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はじめに 

本稿は、アメリカのオピニオン雑誌 New Republicに掲載されたスティーブン・ピンカー

の“Science is not the Enemy of the Humanities”(Pinker, 2013)を抄訳したものである。ピ
ンカーはハーバード大学教授で専門は心理学である。とは言っても、心理学だけに収まらな

い広い範囲の学識を持ち、近接学問領域にも大きな影響を与えてきている学者である。例え

ば、邦訳があるものだけでも、『言語を生みだす本能 The Language Instinct (1994)』『心
の仕組み――人間関係にどう関わるか How the Mind Works (1997)』『人間の本性を考える
――心は「空白の石版」か The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature (2002)』
『思考する言語 ――「ことばの意味」から人間性に迫る The Stuff of Thought: Language 

as a Window into Human Nature (2007)』『暴力の人類史 The Better Angels of Our Nature: 

Why Violence Has Declined (2011)』と、その博識ぶりがうかがえる。この小論でもその
博識ぶりが随所に見られて、使われている用語も難解なものが多い。そこで、ここではピン

カーの主張を筆者らの言葉でわかりやすく「翻訳」して紹介することとした。ただし、導入

となるこの最初の段落と日本の事情に触れた最終段落は、ピンカーに賛同する筆者らの主

張を述べたものとなっている。 
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ピンカーが訴えたいこと 

ピンカーはこの小論に「売れない小説家たち、行き詰まった学者たち、そして職に困って

いる歴史家たちへの渾身の嘆願(An impassioned plea to neglected novelists, embattled 
professors, and tenure-less historians)」という副題を付けている。科学の進展、特に、私
たちの心、脳、遺伝子、進化についての科学的解明(the sciences of mind, brain, genes, and 
evolution)によって、人文系の学問にはかつてない大きな恩恵がもたらされた。考えてみれ
ば、デカルトやルソー、カントといった過去の偉大な思想家たちは、ニューロンも、ホルモ

ンも、遺伝子も知らずに人間について探究していたのである。ピンカーは、タイムマシンで

彼らの時代に行って、21 世紀の大学一年生でも知っている科学的知識を少し教えてあげた
いくらいである、と述べている。そして、「もし彼らが、こうした知識を持っていたら、ど

んなことを考えただろうか」と想像する。 

しかし、そんなことをしなくても、現代にも秀れた思想家はいるのだから、「現代のデカ

ルトやカント」はこうした科学的知識を活用して、素晴らしい思索をなすはずである。とこ

ろが、人文系の学者たちは自分たちの研究領域に科学が侵攻してくることを好ましく思っ

ていないようなのだ。ブッシュ元大統領の生命倫理顧問だったレオン・カス(Leon Kass)は
こうした人間の科学的理解を目指す立場を「心のない科学主義(soul-less scientism)」と批
判している。現代の人文学者たちは、せっかくの現代科学の恩恵を活用しようとしないので

ある。そこで、ピンカーはこの小論で人文系学者たちに嘆願しているわけだ。 

 

ピンカーによる「科学主義の 2つの特徴」 

科学主義は悪いことではない。もちろん科学は万能ではないし、科学者たちが昔の思想家

より優れているわけでもない。科学とは、自分たちが無知で間違いやすいことを前提にして、

互いに間違いを指摘しあい批判しあうことで、真実に迫ろうとする不断の活動にすぎない。

だから、科学においてはすべての知見は仮説である。科学者たちは、人文系の研究分野に侵

攻し、征服しようとしているわけでもない。 

ピンカーによれば、科学主義は、科学未踏の領域に 2つの考え方で臨もうとしている。そ
の一つは、「我々を取り巻く世界を理解することは可能だ(The world is intelligible)」と考
えていることである。今はまだ理解できないことも、少しずつ理解していくことができるは

ずだという強い信念こそが科学の原動力なのである。 

複雑な現象をすでにわかっているより単純な原理や法則で説明するやりかたは、「還元主

義(reductionism)」という批判を受けることがある。しかし、科学者も第一次世界大戦を物
理学や化学で説明しようとするわけではない。当時のヨーロッパの国々の支配者たちがど

んな世界観と目的を持っていたのか、そして、なぜ人はそうした考えを持ちやすいのか、を

説明しようとするのである。さらには、民族主義や過信、名誉欲などの人間の心理を解明す

ることで、それらの不幸な重なりが戦争を引き起こしたという説明に行き着くことができ

る。 
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科学主義が取るもう一つの考えは、「知識を得ることは難しい (The acquisition of 
knowledge is hard)」というものである。世の中の真理は簡単には解明できない。だから科
学者は、人は錯覚を起こしやすく、間違いを犯しやすいことを前提として、まずはすべてを

疑い、議論しあって、しっかりとした定式化と厳密な検証を繰り返していくのである。 

 

人間の本性についての科学的理解 

こうした 2 つの信念に基づいて、人間の本性を科学的に考えると、具体的にはどんなこ
とになるだろうか。たとえば、「私たちはなぜここに存在するのか」といった最も根源的な

