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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 28回 久し振りのマンハッタンで生物意味論の世界を覗き、 

科学と哲学の関係を再考する 

 

矢倉英隆 

 

「友情は哲学や芸術などと同様、生き残るためには役立たず、不要である。 

そうではなく、友情は生存することに価値を与えるものの一つなのだ」 

――クライブ・ステープルス・ルイス 

 

 もう 30 年程前のことで記憶も定かではない。おそらく、夕刊の文化欄に出ていた

小さな記事ではなかったかと思う。そこには多田富雄（1934-2010）博士らの呼びか

けで、免疫学と意味論（semiotics）を統合する試みがイタリアのトスカーナ地方で開

かれたことが記されていた。その後の展開がなかったためだろうが、そのことは記憶

の彼方に沈んでいた。それが蘇ってきたのは、こちらに渡る直前の 2007 年夏のこと。

著者から贈られた川出由己著『生物記号論：主体性の生物学』（京都大学学術出版会、

2006）を手にした時、表紙にある“Biosemiotics”の文字が目に入ったからである。著者

の川出博士は京都大学ウィルス研究所を 1988 年に停年退職されており、この本は 82

歳の時の著作になる。 

   

早速手に取ってみたが、当時の頭の中は科学者の構造に凝り固まっていただけでは

なく、新しい領域に新しい言語で向かう準備の時期にも当たり、そこに書かれている

ことの意味がわたしの中には全く入ってこなかった。そのため、退職後の精神的な軌

跡が書かれた「おわりに」を読んだだけで本棚に仕舞われることになったのである。

ただ、なぜそれが理解できず、したがって興味を惹かないのかという疑問が付き纏う

気になる領域であった。その疑問を解いてみようという気になってきたのは、マスタ

ーが終わり精神的な余裕ができてからのことであった。そして、2011年6月にニュー

ヨークのロックフェラー大学で生物意味論の国際会議（11th Annual International 

Gathering in Biosemiotics）が開かれることをインターネットで知り、この領域を覗く

ために参加を決めた。このエッセイでは、生物意味論という言葉で書き進めたい。 
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わたしは1976年から2年間、ボストンに設立されたばかりのシドニー・ファーバー

癌研究所（Sidney Farber Cancer Institute）、現在のダナ・ファーバー癌研究所（Dana Farber 

Cancer Institute）でおそらく最初の日本人として研究した後、1978年からの5年間をマ

ンハッタンにあるスローン・ケタリング記念癌センター（Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center）で過ごした。道を隔ててロックフェラー大学やコーネル大学医学部が

ある魅力的なところで、振り返ると実に多くのことを考えさせられる時間であったこ

とがわかる。日本に戻ってからはコールド・スプリング・ハーバー会議に出席した折

にマンハッタンに立ち寄ることがあったので、2011年は10年振りくらいの 訪問であ

った。しかし、その時はアメリカを離れてから初めてのような気分でいた。この会議

に参加を決めた裏には、若き日を過ごした界隈に再び舞い戻りたいというセンチメン

タルな理由があったことは間違いないだろう。 

 

 

ウルリッヒ・ヘメリング博士 

スローン・ケタリング記念癌センターにて 

（2011年6月20日） 

 

少し余裕を持って到着したマンハッタンの第一印象は、五月蠅く、何かに追われて

いるような感覚が付き纏い、考える余裕を与えてくれないというもの。早速、昔そう

していたように街中を歩き回り、当時の感覚を再現しようとした。歩いている時には

昔の感覚が完全に戻ったと思っていた。しかし、よく見直してみると、景色の中に浸

っていた当時の感覚は確かに蘇っているが、そこで生まれた感情は景色とともに閉じ



医学のあゆみ （2014.5.10） 249 (6): 565-569, 2014 
 

3 
 

込められていてその中に入ることができず、それを外から眺めざるを得ない状態にあ

ることに気付いたのだ。懐かしさとは、決して越えることができないこの感覚の溝が

齎すものなのではないか。そんな思いを抱きながらの長い散策となった。研究所から

数ブロックのところにある当時住んでいたアパートメントと対面する時には、昔お付

き合いしていた女性に会う時に覚えるのではないかと想像される緊張感が襲ってき

たのには驚いた。ドアマンに昔の住人だと伝えると、古い友人を迎えるような口調に

変わり、当時のドアマンの半分はすでに亡くなり、自分もここでもう20 年になると

言って笑っていた。 

 

