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「「科科学学かからら人人間間をを考考ええるる」」  試試みみ  

2013 年 9 月 10 日（火）＋11 日（水） 

＠カルフール  

「「腸腸内内細細菌菌をを哲哲学学すするる」」  

 

パパリリ大大学学デディィドドロロ  

矢矢  倉倉  英英  隆隆  

 

お忙しいところ、第 6 回のサイファイ・カフェ SHE にお集まりいただき、ありが

とうございます。この会では科学の成果を取り上げるわけですが、それをどこま

でも突き進むという「純粋」なサイエンス・カフェではなく、科学で明らかにな

った成果から哲学や歴史に戻り、成果に込められたより深い意味について考え直

すというやり方を採っています。科学の成果を科学の中で考えるやり方に対して、

成果を生み出した科学の営みそのものについても省察の対象にするやり方にな

ります。これと類似の対立が哲学の中にもあることに、この領域に入ってから気

付くことになりました。毎回、イントロとして哲学全般について個人的な経験を

基にした話をしていますが、今回は哲学の中にある二つの流れについて触れてか

ら本題に入りたいと思います。 

 

哲学については白紙状態だったわたしがフランスに渡る前に疑問に思っていた

ことの一つが、形而上学（métaphysique）です。形而上学とは一体どういう営み

なのか、どのような方法を採るものなのかという疑問でした。現役の科学者とし

てやっている時には「哲学」という言葉も頭に浮かんだことはなかったのですが、

最先端を行く科学者が形而上学、あるいは哲学について否定的な発言をしている

ことは聞いていました。そのため、形而上学の世界は科学とは対極にあるものだ

とぼんやり考えていました。寧ろそのためだと思いますが、研究の世界から離れ

ようとしていた時に、その世界に興味が湧き、フランスでその世界を垣間見たい

という思いが生まれてきたわけです。 

 

フランスに渡った当初、それまでやっていた科学における考え方と摩擦を起こす
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ような発想や方法論が現れ、そこから形而上学といわれるものの姿が顕われ出て

くるのではないかと期待していました。しかし、その期待は裏切られることにな

ります。大学の講義を聴いていても、そのような抵抗感を感じることはなく、自

分の存在そのものに跳ね返ってくるような哲学が語られることはほとんどあり

ませんでした。有体に言えば、対象が自然現象から人間の書き残した文章や思想

に変わっただけで、そのアプローチは科学と大きく異なることはなく、どこに哲

学に特有の方法があるのかがわからないという状態が続きました。この経験から、

哲学といってもいろいろな流れがあり、自らの存在に照らした省察を主とする哲

学、いわば人間の生き方に直接関連してくる哲学の他に、大学で教えられている

学問的・科学的とでも言うべき哲学があるのではないかと気付くことになりまし

た。つまり、頭だけの専門家のための哲学と体全体を動員するわれわれの日常に

絡んでくる哲学とでも形容される二つの流れがあるように見えたわけです。 

 

最近、このような二つの流れを分析哲学と大陸哲学に分けて論じているアメリカ

の女性哲学者バベット・バビッチ（Babette Babich, 1956-）氏の La Fin de la pensée ? 

Philosophie analytique contre philosophie continentale（L’Harmattan, 2012）『思想の終

焉？分析哲学対大陸哲学』を読む機会がありました。そこから見えてきた二つの

哲学の特徴を検討してみたいと思います。まず、哲学が考えること、思想、思考

に関する問題を扱う営みである点では両者に違いはありません。しかし、分析哲

学には次のような特徴があるとしています。この哲学は、明晰さ、論理、答え、

解決を求めます。対象を分解し、非現実的で間違った問題を排除、否定し、最終

的に分析できない問題がないようにします。ある意味では縮小に向かう営みとも

言えます。そこには「こと」を前に進めようとする「発展・進歩の思想」が含ま

れてきます。この哲学はその正当性を科学に求め、科学とともにあること、科学

だけが問題を解決できるとする科学主義の傾向を持ちます。そして、永遠の問題

など言っているのは明晰さの欠如であり、科学の欠如、知性の限界であると主張

し、そのような特徴を持つ大陸哲学を排除します。 

 

一方の大陸哲学は、永遠なる哲学的問いを問い掛け、その問いに開き、向き合い

ます。一つの問いを出す場合、その問い掛けには価値があるのか、価値がある場

合にはそれがなぜなのかについて省察します。哲学の誕生以来思索されてきた問

いの全体を再検討することを目指す傾向があります。そのため、生きることに関
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係する哲学が生まれる可能性を含んでいます。ハイデッガー（Martin Heidegger, 

