
三浦 謙：安定性とモジュール性 科学的知識の本質的特徴 

96 

安定性とモジュール性 

科学的知識の本質的特徴1 

 

三浦 謙 

 

1. はじめに 

日本は 19 世紀に開始された近代化において、西欧自然

科学の導入を試み成功してきた2。日本人のノーベル賞受賞

者も輩出し、また、今日では日本人のほとんどが進化論を

受容しているが、それは、アメリカ合衆国において多くの

人が反対している状況と対照的である。 
日本において科学の受容・確立を可能にしたのは何かと

いう問いは、興味深いがまた簡単に回答することは困難で

ある。ここで私が強調したいことは、この受容が西欧にお

ける自然哲学から現代的な自然科学への移行の直後に行な

われたということであり、そしてこれは日本にとって幸運

な出来事であったと考えられる。 
18世紀以前には、西欧の自然哲学と初期科学には、神と

人間の論点、社会的文化的論点との関連があった3。しかし、

自然の研究は、世界観全体と結びついた包括的で普遍的な

説明がしだいに失われ、19世紀には、世俗的で個別具体的

な研究対象・方法に特化した、詳細な結果の発見を目指す

ようになった。またこの傾向が、科学の技術への結合を可

能にしてきた4。 
冒頭で述べたように、日本での自然科学の確立は、重大

な文化的、宗教的摩擦をもたらさずに進んだが、その理由

の一つは、その過程が、こうした摩擦を低減させるような

科学の移行の過程とうまく同調したからであると考えられ

る。 
こうした移行の状況を明確に理解するためには、現代科

学の特徴、とくに伝統的知識との相違について再考する必

要がある。以下の議論では、歴史的な観点ではなく、問題

を扱うのではなく、哲学・認識論の観点から、この主題に

ついて論じる。 
 
2. 伝統的認識論における知識 

自然科学は自然的実在の知識を得ることに向けた活動で

ある。西洋の認識論の文脈では、プラトンが、数学が知識

の代表であり、また知識があると主張するならば、根拠や

正当化が要求されると主張した5。 
知識の正当化の問いに対する影響力のある回答が、アリ

ストテレスの『分析論後書』によって与えられた。彼の方

法論は、一方で、論理的演繹による知識の体系化と、他方

で、個別的経験からの帰納による原理の獲得からなる。彼

にとっては、知識の理想形とは、ユークリッド幾何学の形

式のような、数学において成功した、正しい普遍的原理か

らの演繹である。 
こうした考え方は、西欧近代の認識論に大きく影響した。

たとえば、デカルトの自然哲学は反アリストテレスである

が、彼の体系も、やはり原理を要求している。また、現代

の、正当化に関する主要な考え方も、アリストテレスのも

のと類似している。この類似性の理由は、新しい数理論理

学が 19 世紀末以来発達し、論理が、アリストテレスが考

えたように、認識論において高い位置付けを認められたこ

とにある。 
現代の科学者や哲学者には、物理学の基礎法則に基づく

統一科学の理想を持っている人もいるかもしれない。しか

し、そうした考え方には、原理や法則の確実性を保障する

という困難な課題が残る。実際、歴史的に、支持された多

くの原理が、しばしば後から否定されたり放棄されている。 
一方、その源泉もまたアリストテレスの知識論である経

験論の伝統において、直接的または具体的な経験が帰納の

出発点であり、従って原理・知識を獲得するための基礎と

みなされる。しかし、ベーコン、ヒュームが、通常の帰納

的方法は、確実な原理に達するには十分でないと論じた。

20 世紀においても、グッドマン6などが帰納の難問を提出

した。伝統的認識論や基礎付け主義者の知識論は、これら

の困難を解決していない。 
 
3. 20世紀における科学哲学 

しかし、他の考え方、新種の科学哲学が、クーン、ハン

ソン、ファイヤアーベントらによって提唱された。自然哲

学や科学の歴史がしばしば示すところでは、過去において

採用された証拠、理由、基準の多くの実例が、われわれに

は疑わしく思われる。 
彼らの観点によれば、この理由は、当時の研究の「パラ

ダイム」（模範）あるいは方法と、われわれのものとの差異

による。観察された事実の内容が変動するのは概念や用語

の意味が変わるときであり、そして後者は、パラダイムや

理論が変わるとき起こる。観察や実験の解釈には、採用さ

れているパラダイムや理論が影響するため、競合する仮説

の評価や検証において中立性を持つことはない。すなわち、

理論負荷性の主張7であり、中立な根拠に基づかないパラダ

イムの転換は合理的根拠がなく、全体的かつ断絶的なもの

となると主張される。 
 
「全体論の主張では、経験的検討に開かれているのは、仮

説のどちらかというと大きな体系のみであり、・・・こうし

た体系やパラダイムのひとつを構成する個々の部分は、決

して経験や観察によって直接挑戦され得ない。」8 
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哲学的議論においても、アプリオリな知識（論理・数学）

