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Reconstructing  the H istory of  the Scientific Ideas of  Life:  
― For the Discussion of  Heidegger’s Argument on Life 
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In our discussion of  Heidegger’s argument on life, I examined how life 

has been historically grasped in science. The history of  the scientific ideas of  

life has usually been depicted as the history of  ‘mechanism versus vitalism.’ Yet, 

there are some problems with this depiction. So, in this article, I first examined 

the problems from various perspectives, and then reconstruct the history of  the 

scientific ideas of  life from my original viewpoints. 

At least from Parmenides until the end of  the 18th century, from my 

perspectives, ‘hidden active principles’ and ‘hidden fundamental materials’ were 

postulated based on the idea that invisible ‘hidden X’ lurked behind visible life 

phenomena, and therefore, life phenomena had been explored in relation to the 

‘hidden active principles’ and the ‘hidden fundamental materials.’ However, in 

about 90 years since the end of  the 18th century, the ‘hidden active principle’ 

that had been the core of  the scientific ideas of  life disappeared, replaced by 

physiological functions and material attributes. Nevertheless, from a higher 

perspective, the shift was simply to replace the invisible ‘hidden active principle’ 

with the invisible physiological functions and genetic mechanisms in the living 

body, and the fundamental idea that ‘hidden X’ is lurking continues unabated 

even in modern sciences. 

I will connect the above discussion to Heidegger's argument on life 

and attempt a critical examination of  the argument. 
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はじめに 

 

ハイデガー・フォーラムから「生命」を主題とした口頭発表と論文寄稿を依頼された際、

筆者は「科学的生命観の歴史的再構成」を論じることでご容赦いただいた。科学における

生命把握の通史を再構成することを、自身の役割分担と私念したしだいである。それは、

科学史・科学論（と生命倫理学および死生学）を専攻する筆者が、ハイデガーの生命論を主題

的に論じることは無理だと考えたからだけではない。以下のように考えたからである。 

生命を探究してきたのは哲学のみならず、科学（医学を含む）でもある。少なくとも 17 世

紀以降ではむしろ科学が主たる位置にあったといえよう。ただし、周知のように、哲学と

科学は連関しつつ展開してきた。しかも、17 世紀あたりまでは、同一の論者が“科学者”

にして哲学者でもあった。そして、生命の探究は古代から学問の一大テーマにほかならな

い。 

だが、現在、哲学の通史書が編まれる場合、生命論は除外されがちである。しかもまた、

哲学おいて生命が論じられる際、科学による生命把握の歴史には光がさほど当てられてい

ないと思しい。しかしながら、生命探究の歴史が前述のごときである以上、今、生命を考

究するためには、そしてハイデガーの生命論を討究するためには、科学的生命観の歴史を

顧みることは必須であろう。ハイデガー自身の思索もまた、それまでの科学的生命観の歴

史になんらかの制約を受けているはずである。かように考えたのである。 

ただし、本稿の主眼は、単に科学的生命観の歴史を振り返ることではない。そうではな

く、その歴史をまず再構成したうえで顧みることにある。なぜなら、「機械論対生気論」を

論軸とする従来の主導的な歴史認識では、実際の歴史を真に把捉することはできないと思

うからである。そして、なによりも、旧来の歴史認識では、科学による生命探究の実相と

限界を捉えられないと思うからである。 

かくして、以下では、論述を次のように進める。まず、従来の「機械論対生気論」史観

の概要を確認し、その問題点を考える（第 1 節）。次に、新たな視軸のもとに、タレスから

現代までの 2600 年間にわたる科学的生命観の歴史を概略的に再構成する（第 2 節、第 3 節）。

そして、当の歴史を批判的に検討し、科学による生命把握の限界を剔抉する（第 4 節）。以

上のうえで最後に、門外漢なりにハイデガーの生命把握の批判を試み、科学的生命観の限

界問題と繋げる（第 5 節） 1。 

 

 

 
1 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 15 回大会（2020 年 9 月 12‐13 日）での口頭発表「科学的生命

観の史的再構成 ―科学はどこから道をまちがえたのか」をもとに、執筆したものである。ただ

し、口頭発表は小松（2018）を基礎としていたため、本稿の歴史的再構成の部分の主旨は、その小

論のものと重なっている。また、小論の文章を修正しつつ援用した場合がある。ご容赦賜りたい。

口頭発表と執筆に際しては、轟孝夫氏、丸山文隆氏に、ハイデガー哲学に関してさまざまご教示い

ただいた（ただし、執筆内容の責任はすべて筆者にある）。ここに記して深謝申し上げる。なお、

本稿には、「生命論」と「生命観」の両語が現れる。前者は生命を目的意識的に論じたもの、後者

は意識的でない場合も含めて生命をめぐる観念と、さしずめ概括できようが、本稿では截然と区別

していない。歴史的実状を見るかぎり、截然とは区別しえないからである。 
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１ 「機械論対生気論」史観の再考 
 

本節では、科学において生命が歴史的にいかに捉えられてきたのかを批判的に検討する

ために、まず、従来の歴史の把握の仕方そのものを省みる。具体的には、科学的生命観の

歴史を「機械論対生気論」の歴史とする伝統的な把握の仕方を確認し、そのうえで、それ

が抱える問題性をいくつかの観点から検討する。 

 

（1）「機械論対生気論」史観の成立 
従来、科学的生命観の歴史は、「機械論対生気論」の歴史として把握するのが基本であっ

た。まず、「機械論 mechanisme, mechanism, Mechanismus」とは、①生きものや生命現象を時

代ごとの先端的な機械（噴水装置、時計、コンピューターなど）に喩え、②生命現象を自然現

象一般と同一視し、③物理学や化学の理論で説明しきれる、とするものである。それに対

して「生気論 vitalisme, vitalism, Vitalismus」とは、①生きものや生命現象を機械に喩えずに、

②生命現象は自然現象一般とは根本的に異なると考え、③霊魂や生命力などの実体的な特

殊原理を措定して把握するもの、と見な
．．

されて
．．．

いる
．．

。かくて、「機械論対生気論」史観から

すると、古代ギリシアから生気論が連綿と続いたが、17 世紀にハーヴィ（William Harvey, 1578-

1657）やデカルト （René Descartes, 1596-1650）などの機械論が登場し、その後は両者が相克を

なすも、最終的には機械論が勝利して現代に至る。科学的生命観の歴史は概ねこのように

描かれてきたのである。 

しかしながら、一見説得的で、世界に蔓延してきたこの歴史認識には、省みるべきこと

が幾重にも潜在するように思われる。以下四点に絞って概観するが、本項ではそのうちの

ひとつを扱い、他の三点は次項で見る。 

さて、第一の問題点は、そもそも「生気論」という言葉自体が 18 世紀後半に誕生し、そ

の概念内容も 19 世紀中葉に形を結んだため、それ以前は生気論と機械論の対立など実在

しようがないということである。 

従来の科学史研究では、「生気論」という言葉の初出は不明であった。だが、近年では OCR

とコンピュータ−の検索機能を用いた調査が盛んになり、18 世紀フランスのスーヴネル

（Pierre Thouvenel, 1745-1815）が嚆矢だとされる（Wolfe, 2019, 226） 2。そこで当該の原典を確認

してみると、この寡作の医学者は、1780 年の『化学と医学の覚書』（Thouvenel, 1780）にお

いて、従来の医学・生理学の学説を類型化し、そのひとつを「生気論 Vitalisme」と呼び、

それを「唯心論 Spiritualisme」と等置している（ibid. 40）。また、翌年発行の『自然学と医学

の覚書』（Thouvenel, 1781）にも同語が見られ、そこでは「アニミスム animisme」 3と等置し

 
2 本稿では、末尾に文献表を設け、本文中に典拠文献の情報を丸括弧に括って示した。当該箇所の場

合、文献表における Wolfe の 2019 年発行の文献の p.226、を指している。邦訳がある場合は、邦訳

の発行年と参照頁を原典のそれらの後にイコール記号で結んで記した。ハイデガーの文献に関して

は、このかぎりでない（後述）。  
3 アニミスムとは、バイエルン出身のシュタール（Georg Ernst Stahl, 1660-1734）の生命論に対する通

称のフランス語訳。デカルトが霊魂（anima, âme）を精神現象のみにかわらせた（と見なされた）た

め、17 世紀後半の西洋ではその立場が主流となった。それに抗してシュタールは、霊魂を動物と人

間のあらゆる生命現象の根本原理とし、「アニミスムス Animismus」と呼ばれた。シュタールのア
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ている（ibid. 141）。ただし、スーヴネルはいずれの著書においても、«vitalisme»の語を一度し

か使用しておらず、しかも概念的に規定していない。それゆえ、当時にあって、この“新

機軸”は普及しなかったと思しい。管見のかぎり、18 世紀末葉のフランスの主たる医学者・

生理学者の著作には、«vitalisme»の語が見受けられないのである 4。 

19 世紀に入ると、同じくフランスのデュマ（Charles-Louis Dumas, 1765-1813）が、『生理学

の諸原理』第 1 巻（Dumas, 1800-1803, Ⅰ）において、従来の医学・生理学の学派として、「機

械論者 Mécaniciens および化学論者 Chimistes」と、「アニミスト Animistes ないしシュター

ル派 Stahlians」を挙げ、自分たちモンペリエ大学の面々を第三の学派すなわち「生気論者

Vitalistes」と称することを提起した（ibid. 66）。これを機にフランスの医学・生理学界では、

«vitaliste»および«vitalisme»の語と概念（後述）が徐々に普及し、1820 年あたりからイギリス

へと、さらには少々遅れてドイツへと拡がっていく。そして、1855 年には「フランス帝国

医学アカデミー」で生気論を主題とした討論会が催されたことからすると、その頃には当

の語と概念は広く認知されていたといえよう。 

このような流れを受けて 19 世紀後半から、生命観（生理学）の史的展開を機械論と生気

論との対立とする歴史認識が登場する。ヘッケル『一般形態学』（Haeckel, 1866）、ベルナ

ール『動植物に共通する生命現象』（Bernrd, 1878=1989 年）、ドリーシュ『生気論の歴史と

理論』（Driesch, 1905=2007 年）などによってである。 

このうちドイツのヘッケル（Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, 1834-1919）は、従来の生命

観を「目的論 Teleologie」ないし「生気論 Vitalismus」と、「因果論 Causalität」ないし「機械

論 Mechanismus」とに弁別し、前者を激しく論難した（Haeckel, 1866, 94-105）。また、フラン

スのベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）は、古代ギリシア以来の主たる論者数十人を挙

げ、「唯心論者・生気論者・アニミスト spiritualiste, vitaliste, animiste」と、「機械論者・唯

物論者 mécanique, matérialiste」とに二分したうえで、各所論を要約した（Bernrd, 1878, Ⅰ , 42-

64=40-52 頁）。ここで注視すべきは、機械論は因果論や唯物論と、当の生気論は目的論や

唯心論やアニミスムと、いずれも一括されており、ヘッケルもベルナールもそれらの異同

について論じていない点である。 

しかし、かような曖昧さをもちつつも、19 世紀中葉から実際に二陣営が対立した。そし

て、1878 年のベルナールによる対立地平ごとの根本批判（「物理化学的生気論 vitalisme 

physico-chimique」）によって対立は態を潜めたようだが、世紀の変わり目にドリーシュ（Hans 

Adolf Eduard Driesch, 1867-1941）が「新生気論 Neovitalismus」の旗を掲げたことを機に、論争

は 20 年以上にわたって再燃することになる 5。その渦中でドリーシュは『生気論の歴史と

 
ニミスムスは石などの無機物を対象としていないため、現代語におけるいわゆるアニミズムとは異

なる。  
4 実際には、デカルトから 17 世紀後半までは、「医物理学 iatrophysique, iatrophysics, Iatrophysik」と

「医化学 iatrochimie, iatrochemistry, Iatrochemie」との近親間の対立があり、世紀後半から 18 世紀末

葉までは、シュタールを契機とした「反医物理学・反医化学」が加わる。その概要は後述。小松（2020a、
411-415 頁）も参照されたい。 

5 ドイツを中心に生じた論争は、生物学や生理学の分野のみならず、コーエン（Hermann Cohen, 1842-
1918）やカッシーラー（Ernst Cassirer, 1874-1945）などの新カント派、さらにはベルクソン（Henri-
Louis Bergson, 1859-1941）をも巻き込んだ。ハイデガー（Martin Heidegger, 1889-1976）は、『形而上
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理論』（Driesch, 1905=2007 年）を著し、アリストテレス（Aristoteles, 384-322 BC）以来の主要論

者を、敵の「機械論 Mechanismus」と同朋の「生気論 Vitalismus」とに截然と二分しつつ詳

説した。かくして、ヘッケルやベルナールでは必ずしも明確ではなかった「機械論対生気

論」の認識図式が完成し、古代からの（「生気論」の誕生以前からの）諸論者を両陣営に二大

別する遡及的な
．．．．

把握が世界的に定着していったのである。 

視点を日本に転ずると、昭和初期に生物学者の丘英通（1902-1982）らが、かかる対立図式

を導入する。すなわち、1931 年（昭和 6 年）に発行された丘の著書『岩波講座 生物学第 1

巻 生物学概論』（1931a）の生命論の解説には、ドリーシュの歴史認識の影響が多分に見ら

れ（同書 , 61-77 頁）、しかも、同じく丘による同年刊行の『岩波講座 哲学第 5 巻』（1931b）

の巻名は、まさしく『機械論と生気論』にほかならないのである。こうして日本でも、生

命観の歴史を機械論と生気論の対立の歴史とする遡及的な見方が徐々に常識と化して、今

日に至るのである。 

付言すると、少なくとも日本の場合、その常識化にはマルクス主義者が一役を担ってき

たように思われる。つまり、マルクス主義者が生命や自然に対する非弁証法的な把握を機

械論と呼んで盛んに批難したため、逆説的にも「機械論」という言葉が流布し、「機械論

対生気論」の対立図式が受け入れられやすい土壌が醸成されたように思われるのである。 

 

（2）さらなる批判的検討 
機械論と生気論との対立は 18 世紀後半より以前は実在しないとはいえ、対立を図式と

して方法論的に古代にまで遡及させることは可能ではあろう。だが、対立図式をめぐる第

二の問題として、図式自体がそもそも難題を抱えているという事態がある。 

まず、生きものを機械になぞらえるのは機械論者に固有なことではない。デカルトの衝

撃以降、18 世紀の“生気論者”も当の比喩を踏襲しているのである。たとえば、モンペ

リエ大学医学部の重鎮ボルドゥ（Théophile de Bordeu, 1722-1776）は、動物や人間の諸器官を

「生体の「一般的生命」に各々の仕方で貢献する一種のバラバラな機械 machine」と形容し

ている（Bordeu, 1800, 377）。あるいは、当時の“生気論者”として最も著名なビシャ（Xavier 

Bichat, 1771-1802）は、やはり動物や人間の諸器官を「個々の機械 machines particulières」と、

また、身体全体を「全体的な機械 machine générale」と呼んでいるのである（Bichat, 1812, Ⅰ , 

lxxix）。 

そしてデカルト以前に遡れば、 そもそも“生気論者”の始祖とされがちなアリストテ

レスが、『動物運動論』において、動物の身体運動を「自動人形 automata」（デカルト！）

や「おもちゃの車 amaxion」に喩えている（Aristotle, 1937b =2016 年 , 701b）。さらには、マルク

ス（Karl Marx, 1818-1883）のひそみに倣い、道具を「単純な機械」と見るなら、プラトン（Platon, 

427-347 BC）が呼吸の機構を「荃
う え

」 6や「吸角」 7の仕組みに（Plato, 1929=1975 年 , 78A-80A）、

エンペドクレス（Empedocles, c.490-c.430 BC）がやはり呼吸の機構を「水取器」の仕組みに（Diels 

 
学の根本諸概念』で、ドリーシュと新生気論について論及している（GA29/30, 380-384）。ハイデ

ガー文献の表記法は注 56 を参照。  
6 荃とは、漁具の一種で、魚が誘い込まれると逃げ出せなくなる籠。 
7 吸角とは、膿汁を吸い出す金属製の医療器具。 
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und Kranz, 1956=1997 年 , 31-B100） 8、それぞれ喩えているのである。 

以上とは逆に、生命現象の把握に際して特殊原理を措定するのも、生気論者に限ったこ

とではない。血液循環の発見者で機械論の大元と見なされてきたハーヴィは、まさに心臓

の拍動を「精気 spiritus」という伝統的な特殊原理に帰着させている（Harvey, 1957, 204=153 頁）。

また、看過ないし黙視されがちなことだが、デカルトその人が種々の著作で、「理性霊魂 âme 

raisonnable」や「火の熱 chaleur de feu」を生命現象の根本原理としている。さらには、その

名も『人間機械論』（1747 年）で知られるラ・メトリー（Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751）

