
1 
 

 

 

2009 年 12 月 14 日 

 

 

第 39 回日本免疫学会関連分野セミナー 

「哲学なき科学、あるいは科学は哲学から何を学ぶことができるか」 

（2009 年 12 月 2 日、大阪国際会議場 12：00～13：00） 

 

今回の免疫学会で、上記セミナーをする機会を与えられました。当日は多くの

方に参加していただき、心から感謝いたします。発表後いろいろな方から発表

内容についての問い合わせがあり、反響の大きさに驚いております。その過程

で、今回の発表内容を改めて公表し、いろいろな方面での思索やディスカッシ

ョンの参考にしていただければ、今回の試みがさらに生きたものになるのでは

ないかと考えるようになりました。以下に若干の校正を加えたものを掲げまし

た。不注意による誤りも含まれていることと思います。訂正やコメントなどが

ありましたらお寄せいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

パリ第 7 大学ディドロ 矢倉英隆 

hide.yakura@orange.fr 

http://hidetakayakura.blogspot.com 
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要 旨 
 

 

哲学なき科学、あるいは科学は哲学から何を学ぶことができるか 
 

この発表では、まず科学という人間活動について概観した後、われわれが無

意識のうちに使っている「機能」について検討したい。この問題の検討を始め

ると、「進化」という概念が自ずと現れ、われわれの存在を突き動かすモーター

として生命の創造性に至る。また、これまで科学活動で軽視されていた「統合」

の重要性について指摘し、われわれの精神活動における文・理の融合について

新たな方向性を提唱したい。さらに、「今、ここ」から離れた省察や科学と哲学

の対話が、われわれを自然のより深い理解に導き、21 世紀の科学を豊かにする

可能性について考察したい。 

 

 

Science without philosophy, or what science can benefit from philosophy 
 
The year 2009 commemorates not only the bicentenary of Darwin’s birth and the 

150th anniversary of the publication of his chef-d'œuvre “On the Origin of Species”, but 
also the bicentenary of the publication of Lamarck’s “Philosophie zoologique”. Thus, 
this is a special occasion to reflect upon what we life scientists are doing in our daily 
life. In this presentation, I plan to first discuss one of the human activities called science 
and to examine the term we use almost every day probably unconsciously, “function”. 
Discussions in this direction inevitably lead us to the process of evolution. From there, 
the creativity of life will emerge as one of the driving forces of our existence and daily 
activities. From philosophical perspectives, I will also point out the importance of a 
neglected aspect in current science, “synthesis”, and propose a new direction of how to 
integrate literary and scientific cultures in our minds. I believe this kind of reflections 
from distance and conversations between science and philosophy will benefit us all to 
reach a fuller understanding of the nature and to enrich the field of science in the 21st 
century. 
 

（第 39 回日本免疫学会学術集会抄録 vol.39, p.19, 2009） 
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只今ご紹介にあずかりました矢倉と申します。まず、免疫学会としては初めて

になる異分野が取り上げられた経緯を簡単にご紹介したいと思います。私は科

学でのキャリアを終えた 2007 年からパリ第 1 大学マスター・コースで科学哲学

を学び始めました。違う文化に触れる時には違和感がどこかを刺激し目覚めを

齎しますが、私の場合もこの領域に入ってすぐに感じたのはこの違和感ととも

に、もしこのようなことを現役時代に知っていれば、少し違った、敢えて言え

ばより深い研究生活になったのではないかということでした。そこで、忙しい

生活を送っている現役の研究者にこの分野の考え方をできるだけ広く伝えたい

と思うようになっていました。 

 

丁度昨年の今頃になりますが、今日座長をされています千葉大学の徳久剛史先

生が次回の学会を引き受けることになったことを知り、その学会で科学を哲学

的視点から見直すような話をすることができないかという問い合わせのメール

を出したところ、50 分後に肯定的な返事がきました。ただ、来年国際免疫学会

があるため千葉の学会は 2 年後になるので、今回の大阪の学会長宮坂昌之先生

に相談してみてはどうかというサジェスチョンをいただきました。早速メール

を送ったところ、驚いたことに 30 分後には前向きに進めたいとの返事をいただ

き、最終的にこのようなことになりました。マスターを終えたばかりの人間に
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このような機会を与える決定をされた宮坂先生、ならびにプログラム委員の

方々に改めて感謝したいと思います。 

 

今日お話しするテーマを一言で言うとすれば、科学という人間の営みをどのよ

うに見たらよいのか、ということになります。この問題を科学の母でもある哲

学との関連で見直すという私にとっては最初の試みでもあります。基本的には、

現役時代の私に向けて語りかけるというスタンスになりますので、このような

視点で研究されている方にとっては再確認の機会を、また初めての方にとって

は新しい視点を提供することになれば嬉しく思います。前置きが少し長くなり

ましたが、早速始めたいと思います。 

 

 
 

まずわれわれの存在と科学という営みがこの宇宙の歴史から見るとどのような

位置にあるのか、時間軸に沿って見たのがこのスライドです。 

 

