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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 55回 オーガニズム、あるいは「あなたの見方を変えなければなりません」 

 

矢倉英隆 

 

« Je est un autre. » 

「わたしは一人の他者である」 

――アルチュール・ランボー 

 

 2009年 10月のある日、わたしはコーシャン研究所（Institut Cochin）のセミナーに

向かった。セミナーの内容にも興味を持ったのかもしれないが、それ以上にコーシャ

ンという名前が記憶を刺激したのではないかと思う。1970年代後半、わたしはボスト

ンにできたばかりのダナ・ファーバー癌研究所（Dana Farber Cancer Institute）にいた。

当時はシドニー・ファーバー（Sidney Farber）と呼ばれており、葛西正孝（当時、東

京教育大学、現筑波大学）、杉村和久（当時、大阪大学）の両氏と青春のひと時を共

にしていた。そこにジャン・クロード・ルクレール（Jean Claude Leclerc）という中年

のフランス人研究者が加わった。テニス好きで、自己に強く拘り、常に考え、人生の

苦悩を一手に引き受けているような独特の姿がアメリカ文化の中では何とも異質に

見えたものである。実験しているわたしの横に来て、「考えて実験しているか？（何

も考えていないのではないか）」と声を掛けられ、ハッとしたこともある。外から見

ても分かったのだろう。また、当時医学部生で、いまでは大きく育ったギャリー・ネ

イベル（Gary Nabel）氏のねぐらだった学生寮の中庭でテニスをやったことも懐かし

い。そのルクレール博士が所属していたのがコーシャン病院だったのである。その日、

30年以上前の記憶とともに会場に向かった。 

 

 セミナーはネッカー小児病院のアンリ・ジャン・ガルション（Henri-Jean Garchon）

博士がホストで、演者はハイデルベルクにあるドイツ癌研究センターの免疫学者ブル

ーノ・キュースキー（Bruno Kyewski）博士、テーマは中枢性寛容だった。冒頭、タ

イトルスライドに出していたハイデルベルク城を指し、「ここは 17 世紀にフランスの

ルイ 14世（Louis XIV, 1638-1715）によって破壊されたところでありまして・・・」

などと真面目な顔で話し始めた。それを聞いた瞬間なぜか愉快になり、いまヨーロッ
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パにいることを実感していた。非常に面白いお話の後、哲学的な問題も含めていくつ

か質問してみた。実は拒否反応を示されるのではないかと心配したのだが、全くの杞

憂に終わった。博士はそのことについてすでに考えていて、ドイツ語で書かれた数枚

のスライドを出し、説明を始めた。わたしのいまの言葉で言えば、「科学の形而上学

化」を実践されていたことになる。ひょっとすると、ヨーロッパの科学者のある層に

とっては、この営みはごく当たり前のことなのかもしれない。 

 

 

講演するブルーノ・キュースキー博士 

コーシャン研究所にて 

（2009年 10 月 22 日） 

 

セミナー終了後、パリで哲学をやっていると自己紹介すると、哲学は博士もやりた

いことだったとのことで話が盛り上る。それを見ていたホストのガルション博士から

デジュネに一緒に行きませんかと誘っていただいた。そこでも科学と哲学の間を自由

に行き来する気持ちのよい時間となった。キュースキー博士に当時気になっていた

「科学に哲学は必要か？」という問いを出してみた。セミナーの質疑応答を考えると

意外だったが、NO の答えが返ってきた。確かに、哲学を所謂哲学研究と捉えると否

定的な答えになるのは自然だろう。しかし、哲学を科学の成果についてのものの見方

に関するものとして捉え直すと反応が変わってくるのではないかと考え、改めて問い

掛けると答えは YES に変わっていた。そして、「アメリカの研究者はとにかくがむし

ゃらにやるところがあり、哲学なんて全く考えてませんからね」と付け加えた。最後

に、ここでも何度か名前を出したことがある現代ドイツの哲学者ペーター・スロータ

ーダイク（Peter Sloterdijk, 1947-）氏の最新作 Du mußt dein Leben ändern（Suhrkamp 
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Verlag, 2009）を紹介された。仏訳は Tu dois changer ta vie（Libella-Maren Sell Editions, 

2011）、英訳も You Must Change Your Life（Polity, 2014）として出ているが、日本語

訳はまだのようである。 

 

 それから数年が経ち、仏訳が出て暫くしてから手に取ってみた。しかし、キュース

キー博士が指摘していたように文章は難しく、読み通すところまではいかなかった。

これまでの経験では、内容が中によく入ってくる場合とそうでない場合がある。それ

は興味の対象やその背景、そこに向かう思考や表現がわたしの中にあるものと共通す

るところがあるのかどうかが決め手になっているように見える。残念ながら、この著

者とわたしの相性はよくなかったようである。ただ、イントロを読む中で出会った言

葉や表現の断片にはわたしの思索を刺激するものがあった。ここで、その時に広がっ

た省察の跡を改めて書き出してみたい。 

 

