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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第１８回 ペスト菌発見者アレクサンドル・イェルサンという人生と北里柴三郎 

 

矢倉英隆 

 

「（偉大で高貴な人間の精神は）狭義の祖国を認めない。祖国とは、遥か遠くの 

極限までの宇宙を抱擁する城壁であり、その下に地と海が広がり、 

空気が人間と神の世界を分け、結び付けている穹窿である」 

――セネカ 

 

こちらに来る数年前から、新聞や雑誌をびっくり箱として見るようになった。キオ

スクで手に入れ車中で読んでいる時、次の紙面から文字通り何が飛び出すのかと期待

してページを捲っていることに気付いて以来である。その感覚はフランスに来てから

も変わらない。今年の 2 月、よく訪れるパスツール研究所のビブリオテークにいた。

今や図書館は研究者の目の前にあるというディジタルの時代。パスツールの研究者た

ちもアナログのビブリオテークには寄りつかず、立派なその空間は閑散としている。

お陰様でパリに来て以来、わたしのオフィスとしてカフェに継ぐ地位を占めている。

その日、昼休みにル・モンドを手に取ると、昨年のフェミナ賞（Prix Femina）を受賞

したパトリック・ドゥヴィル（Patrick Deville, 1957-）という作家の『ペストとコレラ』

（Peste et Choléra, Seuil, 2012）を紹介する記事が飛び出した。小説にまでは手が回らな

いのが現状だが何気なく読んだところ、わたしも目指している科学と詩の融合を体現

していた人間が突然目の前に現れた。 

 

初めて聞くその作家は旅に情熱を傾けるコスモポリタンで、80 年代には中東、ナイ

ジェリア、アルジェリアに、そして 90 年代にはキューバ、ウルグアイなどに暮らして

いたという。さらに読み進むと、この小説はペスト菌発見者とされるアレクサンドル・

イェルサン（Alexandre Yersin, 1863-1943）という人物を主人公にしたものであり、同

時代の詩人アルチュール・ランボー（Arthur Rimbaud, 1854-1891）に通じる資質を持っ

た科学者として見ていることがわかった。ランボーの « Changer la vie »（人生を変え

る）という言葉が浮かんでくる。二人に共通する資質としてドゥヴィル氏が挙げてい

るのは、尽きない好奇心、絶えることのない旅への欲求、科学への嗜好、ラテン詩の
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翻訳、そして若き日に芽が出た才能を終生維持したことなどであった。科学者に留ま

ることなく、あらゆることに興味を示す探検家でもあったイェルサン博士。ペスト菌

の学名（Yersinia pestis）は知っていたが、それがこのイェルサン博士と結びつかなか

っただけではなく、博士がここパスツール研究所で研究していたことなどは全く頭に

なかった。さらに、研究所に残されていた数千に及ぶという手紙などの資料へのアク

セスを許されていたドゥヴィル氏がこの場で何週間も過ごしたということを知るに及

び、その日も当初の予定がすっかり変わってしまった。« Improviser la vie » （人生を

インプロヴァイズする）をモットーにしている身にとっては、日常的な出来事ではあ

るのだが・・・ 

 

 

アレクサンドル・イェルサン博士 

 

アレクサンドル・イェルサン博士は 1863 年レマン湖畔の町オボンヌ（Aubonne）に

生まれ、1943 年に当時は世界の果てであったフランス領インドシナ、現在のベトナム

はニャチャン（Nha Trang）で亡くなっている。 80 年の人生であった。コ

レージュの科学教師だった父親は彼が生まれる少し前に亡くなり、二人の

兄とともに母親の手で育てられた。医学を志した博士はローザンヌとマー

ルブルグで学んだ後、22 歳にしてパリに至る。ノートルダム大聖堂に近接

するオテルデュー（ Hôtel-Dieu）において、パスツール（ Louis Pasteur,  

1822-1895）とともに研究所の設立に関わることになるエミール・ルー

（Émile Roux, 1853-1933）博士と出会い、それが後にパスツール研究所で
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研究することに繋がり、1886 年にルー博士とともにジフテリア毒素を発見