この宇宙は、140 億年ほど前のビッグバンという空間と時間を生んだ衝撃的な爆

発の中で生まれたと考えられています。ビッグバンの数分後から水素やヘリウ

ムなどの原子核が出現したとされています。45 億 5 千万年前、銀河系において

地球を含む太陽系が生まれ、38 億年ほど前にこの地球で生命が誕生しました。

250 万年ほど前には最初のヒト科の生物が地上を歩き、道具を発明しました。そ
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して、20 万年ほど前に人間が出現し、抽象的な思考をするようになります。 

 

もし宇宙の 140 億年を 1 年に換算した暦を想像すると、人類のすべての発展は

大みそかの最後の 2 時間で起こったことになります。そして、現在我々がやっ

ている実験科学は、大みそかの最後の 1 秒で起こったことにしか過ぎません。

それほど歴史の浅いことをやっているわけです。したがって、現在の科学のや

り方が最終的なものであるはずはなく、そのあり方を常に検証しながら進むこ

とが不可欠であると考えています。 

 

それでは科学という営みはどう理解すればよいのでしょうか。非常に大きな問

題で、古今いろいろな人がそれぞれの考えを表明していますが、ここではそれ

をなぞるのではなく、私の個人的な経験から始めたいと思います。 

 

 
 

昨年の夏のことになりますが、日本学術会議科学者委員会学術体制分科会の「我

が国の未来を創る基礎研究の支援充実を目指して」（2008 年 8 月 1 日）という提

言に接する機会がありました。そこに書かれてある基礎研究の重要性とその推

進のための提言については異論はありませんでしたが、一か所だけ違和感を覚

えたところがあり控えておいたのがこのスライドになります。 
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それは、「科学とは知ること」と限定して定義していることでした。以前であれ

ば読み流していたと思われる文章になります。それから改めて読み直してみる

と、いくつか興味深いことに気付きます。ひとつは、「知ること」と「人間の知

的創造活動の総体」を等価なものとして捉えている点で、果たしてそうなのか

という疑問が湧いてきます。もう一つは、後半の「自然科学と人文社会科学が

協調し総合されなければならない」としている点で、現代の科学が抱えている

問題を的確に指摘していると思います。この視点に立てば、今回のようなセミ

ナーが免疫学会で採択されたこと自体が総合的な歩みに向けての第一歩のよう

にも見え、大きな意味があるのではないかと考えています。  

 

それでは科学は知ることなのか、ということについて少し検討してみたいと思

います。この定義に違和感を覚えた理由は、向こうで科学哲学を学ぶ過程で、

科学の営みを次のように分けて考えている人がいることを知ったためだと思っ

ています。 

 

 

 

これはフランスの本からそのまま引用していますが、ご了承いただければ幸い

です。ここで著者のミシェル・モランジュ博士は、科学の営みを次の 4 つに分
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けて考えています。第一に、現象を記載すること。第二に、結果を予言するこ

と。第三に、知識を習得、整理すること。第四に、説明すること、すなわち事

実を原因で置き換えること。 

 

この見方からすると、知ることは科学活動のほんの一部であり、より重要にな

ると思われるのはむしろ説明すること、事実を原因で置換することではないか

と考えられます。この「expliquer（=explain）説明する」という言葉の語源は、

折りたたんだものを開く、包みを広げるという意味のラテン語 explicare に由来

しています。この説明するという活動こそ、科学のみならず理性的な生活の営

みの中心にあるべきものになると考えられます。 

 

このような検討がなぜ重要になるかと言いますと、もし科学を知ることである

と理解する場合、科学教育はこれまでに科学者が明らかにした事実を教えれば

よいことになります。科学の普及と称していろいろなことが行われていますが、

そこでは科学の成果をできるだけわかりやすく、できれば面白く伝えればよい

ことになります。しかし、このやり方は科学の姿を伝えるには不十分であるば

かりでなく、ひょっとすると科学の営みを正しく伝えていない可能性さえ出て

きます。 

 

日本学術会議とこの定義とを比較してみる時、科学そのものの理解が日本では

十分に行き渡っていないのではないかという印象を持ちながらしばらく引き摺

っていました。しかし、今年の初めになり、アメリカにおいても科学に対する

理解が不十分であることを示す意見がサイエンス誌に出ているのを見て、私の

疑念が晴れることになります。 

 

今年１月 23 日発行のサイエンス誌エディトリアルにおいて、編集長のブルー

ス・アルバーツ氏が「科学教育の再定義」と題したエッセイを発表しました。

その中で、科学教育が科学的事実の習得に集中していて、どのように考えるの

かが教えられていないという懸念が語られ、アメリカのナショナル・アカデミ

ーの専門家がまとめた科学に対する見方を紹介しています。このスライドはそ

の引用になります。 
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科学教育において教えなければならないこととして、以下の 4 つを挙げていま

す。第一に、科学的事実を知ること。第二に、科学的証拠や説明を生み出し、

それを評価すること。第三に、科学的知識の性質や発展を理解すること。第四

には、科学的実践や発表に参加すること、となっています。 

 

この分析においても、科学は単に科学的事実を知ることだけではないことが明

らかになります。その上で、科学がこの世界を理解する時に取る独特のやり方

をアメリカ人の大部分が理解していないと言い、それは科学教育のせいではな

いかと結論しています。これは科学者になるための準備段階において重要にな

るだけではなく、一般の人にとっても重要であると指摘しています。 

 