彫刻家のイサム・ノグチ（1904-1988）氏と遭遇したレストランでの昼食後、研究

所の姿を見るため一番街の東68丁目に向かった。当時勤めていたケタリング研究棟は

数年前に姿を消し、新しいビルの建設中であった。また、よくお世話になった研究所

横の中華料理店や一番街角にあったコーヒーショップもなくなっていた。まさに、「幻

を見る」とはこういうことを言うのかという思いで辺りの景色を眺めていた。懐かし

さのあまり、当時のメンバーに会いたくなったが、すでに多くの方が他界されていた。

わたしの恩師エドワード・ボイス（Edward Boyse, 1923-2007）博士もその中に入って

いる。受付で確かめたところ、幸いにもわたしの知っている研究者がお一人だけ在籍

されていた。ドイツ人のウルリッヒ・ヘメリング（Ulrich Hämmerling）博士である。

早速連絡したところ時間を割いていただけるとのことで、旧ケタリング棟の横に新し

くできた超高層ビルに向かった。セキュリティが厳しくなっていて、思わず長閑だっ 

た昔の建物を思い出す。博士はすでに70代に入っているとのこと。テーマが免疫遺伝

学からビタミンA に変わっても派手なことを嫌い、誠実さを以って地道に研究を進め

る姿勢は昔と変わることがなかった。 

 

お話の中で興味深い話題がいくつか出た。その一つは、科学における歴史や哲学の

位置である。博士が向かいのコーネル大学で教えている時、この研究所で歴史的な発

見がされたなどと言っても無反応で、学生の興味は「いま・ここ」の事実にしかない

ように見えたという。とにかく前に進むのが現代科学のやり方で、研究の歴史的評価

などは後ろに追いやられているのは残念だとの考えをお持ちであった。それは科学を

底の浅いものにし、科学者をも歴史の闇に葬り去ることに繋がるだろう。科学という

営みに奥行きを与えるためにも歴史家や哲学者の役割は益々重要になると感じなが

らの時間となった。その関連でわたしの現在を伝えたところ、興味深い指摘をいただ

いた。哲学への道はボイス博士の影響によるのではないのかと言うのである。ヘメリ
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ング博士もボイス博士の下で研究していたことがあるので、哲学的な何かをボイス博

士に感じていたのかもしれない。パリにいる時には思いもよらなかった見立てに驚い 

たが、実はこの面談の前にコーヒーショップで休んでいる時、わたしの中にも同じ考

えが浮かんでいたので二重の驚きとなった。現場に身を置くと、離れている時には気

付かなかった当時の心象風景が生々しく浮かび上がってくることがある。30年前と今

が因果関係で繋がっているかもしれないという発見は、この旅の思わぬ収穫となった。 

 

 

ヴィクトリア・アレクサンダー博士  

（2011年6月23日） 

 

第11回の生物意味論に関する国際会議は、科学、歴史、哲学から生まれる美学など

を援助しているダクティル財団（Dactyl Foundation）の創立者のお一人であるヴィク

トリア・アレクサンダー（Victoria Alexander）博士をオーガナイザーとして、5 日間

の日程で懐かしい界隈にあるロックフェラー大学で開かれた。この会議では、生物意 

味論がどのような研究を進め、どのような方向を目指しているのかを知ることが第一

の目的であった。生物意味論の定義は人それぞれだろうが、一般的には生物系（bios）

における記号（サイン： semeion）、すなわちある意味を持つものだが，指し示すそ

のものではない何かに関する学際的な研究と言えるだろう。そこで扱われる「メッセ

ージ」、「コード」、「シグナル」、「サイン」などは分子レベルに還元不可能で、

生物学と人文科学との交流が不可欠だという立場を採っている。 
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冒頭で講演したシンガポール国立大学のドン・ファヴァロー（Don Favareau）教授

