
 0

[わかみず会（14. 3. 12）]                                                             第0版 
 

「“科学的”とは何か」とは何か 
─ 松原 望「「想定外」にみる科学主義の虚偽」を巡って ─ 

 
柳生 孝昭 

 
0. 頻りに繰り返される「想定外」という科白が、科学的にも倫理的にも誠実を欠く、 
責任逃れの遁辞に響き、何故率直に「想定が誤っていた」と言わないのか、と疑わせ 
る。 更に、重要な条件について明確な想定を置くことが、当事者が主体的に為す 
べき、従ってその結果に全面的な責任を負うべき、必須な事柄であるということから 
目を逸らさせ、「想定」が恰も社会的に合意されている、当事者は、その破綻による 
破局からは免責される通念であるような、錯覚を齎す。 実際、福島原発事故の際の 
元東電副社長氏の言い分は、そうであった。 確かに、科学的に正当な想定が、非常 
に難しい場合が有る。 地震学が精密科学としては成熟に程遠く、過去の経験値も 
少ない状況の下で、震度や津波の高さを予測するのは、正にその典型である。 その 
場合に、当事者、例えば東京電力はどのように行動すべきか？ 第 1 に、比較的に 
も確かな知見を持つと思われる、問題の領域の専門家に意見を求める、第 2 は、 

当然意見は分かれるであろうから、意見を異にする専門家達に、徹底的な討論を要請 
する、第 3 は、特定の意見を当事者自身の判断として採るならば、その理由を明確 
にする、第 4 に、以上の過程の全てを公にする、これらは 小限のことだろう。 
意見の表明や公開の討論を求められた専門家が、特に社会的影響の大きい問題の場合

に、求めに応ずるべきであるのは、それが市民としての義務であり、また専門家とし 
ての活動が、社会に支えられている故である。 こうして為された想定は、それに続 
く科学・技術的推論の一つの前件（境界条件または関連する理論的仮設）を与え、 
既得の知見の応用であると共に、その真偽の確証、更には新たな知見の獲得に結び付 
く、科学・技術の営みの重要な一環を成す。 しかし想定の信頼性・公開性は、それ 
に基づく事業の社会的受容の必要条件ではあるが、十分条件ではない。 倫理、経済、 
代替手段との相対的利害等の側面の考慮が不可欠であるが、これらは科学の論理・ 
価値中立的側面とは独立だからである。 
 
1. 前節の予備的な考察のみからも、「想定」や「想定外」は、科学・技術及び社会的 
に入り組んだ文脈の内に在るものとして、論じられなければならないことが分かる。 
[松原] は、過去の値の統計学的誤用と見損ないを理由に、東京電力の想定は誤りで 
あると断ずる（同論文の「「想定外」は誤り」という文は、「想定」は、と読むべきだろう）。 それに異議 
は無いが、分析は不十分に過ぎる。 想定の対象は数値に限らず、定性的な値や、 
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それ自体が一つの理論（的仮設）であり得る。 その正当性は他の値や理論に依存す 
る、またその誤りは、他の想定との組み合わせから生じるのかも知れない。 正しい 
想定が如何なるものであるか、事後も尚、判然としないかも知れない。 
  一例を挙げよう。 操縦士の行動について或る類型を想定し、その類型から外れる 
と、修復には不自然で難解な操作を要する自動航空制御が、実際、操縦士の想定外の 
操作に発し、修復の困難が惹き起こした更なる誤操作と重なり、機体は機器の動作の 
正の feedback に陥り、遂には失速による墜落に至った、という事例が有る（中華 
航空機事故（名古屋空港、1994. 4.26））。 原因の確定は難しく、事故調査報告書は 
不徹底な結論に終わる一方、航空会社は強風による機体の揺れ（が誘発した誤動作） 
の可能性を言い、機体の製造元は、（中国人）操縦士の行動の文化依存性を示唆する 
という詭弁を弄した。 事後の対策も製造者によって異なる。 当の製造元は、人の 
介入を斥ける自動化の方向を突き進み、他の一社は、 終判断を人に委ねる方針を 
取った。 
  [松原] はまた、問題の「想定」や「想定外」は「科学なのだろうか、実は企業の 
金銭的価値の言いかえなのだろうか」と呟く一方、「エセ科学主義の客観的でない 
「客観性」の たるものであろう」との裁断も下す。 そこで問題は、科学主義とは 
何か、似非科学主義は、真正の科学主義とどこが違うのか、ということになる。 
 