このように科学をどのように定義するのかによって、われわれの考え方や行動

が大きく変わってきますし、変わらざるを得ないことになります。具体的には、

日常の科学の営みのみならず、科学教育や科学の普及のやり方、科学政策で基

本に据えるべきものなどに大きな影響が出ることを意味しています。 
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それでは哲学は一体どのように定義されているのでしょうか。おそらく、この

定義も哲学者の数だけあるのかも知れません。ただ、この philos 愛 sophia 知と

いう態度を考える上で参考になった見方がありますのでご紹介したいと思いま

す。 

 

 
 

例えば、マルセル・コンシュという人（1922 年生まれで御歳 87）は「人ははじ

めは規範とともに集団にいるが、哲学者になるためには理性を解き放ち、その

集団を離れ、固有の存在にならなければならない。その上で真理を所有するの
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ではなく、モンテーニュがやったように試み（エッセイ）を続けることこそ哲

学である」と言っています。またピエール・アドーという古代ギリシャの専門

家（同じく御歳 87）は「己を知るということは、賢者として知を持つことでは

なく、非賢者として知を愛する者として、知に向かう運動として行われるもの

である。その運動を最後まで続けることを意味する」と言っています。 

 

いずれも、知を所有するという静的な状態ではなく、それを愛してどこまでも

それを求めるという動的な状態として見ています。これは哲学的な精神の一つ

を表現しているもので、科学者についても当てはまるように見えます。それで

は哲学と科学をどのように捉えればよいのでしょうか。この点について最初に

私の理解を助けてくれたのが、デカルトの「哲学原理」の一節でした。 

 

 
 

このスライドからも明らかなように、17 世紀の philosophie はすべての科学を

含んでいました。そして、その根には metaphysique（一般的に哲学と言われる

もの）があり、幹には当時隆盛を誇っていた物理学が、さらに枝分かれして医

学、工学、道徳という 3 つを代表として個別の分野が取り上げられています。 
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デカルトはこう言っています。「このようにすべての哲学は一本の樹のようなも

ので、その根が形而上学、幹が物理学、そこから出る枝が他のすべての科学に

なり、医学、工学、道徳という三つの原理に還元される。わたしは、他のすべ

ての科学を知り尽くしたという前提で、最も高く完全な道徳が最終的な智であ

ると理解している」 

 

これは私見ですが、哲学の樹は学問の系統発生として見ることもできます。ま

た、われわれの頭の中全体としても見ることができるかも知れません。この図

の上下を変えてみると、すべての科学を上から照らすものとして哲学があるこ

とにも気付きます。このような視点からすべてを見直してみると、現代人がい

かに限られた範囲でしかものを見、考えていないかが明らかになります。そし

て、現代の多くの問題がまさにこのことに由来するのではないかとの疑念も生

まれてきます。 

 

例えば、医学の場合を考えてみますと、本来病める人間を癒すことがその仕事

のはずですが、しばしばその病巣にだけ注意が集中してしまい、医療技術に熟

達することが至上命題になりがちです。そこでは哲学的な視点、人間を全体と

して理解しようとする視点が失われている可能性があります。科学についても
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哲学と乖離してしまったために起こる問題があり、これからこの点について考

察していきたいと思います。 

 

 
 

それでは科学を対象とする哲学である科学哲学をどのように捉えればよいので

しょうか。この定義も科学哲学者の数だけあるのかも知れません。科学哲学を

どう理解すればよいのかという問題は、形而上学とは一体どの様なアプローチ

をする学問なのかという疑問とともに、私自身がこの領域に入ってから常に考

えていることになります。そんな中、スライドに示したような考え方に接し、

頭の中が整理されたように感じました。 

 

この考え方によりますと、科学哲学をエピステモロジーと形而上学の 2 つに分

けています。エピステモロジーは科学者がどのような頭の使い方をするのかを

調べ、科学における理論の妥当性を検討します。一方、形而上学は自然の全体

像を提唱するものですが、単なる瞑想によるのではなく、あくまでも科学的な

知識に基づいて行われると定義されています。 

 

したがって、自然についての哲学には、いろいろな事実をできるだけ大きな枠

組みに取り込んで全体を理解しようとする精神運動が必要になり、そのために

は「今、ここ」から離れてみる視点が重要になると考えています。厳密な意味

で歴史性のない化学とか物理学とは違い、生命には歴史が内在していますので、
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単に空間的に枠を広げるだけではなく、どうしても歴史的に見る必要がありま

す。一つの現象を時間的・空間的な距離を置いて見直すことが哲学的態度の重

要な構成要素になると思います。 

 

 
 

しかし、多くの科学者にとって哲学の評判は決して良いものではありません。

例えば、ノーベル物理学賞学者のスティーヴン・ワインバーグは、哲学者の考

察が物理学者のためになったことはないと言っています。この発言は物理学の

問題解決に哲学が直接貢献することが少ないという意味ではある程度当たって

いるのかも知れませんが、これまでお話したような意味での哲学を理解してい

ないか、哲学に過大な期待を抱いている可能性があります。 

 

また哲学者のポール・ファイヤアーベントは、科学者は科学哲学を知る必要は

ないし、科学哲学の中には科学の問題解決のためになるものは何もないと断言

しています。本当にそうでしょうか。 
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このような科学と哲学を取り巻く問題を考え直してみたいと思うようになった