は、先学の諸説を徹底批判した揚げ句、自分自身は「発動原理 principe moteur」なる特殊原

理を措定して生命現象を捉えているのである（La Mettrie, 1865, 139=107 頁）。 

かくなる次第で、歴史上の諸論者の生命把握には、存外にも機械論と生気論のいずれの

成分も含まれている。したがって、彼らの所説を子細に検討したならば、「誰某は機械論者

でも生気論者でもある」という、言わずもがなの結論に次々と陥ることになる。「機械論対

生気論」図式そのものが、図式としての意義を失うのである。 

第三の問題は、「機械論対生気論」図式では、時代ごとの両者の異同がわかりづらいうえ

に、とりわけ生命観の一大転換が看過ごされてしまうことである。しかも、科学の生命把

握の問題性も見えにくいことである。 

管見によれば、生命観の一大転換は 16 世紀から 17 世紀にかけての科学革命期に生じた

のではない。そもそも「科学革命 Scientific Revolution」とは、物理学・天文学の展開に重き

を置いた歴史認識なのであり、生きものに関する学の大転換は、18 世紀末からの約 90 年

間で起こったと思しい。この点は本稿の眼目のひとつになるため、ここでは指摘だけにと

どめておこう。 

最後に第四は、訳語をめぐる問題である。すなわち、«vitalisme»を「生気論」とする邦訳

自体が誤謬であり、少なくとも«vitalisme»の本質を捉えそこねているように思える。 

まず、「生気」と似て非なる「精気」の語には、«pneuma, spiritus, esprits 9, spirit(s)»などの

原語がたしかに存在するが、しかし、「生気」には対応する原語も実体も存在しない。し

かも、«vitalisme»の«vita»の語義は「生命」であり、すぐ後に述べるように、そこには実体的

な特殊原理の意味は含まれていない。さらには、先のデュマにせよ、ビシャにせよ、ある

いは当時の権威バルテズ（Paul-Joseph Barthez, 1734-1806）やカバニス（Pierre-Jean Georges Cabanis, 

1757-1808）にせよ、いわゆる生気論者が拘ったのは、存在者が「生きているか／生きていな

いか」なのであり、その鍵概念は「生命性 vitalié」（＝「生きていること」）である。すなわ

ち、生きもの（動物・植物）と生きていないもの（鉱物）とを峻別し、生きものの「生命

性 vitalié」（＝生きていること）を最重視することこそが、生気論の本質にほかならないの

である 10。そもそも、«vitalisme»の語の創始者とされるスーヴネル自身が«vitalié»を強調して

 
8「31-B100」は「第 31 章の断片番号 B100」を指す。Diels und Kranz（1956）に関しては、同様に表記

する。  
9 デカルトの時代の議論では«esprit»の語を単複で使い分け、単数形は「精神」を、複数形は「精気」

を意味していた。  
10 そのため彼らは、万物を「動物・植物・鉱物」に三区分する伝統を、「生きもの」（動物・植物）

と「生きていないもの」（鉱物）との二区分へと置き換えた。この流れが、1802 年のフランスとド
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いるのであり、 «vitalisme»はおそらくは当の «vitalié»に由来する造語であろう。つまり、

«vitalisme»の«vita»とは、「生気」なる実体的な特殊原理ではなく、「生きていること」それ

自体を指しているといえよう。 

したがって、«vitalisme»は、「生命性論」「生命至上主義」「生命特化論」などと訳出する

のが好適であろう。ちなみに、20 世紀の半ば、アメリカの倫理学者フレッチャー（Joseph 

Fletcher, 1905-1991）などの安楽死推進論者は、「ただ生きていること」を最大重視する人々

を«vitalist»と蔑称したが（Fletcher, 1960, 143）、それを「生気論者」と訳したなら意味が通る

まい―適訳が「生命至上主義者」であることは言を俟たない。また、生気論の特質とし

て、生命力などの実体的な特殊原理が措定されていることが着目されがちだが、しかし、

特殊原理は“生気論”にあってはたしかに重要とはいえ、生きものに一義的な「生命性」

を支えるための二義的な概念にほかならないといえよう。 

以上、概観したように、科学的生命観の展開を「機械論対生気論」の歴史とする伝統的

な見方には幾重もの難点が存在するのである。 

 

 

２ 古代ギリシアから 18 世紀末葉までの科学的生命観 
 

「機械論対生気論」図式に対する前節での批判的検討を踏まえ、以下では、筆者なりの

新たな視座から、科学的生命観の展開を概略的に再構成する 11。本節では、古代ギリシア

から 18 世紀末葉までを一挙に扱う。再構成の目的は、展開の実相と、科学的生命観それ

自体の問題性とを把捉することにある。 

 

（1）タレスからアリストテレスまで 
周知のように、西洋において自然学（哲学）は、前 7 世紀の末葉から前 6 世紀にかけて

ギリシアの植民地イオニアで誕生した。アリストテレスの『形而上学』による解釈（Aristotle, 

1933=1968 年 , I, chap. 3）に倣うなら、そこでは、世界・万物がそれから生成しそれへと還る

「元 archē」が探究された。タレス（Thales, c.624-c.546 BC）が「水 hydōr」を、アナクシマン

ドロス（Anaximandros, c.610-c.546 BC）が「無限なるもの to apeiron」を、アナクシメネス

（Anaximenes, c.585-c.525 BC）が「空気 aēr」を、そしてヘラクレイトス（Heracleitos, c.535 –c.475 

BC）が「火 pyr」を、元と見た（呼んだ）のである。 

だが、こうしたイオニア派の一元論的な思考は、前 5 世紀にエレア派のパルメニデス

（Parmenides, c.515-c.450 BC）によって根底的に批判された。すなわち、イオニアの論者によ

れば、原初では「元」だけが存在し、他の一切は存在しない。したがって、そもそも「あ

るもの」だけがあり、「ないもの」はなく、「ないもの」があるようになることも、「あるも

 
イツでの「生物学 biologie, Biologie」という学問の同時提唱に結実する。なお、本稿では、生き物に

ついて、生物学の提唱以前は「生きもの」と、提唱以後は「生物」と、基本的に記す。 
11 論述は小松（2018）を下敷きにしている。特に近代以降については小松（1989; 2020a）も参照され

たい。より詳細な通史は執筆中である。逆に、死の観念の歴史については、小松（2009）で概観し

た。 
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の」がないようになることも、ありえないはずである。しかし、そうであるにもかかわら

ず、なぜ「あるもの」が消滅し、「ないもの」が生成するのか。なぜ「元」が変化し、多種

多様で多数の「ないもの」になるのか、と（Diels und Krantz, 1956=1997 年 , 28-B8）。 

かくして、エンペドクレス、アナクサゴラス（Anaxagoras, c.500-c.428 BC）、プラトンなど

が各々の二元論を、また、レウキッポス（Leukippos, c.435 BC）とデモクリトス（Demokritus, 

c.460 –c.370 BC）が原子論（原子一元論）を唱え、世界・万物の生成消滅と多様性および多数

性について論じていくわけだが、この系譜の最初
．．

の
．
頂に、前 4 世紀に活動したアリストテ

レスが位置するといえる。具体的に見てみよう。 

アリストテレスにあって、まず事物は次の三層構造をなすものとして捉えられた。①「可

能的に感覚される物体であるもの to dynamei sōma aisthēton」（＝「質料 hylē」＝「基体

hypokeimenon」）、②熱さ／冷たさなどの「反対をなす性質 enantiotēs, enantiosis」（現実的に

感覚される基本性質）、③「火・空気・水・土」という「基本要素 stoicheion」（②の性質を有

する基体）、この三層である（Aristotle, 1955=2013 年 , II, chap. 1）。つまり、アリストテレスは、

現実的に感覚されるものの元として、可能的に感覚されるものを想定し、それを「反対を

なす性質」と微小な「基本要素」（火・空気・水・土）とに分けた。そしてそのうえで、

さまざまな反対をなす性質を「熱い／冷たい」（作用するもの）と「乾いた／湿った」（作

用されるもの）とに帰着させ、さらに、それらを基本要素と組み合わせ、「熱く乾いたもの

＝火」、「熱く湿ったもの＝空気」、「冷たく湿ったもの＝水」、「冷たく乾いたもの＝

土」とした。かくて、これらの混合によって、生きものを含む多種多様な万物が構成され

ると把握したのである（ibid. I, chap. 7, II, chap. 2-3; Aristotle, 1939=2013 年 , chap. 7; 1936a=2014 年 a, 

III, chap. 12-13） 12。 

また、アリストテレスは生命現象を把握するにあたり、その原理として単一の「霊魂

psychē」を措定し、それを三部分に分けた。すなわち、①あらゆる生きものに備わり、栄養

摂取・生長・生殖をもたらす「栄養霊魂 threptikēn psychē」、②動物と人間に備わり、感覚・

欲求・運動をもたらす「感覚霊魂 aisthētikēn psychē」、③人間だけに備わり、知的活動をも

たらす「知性霊魂 noētikēn psychē」である（Aristotle, 1936a=2014 年 a, II, chap. 2-3; 1942=2020 年 , 

II）。この把握は後述するプラトンの所説を批判的に継承したものと見なせるが、プラトン

では三種類の霊魂が考えられていたのに対して一種類であり（心臓に存在）、上記の①〜③

は単一の霊魂を「能力 dynamis」の点から区別した三側面だといえる。 

さらにアリストテレスは、霊魂の「道具 organon」として、有呼吸動物が外気から獲得す

る「外来精気 epeisakton pneuma」と、無呼吸動物を含めてすべての動物が生まれながらに

有している「生得精気 symphyton pneuma」（＝「内在精気 emphyton pneuma」）を措定した。

たとえば随意運動は、霊魂が身体に直接作用するのではなく、霊魂がまず生得精気という

道具に作用し、ついでこの道具が身体に作用することによって生じると捉えた。（Aristotle, 

1937b=2016 年 b, chap. 10）。このような生得精気は、心臓や心臓に類する部分に存在し、体熱

 
12 ただし、以上は月下界についての把握であり、天上界に関しては、神的な性質を有する基本要素

「アイテール aithēr」を措定している（Aristotle, 1939=2013 年 , I, chap. 2-3）。アイテールは、生成消

滅も性質変化も増大減少することもない、不死のものである。 
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の冷却（Aristotle, 1937a=2005 年 , III, chap. 6）、嗅覚と聴覚（ibid. II, chap. 16; 1942=2020 年 , II, chap. 

6, Ⅴ, chap. 2）、生殖と発生（Aristotle, 1942=2020 年 , II）などにもかかわることが論じられてい

る。また、やはり動物が生まれながらに備えている「生得熱 symphyton therrmotēta」ないし

「生得的な火 physikon pyr」（心臓や心臓に類する部分が座）も、生命活動に不可欠な霊魂の

道具と見なされている（Aristotle, 1936b=2014 年 b, chap. 4; 1936c=2014 年 c, chap. 8）。 

このようにアリストテレスにあっては、生命現象のいわば第一の原理が霊魂であり、第

二の原理が精気（生得精気と外来精気）や生得熱（生得的な火）となっているのである 13。 

さて、以上のようにアリストテレスは、生きものや生命現象を四種の基本要素と二層の

原理によって把握したわけだが、ここには或る基本的発想が大前提として潜在するように

思われる。すなわち、人間の五感で知覚可能な
．．．．．．．．

生きものと生命現象の深奥や背後には、五
．

感では知覚不能な
．．．．．．．．

《隠れた何か》が潜んでおり、それが生きものを構成し、生命現象を引

き起こしている、とする認識論的な大前提である。アリストテレス自身の自覚の有無は定

かではないものの、この《隠れた何か》の探究という基本的発想のもとに、生きものの構

成要素として火・空気・水・土の四元が、また、生命現象の大別二層の原理として霊魂と

精気・熱・火が措定され、それらが詳論されていると把握できよう。そこで以下では、前

者を《隠れた根本物質》と、後者を《隠れた能動的原理》と呼称し、論述を進める。 

上述の視点から顧みれば、少なくともパルメニデス以降は、《隠れた根本物質》と《隠れ

た能動的原理》が探究されつづけてきたと捉えられる。つまり、パルメニデスでは、《隠れ

た根本物質》として男女に応じた二種類の「種子 semina」（Diels und Krantz , 1956=1997 年 , 28-

B18）14が、《隠れた能動的原理》として「万物を舵取り動かす女神ダイモーン Daimōn」（B12, 

18）が、措定されている。また、エンペドクレスでは同様の順に、四つの「根 rizōmata」と

呼ぶ火・空気・水・土（A78, B6, 8, 17, 21, 23, 96）と、「愛 philia」および「憎 neikos」（B17, 26-

29, 35, 36, 57-61）が、さらにアナクサゴラスでは、万物の原型を内包した「種子 spermata」

（B4, 6）と、「知性 nous」ないし「霊魂 psychē」（B9, 12-14）が、それぞれ措定されている。

こうして彼らは、各々の《隠れた能動的原理》が《隠れた根本物質》に作用する機構を論

じ、事物の多種多様性と多数性を説いてみせたのである。ここで後論のために注意すべき

は、彼らはいずれも、事物の生成消滅を否定したものの、原初から存在する万物が立ち現

れる仕組みを生成論的に論じたことである。 

プラトンもまた、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》によって、生きものと生命

現象を把握したといえる。それは『ティマイオス』（Plato 1929=1975 年）に最もよく現れて

おり、前者の《隠れた根本物質》については、エンペドクレスの四根を取り入れ、そのさ

らなる基本要素として、二種類の三角形（直角二等辺三角形と直角不等辺三角形）を措定

 
13 アリストテレスの生命把握には、「形相 eidos」−「質料 hylē」と、「可能態 dynamis」−「実現態

energeia」−「終極実現態 entelecheia」という重要な概念が関係するが、その概略については小松（2009, 
第 1-2 節）を参照。また、「原因 aitia, causa, cause…」と「原理 archē, principium, principle…」の概念

に関しては、元来は、前者が結果に対する責任を負ったもの、後者が他を支配する元、の意味であ

ったが、時代を下るにつれて両者の概念内容は錯綜しているため、古代ギリシアから現代までを扱

う本稿では、基本的に同義として扱う。  
14 この断片 18 はラテン語で記されているため、«semina»の語をそのまま付記した。ギリシア語では

«sperma»に相当する。なお、本文ではこれ以降、各論者の断片番号のみ記す。 
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した。そしてそのうえで、三角形の組み合わせにより、火の粒子を正四面体、空気の粒子

を正八面体、水の粒子を正二十面体、土の粒子を立方体とし、生きものを含む世界・万物

をこれらの数学的な合成として捉え 15、事物の多種多様性と多数性を説いたのである（53C-

61C）。 

他方、後者の《隠れた能動的原理》に関して、プラトンは三種類の霊魂を措定した。宇

宙世界の神的で不死の「万有の霊魂 pantos psychē」に淵源する「理知的部分 to logistikon」

（頭部が座）、地上的な死すべき霊魂である「欲望的部分 to epithymētikon」（横隔膜から臍付

近が座）、同じく「激情的部分 to thymoeides」（心臓が座）、この三種である（40D-41G, 69A-

71A, 92C）。また、消化の原理として身体に内在する「火 pyr」の「熱 thermotata」を考えて

おり、それは「精気 pneuma」とともに呼吸をもたらす原理でもある（78E-79E）。このよう

な火の熱などは、三種類の霊魂が生命現象の「原因 aitia」であるのに対し、「補助原因

ksynaition」と呼ばれている（46C-E）。すなわち、プラトンでは生命現象をめぐる《隠れた

能動的原理》が、第一のものと第二のものからなっている。再確認すると、特にこのプラ

トンの生命把握を批判的に継承したのがアリストテレスにほかならない。  

以上のようなアリストテレスに至る流れにあって、異質な流派が存在する。レウキッポ

スとデモクリトスの原子論である。パルメニデス以来の主潮が《隠れた根本物質》と《隠

れた能動的原理》の二元論であるのに対して、原子論は《隠れた根本物質》の一元論にな

っているのである。 

アリストテレスによれば、レウキッポスとデモクリトスは、世界を「充実したもの to plēres」

（あるもの）と「空虚 to kenon」（ないもの）からなると考えた。「充実したもの」は「不

可分なもの atomon sōma」とも呼ばれており、これがいわゆる「原子」にほかならない。原

子には無数の種類が存在し、それらの形態はＡとＮのようにすべて異なる。そして、原子

の結合の仕方の違い、つまり、ＡＮとＮＡやＨと Ｈのような原子の配列と方向の違いによ

って、万物の多種多様性が生じる（Aristotle, 1933=1968 年 , 985b-b20）。さらに、原子論は生命

現象の把握にも貫かれている。デモクリトスらも生命現象の原理として霊魂を考えたが、

無数に存在する原子のうち、球状の原子を霊魂と捉えたのである（Aristotle, 1936a=2014 年ａ , 

404a-a9） 16。原子論が《隠れた根本物質》一元論といえる所以である。 

かくして、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》との二元論であれ、《隠れた根本

物質》の一元論であれ、眼前の生きものと生命現象を構成し惹起する《隠れた何か》を探

究するという基本姿勢が伝統的に存在し、アリストテレスにおいて確立したのである。 

 

（2）アリストテレスからデカルトまで 
前項で見た古代ギリシアの科学的生命観は、驚くことに、少なくとも 18 世紀末葉まで貫

通している。そこで本項では、まず《隠れた根本物質》一元論の、ついで《隠れた根本物

 
15 この点にはピュタゴラス派の影響が見られるが、比例計算だけではなく幾何学が影響しており、

二種類の三角形がレウキッポス／デモクリトスの原子に相当すると見なせる。 
16 ただし、霊魂を一種の「火 pyr」ないし「知性 nous」と、また、万物の「基本要素 stoicheia」を「普

遍種子 panspermia」と呼んでいる。つまり、普遍種子＝原子からなる生きものに一種の火としての

霊魂が作用することにより、生命現象が生じると捉えられている、と見なせる。 
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質》と《隠れた能動的原理》との二元論の、アリストテレス以降の展開をひとまずデカル

