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科学哲学はくだらない、 か？ 
 
に始まる、物理学者と科学哲学者の、長い長い対話の記録、 

須藤靖、伊勢田哲治 
“科学を語るとはどういうことか 

    科学者、哲学者にモノ申す” 
河出ブックス、2013 年 6 月 

を紹介することになりました。 
 

呼び込み 
  きっかけは、科学の 2013 年 11 月号です。柳生さんが問題にした松原望氏の論説

を読んでみようと図書館で借りました。その論説はつまらなかったけれど、他の文章

をいくつか読むと結構面白い。図書館では長く借りられないから買いました。 
 

読んだ中に 
 “鳥類学者は鳥の役には立たない、か” P.1217～1220 

      塚谷祐一（つかやひろかず） 東京大学大学院理学系研究科（植物学） 
がありました。 

 
  2 ページ半強の短い文章の中で、須藤 vs 伊勢田の対談、つまりこの本を紹介し、

“一貫して２人の話は噛み合わない”と切って捨てる。科学哲学者は科学をよく知ら

ないのではないか、と疑っているらしい。 
  須藤が講演で、ファインマンの『科学哲学は鳥類学者が鳥の役に立つ程度にしか科

学者の役に立たない』を引用したときの、聴衆から受けた反論『鳥類学は鳥のために

やっているわけではないし、科学哲学もまた科学のために存在するのではない』が対

談の話題になっている。 
  伊勢田 よく使われる事例で鳥類学者と鳥の例があるんですよね。鳥類学者がどの

くらい鳥にどう思われるかを気にしているかっていうと、多分あんまり気にしてな

いですよね。我々はそれよりは、多分もうちょっと気にしてます。 
  須藤 『科学哲学は、鳥類学が鳥の役に立っている程度にしか科学者の役に立って

いない』というのは、20 世紀の物理学者の偉人の一人であるリチャード・ファイ

ンマンの有名な言葉とされているものですね。伊勢田さんの意見は、鳥はしゃべら

ないけれども、科学者はしゃべるから無視できないということでしょうか。 
  伊勢田 まあ、そうかもしれません。 
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    ピンボケの発言に思えます。鳥類学は何をするものか、が問題でしょう。 
 

対談へのコメントを続けたあと、植物学者塚谷氏は鳥類学者は鳥のために大いに役

立っていると熱弁をふるう。最後に科学哲学に少しでも興味を持った方には、本書の

一読をお勧めしたい、と結んでいる。 
 

これに乗せられて図書館で借りて読み始めたというわけです。 
  



 

3 
 

テキスト 

須藤靖、伊勢田哲治 

“科学を語るとはどういうことか 

    科学者、哲学者にモノ申す” 

河出ブックス、2013 年 6 月 

   腰帯 

   表紙側 
       科学者から見ると  哲学者はアホ ?! 
       哲学者から見ると  科学者は視野が狭い ?! 

裏表紙側 

      須藤  最新の自然科学を取り込むことなく、 

ずっと以前から繰り返されている 
哲学者のための哲学的疑問をいじることに 
意味があるのだろう 

       伊勢田 もしかして、世の中には物理の問題と趣味の問題の 

           ２種類しかないと思っていらっしゃいませんか？ 
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主役 

  須藤靖 すどうやすし 

 1958 年、高知県安芸市生まれ   54 歳 
 東京大学大学院理学系研究科教授 
 専門 宇宙論、太陽系外惑星 
 

 伊勢田哲治 いせだてつじ 

 1968 年、福岡県福岡市生まれ   44 歳 
 京都大学大学院文学研究科準教授 
 専門 科学哲学、倫理学 
 

目次 
 はじめに  須藤靖 
    科学哲学と科学の間の埋めがたき違和感 
 

第1章 科学者が抱く科学哲学者への不信 
第2章 ツッコミながら教わる科学哲学 
第3章 哲学者の興味の持ち方 
第4章 科学者の理解し難い科学哲学的テーマ ① 因果論とビリヤード 
第5章 科学者の理解し難い科学哲学的テーマ ② 実在論と反実在論を巡る応

酬 
第6章 答えの出ない問いを考え続けることについて 
第7章 科学哲学の目的は何か、これから何を目指すのか 
 
終わりに  伊勢田哲治 
  気の長い異分野間対話のために 
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舞台作り 
    終わりに  P.297  伊勢田 
  
