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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８回  フランソワ・ジャコブという存在、あるいは科学は哲学に行き着くのか 

 

矢倉英隆 

 

「科学は考えない。なぜなら科学の営みや付随する方法は考えることができないようになって

いるからである。… 科学と思考の関係が本物で豊かなものになるのは、両者を分ける 

深淵が見え、しかもそこに橋を架けることができないように見える時だけである。 

科学から思考に導く橋はない。飛躍しかないのである」 

―マルティン・ハイデッガー 

 

こちらに来てからリブレリーに行くことが仕事一の一部のようになっている。しか

し、その空間は以前には感じたことのない悦びを運んでくれる。日本では半分死んだ

ように見える哲学セクションが生き生きしているからだろう。女子学生が哲学書を抱

えながら友人と話していたり、年配の男性が眼鏡を上げて書名を確かめていたり、そ

の場で読み耽っている人などがいて、それまで神棚に飾られていた哲学が地上に降り

てきてわたしの周りに漂っているように見えるからでもある。また、リブレリーによ

って強調している本が違うので、思いもかけない本に出会うことがあるのも楽しみの

一つである。 

 

先日のリブレリーでのこと。Une nouvelle connaissance du vivant：François Jacob, André 

Lwoff et Jacques Monod（Éditions rue d’Ulm, 2012）『生物の新しい知：フランソワ・ジャ

コブ，アンドレ・ルヴォフ，ジャック・モノー』という本が目に飛び込み、昨年 5 月

にパスツール研究所で行われた会のことが蘇ってきた。フランソワ・ジャコブ（François 

Jacob, 1920- ）、ジャック・モノー（Jacques Monod, 1910-1976）によるオペロン・モデ

ルの論文（Monod, J. & Jacob, F.： Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. 

J. Mol. Biol., 3: 318-356, 1961）が発表されてから 50年を記念したシンポジウムである

（EMBO Workshop on the Operon Model and Its Impact on Modern Molecular Biology, May 

17-20, 2011）。 

 

1953 年にワトソン（James Watson, 1928- ）とクリック（Francis Crick, 1916-2004）に
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より DNA の構造が解明された後、ジャコブ、モノー両博士のグループは大腸菌の糖

代謝のシステムを用いて遺伝子の調節機構を研究した。その結果、タンパクの合成過

程はその構造をコードする構造遺伝子と構造遺伝子の発現を制御する調節遺伝子とが

関与する一つの遺伝子プログラムの下にあるというオペロン・モデルを提唱した。1961 

年のことである。構造遺伝子が転写される際にリプレッサーという環境因子とも言え

るタンパクにより正負に制御されることを示すこのモデルは、それまで考えられてい

た構造遺伝子から一直線に情報が流れて mRNA、タンパク合成へ至るとする単純なモ

デルを退け、分子生物学の理論と実験の両面において重要な刻印を残すことになる。

そして、その僅か 4 年後にはジャコブ、モノー、アンドレ・ルヴォフ（André Lwoff, 

1902-1994）の 3 名にノーベル賞が授与された。 

 

 

舞台で挨拶を聞くフランソワ・ジャコブ博士 

（スライドは左からジャコブ、ルヴォフ、モノーの各博士） 

 

この会には主役の中でただ一人健在である現代フランスが誇る精神的な象徴、ジャ

コブ博士が参加された。第 2 次大戦では自由フランス軍に参加し、重傷を負った英雄

でもある。もう90歳を超えているが、杖は離さないものの奥ゆかしい洒落っ気があり、

まだまだお元気だ。最初に挨拶に立った所長のアリス・ドートリー（Alice Dautry, 

1950- ）博士は、ジャコブ、モノー、ルヴォフお三方の多彩な才能について紹介して

いた。すべての方が文筆に冴えを見せたのは言うまでもないが、ジャコブ、ルヴォフ

のお二方は絵をやり、モノー博士は音楽家になることも考えたほどであった。下の写
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真に示した今も所長室に飾られているというジャコブ博士の『2000 年のパスツール研

究所員』という作品には、自らを将来のパスツール研究所員に重ね、その時には物乞

いをしているのではないかという独特のユーモアが漂っている。さらにドートリー博

士は、50 年前の発見がどのような条件の下で生れたのかについて分析し、人がある時

一つの場所に集まったこと、そのことも含めた偶然、好奇心、研究を楽しむ心、友情、

信頼、チームワークなどを挙げていた。これらを踏まえて、型に嵌めた共同研究では

なく、自然発生的な交流が生れるような環境を作ることに努めているとのことであっ

た。 

 

 

The Pasteurian in 2000 

François Jacob, 1956 

 