と、直接経験され検証可能な知識の二分割・二元論を否定

することで、クワインは経験主義を批判した9。 
したがって、知識、特に経験科学のそれを経験のみによ

って正当化することは不可能であるということが帰結する。

この議論は、科学に対する相対主義を意味するであろう。 
しかし、そうした考察が、現代の成熟した自然科学に適

切であるかは、疑うことができる。それが成功したと考え

る理由としては、理論面の前進が認められるのだが、その

基礎には、実験や観察の範囲と精度が向上しているという

認識がある。この点を考慮することなしに、科学的知識の

性格を検討することはできず、伝統的な知識論は不十分で

ある。 
 
4. 既存の知識が新しい知識を生成する 

伝統的な基礎付け主義の戦略は、すべての疑わしい前提

を拒否して、確実な原理のみから正当化された知識を再構

成することである。この戦略への反論は、パース10やノイ

ラートのような哲学者によって論じられた。彼らが主張し

たことは、どんな既存の信念も思いのままに放棄すること

は、空想的で不可能だということである。 
 
「たとえ仮定や解釈からできるだけわれわれ自身を自由に

しようと望んでも、デカルトができると考えたように白紙

から出発することはできない。われわれは反省が始まると

きに見出す語や概念でやっていかなければならない。実際、

概念と名前のすべての変更は、再度われわれの思考概念、

名前、定義と結びつきの助けを要求する。・・・われわれは

広大な海で、自分たちの船を再構成しなければならないが、

決して船底から新たに始めることができない船員のようで

ある。梁材がはずされた所には新しいものを直ちにそこに

付けなければならないが、このためにはこの船のそれ以外

が支えとして使われる。このように、古い桁材と流木を使

って、その船はまったく新しく形作られ得るが、しかし徐々

に再構成することによってのみである。」11 
 
また、直接的経験が確かな基礎と考える基礎付け主義者

の経験論に対して、セラーズは次のように論じる。 
 
「いかなる特定の事実についての観察的知識も、たとえば

＜これは緑である＞という観察的知識も、＜XはY の信頼

できる兆候である＞という形の一般的事実が知られている

ことを前提にしている、ということである。そして、これ

を認めることは、観察的事実が「自分の足で立っている」

という伝統的な認識論の考えの放棄を必要とする。」12 
 
そして科学もまた、どのような基礎の上にも建設されて

おらず、それ自身のやり方で進む。 
 
「というのは、経験的知識は、それを精巧に拡張したもの

である科学と同様に、合理的なものだからであり、それが

合理的であるのは、それが基礎をもっているからではなく、

それが自己を訂正していく企てだからである。それはいか

なる主張をも危険にさらすことができるが、すべてを一度

にというわけではない。」13 
 
それでは、自然科学の場合、何がそうした「一般的事実」

の役割を演じ、そうした「自己を訂正していく企て」を遂

行するのか。この問いに対し、ファイグルが以下のように

説明する。 
 
「すべての理論は「誤りを帯びている」すなわち、それら

はみな経験的に示すことができる変則性をこうむっていた

（いる）一方で、数千の経験的法則があり、--少なくとも

関係する変数のある種の範囲内では--数十年間--あるもの

は数世紀間もの科学の発達で、どんな改定や訂正も必要と

されなかった。私は、「理論が到来して去る」ことを認める

（しかしそれでも、理論についての道具主義者の哲学より

も実在論者に賛成するが）一方で、私が主張するのは、科

学的知識の成長は経験法則の相対的（比較上の）安定性に

依存していることである。・・・理論的な知識の主張が連続

して保証されるのは、観察、実験、測定の器具（または統

計的計画）を特徴付ける経験法則の、関係する変数の適切

な範囲内での（近似的な）正確さへの（試行的な!）信頼に

依存する。」14 
 
これが、現代の実験科学において成立している。17世紀

以来、感覚の限界を越え、客観的なデータを得るために、

よく定義された単位とともに、観測や測定のいろいろな器

具が用いられてきた。観察や実験の信頼性を保障するため

に、器具を制御するための、あるいはデータが生成される

過程を理解するための知識が前もってなければならない。

したがって、実験科学は、利用できる背景知識が必要で、

したがって新しい観察や実験を可能にするために、知識は

累積的でなければならない15。 
このようにして、以上のような意味では、事実やデータ

の理論負荷性は成立している。 
しかし、一般に、使われている背景知識とは、他の分野に

よってすでに確立しているものであり、解明される知識と
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は独立である。 
自然科学に背景知識の累積が本質的であることは、パラ