   本書の成り立ちについて、簡単に説明しておきたい。私の側からのことの始ま

りは、東大駒場キャンパスで科学哲学についてかなりひどいことを言っている物理

学者がいるという話を聞きつけたことだった。さっそく当時須藤さんがネット上に

あげておられた授業資料を見て、「これはぜんぜん科学哲学に関係無い話だな」と

思う面と、「ここは実際の科学哲学とも関わるかもしれない」と思う面と両方があ

った。河出書房新社の朝田明子さんとは当時すでに面識があったのだが、出版企画

について相談するついでに須藤さんについてお話ししたところ、せっかくだから対

談してないか、と提案をいただいた。須藤さんとの連絡も朝田さんに取っていただ

き、この対談企画が実現した。 
 

伊勢田先生の哲学業界案内 

  哲学者の流儀 
    クリシン型  critical  thinking 

    徹底的に考える  批判 
    思考触発型 

    読者を考えさせるのがよい哲学的文章だ 
    わかりやすい文章は格が落ちる 

    うがったもの勝ち型 
    他人が思いつかないことを言えばよい 

    文献読解型 
    古典の読解研究 
    読解の正確さ 
    解釈のもっともらしさ 
    解釈の新しさ・面白さ 
    哲学者？ 哲学の研究者 
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因果論 

仰天 
    はじめに  P.7～P.8  須藤 
     
    たまたま目にした科学哲学に関する文章を読んだ際、そこで語られている決定

論・因果論という考え方の解釈に強い違和感を持った。率直に言えば、私自身

の無知というレベル以前に、まったく的外れでナンセンスな議論であるとしか

思えなかったのである。その際に受けた驚きは本当に忘れられないほど強烈な

ものであった。 
    その文章で展開されている議論を私の理解した範囲で要約すれば以下の通り

である。 
 
      世の中が原因と結果という因果論に支配されている具体例として取り上

げられることの多いビリヤード問題を考える。実はじっくりと眺めるならば、

二つのボールの衝突という原因とそれらのボールの速度が変化するという

結果には、時間差は認められず、それらは同時に起こる。このように原因と

結果とはおよそ分離することのできない一体のものである。原因→結果では

なく、原因＝結果なのである。 
 
     目を疑った。繰り返し読んでみたが本気でこのように主張しているらしい。

このような無内容の主張を大真面目に展開している学術書が存在しているな

どとは考えたこともなかった。 
 
    はじめに  P.9～P.10 
         
     先述の例は「世界は本当に因果論に従っているのか」に対する回答を提示し

たものらしい。となるとまず「因果論」とは何かを理解しておく必要がある。

私が読んだ範囲ではどうも「すべての結果には原因がある」という考えを示す

哲学業界でよく用いられている言葉のようだ。実は物理屋も「因果律」という

言葉を多用するが、これとは全く異なっている。すなわち物理屋が言うところ

の「因果律」とは、「情報は光速を超えて伝わることはない」という法則を指

す。念のために付け加えておくならば、因果律に矛盾する観測事実は何ひとつ

知られていないという意味においてこれを疑う必然性は全く無い。 
       そこで以前、法学部のある先生に「物理学者は因果論を信じていますか？」
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と聞かれたことを思い出した。そのときはすかさず「もちろんです。因果律は