ひとつの切掛けは、5－6 年前に読んだほぼ半世紀前の論文になります。この論

文を読んで、自分の科学者としての位置がはっきりと理解できたと同時に、そ

れまで科学という活動そのものについて考える時間がなかったことに気付くこ

とになったからではないかと思っています。 

 

 
 

この論文は 1961 年のサイエンス誌に出たもので、生物学における原因と結果に
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ついてエルンスト・マイヤーが解析しています。この方はご覧のように 100 歳

まで生きていますが、興味深いのは定年後が現役時代にも増してアクティブだ

ったということです。生涯に 25 冊の本を出版しましたが、その半数以上は 65

歳以降のもので、亡くなる 2005 年にも一冊出しています。また、70 歳でハーバ

ード大学を定年になってから 200 編以上の論文を発表しており、その驚異的な

エネルギーにはただただ感動するしかありません。 

 

 
 

彼はこの論文の中で、生物学を大きく functional biology と evolutionary biology 

の 2 つに分けて考えています。functional biologist と言われる人は、分子から臓

器、さらには個体に至るまでの構成要素の働きや相互作用に興味があり、それ

がどのように作用しているのか、そのような機能を担っているのか、という問 

“How?” に向かいます。その解を求めるため、一つの構成要素を分離し、一般

的に一つの個体、一つの臓器、一つの細胞、一つの細胞の部分について解析し

ます。その際、条件をできるだけ一定にし、自分が対象とする機能がこうだと

信じるまで実験を繰り返します。彼らは proximate cause を求めているという言

い方もされます。 
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これに対して、evolutionary biologist は異なる問と方法論を用います。そこに

は、ある種（species）のメンバーとして存在している個々の生物が 30 億年以上

の歴史の中で作られたものだという認識があり、「今、ここ」にあるものは進化

に照らした時にどのような意味があるのかを知ろうとします。彼らは、この歴

史的認識なしに生物の構造も機能も理解できないと考えており、今ある特徴の

根本原因 ultimate cause を求めて “Why?” という問を発します。この問にはそ

れがなぜ起こるのかという意味合いと同時に、何の目的（telos）のためにあるの

かという意味合いが込められることがあります。しかし、この telos を探るのは

科学の仕事ではないと一般的には考えられています。 
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ところで、ここで出てくる function（機能）という言葉ですが、われわれはこ

の言葉を日常的に、おそらくほとんど無意識に使っていると思います。一体こ

の言葉にはどのような意味が込められているのでしょうか。function という言

葉は、役目を果たす、支払いを終えるという意味を持つラテン語の fungor に由

来します。14 世紀からいろいろな分野でこの言葉は使われていますが、生命科

学における function について考察されるようになってからまだ半世紀しか経っ

ていません。 
 

 

 

このスライドには一つの考え方を示してあります。これによりますと、機能を

大きく 2 つに分けて考えています。一つは etiological concept と言われ、

evolutionary biologist が求める機能になります。生体におけるある特質（遺伝

子やタンパクなど）の機能は、祖先が経てきた自然選択という歴史の中でどの

ような意味があったのかという歴史的な概念になります。この場合、機能が対

象とする特質の存在意義を説明することになります。 

 

これに対して、systemic concept は一つの特質がある特定のシステムの中にお

いてどのように働いているのかを規定するもので、「今、ここ」という歴史性の

ない概念です。これを敢えて 2 つに分けるとすれば、ある機能をシステムの中
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における原因（目的）として説明しようとする purposive concept と、その原因

を探すこともなく、純粋にある特質がどのように働いているのかを記載する

non-purposive concept に分けられるかも知れません。 

 

この分類を意識するかしないかは別にして、それぞれの研究者がどれかの立場

に立って解析をしていると思います。科学者によっては目的や意味を探すこと

は科学の役割ではないとして、機械的に現象を記載することに止める立場があ

ります。しかし、答えが得られるか否かは別にして、ある特質の存在意義を進

化に照らして問いかけることは大切な作業ではないかと私は考えています。 

 

 
 

このように機能が異なった見方で捉えられるようになったのは、偏にダーウィ

ンの存在に因っています。当時、複雑な仕掛けが存在しているのはそこにデザ

イナーの存在を考えなければ説明できないとして、生物は神によって創られた

とするウィリアム・ペイリーの思想が支配的でした。しかし、ダーウィンはこ

のドグマを打ち破る仕事を発表します。今から 150 年前に発表された「種の起

源」です。 
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この本でダーウィンは、共通祖先に由来する生物が自然選択により漸進的に変

化すること、それこそ生命の本質であることを主張しています。ここで重要な

ことは、この過程はあくまでも open-ended で、変化の行く先はわからないこ

とです。しかし歴史を振り返ると、この過程がある目的に向かって進むもの、

あるいは進まなければならないとして大きな過ちを犯した例を見出すことがで

きます。 
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まず、ダーウィンに入る前にダーウィンから遡ること半世紀に生物は変わり得

るという考えを発表したフランスの生物学者ラマルクについて見たいと思いま

す。今年はダーウィンの生誕 200 年だけではなく、彼の「動物哲学」が 1809 年

出版されていますので、その 200 周年にも当たります。当時、生物は変化しな

いとする fixisme（生物不変主義）の立場が主流を占めていました。興味深いこ

とに、ラマルクは 1800 年までは植物学に打ち込んでいて生物不変主義者でした

が、なぜか 19 世紀に入ってからは種は変異し得るとする transformisme の立場

を取るようになります。 

 