前述の『生物の新しい知』によると、当時のフランスは今日では想像もできないく

らいの知的昂揚を見せた、おそらく第 2 次大戦後における最初で最後の時代だったと

いう。わたしが街に出ても、熱のある哲学的な議論や論争が起こった当時の社会を懐

かしむパリジェンヌ、パリジャンは少なくない。そこでは科学者や哲学者が集い、科

学的客観性とは何か、生命現象を説明するとはどういうことか、偶然の果たす役割は

何か、進化をどう考えるのかなどの科学を取り巻く根源的な問について議論が行われ

ていた。1969年にはルヴォフ博士が Biological Order（MIT Press, 1962）の仏訳 L’Ordre 

biologique（Robert Laffont, 1969）『生命の秩序』（みすず書房、1973）を、その翌年には

モノー博士とジャコブ博士がそれぞれ Le Hasard et la nécessité：essai sur la philosophie 
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naturelle de la biologie moderne（Seuil, 1970）『偶然と必然―現代生物学の思想的な問い

かけ』（みすず書房、1972）と La Logique du vivant（Gallimard, 1970）『生命の論理』（み

すず書房、1977）を出版。知の大きなうねりのようなものが襲っていたことを想像さ

せる。ジャコブ博士は 1966 年に出されたミシェル・フーコー（Michel Foucault, 

1926-1984）の Les Mots et les choses（Gallimard, 1966）『言葉と物』（新潮社、1974）を

ひと夏かけて読み、自らの著作に組み込んだり、フーコーの師に当たるジョルジュ・

カンギレム（Georges Canguilhem, 1904-1995）は自らが所長を務める研究所（IHPST）

にジャコブ、モノー両博士を招いて哲学科の学生や研究者と議論させたりしている。

IHPST はこのシリーズの第 2回で紹介した科学と技術を歴史と哲学の視点から研究し

ているところである。モノー、カミュ（Albert Camus, 1913-1960）、サルトル（Jean-Paul 

Sartre, 1905-1980）、ボーボワール（Simone de Beauvoir, 1908-1986）、フーコーなどが生

きていたパリは一体どのような雰囲気を醸し出していたのだろうか。彼らが研究所の

講堂に集い、語り合っている姿を想像するだけでも心躍るものがある。 

 

ここで、この会で印象に残ったお話をいくつか紹介したい。最初は、シンポジウム

を後援している EMBO（欧州分子生物学連合）の事務局長を 2010年から務めているマ

リア・レプティン（Maria Leptin）博士で、彼女の現代科学に対する見方には共振する

ところがあった。科学は事実を発見するだけでは終わらない。それを一つの枠組みに

入れ直し、そこにある意味を見出す必要があることは、ポアンカレ（Henri Poincaré, 

1854-1912）の言を待つまでもないだろう。モノーは 1 日に 2-3 時間は人と話すことを

やり、話しては考え、考えては話すことを繰り返していたという。そして、彼女は最

近忘れられている“night science”の重要性について触れていた。それは、昼間に事実

を集めた後、夜にその内容について語り合いながら考えることを意味している。これ

はまさに 『水滸伝』の梁山泊の世界であり、ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

1770-1831）の言う夕暮れ時に飛び立つミネルバのフクロウを想起させるもので、哲学

の営みそのものだろう。それが現代科学には欠けているのではないかと言うのだ。 

 

 2009 年にテロメアとテロメラーゼが関わる染色体の維持機構を解明した業績により

ノーベル賞を受賞したエリザベス・ブラックバーン（Elizabeth Blackburn, 1948- ）教授

（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）の発表も濃密で、強い印象を残した。冒

頭、教授はカバンの中からジャコブ博士の La Statue intérieure（Odile Jacob, 1987）『内

なる肖像：一生物学者のオデュッセイア』（みすず書房、1989）の英訳 The Statue Within: 

An Autobiography（Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1995）を取り出し、「今日のテー
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マはこれです」と言って一節を読んだ。それは、研究をする時にしばしば戦わなけれ

ばならない“habits of thought”（ジャコブ博士の言葉では« les habitudes de pensée »）に

関するものであった。“habits of thought”とは，ある枠に嵌った考え方の癖のようなも

ので、前回取り上げたルドヴィク・フレック（Ludwik Fleck, 1896-1961）の „Denkstil”

にも通じるものだろうか。一つの事実が明らかになった時、それまでの固定化された

見方・考え方でその事実を説明しようとすると、本当のことを見逃すことがある。そ

の固定観念から自由になることによって初めて発見に繋がるということを、ご自身の

研究室のデータを元に話を進めているので説得力があった。この“habits of thought”