物理法則の最も基本的なものであり、それと矛盾する事実はありませんし、そ

れを認めないような理論はおよそ認められるものではありません」と答えたも

のだ。しかし今思えば、その先生は少し怪訝な顔をされていたような記憶があ

る。実は因果律ではなく「因果論」に対する見解をお聞きになったのだろう。

今さらではあるが、それに対する私の回答は「物理屋はある結果に対してどれ

が原因か、といった意味付けはあまりしないと思います」である。  
 

顔合わせ 
第1章 P.19 
 
須藤 序文にも書いた通り、私の科学哲学への疑念のすべての始まりは、哲

学では定番の議論とされているらしい、ビリヤードを例にした因果論への疑

問でした。たまたま、ある哲学書を読んで、本当に仰天してしまいました。 
伊勢田 ビリヤードなどの単純なモデルを使って因果について考える、とい

うのは確かに１８世紀のデヴィッド・ヒューム（1711－1776）以来、（科学哲

学に限らず）伝統的な哲学の問題となっています（ビリヤードの例自体もヒ

ュームが使って以来伝統的に使われ続けています）。私はこの問題領域自体は

十分存在意義があると思っているので、おいおい弁護したいと思います。 
 ただ、原因と結果が分離できるかできないか、というのは、須藤さんがお

読みになった本のかなり特異な問題意識だと思います。 
  

 開始 
    第 4 章 P.117～ 
 
    伊勢田 須藤さんの疑問の原点は、ビリヤードボールの衝突みたいな単純な例

を用いて因果について分析するということを、いまだに哲学者がやっていると

いうこということでした。最初に断っておくと、ビリヤードの例も使いようで

は不毛な議論になるでしょうし、またその例だけで因果についてすべてわかる

というわけでないのも確かです。さらには、須藤さんがもっと重要だと考えて

いらっしゃる因果をめぐる問題は、科学哲学者も重要だと認めますし、実際に

その問題を扱っている哲学者もいます。 
     しかし、須藤さんはそもそもこういう事例を使うこと自体無意味だというご

意見のようですが、その点について、やはり多くの科学哲学者は須藤さんに反
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論したい気持ちになると思います。こういう研究もまた、科学哲学の典型的な

研究のひとつなのです。このあたりを深めていくことでもう少し、両者の考え

方の違いみたいなものが見えてくるのではないでしょうか。ですので、まずは

因果について、科学哲学者はどのように考えてきたのかについて、見ていきま

しょう。 
 
    要約（前田） 
    ウェスリー・サモン（1925－2000） 正統派の科学哲学者 
    「科学的説明」問題に取り組む。 

「何かについて理解したと思う」あるいは「説明がついたと思う」とはどうい

うことか。 
「原因がわかる」ことは重要なファクターと考えられる。 
「原因」とは何か。  を 40 年間考え続けた。 
その結果、マーク伝達理論 と 保存量伝達理論 を提唱した。 
          
伊勢田 あるものとあるものが原因と結果の関係にあるときに満たしている

条件として、マーク伝達理論というのは「原因となるものに何か印をつけたら

その印が結果になっているものにも伝わっている」という考えです。これは、

因果関係の条件を満たすのではないかと言われています。 
須藤 印を付けるかどうかは別として、ある結果に最も強い影響を与える現象

を原因と呼ぼうという当たり前のことを言っているのですね。ただし、それだ

けでは具体的には何の解決にもなりそうにありませんが。 
伊勢田 そこは、解決しようとしている問題が違うんですよ。 
須藤 確かに、解決したいと考えている問題をもっと具体的に述べてもらわな

ければいけませんね。原理的には、光円錐の中にあるものはすべてマークを伝

達しているはずで、その影響の度合がどれだけ大きいものに絞って原因と呼ぶ

かという定量的な提案（そんなものができるかどうかはわかりませんが）無し

には、ほとんど現実的な意味を持たない議論でしかないと思いますけれども。 
伊勢田 光円錐の中にあるもの必ずマーク伝達理論を満たすというのは、サモ

ンの言う意味でのマーク伝達理論ではないですね。 
    （中略） 
サモンは、「因果的なプロセス」という問いを考えていて、「印をつける」以上

の手を加えなくても情報を伝達できるような適切な関係がそこにすでにある

ことが、因果的なプロセスというものが存在するということの要件だと考えた

わけです。 
須藤 まだ理解できません。まさに「風が吹けば桶屋が儲かる」という例が示
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すように、原理的に因果関係を持ちうる時空間領域にあるものは、思わぬ結果