問いについて考えてみよう。これらの問いは伝統的に宗教家たちの領分であり、だからこそ、

彼らは科学主義に最も強く敵対してきている。そこで、ここでもキリスト教の教義と対比し

ながら考えてみよう。まず、私たちは神によって作られたのではない。私たちは 40億年前
に化学的複合物として地球に誕生した生命から進化してきたものであり、地球上の他のす

べての生物と共通の祖先を持つ生物である。進化の長い時間から考えるとわずか 500 万年
ほど前になって、アフリカに生まれた単一の種(Homo Sapience)が私たちヒトである。農業
や、政治、文字の使用など他の動物との違いを際立たせてきたのはさらに最近のことにすぎ

ない。 

私たちの住む宇宙も神が創造したわけではない。宇宙は 138 億年前のビッグバンに始ま
り、私たちの住む地球は、4千億個もの星からなる銀河系のほんの１つの星（太陽）の惑星
であることも科学によって明らかにされてきた。さらには、私たちの人生に起こるさまざま

な現象も神によって運命づけられているわけではない。私たちの一生を含むすべての自然

現象は偶然によるものであり、なんの目的も関わっていない。人の運命であるとか、宿命と

かも存在しないし、自然の祟りや悪魔の呪いもなければ、善行への報いもないのである。に

もかかわらず、私たちはそうした神秘的な因果を信じがちである。なぜそうした誤信が起こ

るのかさえ、科学的研究によって説明ができるようになっている。人は、自然現象から因果

関係を見つけ出すような認知の仕組みを進化させてきたために、偶然に起こったことまで

過度な意味づけをしてしまうのである。 

世界が神によって作られたわけでもなく、神が支配しているわけでもないとすれば、私た

ちは、神の加護を求めるのではなく、自然現象を科学的に理解することによって、私たち自

身の力で私たちの幸福を実現しなければならない。科学は既に人類への多くの貢献をして

きている。なによりも科学的な知識を社会に普及させた。上に述べたように、現代人なら地

球の成り立ちや生物の進化について誰もが知っている。そして、科学のおかげで私たちの社

会はかつてないほどに幸せな社会になってきている。 

 

科学技術は人類を幸福にしてきた 

科学技術のおかげで人類は確実に幸福に暮らせるようになってきている。数千年間にわ

たって古代の人類は飢えていたが、地球上の飢餓は克服されつつあり、誰もが学校に行き、
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民主的な制度のもとで平和に暮らせるようになった。携帯電話を使うなどのちょっとした

贅沢も可能になり、世界中で平均寿命も劇的に伸びた。ピンカーが別のところ(Pinker, 2016)
で述べている「人類に起きた 10のいいこと」もそのほとんどが科学によってもたらされた
ものである。以下に、この 10のいいことを箇条書きする。 

1) 寿命の延長：わずか 150年前には 30歳だった人類の平均寿命は 70歳にまで伸びた。 
2) 病気の撲滅：天然痘は撲滅され、近い将来、他の多くの病気が撲滅される。 

3) 豊かな生活：世界の 85％が極貧だった 200年前に比べ、貧困は 10％にまで減った。 

4) 平和の実現：大国間の戦争はこの 60年間起きていない。 

5) 犯罪の減少：世界中で暴力犯罪が激減し、殺人件数も減り続けている。 

6) 自由社会の拡大：世界人口の 60％以上が民主的な社会に住んでいる。 

7) 教育の普及：基礎教育はすでに世界の 82％が受けられていて、いずれ 100％になるだ
ろう。 

8) 人権の確立：児童労働、死刑、人身売買、女性の性器切除などの野蛮な慣習は大幅に

減少した。 

9) 男女平等：女性の教育水準が高まり、婚期が遅くなり、所得が増えた。 

10) 知性の向上：世界のすべての国で知能指数が上昇している。 

 

科学的研究の導入を拒む２つの間違った理由 

にもかかわらず、人文系の人々はこうした科学の恩恵に対し、科学の持つ悪い面を強調す

ることで受け入れることを拒んできた。その結果、現代社会においても一般の人々の科学へ

の理解はきわめて不十分でもある。有名大学の学生でさえ、人文系の学生はほとんど科学を

学ばずに卒業していく。こうした学生たちは大学で科学について間違った考えを教え込ま

れている。科学の素晴らしさを減じるかのように、科学の悪い面が抱き合わせで教えられる

ことが多く、その「悪い面」は些細な現象を誇張したものだったり、間違った解釈に基づく

ものだったりする。たとえば、ダーウィンの進化論は、社会進化論や優生学を生み出したか

のように論じられることが多いが、それはまったくの誤解である。（社会進化論はイギリス

の哲学者 H.スペンサーの思想である。）その他にも、科学が一部の間違った使われ方をした

例をことさらに大きく取り上げ、科学が社会全般に広く深く貢献してきたことと対比させ

て、あたかも科学には善と悪の両面があることを強調するのも非科学的学問領域側の常套

手段である。 

人文系の学者は、科学の基本的研究方略である「単純化(simplify)」を、軽蔑的な意味合
いを持つ「愚かな(simplistic)」という表現で批判しようとする。しかし、そうした言葉の遊
びで科学的な研究方略を退けようとしていたのでは、人文系の学問は進展しないであろう。

