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生命における概念と規範 

―観念論の範型としての生命認識― 

 

大河内 泰樹（一橋大学） 

 

 

生長と生命は化学過程
．．．．

と見なされるべきだと、最近よく言われている。 

シェリング  

 

生命とはタンパク質の存在の仕方である。  

エンゲルス  

 

20 世紀の生化学は、生体と非生体との本性上の差異の抹消という、19

世紀の有機化学者たちの大部分が目指していた結論とは正反対の結論

に達した。  

カンギレム 

 

 

はじめに 

 

ドイツ古典哲学をテーマとすべきこの論考 1を時代も国も言語も異なる哲学者による次

の問いかけからはじめてみたい。  

 

概念はわたしたちが生命に近づくことを可能にすることができるのだろうか、あるいは〔できる

のだとしたら〕それはどのようにしてなのだろうか。ここで問われているのは概念の本性と価値

であり、生命の本性と意味である。生命の認識においてわたしたちは知性から生命へと前進する

のだろうか、それとも生命から知性へと歩むのだろうか。前者の場合には、知性はいかにして生

命に出会うのだろうか。後者の場合には、知性が生命をとらえ損ねることがどうしてありうるの

だろうか。最後に、もし概念が生命そのものであるのだとしたら、わたしたちが知性に近づくこ

とを可能にするのに、概念が適しているのかどうかが問われなければならないだろう。  

 

この引用は、カンギレムが 1966 年に行った講演「概念と生命」からのものである（Canguilhem 

1994, 336=2012, 390）。ここでカンギレムが問うているのは、生命の認識がそもそもいかに

して可能なのかということであり、知性が持ち合わせている概念によって、なぜわたした

ちは生命を認識することが出来るのか、ということであり、あるいはなぜ知性が生命を捉

え損なってきたのかということである。そして「もし概念が生命そのものであるのだとし

                                                           
1 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 12 回大会・特集「ドイツ古典哲学」において行った報告を大

幅に改稿したものである。以下の「死せる犬」への言及については、この特集の趣意文を参照いた

だきたい。当日は司会の荒畑靖宏氏をはじめ出席者の方々から多くの助言をいただいた。また、井

頭昌彦氏からは講演原稿に対して建設的なコメントをいただいた。すべての疑問や指摘に答えられ

たわけではないが、改稿にあたっては大いに参考にさせていただいた。記して感謝したい。  
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たら」と条件法で述べているとしても、ここでカンギレムが主張するのは、「概念が生命そ

のものである」ということにほかならない。  

ドイツ古典哲学は、自然の認識を自然哲学として展開した 2。ドイツ古典哲学が「死せる

犬」であるとするなら、自然哲学はその最たるものであろう。「自然哲学」という用語は科

学史研究においてしばしば無意味で、科学の発展とは無縁な暗黒時代を差し示すもの、そ

れどころか科学の正常な進歩を妨げたものとして理解されている3。現代哲学における自然

主義の隆盛においてはなおさら、道ばたのその哀れな遺骸が顧みられることもない。  

しかし本稿では、生命の認識という主題において、ヘーゲルの観念論的立場が、一定の

説得性を持っているということを示したいと思う。以下の箇所においてヘーゲルは、わた

したちが生命を認識するときに、何を行っているのかということを概念との関係で語って

いる。 

 

この物質
．．

は存在する物
．．．．．

ではなく、普遍的なもの
．．．．．．

としての存在、あるいは概念というあり方をして

いる存在である。（略）そこで、検証されなければならないのは、理性本能にとってその帰結がど

のような転回を遂げるのかということ、そしてそれによって理性本能による観察のどのような形

態が登場するのかということである。この〔理性認識を〕試行する意識の真理として我々が見る

ことになるのは、感性的存在から解放された純粋法則である。わたしたちはこの法則を概念とし

て目にするのであり、しかもこの概念は、感性的存在のうちにありながらも、感性的存在の中で

自立的かつ束縛なく運動するのであり、感性的存在の中に沈み込んでいながらそれから自由であ

り、単一な
．．．

概念なのである。本当は帰結
．．

であり本質
．．

であるものが、いまやこの意識にとってそれ

自体で登場するのであるが、それは対象
．．

として登場するのである。（略）概念の単一性においてそ

の過程を備えている、そのような対象が有機的なものである。（GW 9, 144-145）  

 