2. 驚くことに [松原] は、主題である「科学主義」の定義を与えず、「エセ科学主義」 
との違いも明示しない。 これら、特に前者の意味は既に確定しており、周知である、 
ということなのだろうか？ とすれば辞書に当たるのが良いのかも知れず、実際、後 
にそうする心算だが、その前に [松原] のこの語の用法から、その意味を推し量る 
ことにしよう。 先ず「国民の生命や健康（が害される事件・事故）の原因究明を 
阻止する側に立つ悪しき意図の「科学主義」─ 正確には「エセ科学主義」••• この 
科学が真正でない以前に、ここに科学的なものは全く存在しない」、と有る。「エセ 
科学主義」が「悪しき意図の」と「非科学的な」と、二重に形容されているのだが、 
両者は独立だろう。 実際、その先を読むと、真正の科学主義に抱かれる悪しき意図 
が示唆されているし、無数の善意に溢れた似非科学信奉者、例えば良き聖書墨守主義 
者、が居ても、不思議でない。 
  これに続く「科学主義は蔓延し ••• 科学的でないという抗議（や）反論（が為さ 
れる）」という指摘は、次のことを含意する： 

[0] 科学主義は、科学的であることを良しとし、科学的でないことを悪しとする主張 
である。 

では「科学的である」とは如何なることか？ 正に、この特集の問いそのものである。 
しかし [松原] はこれにも答えず、「そもそも「科学」とは何か」を「根源的に考え 
る」として、曰く： 
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[1] 科学とは「事実」の集まりから論理的推論によって到達、獲得された知識および 
そのための方法論の体系である。 

これは、科学哲学の初学者にも分かる誤りである。 科学の営みの も重要な側面の 
一つは、事実の集まりからの論理的推論によっては到達、獲得し得ない知識、即ち 
全称命題の形の仮設の形成である。 万有引力の発見は Kepler の法則と中心力の 
仮定に基づいていたし、Planck の energy 量子の着想も、真空の比熱の経験式を 
超えていたのだ。 [松原] は更に論を進め、三段論法の形式や Poincaré の所説に訴 
えて、（科学がそうである）事実命題から（倫理や経済的利害等に関わる）価値命題 
を導くことはできない、と言う。 だがそれは本当か？ 近年の心の科学の自然主義的 
傾向は、倫理学の科学化の可能性を否定していないのではないか？ そこまで行かず 
とも、Chomsky の言う「方法論的自然主義」に従って、倫理命題の事実命題として 
の取り扱いは、十分考えられるだろう。 
  そもそも企業による、経済的利益を守るための、信頼性に乏しい、あるいは結果的 
に誤っていた想定を、事実命題から導出された価値命題と見ることは、適切なのか？ 
利益が守られる（命題 p が真である）ためには、然々の想定（命題 s が真である 
こと）を必要とする、という判断を定式化すると 
[2] p ：経済的利益が守られる ├  s ：然々の想定    即ち    ￢s ├  ￢p 
例えば次のように。 
[3] ￢s ：津波の高さが想定値を越える ├  ￢p ：津波防御費用が限界値を越える 
前後件は何れも事実命題であり、導出関係は、津波の高さを入力して防御費用を出力 
する、価値中立的な計算の一例に過ぎない。 s が問題領域の科学的知見の総体 S と 
矛盾する、即ち  S ├  ￢s   ならば  S ├  ￢p   従って当該事業を諦めざるを得 
ない。 企業は当然、次の導出を主張するように動機付けられる： 
[4] S ├  s   あるいは、それよりも弱い  S ├ /  ￢s 
実際、前者は東京電力の、後者は新日本窒素の言い訳であった。 だが（強い方の） 
前者も事実命題の間の導出、しかも、一つの必要条件の導出であり、経済的価値その 
ものを担保する訳ではない。 それが企業としても、精一杯の主張なのだろう。 それ 
を価値命題の導出と定位することはできない。 問題は第 1 に、それが科学的に確立 
されているとは言い難い、主体的に為された主張であること、第 2 は、にも拘らず、 
その主張が破綻し破局に至るや、企業は責任を科学に転嫁していること、に在る。 
第 1 点の背後に、利益防衛の意図の存在を指摘しても、推測の域を出ず、水掛け論 
に終始するだろう。 考察は事実と、明示的な言明に即して行われなければならない。 
 