トまで追ってみよう。 

《隠れた根本物質》一元論に関しては、デモクリトスらの原子論は、周知のように、エ

ピクロス（Epikouros, c.341-c.270 BC）やルクレティウス（Lucretius, c.99-c.55 BC）に継承され、勢

力をもつ。しかし、中世のキリスト教世界になると、その快楽主義や無神論の傾向が忌避

され、17 世紀のガッサンディ（Pierre Gassendi, 1592-1655）による復活まで、西洋の表舞台か

らは姿を消したとされる。 

また、前 3 世紀には、管見からすると同枠内のストア派が勃興する。キティオンのゼノ

ン（Zenon, c.335-c.263 BC）を開祖として、クレアンテス（Kleanthes, c.331-c.232 BC）、クリュシッ

ポス（Chrysippos, c.280-c.207 BC）と続くストア派は、《隠れた根本物質》として、アリストテ

レスの四元を踏襲した（Arnim 1903=2000-2006 年 , I-101ｂ , 102ｂ , II-413, 414） 17。他方、《隠れた

能動的原理》としては、独自の四種を措定した。すなわち、①万物に備わり、個々の万物

の形態を維持する「現状維持能力 hexis」（II-540, 552, 643, 1013）ないし「緊張能力 tonos」（II-

444, 451, 543, 546）、②動植物と人間に備わり、栄養摂取・生長・生殖をもたらす「自然 physis」

（II-458b, 708-712, 716b, 718, 743b, 1233） 18、③動物（と人間？）に備わり、衝動・表象・感覚・

随意運動をもたらす「霊魂 psychē」（II-714, 716b, 718, 721）、④人間だけに備わり、視覚・聴

覚・嗅覚・味覚・触覚・言語能力・生殖能力・全体統括能力をもたらす人間固有の「霊魂」

ないしは「知性 nous」（I-138, 143, 143b, 148, II-458, 460, 827-844）である。 

しかし、ナイフや肉体はもとより徳・悪徳や神をも「物体 sōma」と見なした（I-86-90, II-

357, 790-800, 848）ストア派では、かかる四種の《隠れた能動的原理》の正体は、火と空気を

基本要素とする物体としての「精気 pneuma, spiritus」にほかならない（II-310）。それゆえ、

ストア派を原子論と同様に《隠れた根本物質》一元論に括るとしても大過あるまい。ただ

し、その所説は、物体そのものが能力を備えている（＝物活論）点で、原子論とは異なる。 

以上のようなストア派もまたキリスト教から批判され、6 世紀にはやはり歴史の表舞台

から姿を消したとされる―18 世紀に、前掲のボルドゥやバルテズなどのフランス・モン

ペリエ学派が、ストア派の特に「現状維持能力」「緊張能力」の概念を復活させる。 

他方、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》との二元論に関しては、脈々たる潮流

が形成されることになる。 

まず、2 世紀のローマ帝政期に活動し、少なくとも 17 世紀までの医学に多大な影響を及

ぼしたガレノス（Galenos, 129-c.200）は、アリストテレスの四性質・四元 （Galen, 1978-1984, 661-

668）と、プラトンによる三種の霊魂（ibid. V, chap. 7-VII）を継承した 19。ただし、栄養摂取・

生長・生殖をもたらす霊魂（の部分）を「自然 physis」とも規定しており（Galen, 1916=1998

年 a; 1998 年ｂ , 1-2）、そこにはストア派の影響が見られる。また、ガレノスは、アリストテ

 
17 Arnim（1903）の参照については、たとえば「I-85」とあれば、Arnim（1903）第 I 巻の断片番号 85
を指す。ただし、「743b」などのアルファベットがついているものは、邦訳版のみに収録された断

片番号。  
18 念のために確認すると、ここでいう「自然」とは、産出された自然（環境）ではなく、生きもの

や生命現象を産出・統治する伝統的な《隠れた能動的原理》にほかならない。 
19 ガレノス自身は、四性質・四元の概念を、アリストテレスではなく、ヒッポクラテス（Hippocrates, 

c.460-c.370 BC）とプラトンから継承したと考えている。 
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レスと同様に、精気を霊魂の「道具 organon」と捉え（Galen, 1968=2016 年 , I, 1）、外気由来の

精気を「生命精気 zōtikon pneuma」と、生命精気が脳内で質的に変化したものを「霊魂精気

psychikon pneuma」 20と、それぞれ呼んでいる（Galen, 1978-1984, 606-608）。しかも、第二の原

理に相当するものとして、二種類の精気以外に、やはりアリストテレスと同じく「内在熱

emphyton thermasia」を措定している（ibid. VIII, chap. 7）。ガレノスも身体内（肝臓・脾臓・心

臓）では「火 pyr」が燃えさかっていると考え、それらの器官を「炉 hestia」 21に喩えている

のである（Galen, 1916=1998 年 a; 1998 年ｂ , 163-164）。ただし、アリストテレスが霊魂を中心に

生命現象を論じたのに対して、ガレノスでは精気が中心となっている。 

中世に入ると、学問の中心はイスラーム世界に移行する。まず、392 年にキリスト教がロ

ーマ帝国の国家宗教として公認されると、多神教のギリシア思想はしだいに衰退し、その

傾向は東西分裂（395 年）と西ローマ帝国崩壊（476 年）の後の、東ローマ帝国においても続

いた。そして、7 世紀にイスラーム教徒の東ローマ帝国への侵攻が始まると、徐々にギリ

シアの諸文献が翻訳され、やがてイスラーム独自の理論が加えられていったのである。た

だし、イスラーム世界にあっても、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》が科学的生

命観の両輪をなしていることに変わりはない。というのも、翻訳の中心人物フナイン（Hnayn 

ibn Ishāq al‘Ibādī, 808-873）も、イスラーム医学・科学の頂点をなすイブン・スィーナー（Abū 

'Alī al-Husayn ibn Abdallāh ibn Sīnā al-Bukhārī, 980-1037）も、その学説は、アリストテレスとガレノ

スの踏襲を基本として 22、イスラーム教の観点から修正を施したものだといえるからであ

る（フナイン , 2010; イブン・スィーナー , 1981; 2012）。 

《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》が両輪をなす科学的生命観は、中世後期の

西洋に逆輸入され、ルネサンス期へと繋がる。主流のスコラ学においては、アリストテレ

ス、ガレノス、イブン・スィーナーの所説が正統な学説となったからである 23。ただし、

従来考えられてきた以上に勢力を有していた錬金術医学では、《隠れた根本物質》として伝

統的な四元以外に、イスラーム由来の「原基 principium」が、具体的には「水銀 mercurius」

と「硫黄 surphur」が導入されている（これらは現在の Hg や S とは異なる）。そして、錬金術

医学の代表的人物パラケルスス （Theophrastus Paracelsus, 1493–1541）は、それらに「塩 sal」を

加えて三原基とした（Paracelsus, 1996, III, 41-43, IX, 45-47, 82-83）。また、《隠れた能動的原理》

としても、二層の「アルケウス archaeus」などを重層的に措定した（パラケルスス , 2004, 34）。 

ルネサンス期にはまた、新プラトン主義が隆盛を極める。プラトンの全著作をラテン語

訳したイタリアのフィチーノ（Marsilio Ficino, 1433-1499）や、«physiologia»の学問内容を自然

 
20 霊魂精気は「動物精気」と訳されがちだが、霊魂の道具と考えられている以上、かように訳すべ

きだろう。この «psychikon pneuma»がラテン語では «spiritus animalis»となり、デカルトでは «esprits 
animaux»となるが、デカルトも«esprits animaux»を霊魂の道具と見なしている以上、やはり「動物精

気」ではなく「霊魂精気」と訳出すべきであろう。詳細は小松（2020a, 注 14, 注 101）を参照。 
21 中枢器官や最重要器官を「炉」と呼ぶ伝統は、少なくとも 18 世紀末のビシャの時代まで続いてい

る。この点に関しては、小松（2020a, 455-457 頁）を参照。また、文脈は異なるが、小田切（2018）
がハイデガー哲学おける「炉」（竈）の概念に着目し、優れた分析を行っている。 

22 イブン・スィーナーの生命観には、「流出論」をはじめとした、プロティノス（Plotinos, 205-270）
やプロクロス（Proclos, 410-485）などの前期新プラトン主義の影響も見られる。 

23 スコラ哲学の基本概念「隠れた性質 occultatum natura」も、《隠れた何か》を求めた産物として捉

えうる。  
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学から生理学に改めたフランスのフェルネル（Jean Fernel, 1497-1558）などによってである。

彼らキリスト教的新プラトン主義者は伝統に違わず、《隠れた根本物質》として四元を、

《隠れた能動的原理》として霊魂・精気 24・熱を、生きものと生命現象を把握する基礎と

した。ただし、新プラトン主義の最大の特徴は、プラトンの『ティマイオス』から読みと

ったマクロコスモス（大宇宙）とミクロコスモス（小宇宙＝人体）との照応を基盤思想とし

たことである。すなわち、地上の物質や原理の起源を神的な天界に求め、「世界霊魂 anima 

mundi, animus mundi, anima universitas」（Ficino, 1989, 242-246; Fernel, 2005, 430-432, 450-452）、「世界

精気 spiritus mundi」（Ficino, 1989, 246, 254-256; Fernel, 2005, 700）、「流出
．．

熱 calida innato, calidum 

innatum」（Fernel, 2003, 278–280）などを、生命現象の根源として重層的に導入したことであ

る。むろん、これらもまた、《隠れた何か》を探究するという伝統的な発想のもとに導入さ

れた《隠れた能動的原理》にほかなるまい。 

以上のルネサンス期を俯瞰すると、スコラ学者とパラケルスス派と新プラトン主義者の

三つ巴の相克は近親間のものであることがわかる。つまり、その相克は、いずれもキリス

ト教を枢軸として、そこに異教の何を接合するか―アリストテレスか、錬金術思想か、

プラトンか―というものであった。しかし、それをさらに巨視的に見るなら、三者とも

生命現象の深奥や背後に《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》の実在を想定する伝

統的認識を共有しており、その大枠内での差異をめぐって争っていた、と捉えられよう。 

かくして、17 世紀の科学革命の時代を迎え、ハーヴィやデカルトの“斬新な”機械論な

る生命観が興隆する。 

ただし、前節で指摘したように、血液循環の発見で名高いハーヴィは、当の『心臓と血

液の運動』（Harvey, 1628）において、心臓の拍動を「精気 spiritus」という《隠れた能動的原

理》に帰着させていた。そこでさらに見るなら、ハーヴィはこの精気原理説をデカルトに

批判されると（AT-XI, 243-244=2017 年 , 164 頁） 25、『血液の循環』（1649 年）では次のように述

べ、心拍の原理をアリストテレス由来の「生得熱・内在熱」に置き換えている。 

 

私は、生得熱 calor nativus つまり〔心臓にある〕内在熱 calidus innatus こそがすべてのはたらきに

共通の道具 instrumentum であり、心拍をもたらす第一の作用因 efficientem primum であると主張す

る。ただし、不動の信念をもって断言するのではなく、ひとつの仮説として提起するにすぎない。

（Harvey, 1958, 151） 

 

ここでハーヴィによる「生得熱・内在熱」の措定は、たしかに控え目ではある。しかし、

《隠れた能動的原理》を措定することが自明の前提になっているからこそ、精気の代わり

に何か別の原理を導入せざるをえないのである。しかも、アリストテレス由来の「生得熱・

 
24 フェルネルの議論は複雑であり、たとえば精気には、熱などを運ぶ媒体としての精気と、その精

気を産出し、心臓・肝臓・脳を支配する精気とが存在する（Fernel, 2003, 258-300）。 
25 デカルト文献の参照頁に関して、AT とはアダン／タヌリ版 Œuvres de Descartes の略。上記の「AT, 
Ⅺ , 243-244=2017 年 , 164 頁」は、「AT 版 , 第Ⅺ巻 , 243-244 頁 , 『デカルト医学論集』 , 164 頁」を指

す。邦訳が『デカルト著作集』の場合は、巻、頁の順で記す。 
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内在熱」を提起したのみならず、アリストテレスと同じくそれを「道具」と規定している  

26。

斬新とされるハーヴィの生命観は、本質的には旧来のものの延長線上に位置するのである。 

デカルトについても、前節での指摘―種々の著作で「理性霊魂」などの存在を認めて

いることなど―以上に具体的に見ておこう。 

機械論の権化と見なされてきたデカルトは、ひとまずは「粒子論者」と呼ぶほうが実態

に近い。なぜなら、『世界論』においてアリストテレス主義や新プラトン主義などに抗した

デカルトは、物質の「微小な部分 petite partie」と呼ぶ「粒子」―火と空気と土の三元素

―の運動・大きさ・形状・配置だけで、世界を単純に説明できると宣言し（AT-XI, 25-26=4, 

148 頁）、実際に、天体の運行と生成、重力、潮の干満、光の動きや反射などについて、そ

れを実行した（つもりだ）からである。しかも、『人間論』では、やはり粒子―主に半物

質的な「霊魂精気 esprits animaux」27と血液の粒子―の運動だけで生命現象を詳解した（つ

もりだ）からである。 

ここでまず注目すべきは、デカルトもまた、もろもろの粒子という《隠れた根本物質》

を所論の基軸に据えていることである。ただし、それ以上に確認すべきは、筆者が「（つも

りだ）」と付記した内実である。すなわち、自覚的には伝統的な特殊原理を排して、粒子の

運動だけで生命現象を説いたはずのデカルトが、実は、粒子の運動の原理を身体に内在す

る「火の熱」だとしている事態である。 

 

〔人体〕機械の諸機能に関しては、その心臓でたえず燃えさかっている火、すなわち不活性な物

体の中にある火となんら変わらぬ性質の火、この火の熱 chaleur de feu によって活性化されている

血液と精気以外には、生長霊魂〔＝栄養霊魂〕も感覚霊魂も、そしてその他の運動や生命のいか

なる原理も、機械〔＝人体〕の中に想定してはならない。（AT, XI, 202=4, 286 頁） 

 

たしかに、デカルトは『人間論』のこの結論部分で、「いかなる原理も、機械の中に想定

してはならない」と言明している。伝統的な「生長霊魂〔＝栄養霊魂〕Ame vegetative」と

「感覚霊魂 Ame sensitive」も放逐した。ところが、瞠目すべきことに、「火の熱 chaleur de 

feu」なるプラトン‐アリストテレス的な原理を掲げているではないか。「デカルト＝機械

論者」の根拠として挙げられがちな当の部分で、デカルトみずからが、逆説的にも《隠れ

た能動的原理》の存在を前提にしているのである。さらにいうなら、『動物の発生について

の最初の思索』では、人間では心臓以外にも脳と胃で「火 ignis」が燃えさかっていると明

言し、しかも、火の在処をガレノスと同じく「炉 foci」と呼んでいるのである。 

 

人間では三つの炉 foci で火が燃えている。第一の炉は心臓にあり、火は空気と血液に由来する。

第二は脳にあり、火はやはり空気と血液によるが、ずっとかぼそい。第三は胃にあり、火は食物

と胃それ自体による。心臓には、乾燥した隙間のない物質を燃やしたような火 ignis がある。脳に

 
26 ただし、アリストテレスが精気や熱を霊魂の道具としたのに対して、霊魂を議論に導入しないハ

ーヴィは、「自然 natura」の道具としている（Harvey, 1958, 132）。  
27 デカルトは精気を物質と捉えたとされがちだが、伝統に倣って「風 vent」「炎 flame」とも呼んで

いる（AT-Ⅺ , 129=4, 231 頁 ; AT-Ⅵ , 54=4, 72 頁）ため、「半物質的」とした。  
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は、酒精を燃やしたような火がある。胃には、乾ききらない薪を燃やしたような火がある。胃で

は、食物が湿った干し草のように、何も手を加えなくとも、ひとりでに腐敗して熱くなることが

ある、等々。（AT, XI, 538 =2017 年, 139-140 頁 , 一部改訳） 

 

かくして、ハーヴィやデカルトもまた伝統の上に立脚している。斬新な機械論なる生命

観の興隆とは、《隠れた何か》を探究する長大な歴史のむしろ象徴的な事態だといえよう。 

視野を拡げると、この時期、デカルトにも少なからぬ影響を与えたと思しきフランドル

出身のファン・ヘルモント（Jan Baptista van Helmont, 1579-1644）が力を有した。後述する「医

化学派」の起点とされるファン・ヘルモントは、没後の 1648 年出版の主著『医学の夜明

け』（Helmont, 1966=1993 年）において、キリスト教思想、錬金術思想、新プラトン主義、ギ

リシア・イスラーム的なものが混在した独自の理論を展開したのであるが、それはやはり

《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》を基軸としたものだと概括できる。つまり、

前者の《隠れた根本物質》としては、四元のうち「水 aqua」と「空気 aer」だけを認めてい

る（ibid. 52-53）。他方、後者の《隠れた能動的原理》は、パラケルスス以上に重層的になっ

ており、「発酵素 fermentum」 28、「ブラス Blas」（blast〔胚芽〕を語源とする造語）、器官ごとに

備わった「生得アルケウス Archaeus insitus」、天界起源の神的な「流出アルケウス Archaeus 

influus」、「不死の精神 mens immortalis」、これらが複雑な仕組みで生命現象を統御すると

考えられている（ibid. 40-41, 178-192, 208-225, 288-293, 300-314）。 

以上見てきたように、たしかに 17 世紀の前半まで、《隠れた根本物質》と《隠れた能動

的原理》が両輪をなす科学的生命観が堅固に続いているのである。 

 

（3）デカルトから 18 世紀末葉まで 
本稿の注 4 で言及したように、デカルト没後の 17 世紀後半の西洋では、「医物理学派

iatrophysical school, iatromechanical school」 29と「医化学派 iatrochemical school」が、医学・生

理学のなかで勢いをもつようになる。前者は生命現象を計量可能な現象して力学的・数学

的に捉えたのに対して、後者は燃焼や発酵などの“化学現象”として生命現象を把握した。

この点で両者は対立したが、いずれもデカルトの影響が大きく、①生命現象の特殊性を問

題にせず、②生きものを「機械 machina, machine, engine」や「自動機械 automaton」と呼び、

③霊魂精気などの粒子
．．

を生命現象の把握の基本とし、④霊魂（理性霊魂）の存在を認め、

それを精神現象のみに関係させる点で、概ね共通しているといえる。 

まず医物理学派から少々具体的に見ると、その代表的論者であるイタリアのボレリ

（Giovanni Alfonso Borelli, 1608-1679）は、そもそも、生命現象を物質的な「霊魂精気 Spiritus 

Animales」と血液の粒子の「運動 motus」と捉えており、デカルトの影響が顕著である。し

かも、生命現象（生命運動）を随意運動と不随運動に分け、霊魂が作用を及ぼすのを随意

運動に限ったが、それは霊魂の作用対象を精神現象に限定したデカルト理論の敷衍にほか

 
28 錬金術では生命現象は発酵現象を基礎とするものと考えられており、「発酵素」はその作用因の

ひとつ。ただし、発酵現象も発酵素も現代の概念とは大きく異なる。 
29 医物理学派はデカルト以前から存在し、イタリアのサントリオ（Santorio Santorio, 1561-1636）が先