前提となっている文脈の理解なしには、難解な箇所であるが、少なくともここでヘーゲル

が、有機的なものの認識にあたっては、概念が感性的なものの中に存在し、概念が対象と

して見出されると理解しているのを見て取ることが出来る。上記のカンギレムの問いに対

するヘーゲルの解答はいうならば、「生命はそもそも概念であるのだから、わたしたちは生

命を認識できるのだ」（と少なくとも「理性」は思っている）ということになるだろう。  

わたしたちはこの観念論的主張を（『精神現象学』において理性として成立したのはまさ

に観念論であるとされていた）どのように正当化することが出来るだろうか。以下では、

この問いに「規範」という観点を導入することで答えることを試みたい。  

以下ではまず、1. 上記のヘーゲルの引用がヘーゲルのどのような生命理解を示している

のかを『精神現象学』においてこの引用部がおかれている文脈をふまえて明示した上で、

その背景にあるカントの有機体論の内容を確認する。そのうえで 2. ヘーゲルが論理学で

                                                           
2 ここでは「自然哲学」を、シェリングないしヘーゲルがそう明示して自分の哲学体系の中で位置づ

けた「自然哲学」だけでなく、カント及びカント以降のドイツ古典哲学に属する哲学者たちが、自

然ないし自然認識について扱った哲学的議論全般を指す広い意味で用いる。  
3 例えばアシモフ（2014）、中村（2013）。  
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扱っている概念と実在の一致としての「理念」における生命概念がどのようなものである

のかを簡単に確認したあと、3. 生命と概念をめぐるヘーゲルの思考が、規範論的観点から

もカンギレムと通じ合う点を持っていること、4. それが規範的ヘーゲル解釈の拡張を要求

するものであることを指摘する。そのうえで、5. この拡張の方向を、分析哲学において生

命について新たな論点を提起しているトンプソンを参照しながら提示し、最後に結論とし

て、生命認識における観念論が一定の積極的意義を持っており、同時に物理主義の放棄を

促すものであることを主張する。 

 

 

１．カントとヘーゲルにおける生命の概念 

 

『精神現象学』において、欲望の対象としての生命（自己意識章）ではなく生命の認識
．．

が扱われるのは、「実在の一切であるという意識の確信」（GW9, 133）としての理性に到達

してからのことである。この観念論としての理性は、これに先立つ「意識」が行っていた

感性的対象や法則の認識を新たな場でくり返しながら、まさにその「帰結」として、この

理性に固有の対象としての「有機的なもの」に向き合うこととなる。このことは、ヘーゲ

ルにとって自然認識のなかでも、生命の認識が概念との関係において特別な位置を占めて

いることを意味する。  

たしかに、『精神現象学』においてこの生命を認識する理性の立場はそれ自身乗り越えら

れていくはずのものである（したがってここで理性は「理性本能 Vernunftinstinkt」と呼ば

れている）。しかしまた、この立場を乗り越えたときには、意識の対象はもはや生命ではな

くなっているというかぎりにおいて、逆説的に生命の認識はこうしたあり方でしかあり得

ないことを主張していると言える。  

ヘーゲルはここでカントが『判断力批判』で展開した有機体論を再構成しながら、それ

よりも踏み込んだ有機体理解を示しているということができるだろう。そこでまずは、カ

ントの有機体論について確認しておきたい。 

上記の「自然のなかに概念を想定することなしに、自然を認識することは出来るのだろ

うか」という問いに対するカントの解答は自明であるように思われる。なぜなら、カント

にとって経験の対象である自然は概念（カテゴリー）によって構成されたものであるから

である。常にすでにそこに概念はある。しかし、カント以降の自然哲学において主に議論

されていたのはこの意味での自然に内在する概念ではない 4。 

カント以降のドイツ古典哲学が問題とみなしていたのは、カントが現象における客観性

を保証したのが作用的〔力学的〕因果性にとどまっていたということである。これによっ

て、自然が法則によって支配されていることは保証されたとしても、自然の中には法則的

必然性にしたがっているだけではなく、別の原理をもって動いているかのように見えるも

のもまた存在するように思われた。それは「その物体の諸部分は、その形式および結合に

関して、総じて相互に産出し合い、こうして自分の因果性に基づいて一つの全体を産出す

                                                           
4 筆者による、「ドイツ観念論」像の概要については大河内（2015）。  
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る」（Kant [1790] 1998, 485=2000, 29）ような対象、つまり有機体である。注目すべきは、カ

ントがここで有機体の認識における「ある概念」の役割を主張している点である。有機体

を前にしてわたしたちは、「客観についてのある概念に、それがあたかも（わたしたちの中

でなく）自然の中に見出されるかのように、客観に関する因果性を付与する」（Kant [1790] 