1889-1976）は、思考における論理や科学の優位性を検討し、科学は自らの性質に

盲目になっている、科学は考えないと結論しました。このように科学に正統性の

根拠を求めないため、科学についての省察が可能になります。また、分析哲学の

排他性とは異なり、こちらから分析哲学を排除するところは少ないようです。著

者のバビッチ氏はニューヨークの大学でニーチェ（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 

1844-1900）やハイデッガーを専門とする大陸哲学の専門家ですが、アメリカで大

陸哲学をやることはどこか日陰者の仕事という印象があると語っています。同時

に、最近では分析哲学の方もテーマが枯渇してきたのか、豊富なテーマを持つ大

陸哲学に心を開きつつあるとの指摘も見られます。個人的には、哲学に入ってか

ら感じていた違和感の性質がこの二つの枠組みを導入することによって以前よ

りはっきりしてきたように見えます。自らの哲学を、さらに言えば自らの生を全

なるものにするためには、どちらか一方のやり方を選択するのではなく、分析的

な手法を基本にしながらも、その過程で明らかになるテーマについて形而上学的

な思考をも加味していくというのが最善のやり方ではないかと現在は考えてい

ます。 

 

この本には、科学とこの二つの哲学の流れとの関係を検討しているところがあり

ます。取り上げられている科学として、生物学における数少ない理論の一つと言

われる進化論、もう一つは発生学です。ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）

の進化論における二つの要素は変異と自然選択です。進化が起こるためには多様

な個体がなければなりません。ダーウィンは変異の本態を知りませんでしたが、

20 世紀に入りそれは遺伝子レベルのものであることが明らかにされました。ある

環境の中で多様な特徴を持った個体の中から生存に適した個体が自然選択され

るというのがダーウィンの理論になります。環境に適応して子孫を残すことがで

きない個体が篩にかけられるように脱落していくという受動的なイメージで捉

えることができます。どの個体が選択されるのかは出会う環境により全くの偶然

で決まり、あらかじめ決められた目的に向かう過程ではないことから open-ended

と言われます。アメリカの進化生物学者であり、科学の普及に努めたスティーヴ

ン・ジェイ・グールド（Stephen Jay Gould, 1941-2002）は、現在に至る進化の過程

を一つの映画だと仮定した場合、そのフィルムを巻き戻して再上映した時にはス

トーリーは全く違うものになっているだろうと言っています。人類が今こうして
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いるのは全くの偶然であるという指摘です。バビッチ氏は、このような世界を想

定する人は競争、破壊、死を通して全体の調和が保たれていると考える傾向があ

り、それはジョン・ロック（John Locke, 1632-1704）、ジョン・スチュアート・

ミル（John Stuart Mill, 1806-1873）、トマス・ホッブス（Thomas Hobbes, 1588-1679）

などのアングロ・サクソンの哲学の影響を受けていると見ています。例えば、ホ

ッブスの “the war of all against all”「万人の万人に対する戦争」という考えなどは

進化論に繋がるのではないかという指摘です。 

 

それに対して、発生学では状況が異なります。受精から成体に至る発生の過程に

おいては、目的、すなわち最終的な形は決まっています。つまり、発生はその目

的に向けての（goal-directed）過程になります。当初、最終的な形に導く物質的基

盤があり、マスター遺伝子などが想定されていたわけですが、まだ見つかってお

りません。今ではそのような物理的な基盤や原理はないとする考え方、つまり遺

伝子決定論で発生を説明することは難しいとする見方が優勢になっているよう

に見えます。それに代わるものとして、全体と部分が因果関係を保ちながら相互

に作用し合い、最終的な形へと進むのが発生の機構ではないかとする見方があり

ます。進化における競争に対して、内的環境にある要素間の協調が発生の過程を

動かしているという考えです。これはカント（Immanuel Kant, 1724-1804）やゲー

テ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）などの大陸的な思想が反映している

現象と見ることもできます。 

 

ここで話は変わりますが、前回のイントロでこれからの知のあり方について、い

くつかの例とともにお話しました。その中に、デカルト（René Descartes, 

1596-1650）の「哲学の樹」がありました。現代の医学や個別の科学は根に当たる

形而上学（哲学）から成長した枝になるわけですが、成長の過程でその根である

哲学を時代遅れの遺物として捨て去ってしまいました。そのため、自らの専門の

中での思考に終始することになった科学は周辺の問題に対応できないだけでは

なく、新たな社会的問題を生み出すことになっています。これからも生まれ続け

ると予想される人間を取り巻く問題を解決するためには、「デカルトの哲学の樹

の逆転」が必要になるのではないかと提唱しました。これは、忘れ去られた哲学

がすべての学問を上から照らすものとして蘇り、科学者の意識に新たに上る世界

になります。それまで専門内の個別の知識で終わっていた世界から離れ、幅広い
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領域にある知識を関連付け、一つ上のレベルに新たな思想の塊を創り出そうとす