する原因となった。1888 年に結核の研究で博士論文を提出。ドイツ語も達

者だった彼はパスツールの意向を受け、ベルリンでロベルト・コッホ

（Robert Koch, 1843-1910）の講義を聴き、その内容をパスツールに報告し

ている。翌年、フランス国籍を獲得するが、海の匂いに惹かれ、孤独と静

寂と自由を求めたのか、あるいはスコットランドの医師にしてアフリカ探

検に一生を費やしたデイヴィッド・リヴィングストン（David Livingstone, 

1813-1873）の跡を追いたいと願ったのか、 1890 年船医として極東に旅立

つためマルセイユに向かう。科学的発見だけでは飽き足らず、この世界を

観たいという強い欲求がその底にあったのだろうか。この船出が彼のその

後の人生を決定することになった。  

 

わたしがこちらに渡る前の 2 年ほどの間、日本パスツール協会というパスツール研

究所の活動を支援する団体のために、研究所から出されるプレス・リリースを翻訳す

るボランティア活動をしていた。当時協会長だった渡辺昌俊氏のお誘いによるもので

ある。あるプレス・リリースの中に、「ペストは消え去った病気と言うには程遠く、ア

フリカ、アジアの国々で猛威を振るっている再興性疾患と言えるだろう」という記述

を読み、ペストは中世の病気だとぼんやり考えていたわたしは驚くことになった。人

類の歴史を振り返ると、「ペスト」という言葉は伝染性の病気を指すものとして古くか

ら使われている。ギリシャ語の loimos、ラテン語の pestis は一般に疫病を意味する言葉

で、フランス語でもペスト菌が明らかにされるまで pestis はすべての伝染性疾患を指

すために使われることになる。紀元前 2,000 年のエジプト、旧約聖書、ホメロス（紀元

前 8 世紀）、トゥキディデス（Thucydides, 460 BC-395 BC）にも記載がある。特にペロ

ポネソス戦争中の紀元前 430 年にアテネで広まった大流行を生き延びたトゥキディデ

スの描写は詳細を極めている。しかし、痛みを伴うリンパ節腫脹や皮膚の黒色変化や

潰瘍についての記述がないところから多くの議論があったが、歯髄の DNA 解析から腸

チフスだったとする説も出されている。歴史に残る最初の世界的大流行としては、「ユ

スティニアヌスのペスト」と呼ばれる東ローマ帝国ユスティニアヌス 1 世（Justinianus 

I, 483-565）の時代の 541～542 年に見られたものがある。その次に見られたのが 14 世

紀の黒死病で、発生源とされる中国では半数、ヨーロッパでも三分の一が亡くなった

とされている。社会的、政治的な影響だけではなく、芸術の方面でも大きな影響を与

えることになった。当時ペストの治療に当たったのは「ペスト医師」と呼ばれる成功

していない医師や若い医師達で、帽子を被り、口にはフィルターとして薬草を詰めた
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鳥の嘴のようなマスクをしていた。2011 年の 3.11 以降、カミュ（Albert Camus, 

1913-1960）の『ペスト』（La Peste, 1947）が読み返されるようになっていると聞いて

いるが、確かに二つの状況には重なるところがあるように見える。 

 

 

北里柴三郎博士 

© 学校法人北里研究所 

 

 1894 年 3 月、中国雲南の山岳地帯に常在していたペストが南下し広東に至り、6 万

人以上の死者を出す。検疫を心配したインドシナ政府がトンキン（現ハノイ）にいた

イェルサン博士に広東、トンキンとも交通がある香港へ行って調査するよう命を出す。

博士が 6 月 15 日に香港に入った時にはすでに 300 人以上の中国人が亡くなっていた。

それからの博士の活動を読む中で予想もしない人物が現れ、驚くことになった。北里

柴三郎（1853-1931）博士である。この領域の人にとっては当たり前のことなのかもし

れないが、このような出来事に出遭う度に思うのは次のことである。 

 

「事実や人間の考えたことは、すべてそこに転がって在る。自分の領域であれば知っ

ていることは多いが、そこから外れるとその存在に気付かない。その発見を可能にす

るのは、偶然に出遭った時の注意深さと驚きの心ではないか」 

 

北里柴三郎と言えば、ロベルト・コッホの下で 7 年に亘り研鑚し、エミール・フォン・
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ベーリング（Emil von Behring, 1854-1917）とともに抗体の発見者として免疫学の教科