は、生物意味論を取り巻く以下のような問題を提起していた。まず第一に、量の科学

に対して、質の科学を目指すのか。その場合どのような方法論を用いるのか。量の科

学の方法をどのように取り込むのか。第二には、「目的」、「意図」、「意味」など

の科学から排除されている概念をどのように扱うのか。第三に、これまで科学で見つ

かってきた事実を解釈し直すというやり方を採ってきたが、そこに留まっていてよい

のか。実験的な方法も導入すべきではないのか。そして第四に、この分野の歴史はも

う数十年になるにもかかわらず、広く認知されているとは言い難い。このような状態

で今の営みをそのまま続ける価値はあるのか、などであった。同様に、この分野の大

御所とも言えるイタリアのマルチェロ・バルビエリ（Marcello Barbieri, 1940-）博士も

生物意味論は未だ未熟な段階にしかなく、科学としての正統性を獲得する必要がある

と訴えていた。このような現状を考えると、この会に提出した素人の抄録が採択され

た背景には、生物意味論の世界が新しい分野からの参加を積極的に受け入れようとす

る意思を持っていることが見えてくる。発表前には座長のファヴァロー教授がクッキ

ーを正面のテーブルに運び、しばらく皆さんと歓談してから始めるという異例の配慮

がされ、温かい雰囲気の中での発表となった。そのためか、初めてだったにも拘らず、

恰もこの分野に前から参加しているような錯覚を覚えるだけではなく、多くの方から

助言をいただき、帰国後も関連の論文が送られてくるというこれまでに経験したこと

のない会となった。その期待に未だ応えられていない理由として、いろいろなことに

興味が拡散していたこともあるが、この中にのめり込むことを妨げる何かを感じてい

たことが挙げられる。それは、これまで生物学の中にいた者が新しい領域を探る時に

どうしても出てくる問い、すなわち生物学に寄与する形でその学問が存在しているか

という問題であった。この問いにどうしても肯定的な返事を出すことができなかった

ため、これまで放置されてきたのではないだろうか。勿論、生物意味論は科学ではな

く、哲学のような領域に属するものと考えてしまえば何の問題もない。現代の哲学が

そうであるように生物意味論も科学的であろうとしているが，それほどまでに拘泥す

る必要はあるのかという疑問にも繋がってくる。 

 

パリに戻り、川出由己著の『生物記号論』に再び挑戦してみた。するとどうだろう

か。哲学に入り4 年という時が流れ、第一線の研究に触れたばかりだったこともある

のか、以前に感じた違和感は薄れていることに気付いた。そして、この本がこの領域

の現状や考え方をわかりやすく説明しようとした入門書の意味も持っていることが

見えてきた。川出博士は現在の科学のやり方に批判的な視線をお持ちのためか、科学
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では避けられている「意味」を強調しているように見える。この点をどう見るのかは

大きな問題になるだろう。つまり、この領域を科学にしようとする流れに反するよう 

に見えるからだ。以前に感じた違和感もまさにこの点と関係があった。しかし、著者

の川出博士は、現在の生物学では排除されている生気論やアニミズムの立場を採って

いると看做されても異議は唱えないとしている。科学の中で隆盛を極める還元主義、

物理主義だけでは生命を理解することは不可能だという信念がそこに見て取れる。科

学の中にいる時には完全に視界の外にあったこのような考えの存在を認めることが

できるようになったのは、こちらの時間が大きな影響を与えているのは間違いないが、

それは悦ばしい変化として今は映る。 

 