3. ここで「科学」と「科学的」について、論者の立場を要約して置こう。「科学」誌 
HP によれば、この特集では「科学の営みにおける科学的とは何かという本来の問い 
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については改めて論じていない」由だが、各々の論文は、その「本来の問い」に対す 
る立場に基づいているであろうから、議論や批判に当たって必要ならば、これに触れ 
るべきと考える故に。 実際 [松原] も上記の通り、「科学」の「根源的な考察」に頁 
を割いているのであった。 

[5] 科学は、観測事実と既知の法則に発する、演繹、帰納、及びそれらを超える洞察 
による、それらを演繹的に導く仮設の形成と、逆に仮設と既知の法則から演繹される 
未知の観測可能な事実の、実際の観測に照らしての確証、の二方向の営みから成る。 
確証が重なれば仮設の信頼性は増し、反証されれば損なわれる。 多くの異なる境界 
条件の下で確証されれば、仮設は法則あるいは事実として受容される。 しかし如何 
に多くの確証が得られても、信頼性は常に暫定的に留まり、反証は必ずしも、直ちに 
仮設の誤りであることを意味しない。 
第0節に述べた「想定」は、このような仮設の一種に他ならない。 
[6] 科学の方法は、論理・数学的厳密性と実証性によって特徴付けられる。「科学的」 
とは、そのような科学の方法に忠実であり、科学の知見を尊重する、の謂いである。 
 
4.“科学的”について： 「科学」誌 HP はまた、引用符は「本来の意味をはなれた 
誤用・悪用が、科学的という表現のもとになされているのではないか、との思い」 
からであると言う。 しかし「本来の意味を離れる」のは「誤用」の一種ではあるが、 
必ずしも「悪用」とは言えない。 後者は、悪しき意図の下での使用、の意であろう 
から。 両者は、第2節に指摘した「エセ科学主義」の二重の形容に対応し、語義と 
論点を明らかにするために、混用すべきではない。 前節 [6] の「科学的」は、用い 
る意図の善悪を捨象した、価値中立的なものであった。 
 
5.「科学主義」と「自然主義」について： ‘Scientism’（「科学主義」）の Stanford 
Encyclopedia of Philosophy、Wikipedia 、Webster´s New Collegiate、ウィキペ 
ディア、ランダムハウス、及び平凡社世界大百科事典による記述を整理すると 

[7]「科学主義」とは、科学の方法の、あらゆる知の探求領域への普遍的な適用可能 
性を信奉し、科学が全ての真実と知識を記述し得る、あるいは真実と事物の性質に 
ついての知識を獲得する唯一の真なる方法である、とする観方を（批判的に）言う。 

[8] それは科学あるいはその主張を、適用され得る限界を超える、あるいは十分な 
経験的証拠を欠くような場合にも、過度・不当に適用する、という過誤を犯す。 

批判は、学的知の探求に関する、方法論的なものであって、倫理的・政治的・社会的 
な側面に触れるものではないことに、注意して置こう。 

[9] この呼び名は、歴史的には M Weber や F. v. Hayek 等の、社会的現象の説明 
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に於ける方法論的個人主義（Methodological Individualism）を重視する立場から、 
自然科学を模倣する社会科学を批判する際に用いられた。 また Wiener Kreis に 
代表される論理実証主義を指すものでもあった。 