1998, 470=2000, 11）。この「ある概念」とはつまり目的である。しかし周知のように、カン

トによればわたしたちは、「目的にしたがった因果性」に作用的因果性と同様の客観性を認

めることは出来ない。そこに働いているのが、規定的判断力ではなく反省的判断力である

かぎりにおいて、この「概念」は現実を構成することは出来ない。したがって「そのよう

な（わたしたちがわたしたち自身の中に見出すような）因果性の類推にしたがって対象の

可能性を表象する」（Kant [1790] 1998, 470=2000, 11）しかないのである。  

わたしたちは、作用的因果性がわたしたちの認識能力の側に由来するということをもは

や認めないかもしれない5。しかし、むしろそのことによってカントの目的論的判断力にお

ける洞察がわたしたちにとって重要になってくる。それは、生命の認識における概念の役

割をわたしたちに示しているように思われるからである。  

実際カントは自然科学にとって「自然学の対象の固有の集合 eine eigene Klasse に関して、

目的論的な判定方法 Beurteilungsart を自然学 Naturlehre の原理として使用することは、有機

的存在者における自然目的の経験的諸法則に関して許されているだけではなく、また不可

避でもある」（Kant [1790] 1998, 496=2000, 42）と主張する。しかし、客観的な自然の一部で

はないのにもかかわらず、自然について理解するにあたって必要であるというのはどうい

うことなのだろうか。その概念は自然に属するものであってはならないのにもかかわらず、

自然の中にあるものと見なされなければならない。カントは反省的判断力がその下に経験

を包摂する蓋然的概念として目的を導入することで、生命認識における概念の必要性を逆

説的に示していると言える。  

上記のヘーゲルの「観察する理性」における、有機体の認識についての理解は、有機体

の原理が「概念」であることを指摘するかぎりで、カントの議論を焼き直しているという

こともできる。しかし他方で、理性はこの「概念」が対象自身の中に内在していると理解

しているからこそ、そこに有機体を認識することが出来るのであり、ヘーゲルがここで描

いている「観察する理性」はむしろカントの制約を超えて概念の実在性を認めているので

ある。 

 

 

２．理念としての生命 

 

このように『精神現象学』の理性論は、たしかに有機体における概念の実在性という論

点を打ち出しているが、この立場は『精神現象学』という著作の特殊性上（つまりそこで

描かれているいずれの立場も絶対知に向かう中で乗り越えられていく一段階である）ヘー

ゲル自身の有機体についての見解を示すものであるのかは明確でない。しかし、ヘーゲル

                                                           
5 筆者は必ずしもこれにコミットするものではないが、本稿ではさしあたりこれを前提とする。  
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にとって生命は自然である以前に論理学のカテゴリーであり、それは「充全な概念」つま

