此

方の極限であり、後者は一般化が極限にまで至ることで、もはや一般という性質を失うこ

とである。 

 

第四節 無意味の無効化 

西田は行為の現実を矛盾と見なし、その矛盾に形式化以前の積極性を見出した。これは

形式的な枠組みが作り出した決定論的な世界や、それとは逆だが形式枠が作り出した点で

は共通する、意志の自発性といった二分法以前を評価する態度である。ここからすると、

価値に対する無意味な事実としての自然とはどうなるかを、確認しておきたい。 

無意味な事実としての自然とは、たとえば決定論的宇宙の中に、その決定性の例外とし

ての自発性を見出すことはできない状態と類似している。しかし、決定論的宇宙が私たち
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の認識形式を前提にしているなら、自然の「無意味」さえ同様に認識形式を前提としてお

り、その形式以前の場所においては、「無意味」さえ成立しないことが考えられる。それは

「無意味」に新たな意味を付け加えることではなく、「無意味」の無効化である。 

これは、自然を客観的事実、それに対して価値を主観的な産物と見なし、意味を単なる

主観の産物として位置づける立場でもない。むしろ「無意味」も意味のひとつであると見

なし、自然からも主観からも、そうした意味を一切見出さないことによって、「無意味」と

いう意味の根拠を絶つ立場である。それは価値否定という価値も自然の中に残さないこと

である。 

これを自然の有意味と無意味との彼岸だとすれば、私たちの行為はどういった所に位置

づけられるのか。この彼岸の状態は第一に、神の特定の目的が自然の細部までを決定する

目的論ではない。この目的論では、神の目的に参与することのみが「意味」になるので、

各々の自由で自発的な運動とその意味とは存在し得ないからである。第二に、ひたすら事

物の法則に従って自然が運動する、機械論的自然の立場でもない。この自然の自動的な運

動は、私たちの行為に意味を与えないからである。 

そこで第三に、神の目的に従う枠組みにはなく、反対に機械論的宇宙にも見出され得な

い自由を含む宇宙とは何かが問題になる。物質のみの世界には自由はない。反対に、物質

に精神を対置させることで、精神の自発性を見出そうとする立場も、精神が物質の複合か

ら説明されてしまうと、精神の自発性を擁立できない。それでも行為に「意味」を見出そ

うとすれば、物質の決定性を形作る枠以前に戻ることが方法となる。この枠以前において

は、二元論的区分が成立せず、物質という概念がない代わりに精神さえ存在していない。

したがってそこでの自由は、精神が物質の決定性から逸脱するという自由なのではなく、

決定性と非決定性とを区別しなければならないという枠組みからの自由なのである。なぜ

なら、自由か決定かという選択的な問い自体が決定論の枠組みに縛られたものに他ならず、

知性の枠以前の自由とは、この枠組み自体からも解放されるという意味での、絶対的自由

でなければならないからである。決定性や選択的自由とは、この絶対的自由を物質の枠組

みを通じて客観化させたときに初めて問題になるものにすぎない。 

たとえば、ベルクソンにみられるような生は、機械的自然の無意味に対して、神の目的

へ向かう有意味として対置されるものでさえない。基本的にこの生は、客観的なテスト対

象としての存在者ではなく、直接的所与という仕方で確証されるしかない。他方、自然の

決定論的な物質性や、逆に目的を設定して世界を創造した神の存在も、客観的な存在者の

性質を持っている。これらとは異なり生の直接所与性からすれば、物事を分節して客観化

する知の方が、特定のプラグマティックな目的のために、生から抽象された手段として考

えられる。目的の特定化はすでに生の一部を抽象化することであり、そのために物事の客

観化が必要なのである。反対に生そのものは、この目的の特定化以前にあるために、客観

化される必要もない。そしてここで、客観的なテストの対象にならないことは、非実在の
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理由にはならない。 