彼は、過去の原因によって出来上がった形質と同時に、現在の原因が個体に及

ぼした結果獲得した形質がそれぞれ蓄積され、両者が子孫に伝わると考えてい

ます。この場合、集団全体を構成するそれぞれの個体に変化が生じ、その結果

として集団全体が徐々に変わることになります。これに対して、ダーウィンの

遺伝についての考え方は大きく異なっています。 
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このスライドに示しましたように、生物の個体には何らかの原因で生じた変異

が先にあり、外的な条件に変化が生じるとその条件に合う個体が生き延びると

いう「自然選択、淘汰」が行われるというものです。この考えに従うと、時間

が経つとある特定の形質を持った個体が集団の中で増える、すなわち全体を構

成するすべての個体が変化するのではなく、ある形質の頻度が増えることにな

ります。この図にある個体をリンパ球に置き換えると、免疫学のパラダイムに

なっているバーネットのクローン選択説と全く同じであることがわかります。

ダーウィンの考えが生物学に大きな影響を与えた一つの証左をここにも見るこ

とができます。 

 

ダーウィンはこのようにして選択された形質がどのような機構で子孫に伝達さ

れるのか、すなわち遺伝の機構を説明したかったわけですが、「種の起源」では

触れられていません。その考えは「種の起源」発表 9 年後の 1868 年に出版した

「家畜・栽培植物の変異」の最終章で表明されることになります。 
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「家畜・栽培植物の変異」の第 27 章はパンゲン仮説（provisional hypothesis of 

pangenesis）と題され、その中に彼の遺伝に対する考え方が書かれています。一

体、pangenesis とはどのような仮説なのでしょうか。この本から引用してみた

いと思います。 
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「われわれの体の細胞は分裂・増殖し、最終的に組織や臓器に変化していく。

ここでわたしは細胞が微小粒子を放出し、それが全身に拡散すると仮定する。

この微小粒子をジェミュール（gemmules）と名付ける。これが全身から集めら

れて生殖を担う要素となり、次の世代で発達すると新しい存在を形作る。これ

がパンゲン仮説の中身である」 

 

興味深い点を二つ指摘したいと思います。この仮説では種々の形質は混じり合

って遺伝することになります（blended inheritance）。実はこの説が発表される

3 年前の 1865 年にはメンデルが遺伝の法則を発表しています。しかし、当時の

科学者は 35 年後に再発見されることになるモラヴィアの修道僧の仕事を知らな

かったか、仕事の意味を理解できなかった可能性があります。おそらく、ダー

ウィンもその例外ではなかったと思います。それから、この仮説によると成人

になって体細胞が獲得した形質も遺伝し得ることになりますので、ラマルク的

でもあります。当時、体細胞と胚細胞の区別はされていませんでした。これは

アウグスト・ヴァイスマンの出現を待たなければなりません。パンゲン仮説は

このような歴史的な背景のもとに考えられたものです。 

 

 

 

この説にダーウィンの従兄のフランシス・ゴルトンが興味を示します。もし体
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内を巡っている血液中にジェミュールがあるとすれば、黒いウサギの血液を灰

色のウサギに輸血すると何代か後には両者の特徴が混じり合った子孫が生れる

のではないかと考え、共同実験をダーウィンに提案します。このゴルトンとい

う人は優生学の生みの親とされ、日本語の「氏か育ちか」に当たる “nature vs. 

nurture”という言葉を使ったのも彼が最初になります。 

 

ダーウィンも自分の仮説が証明される機会が来るかもしれないと考え、共同実

験に同意します。しかし、3 年に及んだ実験では、血液中にあると想定した遺伝

の素が混じり合った雑種は生まれず、ゴルトンがその結果を発表します。ダー

ウィンは落胆しながらもこう弁明しています。 

 

 
 

下等動物や植物では血液がないのでうまく説明できないため、ジェミュールが

血液中にあるとは一度も言っていないとしています。ゴルトンの結果は確かに

厳しいものはあるが、この説が全否定されるところまでいっていないと書いて

いますが、それ以降パンゲン仮説に触れることはなくなります。 

 

この説に触れた時、なぜか非常に不思議な気分が襲っていました。同時にダー

ウィンはなぜこのようなことを考え発表したのかという疑問が頭をもたげてい
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ました。 

 

 
 

それを理解するためには、当時のイギリス哲学の状況を振り返ってみる必要が

あります。そこにダーウィンが科学や哲学をどのように捉えていたのかを垣間

見るヒントがありそうだからです。 

 

 
 

1830～40 年代のイギリス哲学は、ジョン・ハーシェルとウィリアム・ウィーウ

ェルの二人が影響力を持っていました。この二人は当時の他の多くの知識人と

同様に進化論には反対の立場を取っていました。ハーシェルの本はダーウィン
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が若き日に読み、大きな影響を受けています。ウィーウェルは、man of science, 

natural philosopher と呼ばれていた学者に科学者という名前を与え、異なる領

域の知識の統合を意味する consilience や物理学者という言葉を初めて使ってい

ます。 

 

 
 