り、実在と概念との統一としての「理念」であるとされている。『大論理学』概念論でいわ

れているように、生命は「端的に概念によって貫かれた」客観性（GW 12, 182）なのであ

る。 

論理学において「生命」を扱うということが特異であることについて、ヘーゲルは自覚

的である6。ここでヘーゲル論理学のコンセプトを詳細に述べることは出来ないが、しかし

ヘーゲルが論理学のカテゴリーとして「生命」を扱うのは、「生命」を論理的概念として導

入しなければ、他の概念（概念、判断、推理、という一般的な論理的カテゴリーはもちろ

ん、存在や、実体や、因果性なども含めて）によってはまだ適切に理解することのできな

い論理構造を持った対象（有機体、あるいは精神7）が存在すると考えていたからだろう。 

さらに重要なのは、論理学においては、生命に先立って「機械論 der Mechanismus」と「化

学論 der Chemismus」が扱われている点である。まさに、彼の時代の科学によって見出され

ていた三つの自然領域をヘーゲルは論理学の中に取り込んでいるわけである8。しかし、ヘ

ーゲル論理学において「機械論」、「化学論」のあとに直接続くのは有機体論ではなく「目

的論」であり、しかもこの目的論で扱われるのは、有機体の内的目的論ではなく、目的‐

手段関係を示す外的目的論である。つまり、主観的概念である目的が、手段と結果の間に

ある「機械論的」「化学的」必然性をつうじて実現されるプロセスであって、有機体に見出

されるような客観的目的論ではない。この目的論においてようやくこの外的な目的手段関

係が客観性と一致することによって 9、機械論、化学論、目的論からなる「客観性」は、生

命としての理念に到達する。  

したがって、論理的概念としての生命は「客観性を自分に適合した仕方で定立する」（GW 

12, 182）統一であり、「目的の手段と道具が、達成された目的」（GW 12, 184）である有機体

Organismus である。つまりそこでは、部分を道具 Organ としながら、その目的はその部分

（分肢 Glieder）からなる全体の維持であり、その意味で目的と手段は一致している。そし

てその部分が切り離されるならば、「通常の客観性の機械的および化学的関係に戻って行

く」（GW 12, 184）ことになる（切り落とされた手足はもはや生命ではなく、物理的・化学

的対象である）。ヘーゲルはここでまず「a. 個体的生命」として、一個の有機体の中に、感

受性、刺激反応性、再生産という三つの原理が（それぞれ普遍･特殊･個別として）存在す

ることを指摘し10、次に「b. 生命過程」として環境との物質代謝（それは外にある機械的・

                                                           
6 「生命の理念はあまりに具体的で、そしてもしそう言いたければ実在的な対象に関わるものである

ので、通常の論理学の表象にとっては、これによって論理学の領域が踏み越えられてしまったかと

思われかねない」（GW 12, 179）。Cf. Thompson 2008, 25-27. 
7 「生命章」冒頭部における、自然における生命と精神における生命についての記述を参照（GW 12, 

179-181）。  
8 したがって、ヘーゲルにとっては有機体のみならず機械論的自然においても、化学現象において

も、「概念」が働いていることになるが、この点についてはここではこれ以上扱わない。  
9 なぜ概念と客観性がここで一致しうるのかは問題ではない。ヘーゲルはもちろんどんな目的論的

行為も成功するということを主張しているわけではない。それは外的目的論と内的目的論（有機体）

との論理的関係の記述として読まれるべきである。  
10 生命をこの三つの原理で説明するのはヘーゲルのオリジナルではない。シェリングも用いている

ほか、もともとはフォン･ハラー、キールマイヤー等の生理学者に由来する。また 18・19 世紀人だ
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化学的過程が有機体のうちに取り込まれ、排出される過程である）を、最後に「c. 類」に

おいて生殖と死を扱っている。 

 

 

３．規範と生命の認識 

 

前節では、ヘーゲルの論理学における「生命」概念の位置づけと中身を非常に雑ぱくに

確認したにすぎないし、わたしたちは必ずしも、有機体や生命についての原理的考察と、

当時の経験的な科学的知見に基づく概念とからなるこの複合物をそのまま生命の正しい概

念として受け入れる必要はない。ただそれが、機械論と化学論を前提としながらそれに還

元されるものではないこと、生命を実在する論理として記述しようとする一つの試みであ

ったことを確認しておこう。こうした生命の理解は、カンギレム自身が理解していたより

も彼の生命理解と響き合うものを示している。まさに、くり返しカンギレムは有機体を物

理学や化学に還元することを批判し、生気論に一定の意義を認めていたのである。 

たしかに、なぜわたしたちが生命を認識することが出来るのかという問いに対するカン

ギレムの解答は、簡略化していうならば「わたしたちが生物であるから」というものであ

る11。他の箇所でカンギレムは述べている。「もし仮に生命が、自分の生活する環境の変化

に応じて、プラスやマイナスの方向に反応するものではないとするならば、どんな生物も

決して医術的な技術を発達させはしなかったろう」（Canguilhem [1966] 1999, 80=1987, 108）。

わたしたち自身の生命についての認識である医学は、わたしたちが他の生物と同様に環境

と関わり合いながら、自らを再生産しようとして医術を発展させてきたがゆえに、進歩し

てきたというのである。  

ただし、カンギレムもまた、単純に人間の意識、ひいては科学的認識を自然史的プロセ

スの中に還元してしまうわけではない。まさに上記の講演で、カンギレムは生命における

概念のはたらきを見ているのであり、生命と概念の関係をめぐる議論を哲学史的・科学史

的に再構成するなかで、ヘーゲルを積極的に援用してもいる 12。しかし、ここではカンギレ

ムが示唆したのとは別の方向で、このカンギレムの議論とヘーゲルの生命論との接合を試

みたい。それが「規範性」という論点である。  

                                                           

けが三つ組みを好むわけではない。長沼によれば「教科書的には「代謝」「増殖」「細胞膜」の 3

点セットが生命を特徴付けるキーワードとされている」（長沼  2017, 43）。  
11 だからそこでカンギレムは、生命の一部である認識主体がどうして生命を捉え損なってきたのか

という科学史上の問題を扱わなければならなくなる。冒頭の引用を参照。  
12 ただし、ヘーゲルの「概念」と遺伝情報を重ね合わせるカンギレムの見立ては、あまり説得的だ