さらに形而上学的な謎は、こうしたプラグマティックな目的達成のために実在を分節化、

抽象化した知性の形式によって、もともとそうした目的達成の範囲にはない事柄を捉えよ

うとすることで生じた。私たちの存在理由や、空間や時間の果てのようなことは、元来こ

のプラグマティックな知性の範囲にはない。つまりこの知性の形式を、最初からそうした

究極問題に対して用いなければ、謎は消滅し、事態は単純化することが考えられる。むし

ろこうした究極問題自体が、プラグマティックな要求から生じた認識形式を、すべての事

柄に用いようとしたために生じたと考えられる。したがってその領域の事柄については、

本来この認識形式を通じた客観的なテストを行おうとすること自体、意味がないのである。

その領域についての私たちの判断が偽なのではなく、真もしくは偽という判断が成立しな

いのである。 

ベルクソンの生も、この認識形式以前にある。そして彼における生は、当初から積極的

な意味を持つ。反対に西田の絶対無に見られるような「無意味」以前への追求は、徹底的

な意味の不在から出発している。事実の無意味を自己崩壊させるという課題には、こちら

の方が密接である。絶対無は、分節的知識以前に戻る点ではベルクソンの生にも共通する

が、徹底的な無意味が世界を埋め尽くし、絶対的な否定しかない状態がそのまま肯定に転

化するという否定即肯定の構造は、ベルクソンにはない。この無意味な事実の肯定は、知

的な視点からは考えることができない。しかし反対から見れば、絶対無や行為的直観の理

解不可能性の方が、実在を知性の対象に限定することで初めて生じると言える。直接的な

絶対無や行為的直観自体には、理解不可能性さえ生じていないからである。 

西田の矛盾とは、テスト可能な事柄同士が対立することではない。テスト可能な対立は、

対立項をともに同一の尺度に容れる枠組みがあって、その中で対立することが条件となる。

西田の矛盾を担う行為主体は、そのような枠組にさえ入らない。たとえば人間は自由か決

定されているかという対立は、元来両者ともをテストできる枠組みがあって成り立つが、

実際にそうした枠組みは見当たらない。するとこのレベルでは元来、矛盾対立すら成立し

ていないことになる。すると西田の「絶対矛盾」とは、テスト可能な相対的矛盾ではなく、

矛盾すら成立しないという意味での「矛盾以前」となる。それをテスト可能な相対的矛盾

だと思い込むことが、形而上学の問題を生じさせていることになる。この相対的矛盾の成

立以前は、論理空間以前の語り得ない次元でもある。そしてこの次元への遡及によって、

問題に答えが与えられるのではなく、問題自体が根を絶たれるという仕方で、謎は消滅す

る。絶対矛盾の同一があるとすれば、それはこの次元で生じる。 

この直接性の次元からすると、知性による自然把握によって、初めて自然は無意味な事

実として出来上がる。無意味は知性による間接化と、価値から区別された事実という論理

空間の設定によって初めて生じるからである。無意味な事実とは存在者であり、直接性の

次元を間接化させた結果現れたものにすぎない。また反対に神の目的の下に秩序づけられ
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た世界も、神の意図を表現するために呈示された存在者にすぎない。これらの場合とは異

なり、無意味を無意味のまま生きる直接性は、自らを無意味として、もしくは何かの意図

の表現として描き出す論理空間を持たない。 

論理空間を介した表現と直接性との区別は、存在者に対する存在という、ハイデッガー

的な存在論的差異にも類似している。矛盾なく把握されるものが存在者にすぎないならば、

いかなるその類の把握からも抜け落ちる事柄は、存在者を把握する視線からすると「矛盾」

にしかならない。しかしこの「矛盾」にこそ、存在者の根拠となる次元が開示される。こ

の意味でベルグソンの élan、ハイデガーの存在、西田の絶対無や行為的直観、仏教的な無

は同じ地平にある。ただし、前二者は生への肯定的な方向から、逆に後二者は否定的方向

からそこに到るという違いは認められる。無意味を絶対的に生き抜く直接性は、自然の無

意味という消極的事実の徹底を条件とする点で、「存在」ではなく、絶対的な「無」だから

である。 
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註 

                              
1  マクグラス夫妻は、現役の科学者に対して 1916 年と 1997 年にまったく同じ質問項目で行われ

た、信仰に関する調査を紹介している。それによると 1916 年では、人間と実際に関係を結び得

る類の神の存在を信じる科学者が約 40％、信じない者が 40％、どちらとも言えない者が 20％、

そして 1997 年でもほぼこの傾向で、この類の神を信じない者が 45％と微増したものの、信じる

者は 40％と堅持されていた。またこの調査での神には自然神や崇高な霊的原理は含まれておらず、

それを含めれば両方の調査において「信じる」値が増えるという（ＭcGrath, A. and McGrath, J.C. 
2007 pp.42-3.)。 
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2  ここで、「である」（事実）と「べきである」（価値）とを区別して、「べきである」が「である」

に還元されるとする主張は、倫理的な非実在論となる。「べきである」が「である」とは独立、

もしくは「である」の前提になるとするのは、倫理的な実在論に分類される。前者は、世界の事

実的状態のみが実在であり、価値はそこから一方的に導かれるという考えになる。ここで意図や

目的は事実に従う、その付加物にすぎない。後者では、事実とはすでに価値の側からの解釈を含

み、私たちの価値観にそぐうように事実が規定される、という見解さえある。このとき倫理や生

は事実としての真理に従うのではなく、真理を創造する要因になる。もし価値が事実から独立で

あれば、事実についての科学的知識の拡大によって、宗教の領域が狭められることはない。 
3  グールドはこうした醜悪な自然の例としてジガバチの幼虫の寄生行為を取り上げる。コオロギな

どの成虫の体内にこのハチの卵は産み付けられ、孵化した幼虫は宿主を麻痺させた上で、宿主に

とって致命的になる臓器だけをきれいに残し、それ以外の内臓を食い尽くして外に出てくる。宿

主のどの臓器が致命的で、どれがそうでないかまで、生まれたジガバチの幼虫は正確に知り尽く

しており、その仕組みは、自然のこの上なく巧妙で醜悪な設計を私たちが感じざるを得ない好例

とされる。 
4  このような神の目的によって計画された宇宙は、世界全体の目的を設定し、また各々の被造物の

行動をその目的に組み込まれる限りにおいて意味づけるが、今ここにある個別の生命の自発性を

保証することはない。生命の個別な自発性は、神の計画に逆らうことにもなってしまうからであ

る。これは、物理的自然における自発性の異様さと共通している。この自発性を容れ得る枠組み

が、最初から存在しないからである。神の目的世界では、内面性の度外視は物理的自然ほど明確

ではないが、生命各々独自の自発性が当初からあり得ない点では共通している。 

 