この二人の哲学者に共通する考え方をこのスライドに示しています。第一に、

最良の科学は物理学、特にニュートンの天文学である。第二に、科学の最良の

仕事は自然を支配している法則を見つけること。そして、最良の科学は仮説演

繹法（hypothetico-deductive method）を用いること、というものです。  
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ここに示しましたように、事実を観察から集めてそこで見られる統一性や法則

を見つけようとするのが帰納（Induction）で、ほとんどの生物学者はこの方法

を用いて研究をしているはずです。Induction の問題は David Hume の時代から

指摘されています。ひとつは観察の問題があり、そこにあるものがすべての観

察者で同じ像を結んでいるのかどうかわからないことがあげられます。帰納は

これまでがそうであったからこれからもそうだろうとするところがあります。

例えば、これまでに見た 50 羽すべての白鳥が白かったので白鳥は白いと結論す

るものです。しかし、この世界のすべての白鳥を見ることができないという前

提で、51 番目に見るものが黒い可能性を常に残しています。 

 

これに対して、演繹（Deduction）は、一つの法則が正しい場合、ある条件を指

定すると自動的に説明や予見が可能になります。この方法を用いると仮説の正

しさを検証することができます。仮説演繹法はこの仮説からスタートしてその

妥当性を検証するという方法になります。 

 

 

 

なぜダーウィンがパンゲン説を発表したのかという問に戻ると、まずダーウィ

ン自身が生物学におけるニュートンを目指していたこと、それから彼が敬意を

払っていた当時のイギリス哲学が仮説演繹法を用いる科学を最良のものと考え

ていたことが背景にあるのではないかと想像されます。すなわち、どうしても
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仮説を提唱するところからスタートする必要があったと考えられます。しかし、

すでに見たようにこの説は完全な誤りでした。そのため現在ではほとんど触れ

られることはなく、忘れられた説になっています。 

 

 
 

しかし、こういう見方はできないでしょうか。彼の説は小さな粒子として遺伝

の素を考えたわけで、まだ曖昧ではありますが物質によって遺伝が起こること

を想定しています。そのほぼ 20 後、1889 年メンデルの法則を再発見したオラン

ダのド・フリースが細胞内パンゲン説を唱えることになります。彼はすべての

遺伝を決定するものが核にあり、ダーウィンを讃えると同時に、彼の説と区別

する意味でジェミュールではなくパンゲン（pangen）と名付けました。それが

体内ではなく細胞中において核から細胞質に移動して active になると考えたわ

けです。さらにその 20 年後の 1909 年にはウィルヘルム・ヨハンセンが遺伝の

素を”gene”と命名、最終的に 1953 年の DNA の発見へとつながることになった

ことはご承知の通りです。 

 

このことから、ある現象を全的に説明できる仮説を提唱することは、極言すれ

ば喩えそれが誤ったものであったとしても、科学に活力を与え、重要な貢献を

するような印象があります。当時は嘲笑され、個人的にも攻撃を受け、不幸な

晩年を送ったとされるラマルクについても同様のことが言えないでしょうか。
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最近のエピジェネティクスの進展を見ると、彼の説から抽出されるアイディア

は生かされていると見ることもできます。このように全体を説明するような精

神の働き方を促すような研究環境に私自身は大きな魅力を感じており、今それ

が求められているように思います。 

 

 
 

昨年の夏、ダーウィンの自叙伝を読む機会がありました。その序文にダーウィ

ンの孫娘のノラ・バーローさんがこのように書いています。 

 

「この自叙伝では彼が自らの発見を誇ったり、急激な聖像破壊をする

のではなく、深い思慮やインサイトを求めることにより広大な研究領

域を開き、ヴィクトリア朝の考え方を変えて行った様子が書かれてい

る」 

 

実はこの自叙伝を最初はフランス語訳で読んだのですが、そのバージョンでは

インサイトが « plutôt en cherchant à comprendre »「理解しようとした」と訳

されていました。これを読んだ時、ダーウィンがやろうとしたことの意味がは

っきり掴めたような気がしました。もし英語の原典だけで済ませていたとする

と読み過ごしていたと思います。 
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ダーウィンが試みたことは、根源的な法則（vera causa）を用いて自然全体を理

解し、そうすることにより生物学的な現象の意味を探ろうとしたのではないか

と考えています。そのためには、これまでにお話した意味での哲学的態度が必

要になり、彼こそ真の科学哲学者だったのかも知れません。 

 

 

 

ここで目を免疫学に向けますと、これまで免疫学の歴史においてトマス・クー

ンの言うパラダイム・シフトを起こすような学説を打ち立てた人には、免疫系

を全的に捉え説明しようとする哲学的な視点があったように見えます。この中
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で、今は免疫学の主流から忘れ去られたかに見えるニールス・イェルネのイデ

ィオタイプ・ネットワーク説を見てみたいと思います。私自身、同時代で進行

していた話にも関わらず横目で見る程度でしたので、これから発表する内容に

ついては専門家のご意見をいただければ幸いです。 

 

 
 