とは思えない。むしろ、以下では意識を持つ存在が生命であるのと同時に、生命は意識にとって概

念として構成されたものであるという、生命と概念の相互包摂の方向にカンギレムの議論を誘導す

ることが目指されることになる。坂本（2017）も、ヘーゲルとカンギレムの類似と差異について論

じており、筆者も教えられるところが多かったが、坂本が規範性に言及するのはむしろ両者の違い

の文脈である。本稿はむしろ生命の規範性という点において両者をつなごうとするものであるが、

坂本が両者の差異を指摘する際に強調するカンギレムにおける生命の normativité は「規範創造性」

と訳されるようにカンギレムに独特の意味で用いられており、これは本稿で論じている規範性より

も強い概念である。したがって本稿は、ヘーゲルとカンギレムに坂本が指摘する違いがあることを

否定するものではない。  
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カンギレムは、生命が規範的であることを強調していた。それにたいして近年の分析哲

学におけるヘーゲル・ルネッサンスにおいて、ヘーゲルの概念は「理由の空間」を意味す

るものとして、規範的なものだと理解されている13。 

しかし、このヘーゲル哲学のいわゆる規範的解釈は、いくら知覚において概念が浸透し

ていることが主張されるとしても、そもそも「理由の空間」の外に、「法則の領界」（マク

ダウェル）が存在していることを前提している。これによって、むしろ自然は規範から自

由な領域と考えられており、さらにそこで生命ないし有機体が論じられることはなかった。 

ところが、ヘーゲルが認識の方法論を論じながら、「分類」、「定理」に先行する「定義」

について次のように述べているとき、そこにカンギレムが想定しているのと似通った規範

性を、ヘーゲルが概念の中に見出しているように思われる。  

 

しかし、劣った植物、劣った動物などは依然として、植物、動物などである。したがってもし劣

った性質 das Schlechte が定義に取り入れられているべきであるならば、経験的に〔定義をなす性

質を〕探し回っても、それが本質的とみなそうとしている性質は、そうした性質を持たない先天

的奇形 Mißgeburte の例によって、その手を逃れてしまう。例えば身体を持つ人間にとっての脳の

本質性は無脳症児の例によって、国家にとって生命と所有の保護という本質性は専制国家や僭主

的統治の例によって〔定義から〕逃れ去ってしまう。（GW 12, 214）  

 

ここでヘーゲルがユークリッド幾何学を参照しているのは明らかであるとはいえ、この引

用箇所で定義と言われているものはむしろ、非経験的な約定としての定義ではなく、むし

ろ、リンネが行ったような分類における経験的な種属の定義だと考えた方がよいだろう。

また、ここで例として国家について触れられていることからわかるように、ヘーゲルは必

ずしも生物種の定義だけを考えているわけではない。しかしここでヘーゲルが定義につい

て語っていることは、わたしたちが生物の認識にあたって暗黙裏に認めている規範性を指

摘しているように思われる。  

ヘーゲルが指摘しようとしているのは、経験的なものから帰納的に、ある種を定義する

概念を見出すことは出来ないということである。もし、わたしたちが無脳症児の特徴を人

間の定義からはずしてしまうのだとするのならば、そこで得られている概念規定は経験か

ら得られているのではないことになるだろう。ヘーゲルによれば、わたしたちが劣ったも

の、特異なもの、病理的なもの、奇形、あるいは怪物的なもの14をそれとして認識するのは、

その生物の中にある「概念」が故にである。  

このことは、カンギレムが生物に見出す規範と重なり合うように思われる。カンギレム

によれば、近代力学 la méchanique moderne が基礎におく慣性の原理が運動の方向や変化に

たいして「無関係であること l’indifférence」に基づくのに対して、生命は自分の条件に対し

て無関係ではない。生命は自分の環境に価値を持って関わるのである。生体が自分のおか

れた状況に対して、「形態的解決や機能解決」（Canguilhem [1966] 1999, 91=1987, 123）を見出

                                                           
13 Brandom 1994, 2002, McDowell 1994. またこの規範的解釈については大河内（2014）も参照。  
14 Cf. Canguilhem [1965] 1965, 171-184=2002, 200-217. 
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す限りでその生体は正常 normal である。したがって、生物学的正常さは統計的事実ではな