ダイムの歴史的変換を終わらせるまでに、時間が必要であ

ったことからも示される。地動説、古典力学、電磁気学、

進化生物学、プレートテクトニクスなど、現在の基本的な

原理や理論の例は、コペルニクス、ニュートン、マックス

ウェル、ダーウィン、ウェゲナーのような、それらの創始

者がまったく想定しなかった重大な変更を受け、帰結をも

たらしている。その理由は、使われることになる有効な知

識の他の分野からの出現があってはじめて、新しい理論は

検証、修正、立証ができるからである。 
現代の自然科学が示していることは、安定性のある既存

の知識（あるいは信頼できる信念）なしに、新たな知識（あ

るいは信頼できる信念）は得られないということである。 
 

5. 自然科学の多元的な性格 

上記の状況について適切に理解するためには、自然科学

の構成を理解するべきであろう。自然科学の各分野は、妥

当性の範囲、形式的数学的構造あるいはモデル、計算方法、

意味論的解釈、利用可能な装置と器具、などの多くの構成

部分からなる。 
科学で変化や革新が起こるとき、ある既存の分野やその

構成部分は棄却されるかもしれないが、他のものは、それ

らの有用性や適用可能性のために存続し、妥当性の範囲を

限定することで新しいものと共存する可能性もある16。 
 
「われわれの理論と結合した低いレベルの「法則」は、以

前に結合した深い構造の理論が廃されても、しばしば残ろ

うとする。 
」17 
 
したがって、信頼できる背景知識や「法則」は、新しい

研究の応用に使用可能である。このような見解からは、以

下のような自然観をも帰結すると言われる。 
 
「形而上学的法則的多元論は、自然が、異なった領域で、

必ずしも互いに体系的または一様なやり方で結びついてい

ない諸法則の違った体系によって、法則のパッチワークで、

支配されている。法則的多元論は、どんな基礎付け主義に

も対抗する。」18 
 
このような主張が成り立つかどうかについては、科学に

おける実在の意味を検討しなければならない。しかし、こ

れまでの議論から、アリストテレス以来の知識観が再検討

される必要のあることは、認められるであろう。伝統的認

識論の観点からは、知識は普遍性を持つとされるが、科学

的な観点から要請されることは、普遍性ではなく、ある応

用範囲内で成立していることである。ここでも、前節で述

べた安定性という特性が、適切であると考えられる。 
さて、そのような背景知識を得る研究は、他のものから

独立していることが望ましい。そうでなければ、背景知識

を確立するために、関係する研究を行うための知識がさら

に必要とされる。 
大きなシステムのある構成部分は、システム内の他の構

成要素から独立の構造と機能を持つならば、モジュールと

呼ばれる。この概念は、特にフォーダーが心の哲学と認知

科学で使用して有名になった19。彼はモジュールを、 
 
「情報的に遮蔽された計算系であり、その背景情報へのア

クセスが、認知的アーキテクチャーの一般的な特徴によっ

て制約された推論形成機構」20 
 
と定義する。この考え方の帰結は、知覚が背景信念に浸透

されていないということである。 
 
「知覚においては、どのように事物が見えるかについて、

信じている多くのものの影響からの根本的な隔離がある。」

21 
 
研究対象や現象が環境から独立し、その属性が外的要因

から影響されないならば、研究のやり方はよく定義され得

るし、その結果は上記のモジュラー性を持つことになろう。

すなわち、情報的に遮蔽隔離され、他のパラダイムや理論

に関して中立的である。したがって、研究の範囲を限定し

てそのような結果を得ることは、科学の成功に本質的で重

要である。逆に、社会科学での多くの場合のように、もし

も現象を隔離して研究することが適切でないならば、それ

らを科学的方法で分析し説明するのは困難なのである。 
このような理由で、安定性とモジュラー性という特徴は、

現代の成熟した自然科学による知識にとって、本質的であ

る。 
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