この説の基礎にあるのは、抗体が抗原を認識するだけではなく、抗体分子の可

変領域にあるイディオトープというエピトープをも認識するという事実です。

イェルネは無限の特異性を持った抗体はただ抗原を待っているだけではなく、

それ自体に存在意義があると考え、抗体のイディオトープとパラトープ（抗原

認識領域）との間の結合を通して生体内の全抗体がネットワークを構成してい

るという説を提唱しました。この仮説を研究するために当時の最先端の科学者

が参加し、B 細胞だけではなく T 細胞などにも広がるようになります。 

 

昨年、イディオタイプ・ネットワーク研究の只中にいたドイツの免疫学者クラ

ウス・アイヒマンがこの説の盛衰を考察した The Network Collective: Rise and Fall 

of a Scientific Paradigm という本を出しています。 
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この本で、ネットワーク仮説は生体内での免疫応答にどの程度関与しているの

かが確かめられず、この仮説は想像上のものであったと結論しています。当時

評価の高い雑誌に次々に発表された多くの論文は完全なファンタジーの産物で

あったとしています。その上で、彼は一体なぜあれだけの優れた科学者が同じ

ような間違いを犯し、誤った結論を導き出したのかという問を発します。その

解析結果がこの本に書かれています。 

 

彼の解析によると、実験材料や実験方法などデータを得る過程に潜む問題があ

ったことを認めながら、より大きな要素は科学者の頭の中にあったと指摘して

います。それは統合的な説から出発する場合に常に注意しなければならない点

でもありますが、本来は仮説に誤りがないかどうかを調べるために実験をする

はずですが、途中から仮説が信仰になり、科学者はこの仮説の正統性を示すた

めに働くように変質して行ったと指摘しています。仮説に合わない実験データ

が出た場合、いろいろな可能性を考え仮説に修正を加えるのが本来のやり方で

すが、ここではそのデータの方を捨て、自らが信じる教義となった仮説に合致

するものだけを採用することもあったと書かれています。 

 

このような現象は科学の歴史上稀ではなく、研究もされています。この本のタ

イトルにある Collective という言葉は、実は同様の現象を指摘した研究者への

オマージュになっています。 
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その研究者はポーランドの血液学者にして哲学者でもあったルドヴィク・フレ

ックです。彼は梅毒のワッセルマン反応の歴史を研究し、科学的事実が確立す

る過程にはその分野の研究者の間で共有されている考え方が大きく関与してい

ることをその著書「科学的事実の発見と発展」で指摘しました。彼はそれを

Denkstil（研究者間で共有されている考え方）、Denkkollective（そのような研究

者の集団で、しばしば集団が閉じている）と名付けました。アイヒマンはフレ

ックへの敬意を込めて、イディオタイプ研究を生み出した研究者の社会という

意味で Collective という言葉をタイトルに選んでいます。 

 

フレックの本は特に注目を集めることもなく 15 年ほど経過したわけですが、ト

マス・クーンによって偶然に発見されます。フレックの研究はクーンのパラダ

イムという概念の生成に影響を及ぼしたことが、クーンの主著「科学革命の構

造」に書かれています。この事例は、科学的な真実とされるものが実はその分

野の科学者が作り出す文化の産物である可能性を示唆しており、現在進行中の

科学を見る場合にも注意しなければならない教訓が含まれているように思いま

す。 
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ただ、この本を読んで印象的だったことがあります。それはアンドレ・カズナ

ーヴの郷愁を込めたこの回想です。 

 

「イディオタイプ・ネットワークの領域の研究者間だけではなく、領域

を越えた人との間にもディスカッションが盛んに行われた時代でした。

それは研究者間の非常に興味深い交流でしたが、最早そういう時代では

ありません」 

 

これを読んだ時、なぜ多くの優れた研究者がこの領域に入って行ったのかとい

う疑問に対する一つの答えを見たように思いました。それはこの説の持つ

holistic な視線に優れた精神が惹かれたのではないかというものです。残念なが

らネットワーク説の失墜以来、免疫系を全的に説明する仮説は提出されていな

いように見えます。がんや自己免疫病などのシステム全体が侵される病気の解

明や克服には、免疫系や生体が全体としてどのように働いているのかという視

点を新たに手に入れることが求められるはずです。新しい全的な考え方の出現

を待ちたいと思います。 
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それではこれからわれわれは科学とどのように向き合っていけばよいのでしょ

うか。この問題について考えてみたいと思います。ここで、生物分類学で最上

位にあるドメインの一つとして、真正細菌（Bacteria）、真核生物（Eukarya）と

は異なる古細菌（Archaea）という新しいドメインを規定して生物界の見方を変

えたカール・ウースのエッセイにあった言葉を紹介したいと思います。 

 

 
 

彼の言葉は、現在われわれが抱えている問題を冷徹に分析していることを示す
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ものです。彼は的確にもこう言っています。 

 

「生物界を理解することなく変えるというところに生物学の役割を貶

める社会は自らを危険に曝すものである」 

 

ここで言われている「理解する」はまさにダーウィンがやったことにも通じる

ものだと思います。言い換えるとすれば、これは「科学」の仕事に当たるもの

で、一方の「変える」は世に広く言われる役に立つことをする「科学技術」の

役割になるのかも知れません。その上で、彼はこう続けています。 

 

「これからは生物をどんどん掘り下げる還元主義ではなく、生物が持つ

複雑さを考慮に入れながら、生物界を見上げる全的な科学に置換する時

が来た。その際問題になるのは、進化であり、創発（部分の性質の単純

な総和にとどまらない性質が全体として現れる）であり、生物学が持っ

ている複雑性になる」 

 