い（Canguilhem [1966] 1999, 81=1987, 109）。むしろそれは生命体それ自身によって作られた

価値であるという15。規範は生命体の側にある。カンギレムが挙げる例によれば「食物同化

のかすが有機体によってもはや排泄されなくなって、内部を詰まらせたり内部に毒を発生

させたりするとき、これらは全て、実際には、（物理的、化学的等の）法則に従っている。

しかし決して有機体自体の活動という規範には従っていない」（Canguilhem [1966] 1999, 

79=1987, 106）。つまり物理･化学法則が正しく働いているにもかかわらず（もちろんそれは

いつも正しく働いていなければならない）、あるいはまさにそれゆえにその生体は正常で

はない。そして異常が異常であるのは、認識者にとってではなく、「生体が、その生体の言

葉で異常なものとして自分自身に、または他人にとって現れた」からである （Canguilhem 

[1966] 1999, 79=1987, 114）。カンギレムが生気論に好意的なのは、このように生命は、それ

が規範的であるかぎりにおいて、物理法則や化学法則に還元できないものを持っていると

思われるからである。この生命の、物理・化学的対象に対する規範的剰余が概念と呼ばれ

ているのである。  

 

 

４．ヘーゲル哲学の規範的解釈の拡張  

 

以上の示唆は、近年のヘーゲル哲学の規範理論的な評価に拡張を強いるものであるよう

に思われる。マクダウェルにおいてもブランダムにおいても、規範は〈理由の空間〉に属

するものであることが前提されている。特に前者は〈法則の領界〉としての自然には因果

的必然性が貫いていることを前提としながら、規範的な〈理由の空間〉がわたしたちの知

覚経験にまで及んでいることを主張する。「概念に限界をみとめない」ヘーゲルが評価され

ているとしても、そこで想定されているのは人間の認識の内側でのことである。動物もま

た知覚するのだとしても（当然するだろう）、それはわたしたちと同じ仕方でするのではな

い。なぜならマクダウェルによれば、わたしたちの知覚能力は陶冶されることで「第二の

自然」となっており、それはすでに理由の空間に属しているのに対して、動物の知覚はあ

くまで〈法則の領界〉のうちにあるのだからである（McDowell 1994=2012）。 

マクダウェルは〈理由の空間〉と〈法則の領界〉とを、たしかにこのように二元論的に

とらえているものの、他方では動物から人間の意識への自然史的な連続性を認めてもいる

（McDowell 1994, 88=2012, 151; 大河内 2017）。それにたいしブランダムはより截然と、人

間とそれ以外の生物を区分する。彼によれば「我々」だけが、規則の理解にしたがって行

為することが出来るのであり、オウムは、サーモスタットと同様に、理解をもたずに法則

に従っているに過ぎない。「理由を与え、求めるゲーム」の参加者たる「我々」たり得るの

は、〈知る能力 sapience〉をもつ人間だけとされるのである（Brandom 1994: 3-7）。 

このようにブランダムは、マクダウェルよりもはっきりと、〈理由の空間〉を〈法則の領

                                                           
15 カンギレムはこの、自分の norm を作り出すこうした生体のあり方を normatif と呼んでおり、訳

者は「規範創造的」と訳している（Canguilhem [1966] 1999, 797=1987, 104）。  
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界〉から区別する。ではブランダムの理論において科学的認識はどのように理解されてい

るのだろうか。ここで参考になるのは彼のハイデガー『存在と時間』解釈である。  

ブランダムは論文「主題化する存在としての現存在」で、ハイデガーの主題化

Thematisierung の議論（SZ 363）に着目し、これを積極的に評価している。彼がハイデガー

の現存在分析を自分の規範的語用論に関連づける独特の解釈を提示しながら批判するのは、

現存在 Dasein と用具存在 Zuhandensein は客体存在 Vorhandensein なしでも可能であり、特

定の態度をとることによって前者に後者が派生的に塗り重ねられるのだとする「〈レイヤ

ーケーキ〉モデル“layer cake” model」である。それにたいし、ブランダムの主張するところ

によれば、主題化のはたらきがなければ、現存在も用具存在もないとされる（Brandom 2002, 

328-239）。この独特な解釈の是非をここで論じることはできないが16、ブランダムが、こう

して科学的認識を現存在の特定の態度から理解しようとするハイデガーを積極的に扱って

いることは興味深い。  

ただし、そのときにブランダムによって想定されているのは、物理学をモデルとする科

学であろう。もし生命を認識することが、自然の中に概念を見出すことであり、その点に

おいて物理的対象や化学的過程を認識することとは異なっているのならば、主題化ないし

客体化 Objektivieren という一つの態度に自然に対する科学的な態度を還元するべきではな

いはずである17。 

ここには二つの問題があるように思われる。ひとつは、物理的自然を扱う態度と別の態

度が生命を理解するのに必要なのだとしたら、それはどのようなものなのか、という問題

である。もうひとつは、生命の中に規範性を見出すとして、その規範性はどのような射程

を持つものであるのかという問題である。その規範は社会的にもわたしたちを拘束するこ

とになるのだろうか。しかしこれは危険な帰結をもたらすように思われる。なぜなら、生

命として劣っているものが社会的にも劣っているものであることが肯定されかねないから

である。ここにはこう言ってよければ規範から規範への自然主義的誤謬があるように思わ

れるが、そう言いうるためには二種の規範が明確に区別されなければならない。  

 