書にも名前を残している。現在であればエミール・フォン・ベーリングとともにノー

ベル賞を受賞してもおかしくないのだろうが、一世紀前の世界では致し方なかったの

かもしれない。この時期は近代免疫学の黎明期にも当たり、免疫を担う本態に関して

ヴォージュ山脈を隔てたフランスとドイツが国を挙げて争いを繰り広げていた。細胞

説を唱えるパスツール研究所のイリヤ・メチニコフ（Élie Metchnikoff, 1845–1916）と

抗体が本態であるとするドイツのエミール・フォン・ベーリング、北里柴三郎

（1853-1931）、パウル・エールリッヒ（Paul Ehrlich, 1854-1915）との対立である。ペス

ト菌の発見もドイツとフランス、さらに言えばコッホとパスツールの代理戦争の様相

を呈していた。 

 

日本へのペスト上陸を怖れた国の担当者だけではなく、世論も盛り上がっていく。

福沢諭吉も費用を惜しまず「こと」に当たるべきだとの意見を表明。北里博士（41 歳）

の他、助手として海軍軍医大尉石神亨（37 歳）、東京帝国大学教授青山胤通（35 歳）、

助手の宮本淑（27 歳）、学生木下正中（25 歳）、内務省技手岡田義行（32 歳）の 6 名が

派遣されることになった。1894 年（明治 27 年）6 月 5 日に横浜を出港し、イェルサン

博士に先んじて 12 日に香港到着。翌 13 日には剖検が可能で恵まれた設備のある

Kennedy Town 病院を拠点に定め、14 日にはペストの病原菌とされるものを観察してい

る。1894 年 8 月 11 日と 25 日の Lancet 誌にその成果は発表される。一方のイェルサン

博士は北里博士の環境を羨みながらも実験室兼住居としての竹造りで藁葺の小屋を造

り、協力者を得て病院の死体置場の死体から材料を採取して研究を始める。そして、

こちらも 6 月 20 日には鼠径リンパ節の材料の中に初めてペスト菌を観察する。博士 30

歳の時であった。両端が鈍円の短い桿菌で、アニリンで両端が濃く染まり、グラム染

色ではエタノールで脱色する特徴を持っていた。その結果はパリに送られ、イギリス

人を介して日本側にも伝えられる。イェルサン博士の手記によれば、そのイギリス人

は日本側が観ていたものはイェルサン博士のものと明らかに異なっていたと語ったと

いう。博士の成果は同年 7 月 30 日のフランス科学アカデミー紀要に、また 9 月にはパ

スツール研究所紀要に発表された。 

 

 このような経過だが、北里博士は誰もが認めるペスト菌発見者にはなっていないよ

うに見える。また、ペスト菌の学名にも反映されていない。それはどうしてなのだろ

うか。この点については多くの議論があり、ここでは扱いきれないが、今回北里研究
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所の北里柴三郎記念室から提供していただいた関連論文1の中で、日本国内からも異論

が出されていたことを知った。一人は北里博士とともに香港に派遣された青山胤通博

士で、北里博士の菌は形態学的に家禽コレラ菌に似ていることと血液中に見られたも

のはグラム陽性の細菌だったことを挙げ、ペスト菌ではないとしている。それから東

京帝国大学の緒方正規、山極勝三郎の両博士も北里の観たものはペスト菌ではないと

批判している。それだけではなく、北里博士自身が自分が観たものはペストに関連し

た菌で、イェルサン博士のものとは異なっていると話した記録もあるという。結果的

には北里博士が世界の科学界を十分に説得できなかった印象を受けるが、この問題に

ついてはもう少し詳しく「こと」を見る必要がありそうである。 

 

日本の調査には一つのドラマがあった。香港での調査を開始して 2 週間ほど経った

頃、青山と石神に腋下リンパ腺腫脹と発熱が現れ、二人は死線を彷徨うことになる。

調査を手伝い、一度臓器を洗っただけの現地の日本人開業医は帰らぬ人になっている。

この出来事は日本でも報道され、福沢諭吉（1835-1901）は、北里を殺してはならぬ、

学問のために大切な男だとして助手二人を残しての召喚を内務省に訴えたという。し

かし、それで北里の命は助かるかもしれないが、彼の名は死ぬという声が上がり、北

里博士自身の結論も彼の地に留まることであった。また、青山危篤の報を森鷗外

（1862-1922）から受けた夫人は、「主人は出発の際、今度は生きて還れぬかもしれぬ

が、研究だけは立派になし遂げて置かねばならぬと非常な決心で出掛けましたから、

私も、主人がペストに感染したと聞きまして、最早無き命と諦めています」と答えた

と言われ、石神氏は夫人に宛てた遺書で「頭痛甚だしく目眩み、精神乱れて書く能は

ず、他は平日の事に由て推知あれ。死後の事は余は決して心配せず、余は必ず天国に

登るを信ず、アーメン」と書き残している。幸いお二人とも一命を取り留めるこのド

ラマからは、当時の日本人の心情が浮かび上がってくるようである。 

 