研究の対象をとなる複雑な現象をいろいろなレベルに単純化し、いろいろなレベルごとに

解明していくことを拒んで、複雑な現象をありのままに理解しようとしていたのでは研究

はいつまでたっても現状に停滞したままになる。単純化を嫌って、複雑な現象を複雑なまま
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で捉えようとする人文系学問のこうした研究方略は、完全な正確さ求めて「原寸大の地図」

を作った愚かな地図職人を描いたホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges)の寓話を思
い出させる。 

 

人文系の学問の衰退とその解決策 

人文系の学問はこのようにして科学的方法の「侵略」に強く抵抗してきた。しかし、その

結果、人文系の学問は危機に瀕することになり、大学の人文系は縮小され、多くの若い人文

系学者が職に就けない状態に陥ってしまった。こうした人文系学問の衰退は、社会全体に進

行する反知性主義や大学の商業主義にも原因があるだろう。しかし、人文系の学者たち自身

の責任も大きい。人文系の学問には進歩がない。それは、冒頭に述べたように、科学が明ら

かにしてきた知見や科学が発展させてきた研究手法を人文学者たちが積極的に取り入れよ

うとしてこなかったからである。 

科学的な研究方法を取り入れることで、人文学は大きく改革されるはずである。芸能や文

化、社会といったものも結局のところ人間の脳が生み出したものであり、それは脳の知覚す

る働きや考える働き、感情などが複雑に絡み合って個人を動かし、それがまた他人に影響す

ることでできあがったものである。こうした脳の働きを知ることで、人文学の領域の理解が

進むはずである。科学者側も科学的な研究方法が人文学の豊かな研究領域にどれだけ活用

できるか挑戦したいと考えている。考古学や言語学のように科学との共同研究が当たり前

になった領域もある。視覚芸術の世界は、視覚科学から多くの恩恵を受けるはずであるし、

音楽学者は、人間の聴覚を研究している科学者との共同研究から学ぶことが多いはずであ

る。 

科学の貢献は、科学と縁遠い存在だった政治の領域にも及ぶ。政治的な決定は長い間、科

学的とは言えない方法でなされてきた。必ずしも同等とは言えない過去の事例に基づいた

り、政治家の巧みな言い回しが人気を博したりして、結局は政治資金をより多く出した者の

ための政策がとられることになってきた。しかし、データサイエンスの手法を活用すれば、

もっと科学的な方法で、客観的により正しい政策の選択ができる。純粋な文学の研究者は、

一足先に科学化された認知心理学や社会心理学、進化心理学や行動遺伝学から多くの示唆

を得られるだろう。政治と同様に、データサイエンスの手法を活用すれば、人文学は“デジ

タル人文学”へ発展する道も開かれている。 

 

おわりに：日本の事情も同様である 

安倍政権の下、2015年に文部科学省が人文社会科学系の学部や大学院について、廃止や
社会的要請が高い分野への転換に努めるなど、組織と業務全般を見直すよう通知を出した

ことが日本でも話題となった。人文系の学問の停滞は日本でも同様なのである。筆者らがピ

ンカーのこの小論を紹介しようと考えたのも、ピンカーの提案する解決策が日本の人文系

にも有効だと考えたからである。筆者らが基盤とする心理学は一般には文系と思われてい
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るが、現代心理学の始まりがブント(Wilhelm Wundt: 1832-1920)のライプチヒ大学での心
理学実験室創設とされるように、そのスタートから科学を目指したものだった。人の心とい

う扱い難い研究対象に科学の方法論で迫ることが心理学という学問の本質なのである。心

理学の歴史は、いかにして人の心を研究するかという研究方法開発の歴史だったと言って

も過言ではない。ブントの実験室創設の 1879年以来、心理学者が開発してきた研究方法は
バラエティに富んでいる。ピンカーも述べていたように、人文学が科学的方法を取り入れる

とすれば、そのモデルとなるのは心理学であると思う。考えてみれば、人文学とは結局のと

ころ人の種々の活動についての研究なのであり、人の活動の背景には必ず人の心がある。人

文学の科学化と言っても、物理学や化学の実験を導入するのではない。心理学の実験手法を

取り入れればいいのである。カシオッポ(Cacioppo, 2007)はこうした点に注目し、心理学が
科学と他の文系の学問とのハブ（ハブ空港のような中心的中継点）となるべきであると主張

している。余談になるが、カシオッポが国際的な科学的心理学の学会 APS(Association for 
Psychological Science)の会長だった際にこうした主張内容の会長講演を行った。筆者らの
一人はたまたまその講演を聞いていたが、カシオッポのパーマのかかったような長髪の風

貌はピンカーにそっくりであった。もっとも、今はすっかり短髪になり、イメージチェンジ

してしまった。人文系の学問も早くイメージチェンジしてもらいたいものである。 
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