 

５．「生命形式」の規範性とふたつの規範  

 

ここでは、理由の空間における「理由を与え求める」関係の中で行為者に相互に帰属さ

せられる規範性を「義務論的規範」、生命の概念が持つ規範性を「正常性の規範」と呼ぶこ

ととしよう。したがって上記のふたつの問題は、この「正常性の規範」をどのように理解

すべきなのかというひとつの問いに置き換えられることになる。  

この問題を考えるにあたって有益な示唆を与えるのがトンプソン（Thompson 2008）であ

                                                           
16 この解釈に対する批判として Habermas 2004。  
17 これはブランダムのハイデガー解釈の問題ではなく、ハイデガー自身にすでに胚胎する問題であ

ろう。「すくなくとも主要なテクストの上では、ハイデガーは動物あるいは生命一般の問題を、あ

くまでも人間的現存在との比較、それも現存在に対する欠如性という方向からの比較においてしか

語っていない」（串田  2008, 69）。  
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るように思われる。生命の概念を分析哲学に導入するにあたって、彼がヘーゲルの生命概

念を参照している点が興味深いが、とはいえ生命と概念の結びつきを強調するのに用いら

れている以上には、ヘーゲルの生命概念を深く検討しているわけではない。また、以下に

述べるようにトンプソン自身は、それに際して、生命概念と規範との結びつきを否定して

いる。しかし、彼の「生命形式」についての議論を詳細に検討するならば、それはカンギ

レムが問題にしていた規範概念を言語の側から論じることを可能にしていると思われるの

である。以下、この点について確認していこう。  

トンプソンの戦略は生命の内実を言語分析から明らかにするというものである。彼はま

ず、生物学者たちが生命を定義する際に用いる用語を分析しながら、その用語が科学的に

明らかにされた生命をいかに正確に表現しているのかを検討するのではなく、そうした言

語がわたしたちの生命理解をいかにとらえ損ねているのかを指摘する。そのうえで、そう

した用語がとらえ損ねているわたしたちの生命理解を「生命形式 Life Form」とよび、この

生命形式に関する「自然誌的判断 natural historical judgement」がどのような論理形式を持つ

のかを明らかにするのである。トンプソンはヘーゲルのように意識のあり方からではなく

論理形式から生命を扱うわたしたちの言明が持つ特殊性を明らかにしようとしていると言

える。 

トンプソンが挙げる例の一つは、「馬は四つ足動物である」という判断である。この自然

誌的判断は「全ての馬は四つ足動物である」を意味するとしたら誤りであることになって

しまうだろう。この命題は明らかに偽であるからである。したがって、この文は「全ての

適切に形成された馬は四つ足動物である」を意味するはずだということになる。こうした

判断の変形は、自然史的判断が規範的なものであることを示しているように見える。しか

し、トンプソンによればその文の中の「適切に形成された」という表現は規範的意義を含

むわけではない。それは、一見そう見えるように馬という名詞を限定している（「適切に形

成された馬」）わけではなく、「適切に形成された…は…である」という形式はひとまとま

りで、この判断が自然誌的判断であることを示す「しるし sign」なのだという（Thompson 

2008, 74）。 

しかしまた、別の箇所でトンプソンは、この自然誌判断が一定の意味で規範的であると

も述べる。それは、主語となっている種の「基準 measure, standard」を与えるのである。そ

こで注目されるのは、この判断が、「自然的欠損」に関わる推論的帰結を持つとされている

点である。  

トンプソンが「『自然的欠損』のある非常に抽象的なカテゴリー」と呼ぶものは次のよう

な推論の形をとるとされる。つまり、  

 

“The S is F” および “This S is not F” から、“This S is defective in that it is not F” が推論される。

（Thompson 2008, 76）  

 

トンプソンのこの主張は次のように理解できるだろう。「馬は四つ足動物である」という

判断は、「すべての馬は適切に形成されているべきである」とか、「〈四つ足でない馬が馬で
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あること〉が否定されるべきである」とかいうことを意味するわけではない。この意味で