――太陽の下に新しきものなし、という言葉がある。しかし、人間は常に新しいもの

を求めて蠢き、そして、一見新しいように見えるものに興奮している。しかし、奥ま

で探っていくとそれは本当に新しいものなのだろうか。新しいかどうかは外の世界に

あるものによるのではなく、それを認識するわれわれの内の世界に掛かってくるので

はないだろうか。つまり、分かっているように見える「もの・こと」を、新しい見方

を獲得して見直すことができるのかどうか。われわれの視線に知らず知らずの内に纏

わり付いている衣を剥ぐことができるのかどうか。その上で、見えてきた「もの・こ

と」をこれまでとは異なる言葉で記述できるのかどうか。そこに掛かってくるのでは

ないだろうか。スローターダイク氏は « explicitation » という言葉を出している。折

り畳まれるように隠れている「インプリシット」な状態から、風呂敷を広げるように

「エクスプリシット」な状態に変えるこの行為。この営みが高度になればなるほど、

意表突く、無視できない効果が出るはずである。そして、それこそが太陽の下に新し

いものを生み出すことになるのではないだろうか。 

 

スローターダイク氏は、そこにイリヤ・メチニコフ（Élie Metchnikoff, 1845-1916）、

ロベルト・コッホ（Robert Koch, 1843-1910）、パウル・エールリヒ（Paul Ehrlich, 

1854-1915）などが 19 世紀末に齎した免疫学の成果が有効性を発揮すると指摘する。

つまり、免疫学がオーガニズムや種だけではなく、社会や文化についても新しい見方

を提供する可能性があると言いたいようである。キュースキー博士がこの本を薦めた

理由は、おそらくここにあるのだろう。スローターダイク流に言えば、生物学的免疫
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の世界と文化的免疫の世界、あるいは単純に自然と文化、自然科学と人文科学。その

間には直接の移行はない。そこに橋を架ける必要があるのだ。この橋の建設なしに世

界を理解することも、そこにある問題を解決することもできないだろう。そのために

は、教育、訓練、運動という反復が欠かせない。ここで物理学者カール・フリードリ

ヒ・フォン・ヴァイツゼッカー（Carl Friedrich von Weizsäcker, 1912-2007）の「人間園」

という言葉が紹介されている。その人間園では植物（自然）と芸術が出会い、上に挙

げた対立が昇華される。もしそこに新しい文化が創造される空間があるとすれば、橋

や人間園の建設はすべての人に求められることになるのではないだろうか。――

（2012年 5月 24日） 

 

このメモに出てくるオーガニズムは以前からそこにあった。しかし、そこに新しい

見方が加わり、それまで隠れていたものが見えてくるようになり、同じものが全く新

しい姿に変容しつつある。新しい見方とは、科学の場合には技術と言ってもよいだろ

う。新しいものを獲得するためには、対象ではなく自らを変えなければならないこと

が分かる。まさに『君の人生を変えなければならない』のである。今回は、このオー

ガニズムという概念が経験している最近の変容について改めて振り返ってみたい。 

 

 

冨長敦也作 Ninguen （2000）  

大阪にて 

（2012年 4月 23 日） 

 

 “organism”という言葉を何と訳すべきか、困ることがある。そのまま「オーガニズ
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ム」とするのか、「生物」あるいは「有機体」とすることも可能だろう。有機体の場

合、社会や文化に関わる存在、例えば、国家や地域や町、そしてそこにある組織も含

めることができるだろう。「情報」などとともに、意味が重い言葉になる。ここでは

生物を中心に扱うことになるが、オーガニズムという言葉を使って話を進めたい。 

 

オーガニズムは生物学の基本的概念の一つである。個体性（individuality）、さらに

は生命そのものと深く結び付いているが、それが何を指すのかについては明確でない

ことが少なくない。実は、オーガニズムに限ったことではなく、少し立ち止まって言

葉の意味を考えると分からなくなるものは意外に多く、われわれの日常では恰も分か

り切ったものとして扱われている。広大な生物界に存在するすべてに当て嵌まるオー

ガニズムの定義など、そもそも提出できるのだろうか。進化学、発生学、生理学、生

態学、免疫学、認知科学などで問題とされるオーガニズムは、それぞれ意味するとこ

ろが異なっているのではないだろうか。これまでの定義は、例えば進化というような

特定の領域における定義であることが多く、必ずしもすべての領域で当て嵌まる定義

を求めてはいなかったようにも見える。ここで、より普遍的な定義へと向かうべきな

のだろうか。科学者が日常的に行っているように、それぞれが関連する領域で直観的

に了解される定義に従うことで特に不便は感じないのが実情ではないかとも想像で

きる。つまり、多くの問題は哲学者に任せておいてよいという考えも成り立つ。 

 