彼は科学技術偏重の社会の危険性と生物学における全的な見方の重要性を強調

しています。科学の在り方はその社会が規定するもので、科学はあくまでも社

会の中の営みに過ぎないことを最近の動きは示しています。その過程に科学者

がどのように関わっていくのか、そのためにはわれわれが科学という営みの意

味をどのように考えていくのか。これらの問は、科学に関わるすべての人にと

って大きな課題になると思います。 

 

ただ、現時点においてはウースの言うような還元主義的なアプローチを全的な

（holisitic）アプローチに置換することはかなり難しいように見えます。それで

は一体どのようなやり方で生物学に対するのがよいのでしょうか。次のスライ

ドで私見を紹介したいと思います。 
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第一に、このような科学を取り巻く現状を認識することが重要になります。そ

の上で最も望ましいのは、還元的な考え方と統合的な考え方の両者を一人ひと

りの科学者が持つことだと思います。ただ、これは理想ではありますが、難し

い可能性があります。その場合の次善の策として、このような 2 つの異なる精

神を一つの学問の中に持つように努め、全体を理解しようとする科学哲学者（あ

るいは哲学的科学者）と科学者とが相互作用する機会を意識的に作っていくこ

とが不可欠になると考えています。これはドイツの文豪で科学者を目指したゲ

ーテの精神にもつながるものです。彼はこう言っています。 

 

「分析と統合は自然に呼気と吸気を入れ替えるように交互に行わなけれ

ばならない」 

 

 

今年は CP Snow の名著「二つの文化」の出版 50 周年にもあたります。そこで

問われた文理の乖離の問題は未だ解決されないどころか、さらに深刻になって

いるように見えます。 
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50 年前、彼はこのような問題提起をしました。 

 

 
 

自然科学者に対しては、「シェークスピアを読んだことがありますか？」という

問を出し、人文科学者には「熱力学の第二法則を言えますか？」と問いかけて
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います。ここではそれぞれの領域の知識の欠落を問題にしています。今日の冒

頭にお話しした「知っているかどうか」の問題になります。この半世紀を振り

返る時、このような問題意識で文理の乖離が解決されるのかどうか、はなはだ

疑わしいものがあります。これから益々忙しさと研究の尖鋭化が増すと予想さ

れる現代人には新しい認識が求められるのではないでしょうか。 

 

私は次のように考えています。問われるべきは、文理におけるそれぞれの個別

の知識ではなく、自然科学や人文科学あるいは芸術の持つ世界の捉え方の特徴

について相互に教育・理解し合うことの方が重要であり、実効性も上がるので

はないか。すなわち、自然科学者には、人文科学、特に哲学的視点を導入する

ことにより自らの科学活動に深みを与えること、さらに科学的な知識（だけ）

ではなく、自然科学の持つ独特のアプローチや考え方を外の人に伝え、それが

いかにわれわれの日常において重要になるのかを理解してもらうことが今まさ

に求められていると思います。 

 

この視点を敷衍すると、科学教育や科学の普及活動の在り方を根本から考え直

すところまで行き着くと思います。個別の科学がそれぞれの利益誘導に走るの

ではなく、自らの領域を用いて科学という営みがわれわれの生活に不可欠であ

ることを訴えることができるかどうかが問われてくると思います。 

 

一方、人文科学の専門家には、自らの分野に閉じ籠るのではなく、そこから出

て積極的に科学者との対話に参加し、人文科学領域での蓄積を科学者に紹介す

ると同時に、科学の領域に見られる問題などを指摘することをお願いしたいと

思います。さらに一般の方には、単なる科学的知識ではなく、科学者がどのよ

うに世界を捉えているのかを理解して、そのやり方を日常に取り入れることこ

そ理性的な人間の営み、よりよい生活に繋がることを伝えることが重要になる

と考えています。 

 

次のスライドは、科学と哲学の関係について現時点での私の立場をまとめたも

のです。 
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第一に、哲学者の仕事は科学者に何をすべきかを言うことではなく、科学の領

域に見られる問題を見つけ、科学者の視界には入らない疑問を投げかけ、時に

新しい理論的な枠組みを提示することにより、科学者や科学活動に刺激や霊感

を与えることだと捉えています。 

 

第二に、このような科学と哲学の双方向の交流と全体を理解しようとする哲学

的精神（哲学の知識ではなく）を科学活動に組み込むことにより、われわれの

創造的な思考が刺激され、自然のより深い理解に繋がるのではないかと考えて

います。 

 

そして第三には、科学の中の個々の問題ではなく、科学という人間の活動その

ものに哲学的な検証を加えていくことは、21 世紀における科学の存続と発展に

不可欠な要素になると考えています。 
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古代ギリシャ、ペルガモンの医学者にして哲学者のガレノスはこう言っていま

す。 

「最良の医者は哲学者でもある」 

 

私は新らたにこう言いたいと思います。 

「免疫学者（科学者）は哲学者でなければならない」 

 

できるだけ多くの科学者が哲学的視点を取り入れて科学を取り巻く問題を考え

ることがなければ、科学の将来は危ういものになることを指摘して終わりたい

と思います。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 