を生むことがあり得ます。 
     （中略） 
文字通り背中に貼り紙をするような行為だけを「印」と呼ぶのだとすれば、原

因と結果という問いにおいて本質的な疑問には決して迫れないでしょう。 
伊勢田 「印」の概念をどこまで拡張するかというのは確かにこの立場にとっ

てよく考えるべき問題だとおもいます。ただ、今、須藤さんは「影響を与える

ことは十分あり得ます」という表現をされました。影響を与える場合と与えな

い場合があることを認められるわけですね。先ほど私が言ったのは、影響を与

えない場合まで、単に光円錐の中にあるからという理由でそれを原因の一部に

含めるのは、「原因」という概念の本来の意味からずれてしまっているのでは

ないか、ということです。 
もうひとつ、サモンに固有の問題意識として、経験主義の枠の中で因果につ

いて考える、つまり、実際に我々に入手できるデータにもとづいてあるプロセ

スが因果的かどうか判定できる、という問題設定があります。その意味で、我々

にわかりようがない因果関係というのは最初から問題にしていないともいえ

ます。迫ろうとしている本質が須藤さんとサモンでは異なっている、という言

い方ができるかもしれません。 
    須藤 「影響を与えない」と断言するためには「影響」とは何を指すのかをあ

らかじめ定義しておく必要がありますね。さきほどの例で言えば、東京にいる

私の存在は誰かの生死に関わるような「重大な」影響は与えないでしょうが、

大気中の酸素濃度には「確実に」影響を与えます。その意味で「影響を与える

ことは十分あり得ます」という保守的な表現にとどめたまでです。非現実的な

精度でもよいという原理的な議論をしたいのであれば、影響を与えないという

ことはあり得ません。まあこの件はとりあえずこの程度でとめておき、もうひ

とつの保存量伝達理論の説明をお願いします。 
    伊勢田 保存量伝達理論というのは、あるものが一定の因果的な流れの中にあ

るときには、そこで何らかの量が維持されないと我々はそれを因果と認識でき

ないという考え方です。 
須藤 それは物理学でいうところのエネルギーや運動量のような保存量を指

しているのですか？ でなければ、「維持される量」とは何か、もっと具体的

に教えてください。 
伊勢田 典型的には、エネルギーや運動量のような保存量が想定されています

が、必ずしも限定はされていません。マーク伝達理論における問題点は、たと

えば、我々が原因と結果だと思わないものの例として、影と影の関係という考

えがあります。車が A の場所にあるとき、A の前に影があり、その車が動いて
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B の場所に動いたとき B の前に影ができます。この A の影は B の影の原因か

どうかという問題がある。  
須藤 なるほど、それは二次的なものにすぎませんね。 
伊勢田 普通は影と影の関係は原因と結果の関係にあるとは言わない。しかし、

たとえば、車に凹みをつくるというやり方で影に凹みをつくった場合、その凹

みはその後の車の影にも伝達されます。これはマーク伝達の条件を満たします。

直感的には「それは影に印をつけたわけではなく、車の方に印をつけたのだ」

と答えたいところですが、果たして他の印のつけ方と明確に区別ができるのか

という問題があります。 
須藤 率直に言って開いた口が塞がりません。そんなレベルですら問題がある

マークという概念は、そもそも無意味に思えます。最初に立ち返って出直すべ

きです。そもそも原因と結果という概念は、我々が何を重要だと思うかという

価値観に依存しているように思えますので、いろいろな解釈と定義があって当

然ではないでしょうか。 
伊勢田 この問題もありますし、後で紹介したいと思いますがフィル・ダウと

いう哲学者が問題点をいろいろと指摘しています。それで改めて、我々が影を

何故因果と言わないかについて考えたとき、影は光源の向きによって全く形が

変わってしまうが、車の方はよほどのことがない限りは量は一定している。そ

こが、我々が影に関しては因果的な関係は認めないけれども、車と車の間には

因果的な関係を認める理由ではないか、というところから、車の関係と影の間

の関係の差がそこに見付かるのではないかと考えた。この、あるプロセスを通

して保存量が一定して存在していることをもって因果プロセスと考えよう。と

いうのが保存量伝達理論です。ダウが提案して、サモンもこちらの方が優れて

いると認めて立場を変えています。 
 もちろん、これにもすぐ思いつく批判がありますし、そもそも物理世界その

ものが量を保存しないような世界だったらどうなのかという話も出てきます。 
須藤 その後者の議論はまた別の話ですね。 
伊勢田 そうなのですが、こういう形で何を明らかにしようとしているかと言

いますと、原因という概念を、我々はわかった気になっているにもかかわらず、

実は原因であるための必要十分条件を挙げようとするととても困ったことに

なると気付くことです。でも、なんとか原因であるための必要十分条件を挙げ

たい――というのが一つの研究領域なんですね。 
 
   続く「反事実条件法」の説明は省略 
 
須藤 「我々がわかった気になっているにもかかわらず、実は原因であるため
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の必要十分条件を挙げようとするととても困ったことになることに気づく」と