 イェルサン博士は 2 カ月に及ぶ香港での調査の結果、ペストは主にネズ

ミによって媒介され、蠅がその病気を運ぶという感触を得たところで自ら

は一線から退き、ニャチャンに落ち着いて「真の生活」を始めることを願

うのである。「一旦、自由と外の空気の味を知ってしまうと、実験室の生

活は耐えられないものに見えます」とはイェルサン博士の言葉である。ペ

スト菌発見から 3 年が経った 1897 年、パスツール研究所のロシア人研究者ヴァル

 
1 春日忠善：北里柴三郎先生のペスト菌発見とその後の経緯．日本医事新報 2558: 63-68, 1973；中瀬安清：北里柴

三郎によるペスト菌発見とその周辺―ペスト菌発見百年に因んで―．日本細菌学雑誌 50: 637-650, 1995；藤野恒三

郎：日本細菌学史 p. 211-253, 1984 
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デマール・ハフキン（Waldemar Haffkine, 1860-1930）が最初のワクチンを作製し、1898

年にはやはりパスツール研究所のポール・ルイ・シモン（Paul-Louis Simond, 1858-1947）

がネズミから人への感染を仲介するのは蚤であることを確立する。イェルサン博士は

1895 年、研究所をニャチャンに創り、主に動物の感染症を研究。研究所は

1904 年にニャチャン・パスツール研究所と命名されている。研究だけでは

飽き足らない博士は、ブラジルから輸入したゴムの木を栽培し、ラテック

スをフランスのタイヤ会社ミシュランに提供。アンデスからはキナを輸入、

栽培してマラリアの拡散防止にも力を注いた。また、当時のインドシナ政

府の依頼で 1902 年の開学から 2 年間、ハノイの医科大学の学長を務めている。それ

からカミーユ・ゲラン（Camille Guérin, 1872–1961）と共に BCG を作製したアルベール・

カルメット（Albert Calmette, 1863-1933）が 1891 年に創設したサイゴン・パスツール研

究所（現ホーチミン市パスツール研究所）を 1904 年から任される。さらにエミール・

ルー、アルベール・カルメット亡き後、パリのパスツール研究所名誉所長として遇せ

られ、毎年パリを訪問することになる。その時の定宿は、メトロ 10 番線のセーヴル・

バビロヌ駅前にある 1910 年開業のホテル・ルテシア（Lutetia）だったという。1890 年

にパリを離れて以来、多くの有名人を泊めたホテルなどに留まるだけで、パリに住む

ことはなかった。 

 

1940 年 5 月 30 日、イェルサン博士はサイゴンに向かうため、パリからエアー・フラ

ンス機に乗り込んだ。しかし、自らが選んだ祖国に再び戻ることなかった。3 年後の 2

月 28 日、後半生を過ごしたニャチャンで亡くなる。二つの祖国ではほぼ完全に忘

れられている博士だが、祖国から遠く離れた地では植民地時代に最も愛されたフラン

ス人と言われ、ベトナム中南部の高地にある町ダラット（Dalat）の発見者として記憶

され、ホーチミン市などの通りにその名が残されている。そして、未だ に Ong Nam（ナ

ムさん）と親しみを以って博士のことを語る人たちがいるという。ジフテリア毒素と

ペスト菌の発見という大きな成果を挙げたことを考えると、研究や保健衛生の表舞台

での活躍も期待されたであろう。しかし、博士は全く別の人生を選ぶことになった。

その決断の奥底には、静寂と自由の中でセネカの言う悠久の祖国に生きたいという願

いがあったのではないか。そう思いたいモンテーニュ（Michel Eyquem de Montaigne, 

1533-1592）の終の棲家訪問の後である。 

 

（2013 年 6 月 9 日） 