他方、次の説明（SEP ）から分かるように、[7] と酷似する、「自然主義」と呼ばれ 
る哲学上の立場が有る： 

[10] Reality is exhausted by nature, containing nothing ‘supernatural’, and the sci - 
entific method should be used to investigate all areas of reality, including the ‘hu - 
man spirit’. 
SEP の解説によれば、興味深いことに今日、大多数の哲学者は、強弱の差こそあれ 
自然主義を肯定的なものとして受容している。 これは、科学主義の場合と殆ど正 
反対とも言うべき状況だろう。 
 
6. [松原] に戻ると、その「科学主義」は、この名の下に批判されている対象の、実 
は科学的でないことと、倫理的に疑わしいことの両面が、批判の的である点に於い 
て、前節の「科学主義」とは全く異なる。 後者は、（真正の）科学的方法が、例えば 
経済、社会、心理的現象等を解明するという主張を批判するのだが、[松原] の挙げる 
事例は、そのようなものを含まない。 ではどのような対象を、どのように批判する 
のか。「科学主義」の典型例として真っ先に取り上げるのは、水俣病の原因が工場 
排水ではないかと疑っていた付属病院長から、検体の猫が発症したとの報告を受けた 
新日本窒素（現チッソ）副工場長の言動であるが、一例では不十分であることを理由 
に実験の公表を抑えたのは、統計理論を原因究明ではなく、阻止のために用いたので 
あり、しかも誤用であったということ、これが批判の殆ど全てである。 何処が統計 
理論の「誤用」なのか、一例では原因と断定するには不十分というのは、統計理論に 
訴えるまでもなく、科学的にも常識的にも、正当なことではないのか？ 原因究明を 
阻むため、というのも、単なる憶測ではない、と言えるのか？ これらの疑問を直ち 
に抱かせる批判は、粗略と言う他ない。 実際、直ぐ下に引用されている当の副工場 
長の言い分は、恰も批判に対して予め為された反論の如くである。 曰く： 猫の実験 
を公表対象から外したのは、会社の都合が悪いからではなく、一例でもって判断する 
のは非常に危険だからであり、正しい判断であったと思う。 [松原] は下線部を傍点 
で強調するのみで、投げ出すように、更なる批判も反論も加えない。 先の批判と 
読み比べれば、何れが正しいかは自ずと明らかだ、とでも言うのだろうか？ あるい 
は、チッソの犯罪は今や明らかなので、こと細かく論う必要も無い、ということなの 
か？ かかる言葉の怠慢は、知的誠実の欠如に近い。 それは批判を、副工場長の卑劣 
な強弁と同等なものに貶めかねない。 相手が卑劣な言辞を弄すれば弄する程、言葉 
を尽くすのが誠実な批判というものであり、付け入る隙を与えないための賢明な態度 
でもあるのだ。 
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7. では、どのように言葉を尽くすべきか？ 批判者は、当事者（副工場長）が取る 
べき、科学的にも倫理的にも正しい言動が如何なるものであるかを考え、それを明示 
すると共に、当事者の実際の言動が、それと如何に乖離しているかを指摘する、その 
ためには、「科学的に正しい」とは如何なることであるかについて、批判者自身の 
見解を明らかにして置く、要約すれば、こういうことになると思う。 第3節に論者 
の立場を述べた所以である。 それに基づいて、問題の当事者の言動の批判を試み 
たい。 先ず、当事者は以下のように認識し、判断し、行動することが可能であり、 
且つそうすべきであった： 
[11] 一例では、工場排水が原因と断定するには、不十分である。 しかし 
[12] その一例が、科学的に適正な実験の結果であれば、工場排水が原因である可能 
性が有る。 
[13] 仮にそうであった場合は、事態は極めて深刻であり、一刻の逡巡も許されない。 
従って 
[14] 病院長に更なる実験を指示し、自らも可能な限り協力する。 同時に、 
[15] 会社上層部に対して、次のような行動を取ることを提言する： 
[15.0] 一例のみではあるが、事態の深刻さに鑑みて、という理由を付して、実験 
結果を公表する、 
[15.1] 工場からの排水を直ちに中止する、 
[15.2] 行政に、水俣湾の魚介類の（漁獲のみならず）摂食を禁止すべく、要請する、 
[15.3] 熊本大学を始め、社内外の研究・医療機関による、被害の実態と原因究明の 
活動を推進する。 