言われますが、私は当初から一貫して、原因が満たすべき必要十分条件が存在

するという前提が間違っているのではないかと指摘し続けてきたつもりです。

100 点満点など目指さず、70～80 点取れるような「原因」の定義あるいは満

たすべき基準を提案するにとどめ、残りは個別に判断するのが最も合理的だと

思います。これまでの例で言えば単に一般論として原因という言葉を使ってい

る限り、きりが無いのではないですか。 
伊勢田 100 点満点の基準がすでにどこかに存在していてそれを探している、

というよりは、100 点満点に近づこうとする中で、「因果」という概念を我々

がどう使っているかについての理解が深まっていく、というイメージでしょう

か。、使える道具がほしい人と、道具そのものに興味が向いている人の違い、

という言い方もできるかもしれません。 
まあしかし、我々は日常的な言語としては「A が B の原因だ」と言いますよ

ね。ある関係が因果関係かどうかの判定基準が提示できないのに「原因」とい

う言葉が使えるって、須藤さんもなんだか変だと思いませんか。 
須藤 ですから、原因という言葉を具体的に定義しない限りそれ以上の議論は

不可能です。議論が循環して申し訳ありませんが。 
伊勢田 定義から始まる話もあれば、実際の用例から始まる話もあります。

我々が、たとえば「これは発癌物質です」というときに、この物質が癌を引き

起こすという意味で「発癌物質」って使いますよね。これは、実際の用例にお

いて、A という物質が B、すなわち癌の原因になると判断しているわけです。

これに関しても反事実条件法を使った分析もできます。「この物質が無ければ

この人はがんにならなかっただろう」というような状況が想定できる場合に

「発癌物質」なわけです（ただこの例は確率的な判断が絡むのでもう少しやや

こしい話が必要になりますが）。さらに言えば、これについても同じような先

回りの思考実験ができるわけで、この物質が無いときにのみ癌を引き起こすよ

うな仕組みを想定できますよね？ このときさきほどの反事実条件は偽にな

りますが、この物質はやっぱり発癌物質であり、癌の原因になっていると思え

ます。こういう用例をどう理解するべきか、というのはそんな無意味な問いだ

とは思えないのですが。 
須藤 私はそのような日常的に用いられている「原因」という単語に何の問題

も感じません。発癌物質の例でいえば、その物質が癌を引き起こすかどうかの

統計的な相関、さらにはその発症機構に関するモデルの妥当性などを通じて、

科学的な判断をすればよいだけであり、一般論としての「原因」の定義が困難

だという地点まで議論をさかのぼる必要はないと思います。  
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    第 4 章 P.134～ 
 

須藤 そこまで正しく理解されているにもかかわらず、そのような重要な問題

に切り込むことなく、いつまでもビリヤードを用いて考えてばかりいる理由が

私にはさっぱりわかりません。おそらく意図されていることとは全く逆に、本

質的に複雑なこの世の中に存在する原因と結果というとても重要な問題に答

えることを拒否し、哲学のための哲学に閉じこもっているようにすら思えます。

ビリヤードを哲学的に考察したおかげで物事がこんなによく分かるようにな

ったという具体的成果を教えてもらえば、私の偏見あるいは誤解が解けるかも

しれません。 
伊勢田 そもそもビリヤードの例は、ヒュームが最初に導入したんですね。も

ともと何のための例かと言いますと、我々が想像している意味の「因果」につ

いては知り得ないという話をするための例なんです。 
 
   この後も話は続くが、省略 
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須藤教授の願望 
  はじめに P.12 
 

因果論あるいは決定論に対する本質的な考察を行うのであれば、もっと重要

な例があるはずである。少し難しくなるかもしれないが、ちょっとだけ例を

挙げてみる。 
 

(1) 物理現象の記述において頻繁に登場する波動方程式は、遅延解 f(t-r/c) と先進解

f(t+r/c) のふたつの解を持つ。通常先進解は｢因果律｣を破るものとして無視される

が、それには必然性があるのか。 
(2) そもそもこの世界には時間の向きに非対称性があるように見えるが、基本法則のほ

とんどは時間の反転に対して対称である。世の中の現象は一般にエントロピーが増

大する方向に進む。また宇宙は現在膨張していることがわかっているが、これもあ

る意味での時間の向きを決める。これらは｢時間の矢｣の問題として古くから知られ

ている。 
(3) 微視的なスケールでの世界を支配する量子論では、素過程は決定論的ではなく確率

的な振る舞いをするものと考えられる。素過程が決定論的ではないことがわかって

いるのに、それらが多数集まった巨視的な系ではなぜかくも高い確率で決定論的な

記述が可能なのか。 
(4) 少数の自由度しか無い系であっても、初期条件に対する強い依存性のため、原理的

には決定論的な系であるにもかかわらず事実上現実的な精度での予測が困難な場

合があることが知られているにもかかわらず世の中は決定論的に見えるのはなぜ

か。そのように見える部分にだけ着目してそれいがいにはめをつぶっているだけな

のか。 
 
  これらはいずれも因果論を考える上で避けて通れない本質的な問題であろ

う。悩んで考え抜くに値する内容を十分持つ。しかしそれらを取り上げるこ

となく、ビリヤードのような例だけに終始しているのであれば、本質を無視

した議論に過ぎないというそしりは免れまい。 
 
 
以上 