はこの判断は義務論的な意味で規範的であるわけではない。それにたいし「馬は四つ足動

物である」が意味しているのは、馬という種において「正常な normal 馬は四つ足動物」で

あり、「四つ足動物でない馬」は欠損を持った馬、カンギレムの言葉では anormal（異常な）

馬であることを意味する。自然誌的判断が規範的なのは、「生命形式」が正常と異常を区別

するこうした基準を持っているから、つまり「正常性の規範」という意味においてのこと

である。  

このようにトンプソンは、「生命形式」をめぐる判断が独自の論理形式を持つことを明ら

かにする。トンプソンはこの発想をヘーゲル論理学から得ているのだが、わたしたちは逆

にトンプソンの仕事から、ヘーゲル論理学をこうした「生命形式」の論理的記述の試みと

して見ることが出来るだろう。  

 

 

結論 

 

ドイツ古典哲学の自然哲学が現代顧みられない理由の一つは、その観念性であろう。も

ちろんヘーゲルも含めた自然哲学者たち（特にシェリング）が、当時の科学の経験的な成

果を積極的に取り入れていたことはいくら強調してもしすぎることはない 18。とはいえ彼

らが「演繹」ないし「体系」の名のもとに、その成果に観念的な連関を与えようとしてい

たことは間違いない。当時の化学の進歩が、物質の「力学的構成」を主張していたカント

を困惑させたのは間違いない。その問題は『オプス・ポストゥムム』にまでつづいている。

それにたいしてシェリングの自然哲学はまさに化学を組み込んだ物質の構成理論の試みで

あった。こうした自然哲学の観念的性格は生命に特権的な位置づけが与えられたことと結

びついている。つまりシェリングにおいては、自然はむしろまず有機体として理解される

ものとなり（『世界霊について』）、さらに有機体は、力学（機械論）、化学にたいして、自

然においてもっとも高次の存在（高次のポテンツ Potenz）とされた。すでに見たようにヘ

ーゲルの『大論理学』、そして『自然哲学』もまた、この序列付けを継承しているといって

よい。 

しかし、多くの自然科学者が、多くの場合は無自覚でありながらも置いている想定、つ

まりもっとも基礎的な自然の解明である物理学の比較的小さな対象世界の上に、比較的大

きな単位を扱う化学的過程、さらに化学的過程の複雑化したところに生物学の対象である

生体があるという想定は、どれだけこの「自然哲学」から離れることが出来ているのだろ

                                                           
18 しかしまた、彼らに科学の経験的成果を伝えていた自然科学者たちは、はたして哲学者ではなか

ったといいきれるだろうか。例えばトレヴィラヌスは、自らの著書のタイトルで「生物学 Biologie」

を「生ける自然の哲学 Philosophie der lebenden Natur」といいかえているし（Treviranus 1803）、ラマ

ルクの著作は『動物哲学 Philosophie zoologique』（Lamarck 1809）であった。現代における自然科学

と哲学の関係を考える際に過去を参照するとしたら、そこでどのような哲学と自然科学の分業があ

ったかではなく、両者が緩やかに接合していた知のあり方がどのように変容し、方法論的に画一化

された科学が哲学を追いやり、哲学に残されている領域を必死に探さなければならないほどの状況

に追い込まれたか功罪を考えるべきだろう。  
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うか。少なくとも、「全体は部分の総和である」という機械的還元によって、生体を説明す

ることには困難が見出されている。そこで行われている「創発 emergence」という概念の導

入は、まさにヘーゲルが悟性の「説明」に見出していたトートロジーの現代における一実

例であるように思われる 19し、カンギレムが言うように生気論に必要なのが「ただ生命的

事実のオリジナリティを認めること」（Canguilhem [1965] 1992, 182=2002, 182）だけであるの

だとすれば、それはすでに生気論である。  

物理的、化学的に還元できない生命のオリジナリティを本稿では、カンギレムとトンプ

ソンに依拠しながら「正常性の規範」に見出してきた。カンギレム自身の normatif という

語の用語法は置いておくとしても、カンギレムとトンプソンはいずれも正常性としての規

範を生命認識において不可欠なものとして見出している。この規範性なしに生命を理解す

ることが出来ないのだとするならば、わたしたちはカントのように生命の実在性を否定し、

主観的な投影とするか、物理学をローカル化する、つまり物理学によってすべては説明で

きるという意味での物理主義を放棄するしかないはずであり、生命の認識における概念の

構成的役割を認めなければならないはずである。  
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