これに対して当事者の実際は [11] のみを判断し、[12] の可能性を無視し、[13] と 
認識せず、[14] の行動を取らない、というものであった。 公表はされずに終わり、 
それどころか、病院長の実験は禁止される（約 9 ケ月後に再開）。 この [11] ～ [15] 
との大きな落差を、どう考えるべきか？ 第1に真実、[12] に気付かなかったとすれ 
ば、科学・技術に携わる者としては失格であり、気付きながらも [13] に思い至らな 
かったとすれば、人としての誠実を欠く。 つまり愚かか、邪か（あるいはその両方 
か）である。 第2に（当事者が、事の経緯が明らかにされた後も尚、言い張るよう 
に）公表不可の判断は、[11] によって正当化され得ない。 公表という行為は、その 
事柄が真である科学的可能性を持ち、仮に真であれば、社会に深刻な害を齎す惧れが 
有る場合は、正当化される。 それは社会的な規範（公理）と言うべきものだろう。 
即ち 
[16] 真なることが可能 ∧ 真であれば社会的に有害 ├  公表要     これに対して 
[17] 偽なることが可能 ∧ 真であっても社会的に無害 ├  公表不要     であろうが 
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当事者の言い分は 
[18] 一例を以ての判断は危険 ├  公表不可     というものである。 
「一例を以て」とは、偽なることが可能なままに、に他ならない。 即ち、[17] の 
前件を弱め、後件を強めた 
[18.0] 偽なることが可能 ├  公表不可     ということになる。 
このような主張は、どのように正当化されるのか？ 確かに、科学的な考察に限れば 
[18.1] 偽なることが可能 ├  真であるという判断は正当化不能     は正しい。 
また正当化されない判断を敢えて下す行為を指して、「危険である」と形容している、 
と解釈しよう。 即ち 
[18.2] 真であるという判断は正当化不能 ├  真であると判断するのは危険 
しかし科学的判断は、公表という社会的行動とは違う。 公表を不可とするには、 
両者を結び付ける公理 

[18.3] 真であるという判断は（科学的に）正当化不能 ├  公表は正当化不能     と 
[18.4] 公表は正当化不能 ├  公表は危険 ├  公表不可     を必要とする。 
これらを併せると、 
[19] 科学的な文脈に於いては 
     偽なることが可能 ├                 真であるという判断は正当化不能 ├ 
     真であるという判断は正当化不能      真であると判断するのは危険 
     偽なることが可能 ├  真であると判断するのは危険 
[20] 社会的な文脈に於いては、更に [18.3] を加えて 
     真であるという判断は（科学的に）     公表は正当化不能      公表は危険 
    正当化不能 ├  公表は正当化不能      ├  公表は危険        ├  公表不可 

     偽なることが可能 ├  公表不可 
問題は [18.3] である。 それ以外は科学的にも、社会的にも正しい。 科学の文脈と 
社会の文脈は違う、科学的に正当化されるか否かと、公表が、社会的に正当化される 
か否かの相異は、決定的に重要であり、前者からの後者の導出は、自明には程遠い。 
当事者が [18] 従って [19] ないし [20] を主張するのであれば、[18.3] を明確に 
主張し、その根拠を示さなければならない。 が、それを怠った。 再び、意図せぬ 
怠慢であれば無知、意図したものであれば無恥であろう。 一歩譲って [18.1]、[18.3] 
よりも弱い 
[21] 偽なることが可能 ∧ 偽であれば公表は社会的に有害 ├  公表は正当化不能 
は言えるかも知れない。 特に、偽なる原因の推定・公表が、真の原因の究明を阻む 
 