は学問の世界だけの問題ではなく、われわれの日常の営みすべてに当て嵌まるだろう。

目の前に現れたことをそれまでの囚われの心から離れて見直すこと、それが新しい未

来を生み出す原動力になるはずである。それを可能にするには、われわれの考え方は

最初からある枠に嵌った癖があることを意識していなければならず、その上でその枠

組みと戦わなければならない。それがそんなに易しいことではないことは、自らの経

験や現実世界を見ればよくわかる。“habits of thought”からの脱却、あるいはその必要

性を多くの人が共有することが閉塞感を解く一つの有効な方法になるのではないだろ

うか。活発な精神活動を想像させる講演やその後のリズム感溢れる質疑応答を聴いて

いると、科学とは単に事実を見つけるだけではなく、見つかったことをどのように扱

うのかをも含めた営みであることに気付かされる。そこでは科学精神を十全に発揮し

なければならないだけではなく、自らも常に批判の対象として同じ平面に立つ人間で

あるという認識、敢えて言えばデモクラティックな姿勢が求められるだろう。科学の

持つこれらの文化的、精神的な側面がわれわれの中ではまだ弱いのではないかと感じ

るのはわたしだけだろうか。 

 

 

『内なる肖像』を手に語るエリザベス・ブラックバーン教授 
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会の 2日目には予期せぬ時間にヴァレリー・ペクレス（Valérie Pécresse, 1967- ）高

等教育・研究大臣（当時）の挨拶が入った。彼女はわたしがフランスに来た当時、ア

メリカ化とも言える大学改革を推し進めていた。テレビで観た印象から小柄な方かと

思っていたが、長身で押し出しがよく、颯爽としているのに驚く。彼女が会場に入っ

てくると空気が引き締まるのを感じた。挨拶は医学・生物学を哲学したジョルジュ・

カンギレムの引用から始まり、カンギレム哲学の真髄についてしばらく語った後、フ

ランス政府の科学政策について触れていた。これからの課題として、遺伝、エピジェ

ネティックス、脳と意識、幹細胞、老化、統合生物学などを挙げ、人類の未来を拓く

ためには明晰な精神による幅広い思索が求められることを強調していた。そして、恰

も古い友人に語りかけるようにジャコブ博士に向かってこのような賛辞を捧げた。 

 

「オペロン・モデルの発表は単に分子生物学の幕を開けただけではなく、われわれの

生命に対する考え方を変えた哲学的な革命であり、人類の思想史に深い刻印を残すも

のでありました。あなたは自らの発見について深く明晰な省察をし、そこから哲学的、

倫理的、政治的な意味を見出した真の哲学者です」 

 

 

ジャコブ博士に印象的な賛辞を捧げるヴァレリー・ペクレス 

高等教育・研究担当大臣（当時） 

 

芸術家が亡くなった時に大統領が弔意を表すお国柄である。政治家が科学者に向か

ってこのような称賛の言葉を発することに驚きはないはずなのだが、お話を聴いてい

る時この世界に生きる人間に対する共感のようなものが伝わってきたことと科学者を
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このような視点から捉えていることに不思議な感動が襲ってくるのを感じた。フラン

スの大臣の話を聴くのは、2010年に開かれた生命倫理の会でのロズリーヌ・バシュロ・

ナルカン（Roselyne Bachelot-Narquin, 1946- ）保健省大臣（当時）と世界哲学デーでの

リュック・シャテル（Luc Chatel, 1964- ）国民教育省大臣（当時）に次いで 3 度目で

ある。いずれも日本では聴くことのなかった哲学の香りを漂わせた奥深さがあり、国

の指導層の教養のレベルに大きな差があることを疑わせるものであった。それは単な

る知識の量ではなく、ペクレス大臣の言う「明晰な精神による幅広い思索」が齎すも

のかもしれない。 

 

思索を刺激することのない決まり文句が並べられる空間では、それでなくても閉塞

感が溢れていると言われる空気は淀む一方ではないだろうか。正確な言葉、核心を突

く言葉は、現実を初めてのものとして囚われのない目で観ることから始まり、それを

どのように表現するのかについて更地から考えることから生まれるものだろう。言葉

を磨くこの過程は新たな世界を拓く力を持っているはずである。この「幅広く論理的

に考え，正確な言葉を使うこと」は、シャテル大臣も強調していたリセの哲学教育に

おける重点項目の一つである。1世紀前に哲学のない国日本を嘆いた中江兆民ではない

が、科学においても日常においても哲学がその根を支えているのでなければその文化

は底の浅いものにしかならないだろう。 

 

ほぼ半世紀前、ハイデッガー（Martin Heidegger, 1889-1976）は、科学には哲学が考

えるようには考える力が具わっていない、と指摘した。ただ、それは科学の欠点では

なく利点であると断っている。そう認識した上で、考えない科学について考えるのが

哲学の仕事になるのだろう。それとは逆に、科学から思考へと飛躍することにより、

哲学に新たな風を吹き込むことはできないだろうか。ペクレス大臣の挨拶を聴きなが

ら、遥か彼方の願望が湧いてくるのを感じていた。 

 

（2012年 8月 1日） 

 

 