駆者だとされる。  
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ならないだろう（Borelii, 1685, 1-4）。また、ボレリと双璧をなすザクセンのホフマンは、人間

を「精神 mens」と「物質 materia」・「延長 extensio」とに二分し、霊魂精気を魂の「道具

instrumentum」と呼ぶなど（Hoffmann, 1695, 3, 15, 33）、用語まで含めてデカルトの影響が際立

っている。 

ボレリもホフマンも、生命現象を「物理学的数学 physico-mathematica」の観点から具体的

に説いたが、その根底には、《隠れた能動的原理》としての「霊魂 anima」と、《隠れた能動

的原理》かつ《隠れた根本物質》としての「霊魂精気 spiritus animales」が横たわっている

のである。ここで、霊魂精気の存在性格を「かつ」で結んだのは、特にボレリの所説には

その両面が見受けられるからである。この時期、霊魂精気はその性格を実体的な特殊原理

（《隠れた能動的原理》）から物質（《隠れた根本物質》）へと転換していくのだが、両面を

備えたボレリには転換の様相が具現しているといえよう。 

他方、先のファン・ヘルモントを起点とする医化学派としては、ドイツ出身のシルヴィ

ウス（Franciscus Sylvius=Franz de la Boë, 1614-1672）や、ロンドンの「王立協会 Royal Society」に

集った次の論者が挙げられる。ウィリス（Thomas Willis, 1621-1675）、パワー（Henry Power, 1623-

1668）、ボイル（Robert Boyle, 1627-1691）、ロウアー（Richard Lower, 1632-1691）、フック（Robert Hooke, 

1635-1703）、メイヨー（John Mayow, 1640-1679）などである。 

ただし、医物理学派に比して医化学派の理論は多様であり、《隠れた根本物質》として、

たとえば、ウィリス、メイヨー、ロウアーは、古代ギリシア以来の四元を排し、パラケル

ススの三原基説（水銀・硫黄・塩）を発展させた五原基説（精気・硫黄・塩・水・土）をとっ

た（Willis, 1695, cap. I-II; Mayow, 1681, 41-43; Lower, 1669）。だが、懐疑主義者のボイルは、四元は

もとより原基もいっさい認めず、独自の「ミニマないしプリマ・ナトゥラリア minima or 

prima naturalia」を措定した（Boyle, 1966, 29=54 頁）。 

また、《隠れた能動的原理》としては、概ね「霊魂 anima, soul」が精神現象のみにかかわ

るものとして措定されている 30。先述のように、この時期、カッサンディによってエピク

ロスの原子論が復活するが、霊魂をも物質とする原子論に医化学派は与しなかったのであ

る。また、「霊魂精気」は、上記の医物理学派に増して、《隠れた能動的原理》から《隠れ

た根本物質》に転成したといえる 31。つまり、基本的に医化学派は、精神現象以外の生命

現象を、霊魂精気をはじめとした五原基などの粒子の織りなす化学現象（燃焼ないし発酵）

として説いたのである。なお、原子論も粒子論も《隠れた根本物質》を措定する点では同

様であるが、原子がそれ以上分割不可能な物質であるのに対して、粒子論の粒子はただた

だ微細な物質、と捉えられる。 

以上のように、ガッサンディによる原子論の復活やデカルトの所論自体を含めて、17 世

紀に広義の粒子論が盛んになった事態には、F. ベイコン（Francis Bacon, 1561-1626）が自然支

配の具体的方策として、自然（生きものを含む事物）の「隠れた
．．．

構造 latens schematismus」（不

可視の内部構造）と「隠れた
．．．

過程 latens processus」（生きものなどの生成変化をめぐる不可視の内

部過程）の掌握を提起し、それらの基底として「ミニマ minima」という最小粒子（＝《隠

 
30 ただし、ボイルは霊魂を生命現象の原理とすること自体を否定した（Boyle, 1966, 117=188-189 頁）。 
31 ただし、パワーにおける霊魂精気は《隠れた能動的原理》である（Power, 1966, 66-71）。 
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れた根本物質》）を措定したことが関係している （Bacon, 1803, Lib. II, I-IX=第 2 巻 , 第 1 節−9

節）。そして、その提起のさらなる背景には、キリスト教神学における「有機的構造 organizatio」

という近世以降の生命論の最重要概念が控えているのである 32。 

さて、17 世紀末葉から、医物理学派にも医化学派にも抗する流れが湧き起こった。たと

えば、当時のポンプは水を約 10 メートルの高さまでしか汲み上げられなかったが、その高

さを凌ぐ巨木が頂まで水を吸い上げて葉を茂らせている事実を、いずれの学派も説得力を

もって論じられなかったからである。やはり、生命現象の特殊性が主張されたのである。 

そこで三種の立場が登場した。すなわち、①前掲のシュタールのように、デカルト以来

精神現象に限定されていた「理性霊魂」の作用対象を、あらゆる生命現象に再拡張するか

（アニミスムス）、②モーペルテュイ（Pierre-Louis-Moreau de Maupertuis, 1698-1759）の「粘着性

物質 matière visqueuse」（Maupertuis, 1752）や、ビュフォン（George-Louis Leclerc, comte de Buffon, 

1707-1788）の「有機的粒子 molécules organiques」（Buffon, 1822）のように、生きものを構成す

る物質自体に特殊な能力をもたせるか（物活論）、③霊魂（栄養霊魂・感覚霊魂）という《隠

れた能動的原理》を奪われた精神現象以外の生命現象に、新たな《隠れた能動的原理》を

導入するか（“生気論”）、この三種である。 

18 世紀前葉にまず主流となったのは、シュタールのアニミスムスである。ただし、世紀

中葉には、フランスのモンペリエ学派によってアニミスムスが改革され、“生気論”が誕生

し、主流の座を奪うことになった。具体的には、ソヴァージュ（François Boissier de Sauvages, 

1706-1767）がモンペリエに導入したアニミスムスを、門下のボルドゥ（前掲）がストア派の

理論を援用しつつ体系的に発展させた（Bordeu, 1751）。そして、さらに、フーケ（Henri Fouqet, 

1727-1806）、メニュレ（Ménuret de Chambaud, 1733-1815）、バルテズ（前掲）、グリモー（Jean-Charles 

Grimaud, 1750-1789）、デュマ（前掲）、そしてビシャ（前掲）などが、ボルドゥの所説を基礎に

自論を展開したのである。 

このようなモンペリエ学派の生命観として概ね共通するのは、以下の五点であろう。 

第一に、人間と動物の基本能力を感覚と運動と見なしていること。そこには、生命現象

の基本を広義の「運動 mouvement」 33と見たデカルトと、知の源泉を「感覚 sensation」（と

「内省 reflection」）としたイギリス経験論の影響が強い。 

第二に、霊魂の存在は認めたうえで、それを精神現象の根本原理に限定し、他の生命現

象（身体現象）の根本原理を霊魂とは別に措定していること。ボルドゥの「動物性 animalité」

（Bordeu, 1751; 1775）や、バルテズの「生命原理 Principe Vital」（Barthez, 1778）などである。こ

の点については、デカルトによって伝統的な栄養霊魂（生長霊魂）と感覚霊魂が奪われた

ため、それに代わる根本原理がやはり必要だと考えられたのである。 

第三に、生命現象をめぐる直接的な第二の原理として、「感覚性 sensibilité」、「刺激反

応性 irritabilité」、「収縮性 contractilité」などの「生命特性 propriété vitale」が措定されてい

ること。上述のように、デカルトにあっても、その影響を受けた医物理学派や医化学派に

 
32 この点の概要については、小松（2018, 70-75 頁）を参照されたい。  
33 「運動 motus, mouvement」とは、いわゆる身体運動のみならず、身体内の生理変化をも指す概念

である。  
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おいても、霊魂精気は物質化する傾向にあったが、18 世紀にはこの傾向が加速し、プリ

ーストリー（Joseph Priestley, 1733-1804）の「脱フロギストン空気 dephlogisticated air」や、ラヴ

ォアジエ（Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743-1794）の「酸素 oxygène」に置き換わった。また、

もうひとつの伝統的な第二の原理「火の熱」も、燃焼を粒子論的に捉える傾向が強まるこ

とで徐々に態を潜め、ラヴォアジエが燃焼を酸化現象と捉えるとほぼ完全に姿を消した。

だが、生命現象の特殊性（＝「生命性 vitalité」）を支える直接的な原理が必須だと考えら

れ、「生命特性」が措定されたのである。その際、感覚能力は外的感覚器官のみならず内

臓にも備わっていると考えられ、「感覚性」が広義の感覚能力の、「刺激反応性」や「収

縮性」が運動能力の、それぞれ特殊原理として考えられた。 

第四に、第一の原理も第二の原理も、「力force, énergie」と見なされたこと。その背景に

は、ニュートンによる「万有引力の法則」の提唱がある。ニュートンの影響は絶大であり、

万有引力と類比的な力を生命現象に関しても追究し、生きものに関する学を物理学・天文

学に比肩する学として確立することが目指されたのである。この趨勢は18世紀の後半にな

るほど強い。 

第五に、伝統的な四元や原基の概念が見られないこと。また、種々の粒子は存続してい

るものの、現代の元素概念に近いものになっていること 34。逆に、「電気流体flluide électrique」

などの通称「不可秤量流体unpounderable fluid」が登場し、特に神経生理の把握で重要な位

置を占めていること。また、生きものの最小単位を「繊維fibre」と見なし、それとの関係

で生命現象を探究する新傾向があること、などである。 

以上をまとめると、後に“生気論”と呼ばれるモンペリエ学派の生命観とは、第一と第

二の根本原理を、つまり二層の《隠れた能動的原理》を措定し、《隠れた根本物質》は様相

を現代的なものへと変えはじめたものだと捉えられよう。 

このような医物理学派・医化学派に抗する思潮は、時を同じくして、医学の他の中心地

でも勃興した。オランダのライデンでは、医物理学と医化学の体系的折衷派ブールハーフ

ェ（Herman Boerhaave, 1668-1738）の門弟ガウプ（Hieronymous David Gaub, 1705-1780）が、スコッ

トランドのエジンバラでは、ホワイト（Robert Whytt, 1714-1765）、カレン（William Cullen, 1710-

1790）、ブラウン（John Brown, 1736-1788）が、そしてザクセンのゲッティンゲンではハラー

（Albrecht von Haller, 1708-1777）が、モンペリエ学派と同種の議論を展開したのである。  

そして、この思潮の最終地点にパリ学派のビシャが位置するといえる。1802 年に 30 歳

で夭折したビシャは、『生と死の生理学研究』（1800 年）において、従来の生理学研究を批判

的に踏まえ、従来の諸特性を三種―「感覚性 sensibilité」、「収縮性 contractilité」、組織（tissu）

の「伸張性 extensibilité」―に帰着させ、それをもとに動物と人間の生命現象を体系的に

論じたのである。それは、2300 年間にわたって綿々と続いてきた《隠れた能動的原理》と

《隠れた根本物質》との二元論的生命観の最終的な
．．．．

頂上をなすものであった。 

 

 

 

 
34 ただし、「熱素 calorique」と「光素 lumière」はこのかぎりではない。  
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３ 18 世紀末葉から現代までの科学的生命観 
 

本稿第 1 節で予猫したように、18 世紀の末葉から約 90 年の間に科学的生命観の大転換

が生じる。それは、特に《隠れた能動的原理》の再考をめぐって、三種の形態として生じ

たと見なせる。すなわち、①唯物論的生命観、②力学的生命観、③実証主義的生命観、こ

の三種である 35。最も重要な時代であるため、これまでよりやや詳しく順に見ていこう。 

 

（1）唯物論的生命観 
まず、フランスを起点とした唯物論的生命観からである。 

18 世紀から 19 世紀にかけてのフランスの唯物論としては、イギリス経験論の影響を受

けたドルバック（Paul Henri Dietrich d'Holbach, 1723-1789）やエルヴェシウス（Claude-Adrien Helvétius, 

1715-1711）に端を発し、サン=シモン（Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, 1760-1825）や

フーリエ（François Marie Charles Fourier, 1772-1832）などの空想的社会主義に至る系譜が著名で

ある。だが、もちろん、生きものの把握にも唯物論の傾向は生じた。 

たとえば、獲得形質の遺伝で知られるラマルク（Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829）である。

ラマルクは、人間の「不死の霊魂 âme immortelle」も、動物の「死すべき霊魂 âme perissable」

も、非物質的という理由で議論から一掃したのである（Lamarck, 1797, 255）。ただし、ラマル

クはこの姿勢を徹底しえていない。というのは、やはり非物質的であるはずの「生命力 force 

vitale」に関しては、検討の末、生命現象を引きおこす「熱素」と「電気流体」（＝《隠れた

根本物質》）に内在する実体的な「力 force」として認めたからである（Lamarck, 1809, II, chap. 

3, 7=第 2 部 , 第 3 章 , 第 7 章）。つまり、ラマルクは、生命力（＝《隠れた能動的原理》）を生

命現象に不可欠なものとする大前提から抜け切れていないのである。 

あるいはまた、前掲のカバニスである。パリ学派のこの重鎮は、1802年刊行の主著『人

間の身心関係』（Cabanis, 1844）において、脳と思考の関係は、胃・小腸と消化作用、肝臓と

胆汁分泌、耳下腺・顎下腺・舌下腺と唾液分泌、これらの関係と同様だとして、脳が感覚

器官から受容した印象を消化して思考を分泌すると論じた（ibid. 137-138）。だが、カバニス

は、「感覚性sensibilité」（＝《隠れた能動的原理》）を措定しているうえに、ヒッポクラテ

スなどの伝統思想を併せもっており、唯物論的生命観が貫かれているとはいえない。 

19 世紀半ばになると、フランスで芽生えた唯物論的生命観はドイツで勢力をもつ。エン

ゲルス（Friedrich Engels, 1820-1895）に酷評された（エンゲルス, 1952・1966; 1956-1957）、フォー

クト（Karl Christoph Vogt, 1817-1895）、モレショット（Jacob Moleschott, 1822-1893）、ビュヒナー

（Ludwig〔Louis〕Büchner, 1824-1899）などによってである 36。たとえば、フォークトは、「思

考と脳の関係は、胆汁と肝臓の関係ないし尿と腎臓の関係と同様である」（Vogt, 1845-1847, 

II, 206）と、カバニスの焼き直しを明言している。 

ただし、本稿の文脈で特に重要なのは、この三者がいずれも「生命力 Lebenskraft」（＝

《隠れた能動的原理》）の実在を否定した点である。フォイエルバッハ（Ludwig Andreas 

 
35 この三類型化は、Mandelbaum（1971）と河本（1982）を参照している。  
36 ドイツの科学的唯物論（俗流唯物論）の展開については、Gregory（1977）が詳しい。 
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Feuerbach, 1804-1872）の神秘思想批判を継承した彼らの目には、生命力は神秘的なものに映

ったのである（Vogt, 1845-1847, I, 3; Moleschott, 1852, 18-9; Büchner, 1858, 187-91, 212）。すなわち、

彼ら科学的唯物論者によれば、そもそも自然界はすべて同一の「物質 Stoff」と「力 Kraft」

によって支配されており、生物に固有な物質も力も存在しない。しかも、力とは、物質と

独立に自存する実体ではなく、物質の「属性 Eigenschaft」である。したがって、基礎とな

る物質をもたない生命力は非実在的な抽象にすぎない。このように断じたのである（Vogt, 

1845-1847, I, 3, 142-143; Moleschott, 1852, 347, 349-350; Büchner, 1858, 1-8）。 

ここにおいて、先のカバニスやラマルクに芽生えた唯物論的生命観が全面開花している

といえよう。カバニスが重きを置いた生命特性が彼らの所論には見られず、また、ラマル

クが非物質的な根本原理の一掃を目指しながらも残存させた生命力が、まさに非物質的と

いう理由で放逐されているのである。さらには、力一般までもが実質的な意義を失ってい

るといえる。なぜなら、彼らにとって生命現象はそもそも物質現象にほかならず、しかも

力一般を物質の属性とした以上、生命現象はひとえに物質的に探究されるべきものになる

からである。実際、彼らは、生物を酸素・水素・炭素・窒素など種々の原子（Atom）から

構成される化合物として、また、生命現象をそれら原子による身体内の化学的な「過程

Vorgang」として把握した。かくして、唯物論的生命観においては、細胞内の「原形質

Protoplasma」を基底とする物質的な化学過程が探究の課題となったのである（Hall, 1969, Ⅱ , 

chap. 42=下巻 , 第 42 章 ; Florkin, 1972, chap. 16; 河本 , 1982, 33-34）。 

 

（2）力学的生命観 
次に力学的生命観である。 

18 世紀のドイツでは、生きものに関する学の中心は発生学であり、その根本原理がさま

ざま措定された。ヴォルフ（Christian Wolff, 1679-1754）の「本質力 vis essentialis」、メディク

ス（Friedrich Casimir Medicus, 1736-1808）の「生命力 Lebenskraft」、ブルーメンバッハ（Johann 

Friedrich Blumenbach, 1752-1840）の「形成衝動 Bildungstrieb」等々であり、概してこれらもニュ

ートンの万有引力に牽引され、後に「生命力 Lebenskraft, force vitale, vital force」と総称され

るものである 37。 

ただし、19 世紀への曲がり角で、こうした実体的な特殊原理の存在性格に揺らぎが生じ

る。ほかならぬカント（Immanuel Kant, 1724-1804）の『判断力批判』（初版 1790 年）によって

である。カントはこの第三批判で、本稿のいう《隠れた能動的原理》を「統制原理 regulatives 

Prinzip」として、つまり、自然現象の未解明部分を解明へと方向づけるための非実在的な

方法論的原理（認識形式）として、捉えなおした。この観点からカントが絶讃したブルー

メンバッハの「形成衝動」については、ブルーメンバッハ自身が、それを実在する「自然

力 Naturkraft」であり、しかも動物の生成・栄養・再生の「第一原因 die erste Ursache」だと

規定しているのが事実なのだが（Blumenbach, 1781, 13）、たしかにカントの影響は当時の生

理学者に現れた。 

 
37 それゆえ「生命力」という語には、メディクスなどが提唱したような固有名詞の場合と、特殊原

理の総称を指す一般名詞の場合があるため、注意されたい。 
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たとえば、生命現象の統一原理として「生命力 Lebenskraft」を提唱したライル（Johann 