 7

場合である。 しかし当事者が、合理的な根拠に基づいてそう認識していた形跡は 
無く、そう主張もしていない。 
  第3に、百歩譲って [18.1]、[18.3] を併せた 
[22] 偽なることが可能 ├  公表は正当化不能 
を認めたとしても、この前件は「真なることが可能」と矛盾しないので、[16] と 
併せて 

[23,] 真なることが可能 ∧ 真であれば社会的に有害 ∧ 偽なることが可能 ├ 
     公表要 ∧ 公表は正当化不能 

が帰結し、当事者を悩ませることになる。 が、悩んだ形跡も無く、帰結の一方のみ 
を「正しい」とし、恬として恥じない。 
  本節冒頭の疑問に立ち帰ると、[松原] は [18.3]「科学的な正当化不能は、社会的 
な公表の正当化不能を意味する」を当事者の言辞から論理的に抉り出し、批判の焦点 
とし、それが如何に認め難いかに、言葉を尽くすべきであった。 統計理論の「誤用」 
や「原因究明を阻止する意図」の云々ではないのである。 
 
8. 再び「科学主義」について： 仮に前節の所論が [松原] の真に言いたいことで 
あったとすれば、[18.3] こそが、水俣病事件の当事者の言動に典型的に現れる「科学 
主義」の核心である。 それは [0] の特徴付けと、同一ではないが、軌を一にする。 
しかしそれは、知の探求の方法論の枠を越え、社会的な文脈と関わるという点で、 
第 5 節に要約した科学主義とは異なる。 また、容認し難いものの、直ちに「悪しき 
意図の」と決め付ける（第 2 節）ことはできないし、「科学的なものは全く無い」 
（同）も的外れと言う他ない。 [18.3] は、既に指摘したように、科学的と社会的の 
両文脈を（不適切に、ではあるが）結び付ける言明であって、非科学的を云々する 
ことは無意味なのである。 寧ろ「科学外的」と言うべきだろう。 
  [松原] の科学主義批判は、司法の文脈の議論に於いて、その極に達する。 曰く： 
大方の裁判官も検事も弁護士も体制化した科学主義に取り込まれ、大所高所の社会的 
公正と正義の実現の責務を忘れている。 法律家の科学的知識は常識レベルでよく、 
司法判断に細かい科学を取り込む必要もなく、むしろ科学主義を見抜いて、これを 
排する視点転換の叡智を期待したい。 
  そもそも捜査の段階から科学的方法に頼り、科学的証拠が法廷に持ち出され、弁護 
側との間に科学論争が展開される、という事件は珍しくない。 名張毒葡萄酒事件 
然り、和歌山毒カレー事件然り、足利事件然り、検査が杜撰ならば冤罪を生む、ある 
いは真犯人を取り逃がすかも知れない。 検察・弁護それぞれの主張に沿う専門家に 
よる、対立する見解に、裁判官は如何なる態度で臨むべきか？ 無論、科学の専門的 
能力は求め得ない。 では「常識」で十分か？ 常識を以て Spring-8 による測定、 
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血液反応、DNA 鑑定の適・不適を判断できるのか？ 専門性と常識の間隙は広いが、 
その間に在って（埋めるまでには行かぬが）強力な武器は、鋭利な論理的能力、特に 
言説の論理的整合性の有無を見抜く力である。「一例では不十分」と嘯く工場責任者 
に対しては、ではその一実験例は、科学的に不適切なのか、適切ならば、不十分とは