これは個人的な見立てになるが、哲学が科学の役割を果たすことができないように、

将来とも生物意味論が生物学に取って代わることはないだろう。この領域は飽くまで

も科学を含めた異なる分野が相互作用する形で生命現象を解析するものだからであ

る。ただそれ故に、この領域をプラットホームとして生命現象を語り、解釈し、見直

す機会が生まれることになれば、いずれ生物学の現場にも実質的な影響を及ぼすこと

ができるようになるのかもしれない。そのためには、分野を横断した統合的な研究に

参加する科学者が増え、相互の接触が深いものになる必要があるだろう。それぞれの

分野に閉じ籠っている研究者がその殻から抜け出し、異文化に触れる勇気と活力を持

つ時、何かが動き出すような気がしている。 

 

その後、冒頭に触れた多田富雄博士らがオーガナイズした会議でどのような議論が

行われていたのかに興味が湧き、関係資料に当たってみた。調べたところ、この会議

は1986年9月に開かれたNATO後援のワークショップで、2年後にそのプロシーディン

グス（The Semiotics of Cellular Communication in the Immune System, Springer-Verlag, 

1988）が出版されている。緒言には、これから新しい領域が始まるという期待感に溢

れた言葉が見られる。しかし、その期待は完全に裏切られることになり、再びこの会

が開催されることはなかった。その理由は、自然科学と人文科学の関係を読み違えて

いたからだと考えられる。会議に参加した意味論の世界的権威で、1980年に初めて発

表した小説『薔薇の名前』（東京創元社、1990）で一躍世界のベストセラー作家にな

ったウンベルト・エーコ（Umberto Eco, 1932-）氏がいみじくも指摘しているように、

意味論の側が免疫学から恩恵を受けることはあっても、免疫学の現場は意味論を必要

としていなかったからである。それは、哲学が常に科学の方を見ているのに対して、

科学は哲学をその視野に入れていないという関係と重なる。 
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しかし、科学を科学者の行っている営みに限定する限り、多くの問題を引き起こす

だろう。そうではなく、このシリーズ第13 回で提唱した「知のエティック」のよう

に、科学についての思索をも含めて科学とすることにより、何のための科学かの理解

を深める上で大きな貢献ができるはずである。この方向性は、エドガール・モラン

（Edgar Morin, 1921-）氏の言う「もの・こと」を一つのコンテクストの中に入れて考

えること（contextualisation）、あるいは「もの・こと」を全体の中に置き直して考え

ること（globalisation）とも繋がるもので、その思索に多くの人文・社会科学が参加す

ることが真の全体、あるいは陰影あるコンテクストを得る上で必須になるだろう。生

物意味論の一つの存在意義もそこに見出すことができるかもしれない。「知のエティ

ック」が提示する世界は、何か「こと」が起こった時、例えば「科学者に倫理教育を」

というような対症療法しか出し得ない世界とは対極にあるものである。今明らかにな

ってきたことは、科学という営みの意味が深く理解されていない状態が広がっている

ことだろう。そこで求められる教育は、必然的に対症療法を超えた科学の歴史や哲学

に関わる落ち着いたものになるはずである。そうならなければ技術に習熟した科学者 

を生み出すことはあっても、思慮深い科学者は育ってこないと推測されるからである。 

  

 

ニューヨークに旅立つ朝のアパルトマンの前で 

 （2011年7月19日） 

 

ところで、マンハッタンの会議に出席するためシャルル・ド・ゴールに向かおうと

した朝、アパルトマンを出てすぐの路上をゆっくり進むカタツムリの姿を初めて目に

して驚いた。それは、ヤーコプ・フォン・ユクスキュル（Jakob von Uexküll, 1864-1944）

がそこに広がっている物理的環境（Umgebung）ではなく、その生物にとって意味を

持つ固有の世界である環世界（Umwelt）こそが重要なのだという生物意味論の原点に
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向かう旅の始まりに相応しい光景であった。 

 

（2014 年 4 月 10 日） 

 

 

 

 