 歴史的に見ると、例えば、クロード・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）は、 

« milieu intérieur »（内部環境）が固定されていることが自由で独立した生の条件だと

考えた。そこからオーガニズムを見ると、「外界とその不確実性から逃れ、できるだ

け変動の少ない状態を自ら作る存在」と言えるだろう。これは自律とホメオスターシ

スからオーガニズムを見る立場になる。そこでは外界との境界が意識されている。さ

らに、成長と生殖を条件に入れる立場もある。20世紀後半になり、遺伝子中心主義が

力を増してくると、一つの安定したゲノムが入った一つの入れ物というイメージでオ

ーガニズムが捉えられるようになる。しかし、その後の研究により、この考えは多く

のオーガニズムで当て嵌まらなくなっている。微生物との共生が例外ではなく、寧ろ

生物の規則になっているように見えるからである。ヒトを例にとっても、われわれの

腸内、皮膚、口腔・咽頭腔、膣などに存在する細菌叢はよそ者として排除されないど

ころか、ヒトの生理と分かち難く結び付き、生まれてから亡くなるまでの多くの過程

に関わっていることが明らかにされている。腸内マイクロバイオータは局所だけでは

なく、免疫系や神経系の成熟や機能にも影響を及ぼすようになっている。そのため、



医学のあゆみ（2017.4.8）261 (2): 204-208, 2017 

 

 6 

その機嫌を損ねると遠く離れた場所や精神の世界にも異常な状態が発生する。最初は

病原菌だったのだろうが、その攻撃を生き延びた祖先はこれらの細菌とともに進化の

過程を歩み、抜き差しならない関係になったことを想像させる。その意味では、外界

との境界が曖昧な外に開かれた存在、それ自体がエコロジカルな存在としてオーガニ

ズムを見ることもできるだろう。 

 

生物学的な成果を社会現象に当て嵌めるのは問題があるとする考えもある。ただ、

スローターダイク氏に肖って敢えて試みるとすれば、一つの図が浮かび上がってくる。

例えば、ある国がよその国から侵略され、当初は大変な摩擦を起こすが、ある程度時

が経つと両者の関係に変化が生じる。お互いの要素がお互いの組織の中に分かち難く

組み込まれるようになる。それが片利共生の場合には問題が起こることもあるだろう

が、相利共生の状態に入ると相手がいなくなると生存できなくなる。独立を語ること

はできるが、そうすると生きていけなくなるということも起こり得る。自然界の共生

関係の中には、周囲の状況が如何に厳しくなっても同じ相手と一緒にいるというもの

もあると聞く。人間社会においても同様のことが起こらないと保証するのは難しいの

かもしれない。 

 

話は大きくずれたが、これまでに明らかにされた結果を考えると、四半世紀前にリ

ン・マーギュリス（Lynn Margulis, 1938-2011）によって提唱された「ホロバイオント

（holobiont）」という概念が説得力を持ってくるように見える。この概念は、古典的

なオーガニズムを超え、宿主とそれに関連するすべての微生物を含む生物学的なユニ

ットを指している。最近では、ホロバイオントとそれが含む遺伝情報（ホロゲノム）

が自然選択の単位になっているとする説も出されている。ホロゲノム進化論である。

ただ、共生菌は確かに宿主と機能的には一体化しているが、例えば、真核生物の細胞

にあるミトコンドリアや光合成生物の細胞にあるクロロプラストのように、細胞と完

全に一体となった小器官と同じレベルの物理的関係にあるとは言えないだろう。この

ような状態で、すべての構成要素が一体となって選択の対象になることはあるのだろ

うか。ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）とラマルク（Jean-Baptiste Lamarck, 

1744-1829）が合体したようにも見えるメカニズムが本当に動いているのかどうか、

今後の推移を見守りたい。 

 

オーガニズムを議論する時のもう一つの軸は、認識あるいは心的現象を持つ存在と

してのオーガニズムになるだろう。認識という現象をどう捉えるのか、最も単純な認
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識とは何を含んでいるのか、それは生きることとどのように関わってくるのか、さら

に主観をどう扱うのか、などの問題についての議論が進んでいる。これは “minimal 

cognition” の問題とも言われ興味深いものがあるが、今回はスペースを使い切ってし

まった。これについては回を改めて考えることにしたい。 

 

 

春のプリュムロー広場 （Place Plumereau） 

トゥール旧市街にて 

（2017年 2月 18 日） 

 

 比較的凌ぎやすかったトゥールの冬も終わり、春がやって来たようである。先日、

それまで人っ子一人いなかった旧市街の広場に春の訪れを喜ぶかのような人が溢れ、

アコーディオン弾きまで現れているのを見て、びっくりした。ところで、冒頭で紹介

したルクレール博士だが、こちらに来て数年間いろいろ試みたが残念ながら消息はつ

かめなかった。客観的に見れば探している方も相当の域に達しているので、これは避

けられないことだったのかもしれない。再会は記憶の中で果たすしかなさそうである。

このように記憶を揺することで、いろいろな効果が現れる可能性がある。その中には、

意識の面から見たオーガニズムにリオーガニゼーション（再編成）が起こり、その中

にいる他者をよりエクスプリシットにすることもあるだろう。そんなことが起こるこ

とを願いたい早春のトゥールである。 

 

（2017年 3月 9日） 

 