Christian Reil, 1759-1813）である。ライルは『判断力批判』に言及したうえで、そもそも「力

Kraft」とは、原因（物質の性質）と結果（現象）との「関係 Verhältnis」のことだと捉え、

そしてそうである以上、力は実在するものではなく、「主観的概念 subjektiver Begriff」であ

り、原因と結果との繋がり方を把握するための認識の「形式 Form」だと考えた（Reil, 1795, 

45-46）。それゆえライルは、生命力をも、物質が構成する「有機的構造 Organisation」と生

命現象との関係として把握したのである（ibid. 40-44, 48-51）。ここにおいて生命力は、生命現

象の背後にあってそれを引き起こす《隠れた能動的原理》ではなくなっている。カッシー

ラー（Ernst Cassirer, 1874-1945）に倣うなら、実体概念から関数概念へと転換しているのであ

る（カッシーラー , 1979）。 

このようなカントの影響は、キールマイヤー（Carl Friedrich Kielmeyer, 1765-1844）や、隣国

フランスのキュヴィエ（Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, 1769-1832）などにも見

られる（Lenoir, 1982, 37-53; Cuvier, 1806, 71）。また、この時代、物理学分野では力学以外に熱

学と電磁気学が発展し、さまざまな力が考えられており、生命力をめぐる議論も、トレフ

ィラヌス（Gottfried Reinhold Treviranus, 1776-1837）、オーケン（Lorenz Oken, 1779-1851）、シュヴ

ァン（Theodor Schwannm, 1810-1882）などによって進められた。ただし、ロマン主義のこの時

代、どうやらカントよりもシェリング（Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854）の影響

のほうが強く、生命力や力一般を実在するものとして把握する傾向が勝っていたようであ

る（Lenoir, 1982）。 

しかし、19 世紀半ばになると、生命力を含めて諸力を究極原因としての「根源力 Urkraft」

（引力と斥力）へと還元する傾向と、さらに根源力自体を省みる傾向が生じる。マイヤー

（Julius Robert von Mayer, 1814-1878）、デュボア・レイモン（Emil Heinrich du Bois-Reymond, 1818-

1896）、ヘルムホルツ（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894）などによってである。

このうちデュボア・レイモンは、自然界の根本である物質と力の本性を不可知としてかた

づけたが（デュボア・レイモン , 1928）、マイヤーとヘルムホルツは、それらの探究に邁進し

た。この二人に共通するのは、力を数量的に定式化したことであり、また、最終的には力

を関数概念に転成させたことである 38。 

まず、マイヤーは、1841 年の論文（Mayer, 1893a）で、運動の原因として、根源力に由来す

る「運動力 Kraft V」を措定し、それを V=MC（運動力=質量×速度）と定式化した。ここで

は、運動力が物質（の質量および速度）と関係づけられているが、マイヤー自身にとっては、

力は物質とは独立に存在し、現象の背後から現象を引き起こす作用因であったといえる

（ibid. 100-102）。しかし、翌 1842 年の論文（Mayer, 1893b=1951 年）では、根源力を議論に導

入せずに、ライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716）由来の「原因は結果に等しい」

という原則のもとに、力を原因とする把握は維持しつつも、原因概念自体を変更させた。

すなわち、原因そのものは不滅であり、その質のみが変化するとして、原因を結果に対し

て単に時間的に先行するものと捉えなおした。しかも、力のみならず物質も原因と考え、

 
38 力学的生命観に関する以下の議論は、河本（1979）、勝守（1982）、Lenoir（1982）を参照してい

る。 



科学的生命観の歴史的再構成（小松美彦） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.15 2021 

 

 68 

力を物質と同等の実体的なものとして把握した（ibid. 23-24=3-5 頁）。このような力の概念的

転換は、アリストテレス的な可能態（dynamis）から実現態（energeia）への転換だともいえ

る（勝守 , 1982, 49）。さらに、1851 年の著書（Mayer, 1893c）では、運動力（運動エネルギー）

を ps=½Mc2（圧力×距離=½×質量×速度 2）と定式化したが（ibid. 256=38 頁）、力の概念に関し

て重要なのは、「力がいかなるものかではなく、いかなるものを「力」と名づけようとす

るかである」（ibid. 260=43 頁）と明言した。ここに至り力は、現象の背後から現象を引き起

こす作用因ではなく、また、物質と同等の実体的なものでもなく、数量関係の表現へと、

すなわち関数概念へと転成したのである。 

ヘルムホルツも、力の保存則を最初に提唱した 1847 年の小冊子（Helmholtz, 1882=1979 年）

では、1841 年のマイヤーと同様、原因概念を現象の背後から現象を引き起こす作用因とし

て捉えているといえる。そして、「力 Kraft」を原因と規定して究極的な力を求め、それを

引力と斥力に分解しうる「運動力 Bewegungskraft」だとした。生命現象を含むすべての自然

現象は、この運動力によって引き起こされるのである。ただし、力は単独では存在せず、

物質と相互媒介的にはじめて存立すると考えた（ibid. 12-17=233-236 頁）。力を欠いた物質も

物質を欠いた力も存在しないとするこの認識は、先の科学的唯物論者の認識と似ているが、

歴史的順序としては、ヘルムホルツが科学的唯物論者に影響を与えたのである。こうした

原因・力・物質の概念に基づき、ヘルムホルツは「力の保存原理 Prinzip von der Erhaltung 

der Kraft」を、½𝑚𝑚𝑄𝑄2 −½𝑚𝑚𝑞𝑞2 = −∫ 𝜑𝜑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑅𝑅
𝑟𝑟 （m は一個の質点の質量。Q と q は接戦速度。R と r は

中心から質点までの距離。𝜑𝜑は r の方向にはたらく力の強さ）と定式化した（ibid. 22=240 頁）。 

だが、ヘルムホルツは、1878 年にベルリン大学総長として行った講演（Helmholtz, 1971）

では、上記の立場を根本的に改めた。すなわち、自然界の事物相互の間に成り立つ恒常的

な関係を、「法則的なもの das Gesetzliche」ないし「法則 Gesetz」と規定し、その法則的な

ものを「原因 Ursache」と呼び、「法則が、我々の知覚と自然過程の推移を強制するものと

して、我々の意志と等価なものとして認められるかぎり、我々はその法則を「力 Kraft」と

名づける」と言明した（ibid. 274-275）。ここにおいて、ヘルムホルツもまた、作用因として

の原因と力の把握を廃棄し、それらを法則的なものないし法則として、すなわち関数概念

として捉えなおしたのである。 

以上のような力学的生命観にあっては、特殊な存在者としての「生命力 Lebenskraft」は、

「運動力」と「力の保存則」に呑みこまれる。生命力は相互に転換する運動力の一様態に

すぎないことになるからである（Mayer 1893d, 135-138; ヘルムホルツ , 1961, 20-29）。そしてさら

には運動力も、現象の背後にあって現象を引きおこす作用因から、（ライルが生命力につ

いてのみそう捉えたように）関数概念へと転成したのである。このような力学的生命観で

は、生命現象は主として物理学的な神経生理学の観点から、細胞レベルで数量的に探究さ

れた（Lenoir 1982） 39。 

 

 

 
39 力学的生命観はこのように現象主義的なものに至った点では、次項で見る実証主義的生命観と同

質であるが、生命現象を数量的に把握した点に特徴がある。 
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（3）実証主義的生命観 
最後に、実証主義的生命観である。 

「実証主義 positivisme, positivism, Positivismus」の一般的特徴として、①形而上学の拒否、

②科学が知の理想形態を構成するという認識、③科学による自然認識の限界を考えて探究

対象を現象に限定する姿勢、これらが挙げられる（Madelbaum, 1974, 10-11）。そのような実証

主義としてただちに想起されるのは、コント（Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, 1798-

1857）のそれであろう。ただし、コントの主著『実証哲学講義』（Comte, 1830-1842=1928, 1930

年）の全体に、少なくとも生物学の部分（第 40 章-44 章）に、多大な影響を与えたのは、本

稿第 2 節の末尾で言及したビシャだといえる。 

第 2 節では《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》との二元論的生命観の歴史の頂

上に位置づけたビシャには、さらに着目すべき点がある。1800 年刊行の『生と死の生理学

研究』の第 1 部第 1 章において、こう宣言したことである。「我々は、我々の科学を構築

する観念を相互に関連づけるべく、現象間の繋がりを探究しようではないか」（Bichat, 1843, 

6=188 頁）。そしてさらに第 7 章では次のように言明し、伝統的な第一原因を不可知なもの

として科学的探究の埒外に放逐したことである 40。 

 

そもそも、第一原因を知ることは、我々にとって重要なことなのだろうか。〔…〕生命の根本原

理がわからなければ、生命現象をもたらす器官の特性 propriété を分析できないのだろうか。悟性

に関する近代の形而上学者の学問的方法を動物に関する科学に適用して、第一原因を不問に付し、

その大いなる結果だけに目を向けようではないか。（Bichat, 1843, 55=238 頁） 

 

ビシャはこの引用文の少々前で、具体的な第一原因として、いずれも前出の、シュター

ルの「霊魂 âme」、ファン・ヘルモントの「アルケウス arché」、バルテズの「生命原理 principe 

vital」、諸論者の「生命力 force vitale」 41を挙げているのだが、生きものに関する学問史上

で、第一原因の追究自体に疑問を明示したのはビシャがはじめてであろう。その背景には、

「我、仮説を捏造せず」と立言したニュートンが現象に基づかないものを仮説としたこと、

また、ビシャ自身が「近代の形而上学者」と呼んだコンディヤック（Étienne Bonnot de Condillac,  

1714-1780）がニュートンの思想（とイギリス経験論）を広くフランスに伝えていたこと、特に

この二点がある。ニュートンに既に見られる実証主義の芽が、100 年余りの時を経て、ビシ

ャの生理学において一挙に花開いたのである（小松 , 2020a, 426-434）。 

しかし、同時代のラマルクやカバニスが唯物論的生命観に徹しえていなかったように、

ビシャの第一原因に対する姿勢も徹底していない。というのは、第一原因を方法論的に探

究の対象外にしたにとどまっており、第一原因の存在自体は否定していないからである。

しかも、シュタールの「霊魂」を批判したビシャ自身が、感覚機能と身体運動機能の把握

においては、まさに「霊魂」を自明の根本原理としているからである。ビシャは、生きも

 
40 ビシャに関する他の歴史的特質については、小松（2020a）を参照されたい。  
41 ビシャは«force vital»の語の単数形と複数形とで、概念内容を区別している。前者は第一原因とし

ての「生命力」を、後者は第二原因としての「生命特性」（「生命的な力」）を指している。その

詳細については、小松（2020a, 478-479）を参照されたい。 
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のの機能を、精神にかかわるこれら二つの機能（＝「動物的生命 vie animale」）と、かかわら

ない生理機能一般（＝「有機的生命 vie organique」）とに二分し、後者の機能に対する第一原因

のみを放逐したのである。この姿勢は、理性霊魂を精神現象のみに関連させた（と見なされ

た）デカルトの枠内に、ビシャが停留していることを意味しているだろう。さらにビシャ

が一貫していないのは、第一原因を不可知として斥けたにもかかわらず、同様に知覚不能

なはずの「生命特性 propriété vitale」（「感覚性」と「収縮性」）を、生命現象の実体的な特殊

原理として措定していることである 42。つまり、ビシャは方法論的にも《隠れた能動的原

理》を一掃するには至っていないのである（同書 , 451-465）。 

19 世紀初頭のフランスの医学・生理学界では、ビシャの生命特性とバルテズの生命原理

との優劣をめぐって論争が白熱したが、その渦中でいずれをも批判する新星が現れた。マ

ジャンディ（François Magendie, 1783-1855）である。この若き生理学者は、生命原理などの第一

原因を措定して自足する潮流そのものを否定し、また、ビシャのまさしく感覚性と収縮性

（第二原因）の概念も同様のものとして完膚なきまでに批判し、それらを感覚機能
．．

や収縮

機能
．．

として把握しなおしたのである（Magendie, 1809; 1816-1817）。同種の事態は博物学でも現

れ、前掲のキュヴィエによってなされた（Cuvier, 1806, 76-78; 1810, 171-190; 1817, I, 10）。 

この二人の批判者に共通するのは、ニュートンの偉業を「引力 attraction」という言葉を

発見したことではなく、「引力の法則 loi de l’attraction」を発見したことだと強調し、生命力

の法則を発見するために諸機能間の関係を探究すべきだとした点である。また、ビシャと

同様、生命力などの第一原因の存在自体を否定するには至っていない点である。ただし、

彼らにあっては、探究の対象は具体的な諸機能間の連関であり、その総体が生命力の法則

になるため、生命力それ自体は存在してもしなくても同様のことになる。つまり、生命力

はその存在意義を事実上失っているのである（小松 , 1989, xx-xxvi; 2020, 465-469）。 

さて、マジャンディに没後批判されたビシャは、先述のように、探究対象を「現象間の

繋がり」に限定することを宣言していたわけだが、実際、『生と死の生理学研究』の第 2 部

「死の生理学研究」ではそれを実践していた。そこでは、感覚性と収縮性の言葉はごくわ

ずかしか登場せず、しかもそれらは機能として捉えなおされており、たしかに生命現象は

機能間・現象間の関係として把握されていたのである。ところが、同書の第 1 部「生の生

理学研究」では、感覚性と収縮性に基づいた論述が展開されていた。同一の著書内で、《隠

れた能動的原理》を排して機能間・現象間の探究に徹した所論と、《隠れた能動的原理》を

基盤とした所論とが、分裂的に同居しているのである 43。まさしくここにおいて、科学的

生命観が地殻変動をきたし、旧から新へと転換する様相を看取できるといえよう。 

以上のような、ビシャからマジャンディやキュヴィエへと繋がる実証主義的生命観（現

象主義的な生命観）は、19 世紀後半、クロード・ベルナールによって完成の域に達する。

ベルナールは、1865 年の『実験医学序説』において、第一原因に関してこう言明する。 

 
42 ただしビシャ自身は、感覚現象と収縮現象が知覚できるため、それらをもたらす感覚性と収縮性

の実在は確かだと考えている。管見によれば、そこにはアリストテレスの「可能態‐実現態」の発

想が潜んでいる。詳細は、小松（2020a, 459-465）を参照されたい。  
43 この分裂的同居は、ビシャ自身に自覚されていなかったと思しい。詳細は、小松（2020a, 459-461, 

479-481）を参照されたい。  



科学的生命観の歴史的再構成（小松美彦） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.15 2021 

 

 71 

 

第一原因は科学の領域を超越しており、無機物の科学でも生物の科学でも、我々の理解が永遠

に及ばないものであろう。実験的方法は、生命原理 principe vital の化学的研究からは必然的に踵

を返すのである。無機力などというものが存在しないように、生命力 force vitale などというもの

も存在しないか、あるいは、もしお望みなら、いずれも存在するといってもよい。我々が用いて

いる力 force という語は、言葉の便宜で使用している抽象名詞にすぎないのだ。物理学者にとって

力とは、運動とその原因との関係 rapport のことである。医学者、化学者、生理学者にとっても、

それは同様である。事物の本質は永遠に知ることができない。我々はこれらの事物の諸関係を知

ることができるのみである。そして、現象とはこの諸関係の結果にほかならない。（Bernard 1865, 113-

114=113-114 頁, 改訳） 

 

このように第一原因を「言葉の便宜で使用している抽象名詞にすぎない」と断じたベル

ナールは、最晩年の著作『動植物に共通する生命現象』第 1 巻（1878 年）では、その姿勢を

第二原因たる生命特性に対しても貫徹させる。つまり、先学たちが提唱したもろもろの生

命特性概念を理念的かつ実験的に検討し、最終的には「刺激反応性 irritabilité」に帰着させ

た。そして、次の結論を下したのである。 

 

刺激反応性とは、実のところ、さまざまな感覚性、あらゆる生命特性、すべての機能と同様に、

我々の精神の産物であり、我々の手の届かぬ形而上学的表象であることがわかるだろう。／我々

は、非物質的な何かである刺激反応性にはたらきかけることなどできないが、物質にほかならぬ

原形質に対してならそれが可能である。〔…〕要するに、いかなる種類のものであれ、あらゆる現

象発現の根底には、物質的条件だけが存在する。確実なのはこのことだけなのである。ただし、

これらの物質現象に与えられる解釈は常に形而上学的である。なぜなら、我々の精神は、他の仕

方でそれらを把握することも、表現することもできないからである 44。（Bernard, 1885, I, 290-291=182

頁） 

 