言え、真なる可能性を支持するものでないのか、とすれば、社会的には勿論、企業に 
取っても由々しき事態ではないのか、と問い糾すべきなのである。「大所高所の社会 
的公正と正義」は、恣意的・主観的判断に道を開くものではないのか？「常識」の 
程度で十分、では、蒙昧主義に陥る危険は無いのか？ 先に述べたように（[5]）科学 
の信頼性は常に暫定的に留まる。 しかし科学の知が、相対的に も信頼し得る知で 
あり、その方法が も確かな方法であることも、間違いないのである。 
  事柄の真偽ではなく、事実は確定しており、その事実を「知り得る立場に在った 
か」、「予見可能であったか」や「予防措置を講ずる権限を持っていたか」が争われ、 
そこに科学的知見・推論が入り込んで来ることが有る。 水俣病を巡る訴訟の多くは、 
この類である。 例えば熊本第一次訴訟の判決は、メチル水銀の副生や廃液による 
健康被害の予見不可能性を理由とする無過失の主張を退け、企業の、危害を未然に防 
止すべき高度の注意義務と責任を明確にした（1973. 3.22）。 ここに現れた、[18.3] 
に似る  予見不可能 ├  無過失  と、[16] と同様の  危害の可能性 ├  防止の要 
という、共に科学的と社会的両文脈を結ぶ言明の対立と、後者が司法の判断であった 
ことは、注目に値する。 幸か不幸か、裁判は、事実の争いの決着が既に付いていた 
時期に行われた。 被害者からすれば遅きに失するであろうが、科学論争が法廷の場 
で繰り広げられるのは、避けられたのである。 仮に、より早い時期であったと想像 
しよう。 裁判官は否応無しに、有機水銀説対タリウム説、有機化の製造工程内対 
細菌媒介、と言った論争を聴かされ、何れが真であるかの判断を、下さなければなら 
なかったであろう。「司法判断に細かい科学を取り込む」のは、避けて通れないのだ。 
  上の段落の、対立する二つの言明は、前件が科学的命題、後件が社会的命題という 
点で、同型である。 [松原] の「科学主義」の意味の何であるかを問うて来たので 
あるが、もし言明の類型の如きものとすると、両言明の一方が「科学主義」ならば 
他方も然り、ということになる。 勿論、それは [松原] の意図ではあるまい。 だが 
Poincaré まで引いて開陳した、「事実命題から価値命題を導き出す」ことが可能か、 
という件を読むと、そうも思いたくなるのである。 
  [松原] の「科学主義は」は結局、意味不明な儘に終わる。 意味不明なものを「排 
すべし」と叫んだ所で、混乱を招くばかりか、反「科学主義」ならぬ「反科学」主義 
を助長しかねない。 前述（3 節）の科学と「科学的」の今一つの特徴は、その固有 
の領域での価値中立性に在る。 しかし科学も、価値依存的な他領域（社会、経済、 
政治等々）との関連が不可避であり、それが歪むと、他の領域を歪め、跳ね返って 
科学自体も歪む惧れが有る。 論証や実証が不十分な命題を真あるいは偽と断定する 
 



 9

のは、科学的には不当だが、場合によっては、公表するのが社会との適切・正常な 
関係である（[16]）。 不用意に公表すれば、外部の不適切な干渉で、真実の追求が妨 
げられかも知れないが、非公表は外部に害を齎しかねない。 これは逆に、他領域 
からの科学への干渉についても言える（因みに‘Science Wars’の主役 A. Sokal の 
戯論は‘Transgressing the Boundaries’を謳っていた）。 
  科学による不当な境界侵犯を「科学主義」と呼び、それを「排すべし」と言うなら 
ば、「経済主義」、「政治主義」、「社会主義」（慣用とは違う意味の）全て「排すべし」 
とならないか。 求められるのは排斥ではなく、全ての領域の規範を尊重しつつ、 
それらの適切な関連と調和を保つための、間領域的な叡智であろう。 鋭利な論理的 
能力は、その主たる要素の一つである（上述）。 その点で、本特集掲載の「論理学と 
サイエンス・コミュニケーションの補完」（村上祐子）による論理学教育の強調は、 
共感を覚える。 蓋し、法律家は、 もその教育を受ける必要の有る内ではないか？ 
 

（2013.12. 8） 
 