かくして、刺激反応性をはじめとする生命特性もすべて、ただの言葉にすぎないものと

なった。ベルナール自身は、生物は「外部環境milieu extérieur」に加えて「内部環境milieu 

intérieur」を備えている点に特質があり、生命現象とは「外部環境‐内部環境‐細胞（原形

質）」の三者が織りなす関係性の総体にほかならない、と考えた。そして、この関係性は、

生命現象全体の「調和性harmonie」を維持するように、換言するなら内部環境の恒常性を維

持するように、必然的で絶対的なものになっており、ベルナールはそれを「デテルミニス

ムdéterminisme」と呼んだ。生命現象は物質現象である点で他の自然現象と同様ではあるが、

しかし、かかる三者間の物質的な「デテルミニスム」であるという点で、他の自然現象と

は異なるのである。ベルナールにとっては、これこそが生物に固有な「生命性vitalité」にほ

かならない。本稿第1節で言及したベルナールの「物理化学的生気論vitalisme physico-chimique」

 
44 当時のフランスではドイツと異なり、「形而上学 métaphysique」は精神にかかわる学問を、「形而

上学的 métaphysique」の語は「抽象的・観念的」などを、主に意味していた。 
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とは、以上を要とする生命論のことなのである（Bernard, 1878-1879, II, 390-524; 小松 , 1989, 第2-

3節 ; 2020a, 469-473）。それは本稿からすると、《隠れた能動的原理》を「外部環境‐内部環

境‐細胞（原形質）」の物質的な関係性として捉え返したものにほかならない。 

 

（4）科学的生命観の転換とその後 
以上、18 世紀末葉に誕生した三種の生命観―唯物論的生命観、力学的生命観、実証主

義的生命観―の展開を概観した。それは次のように概括できるだろう。 

古代ギリシア以来、科学的生命観で主導的な位置を占めてきた《隠れた能動的原理》は、

三種の生命観のいずれにおいても消失し、生命現象の把握も三様のものに置き換わった。

ここにおいて、科学的生命観は一大転換を遂げたといえよう。生命観の転換は、通説のよ

うに科学革命期ではなく、18 世紀末葉からの 90 年の間に起こったのである。そしていず

れの生命観にあっても、生命現象は近代的な原子（＝《隠れた根本物質》）の次元を射程

に入れて探究された。ただし、主な探究手段が、化学か（唯物論的生命観）、物理学か（力

学的生命観）、化学と物理学か（実証主義的生命観）の点で異なる。しかもまた、探究対

象が、原子の化合物としての原形質か（唯物論的生命観）、生物に固有な細胞か（力学的

生命観）、同じく生物に固有な外部環境‐内部環境‐細胞（原形質）の諸関係か（実証主

義的生命観）、この点でも相違している。しかしながら、そうではあっても、《隠れた能

動的原理》と《隠れた根本物質》が両輪をなす科学的生命観の伝統は、この時代に崩壊し

たのである。 

ただし、科学的生命観の転換にはもう一幕ある。第 1 節で言及したドリーシュの登場で

ある。ヘッケルのもとで学びつつも反旗を翻したこのドイツの生物学者は、19 世紀末葉か

ら、動物一般の胚発生や両生類の再生の機構は物理・化学理論では説明できないと考えた。

そこで、『基本的な自然因子としての霊魂』（Driesch, 1903）では「霊魂 Seele」を、『生気論

の歴史と理論』（Driesch, 1905=2007 年）では、アリストテレス由来の「エンテレヒーEntelechie」

（「エンテレキーentelechy」）をそれぞれ掲げ、「新生気論 Neovitalismus」を標榜したのであ

る。 

だが、『生気論の歴史と理論』では、ドリーシュ自身の理論全体がわかりづらいうえに、

本稿の論脈では肝腎なエンテレヒーの存在性格も捉えがたい。しかし、その後の大著『有

機体の科学と哲学』（Driesch, 1908）をもとにした講義録『個体性の問題』（Driesch, 1914）が、

それらの理解を最も可能にしている。この英語講義録によれば、ドリーシュは当のエンテ

レキー（エンテレヒー）を、「生命過程で機能する自律的な作用因 autonomous agent」（ibid. 

33=261 頁）だと明言している。そしてさらには、こうも説明している。「エンテレキーとは、

非物理・化学的な何ものかである。そして、エンテレキーに帰せられる唯一の確かな特徴

とは、実在的で基本的な作用因 actual elementary agent、あるいは、「自然」の因子 factor of  

Nature であるということだけである」（ibid.=262 頁）、と。 

エンテレヒーの存在性格については諸説あるが、実体を他の事物とは独立に自存する存

在者と捉えるなら、「自律的な作用因」にほかならぬエンテレヒー（エンテレキー）とは、

生命現象をもたらす実体的な特殊原理だといえよう。より具体的には、ドリーシュの翻訳
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者・米本昌平が掌握したように、「情報を供給する自然の作用因」（米本 , 2007, i）だと見なせ

よう。すなわち、本稿からすると、エンテレヒー（エンテレキー）とは《隠れた能動的原

理》の一種であり、ドリーシュによるその掲揚とは《隠れた能動的原理》の復活にほかな

らないということになる。 

かようなドリーシュは、ユクスキュル（Jakob Johann von Uexkül, 1864-1944）などの同志を得

たものの、レーブ（Jacques Loeb, 1859-1924）をはじめとして、物理学と化学で生命現象を説明

できるとする論者から集中砲火を浴びた（Loeb, 1912=1924 年 ; 1916=1951 年）。いわゆる「新

生気論論争」である。そして論争の結果、エンテレヒー概念が継承されなかったことから

すると、軍配は反ドリーシュの側に上がったと見てよいだろう 45。 

ここで本稿が考えるべきは、エンテレヒー概念否定の歴史的な意味である。エンテレヒ

ー概念の否定とは、単にそれ自体の否定にとどまらない。古来 2400 年にわたって連綿と続

いてきた《隠れた能動的原理》の最終的な殲滅にほかなるまい。管見のかぎり、この論争

以降、《隠れた能動的原理》の提唱は見られないのである。 

かくして、既に前期ハイデガーの時代を迎えているのだが、その後と現在の科学的生命

観も大掴みにしておこう。しかし、現在にあっては、科学的生命観は科学それ自体のなか

には見出しにくいといえよう。なぜなら、今日の生物学者や生理学者は生命そのものの探

究を意識せずに、ひたすら個別具体的な現象やテーマを追っているのが実状だと思われる

からである。むしろ科学的生命観を見出せるのは、マスメディアと社会のなかであろう。

つまり、マスメディアが先端的な科学研究を象徴化・イメージ化し、それが社会に広く伝

播したものが、現在の科学的生命観となっているように思われるのである。具体的には次

の四種、すなわち、①遺伝子決定論、②脳還元論、③オートポイエーシス論、④「人間＝

コンピューター」論、であろう。 

ただし、省みるなら、これら四種は、19 世紀後半に確立した三種の生命観の発展形態や

融合的発展形態として見なせるだろう。その系譜を概括すれば、次のようになる。 

①遺伝子決定論は、唯物論的生命観が着目した原形質が研究の進展につれて、さらに、

遺伝因子→細胞質対染色体→遺伝子→核酸対タンパク質→DNA→塩基といった具合に、よ

り《隠れた根本物質》へと下降したもの。ちなみに、近年のエピジェネティクスもこの範

疇に括れる。②脳還元論は、実証主義的的生命観における相互関係の重視と力学的生命観

の神経生理学が合体し、そこに一見場違いな、一極的統治者を置くキリスト教思想が浸透

したもの（脳死論がその典型である）。③オートポイエーシス論は、外界を含めた事物の相

互関係を重視する実証主義的生命観が、やはり神経生理学と融合しつつ、全体主義（有機

体論） 46→動的平衡性→サイバネティックス→システム論を経て、深化したもの。④「人

間＝コンピューター」論は、③と同様の潮流が情報理論へと収斂したもの。きわめて概括

的であるが、このような系譜にあると思われる。ただし、19 世紀の三生命観が備えた特質

 
45 だが、ドリーシュの思想の核は生き延び、今日の情報理論に繋がっているとされる（米本 , 2007, 

329-350）。 
46 ホールデン（John Scott Haldane, 1860-1936）、キャノン（Walter Bradford Cannon, 1871-1945）、ヘン

ダーソン（Lawrence Joseph Henderson, 1878-1942）のそれを指す。  
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は、多かれ少なかれ①〜④のいずれにも混在しているといえよう 47。 

以上、長きにわたり、古代ギリシアのタレスから現代までの科学的生命観の展開を、独

自の視座から再構成してきた。次節では、その批判的総括を行う。 

 

 

４ 科学的生命観の歴史的総括 
 
前節までに再構成した科学的生命観の歴史は、いかなる歴史として捉えうるのだろうか。

また、そこにはいかなる根本問題が見出せるのだろうか。本節ではこの問題を扱う。まず、

2600 年におよぶ科学的生命観の歴史を概括し、そのうえで二つの視点から批判を試みる。 

 

（1）科学的生命観の歴史の概括 
まず、少なくともパルメニデスからハーヴィやデカルトの 17 世紀前半までは、《隠れた

根本物質》と《隠れた能動的原理》との二元論の時代だといえる 48。人間の五感で知覚可

能な生きものと生命現象の深奥・背後には、それらを構成し統御する知覚不能な《隠れた

何か》が潜在するという発想のもとに、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》が探

究されたのである。かくて、《隠れた根本物質》として、四元（火・空気・水・土）、種子、

原子、三角形、三原基、さまざまな粒子…が、他方、《隠れた能動的原理》として、舵取

りの女神、愛と憎、知性、霊魂（複数）、自然、精気（複数）、熱（複数）、アルケウス（複数）、

世界霊魂、世界精気、ブラス…が、措定された。 

以上をやや細かく見るなら、《隠れた能動的原理》は、プラトン以降では二層化し、ル

ネサンス期には多層化する傾向にあった。また、17 世紀前半には、新たな《隠れた何か》

として、F. ベイコンによるまさしく「隠れた構造」と「隠れた過程」が登場した。しかし、

やはり大局的に見るなら、17 世紀前半までの生命観の歴史とは、《隠れた根本物質》と《隠

れた能動的原理》の実在を大前提として、その具体を置き換えた歴史にほかならない。 

ただし、この 2100 年間にわたる時代の終盤に、デカルトが伝統的な三霊魂のうち栄養霊

魂（生長霊魂）と感覚霊魂を放逐し、理性霊魂を精神現象のみにかかわらせた（と見なさ

れた）。また、第二の原理としての精気や火の熱も、物質的な粒子として捉えられるよう

になり、さらには化学（≒錬金術）の進展により、近代的な元素に置き換わっていった。 

それゆえ、17 世紀後半には、《隠れた能動的原理》は、精神現象だけを担う理性霊魂に

一元化される傾向が生じた。また、身体現象（生理現象）も、《隠れた根本物質》だけで

 
47 遺伝子決定論には、反還元論者であるはずの、ボーア（Niels Henrik David Bohr, 1885-1962）、シュ

レディンガー（Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, 1887-1961）、デルブリュック（Max Ludwig 
Henning Delbrück, 1906-1981）などの、量子力学・原子物理学の影響も大きい。また、遺伝子決定論

に関しては、斎藤（2018）を、脳還元論とキリスト教思想との関係については、小松（2012, 300 頁

以下）とアガンベン（2010）を、オートポイエーシス論に関しては、マトゥラーナ・ヴァレラ（1991）
を、それぞれ参照。  

48 筆者は現時点では、イオニアの「元」に関しては、《隠れた根本物質》と《隠れた能動的原理》

が未分化状態にあるものだと捉えている。ただし、そこにはアリストテレスのバイアスがかかって

いるだろう。また、ハイデガーのピュシス理解や、それに基づく日下部（2018-2019）があり、再検

討が必要であろう。  
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物理学的ないし化学的に把握される趨勢にあった（＝《隠れた根本物質》一元論）。 

だが、そのような数十年間を経て 18 世紀になると、失われた《隠れた能動的原理》の代

替をやはり措定せざるをえず、種々の「生命力」（第一の原理）と「生命特性」（第二の原

理）が登場した。《隠れた能動的原理》と《隠れた根本物質》との二元論の発想は根強い

のである。視点を転ずれば、F. ベイコンの提唱した「隠れた過程」は、《隠れた能動的原

理》が発動し作用する過程になったと見なせよう。 

しかしながら、18 世紀末から 19 世紀前半にかけて、科学的生命観は大転換へと向かっ

た。パルメニデスの時代から名称をかえつつも 2300 年にわたって存続した《隠れた能動的

原理》が、消滅へと向かったのである。そこでは三種の立場が勃興し、《隠れた能動的原

理》を、①非物質的な存在者として一掃するか（ラマルクなどの唯物論的生命観）、②認識形

式ないし関数概念に転成させるか（ライルなどの力学的生命観）、③不可知なものとして探究

の埒外に放逐するか、あるいは有名無実なものにするか（ビシャ、マジャンディ、キュヴィエ

などの実証主義的生命観）、といった志向がとられた。だが、この時期には、いずれも徹底

されるには至らなかった。 

19 世紀半ば以降、かかる志向が徹底され、科学的生命観は大転換を完遂した。《隠れた

能動的原理》は廃絶され、それに支えられていた生命現象は、次のように探究されなおす

こととなった。すなわち、①生命現象＝物質現象という認識を基礎として、原形質を化学

的に探究するか（唯物論的生命観）、②細胞を物理学的に探究するか（力学的生命観）、③細

胞（原形質）‐内部環境‐外部環境の諸関係を化学的かつ物理学的に探究するか（実証主義

的生命観）、このいずれかの途がとられることとなったのである。そして現在、これら三生

命観が混交しつつ基盤となり、四種の生命観として流布している。すなわち、遺伝子決定

論、脳還元論、オートポイエーシス論、「人間＝コンピューター」論、である。 

科学的生命観の歴史は以上のように概括できるだろう。 

ただし、以上の概括をさらに概括するなら、科学的生命観の歴史とはつまるところ、《隠

れた能動的原理》が権勢を誇った時代（2300~2350 年間）から、それが絶滅した時代（現在進

行中の 150~200 年間）への転換の歴史だといえよう―《隠れた根本物質》はしだいに“科

学化”されつつ存続している。思えば、カッシーラーは、神話と哲学（科学）との境界線

を「実体 Substanz」の獲得と見なし、科学的認識の歴史を実体概念から関数概念への転換

の歴史として詳述した（カッシーラー , 1979）。この把握を科学的生命観の歴史に照らすなら、

《隠れた能動的原理》をめぐる本稿の把握となるだろう。科学的生命観の歴史にあって、

実体の獲得とは主に《隠れた能動的原理》の獲得にほかならないのである。  

 

（2）批判的検討Ⅰ ―生成・生起の観点から 
それでは、前項で概括した科学的生命観の転換とは、いかなる事態として批判的に捉え

返すことができるのだろうか。 

まずもって、そもそも当の転換は、はたして根本的な転換だといえるのか。この点を考

えねばなるまい。省みれば、唯物論的生命観では身体内の
．．．．

物質現象が、力学的生命観では

身体内の
．．．．

力学過程が、実証主義的生命観では身体内を基本とした
．．．．．．．．．

関係性が、それぞれ探究
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された。しかし、それらはいずれも、生きものが生きているという厳然たる事実を前にし

て、直接には知覚不能な身体内の事態を探究しているといえよう。たしかに、《隠れた能

動的原理》は、ドリーシュのエンテレヒーを最後に絶滅した。だが、絶滅したはずの《隠

れた能動的原理》は、身体内の《隠れた根本物質》と《隠れた構造》へと、ひいては《隠

れた過程》へと、姿を変えただけではあるまいか。つまり、転換後の生命観にあっても、

《隠れた何か》を探究している点ではなんら変わりないように思えるのである。 

同様のことは、現代の生命観についてもいえよう。通常、くだんの四生命観は、次のよ

うに説得力をもって語られる。「人間の思考とは、実は、コンピューターの演算と同様の

過程である」（人間＝コンピューター論）。「生命現象とは、実は、すべて遺伝子が決定した

ものである」（遺伝子決定論）。「生命現象とは、実は、すべて脳のなせるわざである」（脳

還元論）。｢生命現象とは、実は、かくなる不断の自己産出である｣（オートポイエーシス論） 

49。 

これらの言明では、「実は」の言葉が添えられることで説得力が増す仕組みになってい

る。だが、そうであるなら、「実は」の言葉にはいかなる意味が込められているのだろう

か。それは、我々が知覚している生命現象は表層的なものにすぎず、知覚不能な深層では

「しかじか」となっており、それが生命現象の隠れた
．．．

正体にほかならない、ということだ

ろう。そして、この「しかじか」が知覚可能な生命現象として眼前に浮上するのだ、とい

うことであろう。要言するなら、眼前の現象は見え姿にすぎず、真実はいわば「陰象」に

あり、この陰象が現象として生起するということにほかならない。 

かくして、今日にあっても、《隠れた何か》を探究していることはいささかも変わらな

い。《隠れた何か》を、《隠れた能動的原理》から《隠れた根本物質》と《隠れた構造》

へと、つまるところ《隠れた過程》へと、置き換えたにすぎないだろう 50。そもそもタレ

スから、少なくともパルメニデスから、今日のエピジェネティクスに至るまで、科学は生

命現象を前にして、その深奥や背後に潜在するはずの《隠れた何か》を探究しつづけてき

たのである。これが 2500 年から 2600 年にわたる科学的生命観の歴史にほかならない。 

以上を踏まえ、あらためて古代ギリシアへと戻ってみよう。 

第 2 節の冒頭で見たように、アリストテレスに倣うなら、イオニアでは世界・万物の「生

成 genesis」が探究された。そして、世界・万物がそれから生じ
．．

それへと還る「元」が考え

られた。この生成（と消滅）の問題から科学は出発したのである 51。パルメニデスの問題

提起も生成（と消滅）をめぐっており、それに応じた諸論者も、イオニアの一元論を改め

つつ生成（と消滅）を論じた。たとえばアナクサゴラスは、摂食と身体形成の関係につい

てこう述べたといわれる。「いかにして、毛髪ではないものから毛髪が、肉でないものか

ら肉が、生じうるのであろうか」（Diels und Krantz, 1956=1996-1998 年 , 59-B10）、と。 

プラトンの『ティマイオス』では、議論が自然一般から生きもの（人間）に特化されて

くるが、そこで語られたのは、人間の生成（神による人間の創造）だといえる（Plato 1929=1975

年 , 41A-D, 69A-78A）。さらには、消化が火の熱によって（ibid. 78E-79A）、呼吸が火の熱と精

 
49 管見では、四種のうち、オートポイエーシス論が生命現象の深層には最も肉迫している。 
50 むろん、「すぎない」と述べた歴史のなかには、数々の歴史的偉業が存在する。 
51 この把握は、あくまでもアリストテレスによるイオニア解釈を前提にしている。 
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気によって（ibid. 79A–79E）、それぞれもたらされることが論じられたが、それらはとりも

なおさず、消化や呼吸の生成の機構を論じたのだといえよう。 

アリストテレスにあっても、実は世界・万物の生成（と消滅）が中心テーマをなしてい

るように見受けられ、生きものに関しても主にその観点から考察している。『動物発生論』

（Aristotle, 1942=2020 年）が生成を主題としていることは当然だが、解剖学・分類学の書と見

なされがちな『動物部分論』ですら、動物が一個の成体として生成するためには、いかな

る諸部分が必要であり、それらがどのような順序でいかに生成する必要があるかという問

題意識のもとに、論述を始めている（Aristotle, 1937a=2005 年 , I, chap. 1）。しかも、『魂につい

て』で、霊魂の三部分のうち生きものに絶対不可欠と見なされた栄養霊魂は、栄養摂取・

生長・生殖の原理であるが（Aristotle, 1936a= 2014 年 a, 415a20-415b）、それはまさに次世代まで

繋がる生成の原理だと捉えられるのである。 

かくして、生命現象に対する科学の探究は、古来、全体的なものにせよ個別的なものに

せよ、生成の探究にほかなるまい。《隠れた能動的原理》、《隠れた構造》、《隠れた過

程》、これらはすべて生命現象の生成を説くための装置であろう。巨視的に見るなら、《隠

れた能動的原理》と《隠れた構造》は生成の原理なのであり、そしてまた、《隠れた過程》

は現象の生起（生成）を説明するための陰象なのである。しかも、現代の科学に至っても、

身体内の《隠れた過程》がなぜ具体的な或る生命現象として生起するのかは語られない。

たとえば、脳の神経繊維のうち C 繊維の興奮が「悲しみ」として
．．．

発露（生起）すると述べ

るにとどまっている。そこでは、元来の問題であったはずの眼前の悲しみそのものがなか

ば捨て置かれ、悲しみの「元」がひたすら科学的に語られているにすぎないのである。 

以上のような誕生時からの科学の根本性格は、科学の出自に由来すると思われる。科学

（自然学）が「神話 mythos」から生まれたということである。科学の誕生とは、世界・万

物の創成
．．

を神々の争いによって説くヘシオドス（Hesiodos, c.700 BC）などの説明体系（ヘシオ

ドス , 1984）52から神々を排除し、自然にまつわる言葉（ロゴス）で論じる思考法の誕生だと

いわれる。あるいは先述のように、カッシーラーは科学（哲学）と神話の境界を実体の獲

得だとした。だが、科学は神々を排除し実体を獲得しようとも、「世界・万物の創成（生

成）の探究」という志向を神話から引き継いで誕生したのである。そして生命の探究にあ

っても、その志向が遺伝している。2600 年前に宿った志向が、今日に至るまで無自覚に継

承され自明視されているのである。これが科学的生命観の実相にほかならない。 

 

（3）批判的検討Ⅱ ―ゾーエーとビオスの観点から 
翻ってみれば、これまでに見てきた「科学的生命観」の「生命」という言葉は、そもそ

も概ね何を指しているのだろうか。換言するなら、古代ギリシアから科学が《隠れた能動

的原理》と《隠れた根本物質》の探究を通じて立ち向かってきた「生命」とは、およそい

かなるもの・ことなのであろうか。この問題を考えるにあたり、現代の哲学者アガンベン

 
52 後藤（2017）によれば、世界の神話は、「ローラシア型神話」（ヨーロッパ、北アフリカ・中近

東、古代インド文明圏、中国文明圏など）と、「ゴンドワナ型神話」（アフリカ中南部、インドの

非アーリア地帯、アンダマン諸島など）とに大別されるが、前者は宇宙・世界の生成・創造を説く

のに対して、後者は説かない。本書の存在は田中智彦氏から教示された。 
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（Giorgio Agamben, 1942-）の『ホモ・サケル』（アガンベン , 2003）を糸口にしてみよう。アガン

ベンはこの衝撃作を次のように書きはじめている。 

 

ギリシア人は、我々が 生
ヴィータ

という語で了解しているものを表現するのに、単一の語をもってい

たわけではない。彼らが用いたのは二つの語で、その二つは共通の語源に帰することもできるが、

意味の上からも形態の上からもはっきり区別されたものだった。ゾーエー（zōē）とビオス（bios）

である。ゾーエーは、生きているすべての存在（動物であれ人間であれ神であれ）に共通の、生

きている、という単なる事実を表現していた。それに対してビオスは、それぞれの個体や集団に

特有の生きる形式、生きかたを指していた。（同書, 7） 

 

すなわち、アガンベンによれば、古代ギリシアでは「生（命）」にまつわる言葉として、

ゾーエーとビオスがあった。そして簡単にいうなら、ゾーエーは「生きていることそれ自

体」を、ビオスは「生き方」を、それぞれ意味していた。ただし、この規定の正否を確認

するために、二元論的生命観の最初の頂をなしたアリストテレスに立ち返ってみよう。わ

けても『動物部分論』（Aristotle, 1937a=2005 年）にである。というのは、アリストテレスの諸

著作のなかで同書はいずれの言葉も有する希少なものであり、しかも、その坂下浩司訳の

索引には両原語が区別して挙げられているため、その内容比較に絶好だからである 53。 

そこで索引を参照すると、まず「ゾーエー」の語は七箇所に登場する。そのうち三例を

―訳語の「生」を「ゾーエー」に置き換えたうえで―列挙してみよう。①「なぜなら、

熱いものなどが、ゾーエーと死の、さらには、眠りと目覚めの、盛りと老いの、病気と健

康の、主たる原因だということは明らかであろう」（648b4）。②「また、すべての動物に

おける第三の部分〔心臓ないし心臓に類する部分〕は、それらの最も必要な二つの部分〔栄

養物を取り入れる部分と栄養物の剰余物を排出する部分〕の中間のところであり、ゾーエ

ーの始原があるのはそこである」（655b37）。③「なぜなら、一方で、心臓が体の中央前方

に置かれており、前方に置かれた心臓に、 ゾーエーの始原、すなわち、動物のあらゆる運

動と感覚の始原があると私たちは主張している」（665a12）。 

また、「ビオス」の語は同書の一八箇所に登場する。同様の方式で三例を引いておこう。

①’「さらに、それ自身〔ワニ〕は歩行動物でありながら、魚のビオスで生きてもいる」（660b33）。

②’「そして、そのこと〔ヤリイカやタコより大量の墨を吐くこと〕がコウイカに起こるの

は、一方でそれのビオスが沿岸性のものであるがゆえであり、他方でタコがもっている防

御に役に立つ触手や体色の変化〔…〕のごとき他の防衛手段をもたないがゆえである」

（679a11）。③’「そして、翅をもつ有節動物のうちで、そのビオスが放浪性のものであって、

栄養物のゆえに遠くまでさまようのが必然であるものは、四枚の翅をもち、体重が軽い」

（682b7）。 

以上、もはや歴然としているだろうが、ゾーエーはアガンベンのいうとおり、「生きてい

ることそれ自体」を意味していると判断して間違いない。しかも、引用文①にあるように、

 
53 坂下訳の索引を用いる手法は、既に廣野（2016）がとっている。また、以下の引用では坂下訳を

用いる。  
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「盛り／老い」や「健康／病気」と同様、ゾーエーは「死（ぬこと）thanatos」との対概念

なのである。ちなみに、引用文②と③で「ゾーエーの始原 archē」と呼ばれているのは、「霊

魂 psychē」のことにほかならない。つまり、霊魂が「生きていることそれ自体」を（ある

いはまた、感覚霊魂が運動現象や感覚現象を）もたらす、とアリストテレスは捉えている

のである。こうしたゾーエーの用法は、霊魂を主題的に論じた『魂について』（Aristotle, 1936a 

=2014 年 a）でも一貫している。他方、ビオスに関しても、「生き方」という規定で間違いな

いことは言を俟つまい 54。 

さて、以上のように、古代ギリシアには、生きものの生をめぐって、「生きていることそ

れ自体」を意味する「ゾーエー」と、「生き方」を示す「ビオス」との、少なくとも二種類

の言葉が存在した。この点からすると、《隠れた能動的原理》と《隠れた根本物質》の両軸

のもとに古代ギリシアから科学が立ち向かってきた「生命」とは、ビオスではなく、ゾー

エーのことにほかなるまい。つまり、「科学的生命観」の「生命」という言葉は、「生きて

いることそれ自体」を指しているのである。 

しかしながら、上述のように、古代ギリシアから現代に至るまで、科学は生きものや生

命現象の深奥・背後に潜在する《隠れた何か》とそれに由来する生成を、換言するなら、

生命現象へと生起する陰象を探究しつづけてきた。そして、そうであるなら、この歴史的

事態は、そもそもゾーエーつまり「生きていることそれ自体」を把握すべき科学（自然学）

が、当初からこの方、その探究を回避しつづけてきたことを意味することになる。科学的

生命観にあって、眼前の「生きていることそれ自体」は、2500 年間から 2600 年間にわたっ

て置き去りにされてきたのである。科学的生命観の内実は、生きものや生命現象の生成の

仕組みと、現象（「生きていることそれ自体」）へと生起する陰象（《隠れた過程》）と

にとどまりつづけているのである。 

もちろん、博物学や今日の動物行動学など、生きもののビオス（生き方）を対象として

きた科学も存在する。しかし、それらは死と対をなすゾーエーの探究とは別立てでなされ

てきたといえよう。というのも、「万学の祖」「生物学の先駆者」といわれるアリストテ

レスは、『政治学』において、「生きること to zēn」と「善く生きること to eu zēn」とを対

立させ（Aristotle, 1932=2001 年 , 1252b）、国家と「最善のビオス airetōtatos bios」との関係につ

いて論じたが（ ibid. 1323a-1324a）、結局はゾーエーとビオスとの関係を究めることはなかっ

たと思しいからである 55。 

 

 

 

 
54 坂下はビオスに「生活形態」なる至当な訳語を当てているが、人間の諸相まで含めた場合は、「生

き方」の訳語のほうが好適だろう。また、デリダ（Jacques Derrida, 1930-2004）は、アガンベンによ

るゾーエーとビオスの区分・解釈を否定したが（デリダ , 2014, 第 12 回セミナール）、少なくとも

アリストテレスの両概念に照らすなら、アガンベンの把握は妥当だといえよう。両者の確執は、ハ

イデガーの取り合いに感じられる。  
55 こうした対比は、『動物部分論』にも見られる（Aristotle, 1937a=2005 年 , 655b33-656a13）。また、

管見からすると、或る種の生態学はゾーエーとビオスの両者を、しかもその関係性を、扱っている

ように思われる。  
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５ ハイデガーの生命論への架橋 
 
本稿の最後に、科学的生命観に対する如上の批判的考察を、ハイデガーの生命論へと架

橋してみたい。これは門外漢による粗削りな問題提起ではあるが、ハイデガーの生命把握

に対しても、広く現代の生命観に対しても、一考を要する批判的提起に思われる。 

 

（1）「生物学の生命把握」の超克の実相 
周知のように、ハイデガーは『存在と時間』第 10 節において、現存在の存在の討究を妨

げているものの根源を、古代ギリシアとキリスト教の人間把握だとした。すなわち、人間

を「理性的動物 animal ratioale（zōon logon echon）」とするか、「神の似姿」とする認識であ

り、そこでは理性などの何かが自明の所与となっており、人間学の存在論的基礎が不十分

だと道破した。さらには、人間（の生命）は、「ただ生きているだけ Nur-noch-leben」に何

かを付加するという方法では存在論的に規定されないと断じた。というのは、生命の学問

としての生物学（Biologie）も、そもそも現存在の存在論のなかに（唯一のとはいえないま

でも）基礎を有しており、生命は現存在のうちではじめて接近可能だと考えたからである。

こうしてハイデガーは、従来とは逆に、まず現存在を存在論的に規定し、そこに欠けてい

るものを把握していく「欠如的解釈 privative Interpretation」を通じて、「生命 Leben」・「ただ

生きているだけ」に迫るという方途を掲げたのであった（SZ, 49-50） 56。 

この著名な理説に関して本稿が問題にしたいのは、欠如的解釈の最終地点であるはずの

「ただ生きているだけ」に、ハイデガーがおそらく終生向かわなかったことである（後述）。

しかも、そもそも同所において、来るべき欠如的解釈に先立って、生命をこう規定してい

ることである。「生命 Leben はひとつの固有な存在の仕方 Seinsart である」（ibid. 50）、と。 

このように生命を「存在の仕方」とする先行的な規定は、『存在と時間』のそれ以前の場

面で、たとえば「生の哲学 Lebensphilosophie」を批判した場面で、既に見られる。すなわち、

ハイデガーは、生の哲学の原理的欠陥を、「「生命」そのもの«Leben» selbst がひとつの存在

の仕方 Seinsart として存在論的に問題とされていないこと」（ibid. 46）だとしている。ハイデ

ガーにとって生命とは、眼前の「生きていることそれ自体」ではなく、ひとつの「存在の

仕方」として、あらかじめ無前提的に把握されているのである。さらには、生命と前述の

「ただ生きているだけ」とはほぼ同義と見てよいだろうから、「ただ生きているだけ」もま

た、ひとつの「存在の仕方」として把握されているといえよう―むろん、あらゆる存在

者の個々の在り方を一般的な「存在の仕方」の一様態とするのは、ハイデガー存在論の基

本であるが、本稿は、こと生命
．．

を他の存在者に対するのと同様に捉えること自体を問題に

しているのである（その理由は後論でしだいに明らかになるはずである）。 

 
56 ハイデガーの文献は文献表に挙げず、本文中で慣例に従って表記した。SZ は Niemeyer 版 Sein und 

Zeit を、GA は Vittorio Klostermann 版 Martin Heidegger Gesamtausgabe を表す。たとえば「（GA9, 75）」

とあれば、Martin Heidegger Gesamtausgabe の第 9 巻の p.75 を指す。本文中の引用は、『存在と時間』に

ついては、細谷貞雄訳（ちくま学芸文庫、1994 年）と熊野純彦訳（岩波文庫、2013 年）を、他につ

いては、『ハイデッガー全集』（創文社）の該当巻を、一部改訳して用いた。以上の例外は、書誌

情報を本文中に記した。  
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1927 年刊行の『存在と時間』では、生物学との対決を上述の程度で済ませた 57ハイデガ

ーは、1929 年から 30 年にかけての冬学期講義『形而上学の根本諸概念 ―世界・有限性・

孤独』（GA29/30. 以下、『根本諸概念』と略記）において、生物学の生命把握を超克すべく自説

を全面展開した。それは、「深き倦怠 tiefe Langeweile」なる人間の「根本気分 Grundstimmung」

を考究した後、全集版では第 42 節からさらに膨大な頁数をかけて、石・動物・人間と世界

との存在論的な関係を、次の規定をもとに論じたものである。「石（物質）は無世界的
．．．．

weltlos

である」、「動物は世界貧乏的
．．．． ．

weltarm である」、「人間は世界形成的
．．．． ．

weltbildend である」（ibid. 

263）。 

ただし、ハイデガーは同書の第 63 節で突如としてそれまでの理路を自戒し 58、当初の

「深き倦怠」に立ち返ったうえで、主に「企投 Entwurf」を論軸としつつ、人間（現存在）

に即して人間の「世界形成的」を存在論的に討究し、動物の「世界貧乏的」と弁別した。

そして、その弁別によって、「世界-内-存在」としての現存在の存在構造を動物に対して定

位した。概略かようにして、ハイデガーは生物学の生命把握を超克したのである。 

しかしながら、省みれば、ハイデガーは生物学のいかなる生命把握を超克したのであろ

うか。先述のように、『存在と時間』のハイデガーにとって、「生命」（「ただ生きているだ

け」）とは、眼前の「生きていることそれ自体」ではなく、「存在の仕方 Seinsart」であった。

この把握は『根本諸概念』でも踏襲されており、石・動物・人間についての存在論的探究

は、それらの「存在の仕方 Seinsart」に対する探究である。もとより、石を「無世界的」と、

動物を「世界貧乏的」と、人間を「世界形成的」とする規定がそうであろう。しかも、動

物をめぐる議論で案出された犀利な概念、つまり、動物に固有な「とらわれ Benommenheit」

も、「振る舞い Benehmen」も、まさに動物に固有な「存在の仕方」に関するものにほかな

らない（ibid. 344-374）。 

このような「存在の仕方」とは、動物と人間に限定するなら、本稿の言葉では「生き方」

に相当するだろう。ハイデガーが照準を合わせつづけたのは、この「生き方」なのである。

『根本諸概念』において、ハイデガーが興味を有したユクスキュルのミツバチの話―ミ

ツバチは、花から蜜を吸っている際に腹部を切断されて蜜が流れ出ていようとも、平然と

蜜を吸いつづける（ibid. 352-354）―も、ミツバチの生き方の話にほかならず、ハイデガー

はこの生き方を「とらわれ」と規定し、動物の「世界貧乏的」を説いたのであった。 

以上において肝要な点は、ハイデガーの問題関心・思考と存在論には、「生きていること

それ自体」が欠落しているか、少なくともいたって稀薄なことである。ミツバチは、そも

そも生きていなければ、「抑止解除するもの Enthemmendes」にとらわれて「振る舞う sich 

benehmen」ことしかできない（ibid. 358-374）、という「生き方」もできない。人間が世界を

もつ
．．

ことも、動物が世界を少なくもつ
．．

ことも、生きていなければ存立しえない 59。しかも、

 
57 『存在と時間』第 12 節においても、第 10 節と同様の生物学批判がさらに手短に述べられている

（SZ, 58）。  
58 ハイデガーは、動物に関する自説を人間や有機体との比較にすぎない、とみずから切り捨てた。

しかも、「「動物は世界貧乏的である」というテーゼは、〔…〕動物性の本質についての形而上学

的根本命題からはかけ離れたテーゼにすぎない」とも省みた（GA29/30, 393）。  
59 むろん、「もつ」とは、主体が実体的な対象を手にするという意味ではない。ハイデガーの言説

に即した意味での「もつ haben」である（GA29/30, 263-264, 284-294）。  
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ハイデガーは、「生きていることそれ自体」を素通りしたからこそ、『根本諸概念』では、

生きていない「石」に関する考察を至極簡単に済ませられたのであろう。 

だが、この事態とは裏腹に、実はハイデガーは、「生きていることそれ自体」の決定的重

要性を知っていたといえよう。そうであるからこそ、動物と人間については膨大な頁数を

費やし、しかも、両者の根本的な相違に拘ったはずである。しかるに、ハイデガーの存在

論は「生きていることそれ自体」を放置した。より正確にいえば、ハイデガーは「生きて

いることそれ自体」をも「存在の仕方」の一様態と捉えるのだろうから、そのような「存

在の仕方」を根本から支える「生きていることそれ自体」そのものを放置したのである。 

顧みれば、生きものを対象とする学問（≒生物学）は、眼前の「生きていることそれ自

体」を 2500 年間から 2600 年間にわたって置き去りにしてきた。それゆえ、ハイデガーが

超克した生物学の生命把握とは、そのかぎりでのそれにほかなるまい。そもそも、ハイデ

ガー自身が『存在と時間』において、生物学の思潮をこう解釈しているのである。「生物

学で生じた動向は、機械論と生気論によって与えられた、有機体と生命についての諸規定

の背後へと遡上して問いを立て、生物そのものの存在の仕方
．．．． ．

Seinsart を新たに規定しよう

するものである」（SZ, 10, 傍点引用者） 60。つまり、ハイデガーは、生物学の思潮の新旧に

かかわらず、生物学の探究対象を生物の「存在の仕方」（「生き方」）だと解釈している

のである。してみると、ひとえに生物の「生き方」を探究して生物学を超克したハイデガ

ーの生命把握とは、アリストテレスのゾーエーとビオスの概念に照らすなら、ゾーエーな

き生命把握、あるいは、「ビオス化されたゾーエー」の把握だといえるのかもしれない。 

 

（2）ゾーエーとビオスに対する認識 
実際、ハイデガーは、ゾーエーとビオスの概念をいかに把握していたのだろうか 61。 

まず、「ゾーエー」に関しては、たとえば、『存在と時間』以前の、1924 年の夏学期講義

『アリストテレス哲学の根本諸概念』（GA18）の第 5 節で明示されている。そこでは、古代

ギリシアにおいて人間が「ゾーオン・ロゴン・エコン zōon logon echon」（言葉をもつ生き

もの）と規定されていたことについて論じる文脈で、ゾーエーを次のように語っている。 

 

ゾーエーはひとつの存在概念
．．．．

Seinsbegriff なのであり、「生命«Leben»」はひとつの存在の仕方
．．．．．

Weise des 

Seins、すなわち、世界
．．

-
．
内
．

-
．
存在
．．

Sein-in-einer-Welt 62であることを意味する。生きものは単に眼前にある

のではなく、ひとつの世界のうちにあるのであって、それは生きものが世界をもつという仕方で

あるのだ。（ ibid. 18） 

 

この言説で、「生命」は「ゾーエー」の置き換えだと理解して差しつかえあるまい。とす

ると、はたしてゾーエーは、「存在の仕方」として捉えられている。たしかに、「生きもの
．．．．

 
60 ここで語られているは、ドリーシュを軸とした新生気論論争のことであろう。 
61 ここでは、ハイデガーが重視した「ピュシス physis」は扱わない。  
62 「世界-内-存在」という用語は、『存在と時間』では«In-der-Welt-sein»という表記で一貫している

が、『アリストテレス哲学の根本諸概念』では、«Sein-in-einer-Welt»や«In-der-Welt-sein»などが混在し

ている。  
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Lebendes」は単に眼前にあるのではなく「世界-内-存在」としてあることは、そのとおりで

あろう。また、ここでは言及されていないが、生命は生きもののなかではじめて接近可能

だと考えられているため、「生命」の語は「生きもの」の語に置換されているのだろう。 

だが、そうだとしても、その生命は、「生きていることそれ自体」ではなく、「存在の仕

方」つまり「生き方」に転化している。眼前にある生きものがもつ
．．

のは、世界であるとと

もに、「生きていることそれ自体」という元来の意味でのゾーエーでもある。生きものは生

きている以上、この意味でのゾーエーをもたなければ
．．．．．．

、世界をもつ
．．

こともできないはずで

ある。ハイデガーは既に 1924 年の時点で、この大いなる理を等閑視しているといえよう。 

では、ゾーエーが「生き方」（「存在の仕方」）として捉えられているのなら、もうひとつ

の古典的概念「ビオス」についてはどうであろうか。それはたとえば、1939 年夏学期の講

義「認識としての力への意志」において、ニーチェ（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900）の

「生物学主義 Biologismus」を批判的に検討するなかで次のように語られている。 

 

〔…〕ニーチェにおいて「世界」と「生命«Leben»」とが、ともに存在者の全体を指す根本語とし

て同一であるということが、すでに幾度もはっきりと指摘された。人生 Leben、生涯 Lebensgang、

および経歴 Lebenslauf は、ギリシア語でいうとビオス βίος である。このギリシア語の語義には、

«Biographie»（伝記）という外来語に含まれる Bios が比較的よく対応している。これに対して生物

学 Biologie という語は、植物界と動物界の意味での生命 Leben の理論を意味している。とすれば、

存在者の全体を「生命 Leben」として把握することを根本思想とする思惟が、どうして生物学的で

ないはずがあろうか。（Martin Heidegger, Nietzsche I, fünfte Auflage, Verlag Günther Neske Pfullingen, 1989, S. 517=

『ニーチェⅡ  ―ヨーロッパのニヒリズム』細谷貞雄監訳、加藤登之男・船橋弘訳、平凡社ライブラリー , 

64 頁, 一部改訳） 

 

ハイデガーは、この言説では複雑な“論理”をとおしてニーチェの思惟を生物学的とし

ているわけだが、そしてその後の議論では、ニーチェが生物学的であることの内実を持論

に引き寄せて検討していくのだが、当の「ビオス」については、「人生」「生涯」「経歴」の

ドイツ語を対応させている以上、ビオスの元来の意味をそのまま受け入れているといえる。 

それを確認したうえで、この言説には着目すべき点がある。後半部分において、「生物学

Biologie という語は、植物界と動物界の意味での生命 Leben の理論を意味している」と述べ

ている点である。ここでは、«Biologie»の語に含まれる「ビオス βίος」がドイツ語の«Leben»

（生命）に置き換えられているが、それは単なる置換ではない。«Leben»（生命）の語義も、

元来のビオスの語義からゾーエーのそれへと置換されているのである。さもなければ、ハ

イデガーはニーチェを生物学的とは規定しえないからであろう。しかし、ここにおいて想

起すべきは、そもそもハイデガーにとってゾーエーとは、「生きていることそれ自体」では

なく、「生き方」（「存在の仕方」）を指していたということである。つまり、ハイデガーは

この場面で、«Leben»の語の意味を、「生きていることそれ自体」というゾーエーの元来の意

味に一瞬戻してニーチェを生物学的と規定し、そしてその後は、«Leben»の語の意味を「生

き方」というハイデガーなりのゾーエーの意味に再度戻して、論述を進めていくのである。
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かかる言説には、以上のような複雑な“論理”が施されていよう。 

 

（3）「生命忘却」あるいは「生命黙視」 
ゾーエーとビオスに関する前項の検討結果は、いったい何を意味するのだろうか。まず、

それら古代ギリシアの概念を基準にするなら、ハイデガーには「生命」の概念として、元

来の語義どおりのビオスと、みずからの観点から捉えなおしたゾーエーとの二つがある。

本稿の言葉でいうなら、「生き方」としてのビオスと、「生き方」（存在の仕方）としてのゾ

ーエーとの二つである 63。つまり、それらはビオスと「ビオス化したゾーエー」の二つで

あるが、いずれも広義の「生き方」である以上、ハイデガーの生命概念には、「生き方」（存

在の仕方）しかないことになるのである。 

もちろん、ハイデガーが眼前の生きもの（「存在者 Seiendes」）を存在論的に捉え返したこ

とは、言を俟たない歴史的偉業である。しかし、その捉え返しにあって、「生きていること

それ自体」という意味の《純然たるゾーエー》が消失しているのではあるまいか。たしか

に、ハイデガーは、たとえば『存在と時間』第 47 節でこう述べている。 

 

それ〔死体〕はわずかに目のまえにあるものであるとはいっても、生命をもたない
．．．．．．．

leblos 物質的事

物「より以上」のものなのである。そこで出会われているものは、生命 Leben を喪失してしまっ

て立ちさった生きてはいないもの
．．．．．．．．．

にほかならない。（SZ, 238） 

 

ここでいわれている「生命」とは、「存在の仕方」ではなく、《純然たるゾーエー》を意

味していると捉えられよう。このようにハイデガーの所説には、《純然たるゾーエー》とし

ての「生命」が幾度か一瞬姿を現すのだが、しかも、まさに「純然たる生命 pures Leben」

なる言葉も登場するのだが（ibid. 246）64、先のニーチェ論と同様、それらはその都度すぐさ

ま「存在の仕方」へと捉え返され、そして同時に、《純然たるゾーエー》そのものは姿を消

すのである。再確認するなら、この《純然たるゾーエー》がないかぎり、「世界-内-存在」

という人間の存在の仕方（生き方）も存立しえないのである。旧来の形而上学を「存在忘

却 Seinsvergessenheit」として批判したハイデガーは、はからずも「生命忘却」をきたしてい

るのではないだろうか。 

だが、しかし、ハイデガーはこの事態に気づいていたようにも思われる。欠如的解釈の

最終地点「ただ生きているだけ」の存在論を論じなかったからである。たしかに、『存在と

時間』第 49 節では、「生命の存在論 Ontologie des Lebens」よりも、「現存在の存在論 Ontologie 

des Daseins」や、「死の実存論的解釈 existenziale Interpretation des Todes」が先立つと、ハイ

デガーは述べている（ibid. 247）。そして、宣言に違わず、「死の実存論的解釈」の徹底的な

議論を通じて、「現存在の存在論」を討究した。しかしながら、『存在と時間』のみならず、

おそらくは終生、「生命の存在論」へと向かうことはなかったのである。 

 
63 ビオスをハイデガーなりに捉え返していないのは、それがもともと「存在の仕方」だからであろ

う。 
64 ただし、本文の文脈からすると、この「純然たる生命」という言葉は、「純然たる生命」を備え

た生きもの、という意味に近い。  
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では、仮に向かっていたとしたら、どうであったろうか。その存在論は、ハイデガー自

身が同書第 49 節の冒頭直後で述べているように（ibid. 246）、「存在の仕方 Seinsart」をめぐ

る存在論であったにちがいない。そしてその場合、「ただ生きているだけ」が「存在の仕方」

と捉えられている以上、未規定的な残りのもの
．．．．．

が伏在しつづける。それは、「ただ生きてい

るだけ」という「存在の仕方」を根底から支える《純然たるゾーエー》、すなわち「生きて

いることそれ自体」にほかならない。ここでもまた、より正確にいうなら、「生きているこ

とそれ自体」という「存在の仕方」を根底から支える、「生きていることそれ自体」そのも

のにほかならない。これを導入した場合、存在者の存在の仕方を基軸とするハイデガーの

存在論全体は、崩壊するか、少なくとも根本修正を余儀なくされることだろう。 

かくして、透徹した思索者ハイデガーが「ただ生きているだけ」を討究しなかったこと

こそが、逆説的にも、かの「気づき」を物語っているように思われてならないのである。

そしてまた、《純然たるゾーエー》を失う動物の「落命 Verenden」をいとも簡単にかたづけ、

人間の「落命」それ自体を正面から論じなかったこともまた、同様の事態に思われるので

ある。してみると、「生命忘却」は、むしろ「生命黙視」といえるのかもしれない。 

以上の見方が外れていないのなら、「生命黙視」とは、《純然たるゾーエー》を黙視した

うえで、眼前の生命・「ただ生きているだけ」を、「存在の仕方」の一様態と見なしたにと

どまらない。一様態と見なした時点で、「存在の仕方」一般と「生き方」との根本的差異も

また、事実上黙視されているだろう。それは、日本語でいうなら、つまるところ、眼前の

「ある」と「いる」との決定的な差異―私たちは分析以前に、眼前の生きているものを

「いる」と、生きていないものを「ある」と、直感的に呼び分けている― 65を黙視してい

ることに帰着する。つまり、実のところハイデガーは、私たちと同様にまず「ある」と「い

る」とを直感的に峻別しつつも、その事態の黙視を起点として、存在者の存在を生成論的

に討究したのであった。 

この生成論的討究は、そもそも、旧来の形而上学に対置したものである。つまり、「存在

Sein」と「存在者 Seiendes」とを弁別せずに、存在を、存在者が「眼前にあること Vorhandensein, 

Vorhandenheit」として、存在者の「現前性 Anwesenheit」として、了解してきた形而上学に

対置したものである。しかし、そのようなハイデガーの生成論的討究は、かかる黙視を基

点としているため、生きものに関しては
．．．．．．．．．

、形而上学とは“逆に”、「世界」との関係でその

生成
．．

を
．
解き明かしたものの、当の現前性を取り逃がしているのではないだろうか。すなわ

ち、存在者が《純然たるゾーエー》（「生きていることそれ自体」）をもつ
．．

生きものとして、ほ
．

かならぬ今
．．．．．

・眼前に
．．．

・いること
．．．．

を、取り逃がしているのではないか。眼前の生命現象とは、

自然現象一般ではない。あくまでも《純然たるゾーエー》をめぐる現象なのである。つま

りは、《純然たるゾーエー》をもつ
．．

眼前の動物や人間と、もたない
．．．．

石との決定的な相違は、

ひいてはハイデガーが不問に付した眼前の植物
．．

と石との決定的な相違は、「世界」との存在

論的な関係の解釈に先立って存するのである 66。 
 

65 ただし、たとえ石
．
であっても、愛石家にとっての銘石は、「いる」と呼びうる存在者であろう。 

66 ハイデガーは『形而上学の根本諸概念』で、光合成などの知見をもとに、植物について「環境

Umgebung」との関係でなにがしかのことはいえただろう。が、いわなかった以上、しかも植物には

動物的な「とらわれ」という存在の仕方がないと思われる以上、奇しくも植物と石との差異はない
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顧みれば、眼前の生命現象を探究すべき科学は、古代ギリシアから現代に至るまで、生

きものや生命現象の深奥・背後に潜在する《隠れた何か》とそれに由来する生成を、換言

するなら、生命現象へと生起する陰象を探究しつづけてきた。科学的生命観にあって、眼

前の「生きていることそれ自体」（《純然たるゾーエー》）は、置き去りにされてきた。この

意味で科学とハイデガーとは、同様の枠内で同種の限界を抱えていたといえよう。再確認

するなら、ハイデガーによる生物学の超克とは、この枠内でのことにほかなるまい。ハイ

デガーもまた、2600 年にわたる科学的生命観の歴史に制約されていたのではないだろうか。 

 

 

おわりに 
 

本稿は、科学的生命観の歴史を「機械論対生気論」の歴史とする伝統的な認識を批判す

るところから論を起した。そして、《隠れた何か》の探究という新たな視座から、2600 年

間におよぶ科学的生命観の歴史を概略的に再構成した。以上のうえで、ハイデガーの生命

論の批判的考察を試みた。この批判的考察は、科学的生命観に対する旧来の歴史認識では

不可能であったろう。また、ハイデガーの生命論の歴史的な位置価も、当の再構成を通じ

て浮上したのではないだろうか。そして、そもそも、科学による生命把握の限界自体が、

新たな視軸の導入によってはじめて剔抉されたのではないだろうか。 

翻って思うに、生命の把握は、古代ギリシアからこの方、アリストテレスの二元論のな

かにとどまりつづけている。ゾーエー（生きていることそれ自体）とビオス（生き方）との二

元論である。管見によれば、歴史的に調停されることのなかったこの二元論を、ハイデガ

ーはビオス一元論へと向かわせたわけだが、かような一元論にせよ、元来の二元論にせよ、

ビオスの重視は危うさを秘めている。優生思想との、さらには安楽死思想との、親和性に

ほかならない。いかなる形態のものであれ、優生思想の本質は、もともとひとつの生命を

ゾーエーとビオスとに二分し、後者を重視しつつその優劣を量ることだろう。そして安楽

死思想の本質とは、同様の思考のうえで、ビオスの“劣性”をもってゾーエーを断つこと

であろう―むろん、ゾーエーとビオスは装いを施してさまざま改名されているが、それ

らは周囲を見渡せば容易に見つかるはずである 67。 

かくして、当の二元論をいかに超克するか、そしてそれとともに、眼前のゾーエーをい

かに把握するか、これが課題となる。 

 

 

 

 
ことになる。また、そもそも、ハイデガーが生物学の知見として論及するのは、発生と行動であり、

循環や呼吸などの生存機能
．．．．

ではない！  
67 筆者はこの観点から、新型コロナ感染症に対するアガンベンの姿勢と―それは本稿で論じたハ

イデガーの生命論に由来するように思われる―、相模原障害者殺傷事件の犯人の殺害論理を批判

的に検討している（小松、2020b; 2021）。また、執筆中の共編著では、それを生命倫理学や臨床死

生学に及ぼす予定である。  
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