る精神運動による新しい知の確立を目指す世界になります。 

 

今年の 5 月、ボルドー第 3 大学ミシェル・ド・モンテーニュを訪問する機会があ

りました。講堂がある建物の前に行った時、「哲学の樹の逆転」としか見えない

作品があり、思わず声を上げました。その作品の作者は、スペインはバレンシア

出身の若干 25 歳のラブラシ（Rablaci）という芸術家で、バレンシアで果物の収

穫のために根こそぎにされた樹に霊感を得て、このような作品をシリーズで創る

ようになったようです。作品の意図は、根無し草のような現代人の不安定な状況

を表現しているとのことで、現代の問題を提示しています。それに対し、わたし

が言う「哲学の樹の逆転」は、現代の問題を解決するための一つの方向性を提示

するものです。現代の問題とその解決法を同じ作品の中に見ることができるとい

う点で興味深いものがあると思いました。 

 

その時に Saint-Michel-de-Montaigneという村にある 14世紀に建てられたモンテー

ニュ城も訪問しました。15 世紀にモンテーニュ家が手に入れ、ここでモンテーニ

ュ（Michel Eyquem de Montaigne, 1533–1592）が生まれ、そして亡くなりました。

モンテーニュ城の入り口の扉の上には、「わたしは何を知るのか」という意味の

QUE SAIS JE「クセジュ」という言葉がありました。モンテーニュが最後まで自

問したと思われる座右銘です。哲学の一つの姿を表現する言葉とも言えます。こ

の言葉は、PUF（Presses Universitaires de France）のクセジュ・シリーズの元になり、

日本では白水社の文庫として訳されています。お城は 1885 年に火災に遭い、そ

の時に再建されたとの記述もありました。 

 

同じ敷地内にモンテーニュが 1571 年（38 歳）から引き籠った有名な塔がありま

す。亡くなる 1592 年までの 20 年間、読書と省察に明け暮れ、その成果としてル

ネサンス期の傑作 Essais を書き上げました。最上階が有名な書斎で、天井の梁に

はギリシャ語とラテン語の引用が刻まれており、それを見ながら部屋の中を歩き

瞑想する姿を思い浮かべながら暫しの時を過ごしました。その下の階が寝室で、

59 年の人生を終えた部屋とされています。一番下には大きな星が円蓋に描かれた

チャペルがありました。当時と変わらない住まいの中に身を置き、モンテーニュ

を近い存在に感じるようになっていました。 
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それでは本題に入りたいと思います。腸内細菌に関する研究成果は膨大なものが

あり、そのすべてをカバーすることは不可能です。ここではその大枠をお話し、

そこから見えてくる科学的・哲学的な問題を提示したいと思います。その後、提

示された問題やそこから見える人間という存在について、皆さんで議論していた

だくという手順で進めたいと思います。お気軽に議論に参加していただければ幸

いです。 

 

最初に、科学研究から明らかになってきた事実をいくつか紹介します。まず、わ

れわれの腸内に存在する微生物数ですが、われわれの細胞数の 10 倍にも達し、

その微生物は 1,000 種に及ぶとされています。また、微生物の遺伝子総体をマイ

クロバイオーム（microbiome）と言いますが、人が 2 万程度の遺伝子しか持って

いないのに対して、マイクロバイオームはその 150 倍の 330 万もの遺伝子を擁し

ています。見方を変えると、「われわれの遺伝子」の 99％以上は微生物由来であ

ると言えるかもしれません。ヒト遺伝子の全貌を解明しようというヒトゲノム計

画（Human Genome Project）が 1990 年に始まる前、ヒトの遺伝子は 10 万以上あ

ると考えられていました。しかし、解析が進むにつれ 5 万程度だと言われる時期

を経て、2003 年の計画完了時に現在の数に落ち着きました。これから見るように、

われわれが生きて行くためにはわれわれのゲノムを遥かに上回る微生物由来の

遺伝子が必要になります。見方を変えると、「彼らの遺伝子」のお蔭でヒト遺伝

子が少なくても済んでいると言えるのかもしれません。 

 

消化管内の細菌の分布を見てみますと、胃や十二指腸では少なく（10～10
3
 cfu/ml）、

小腸になると多くなりますが（10
4～10

7
 cfu/ml）、大腸が圧倒的な数を抱えていま

す（10
11～10

13
 cfu/ml）。ヒトの微生物相（マイクロバイオータ：microbiota）には

数ある細菌の中で、フィルミクテス（Firmicutes）門とバクテロイデス

（Bacteroidetes）門という二つの門に属するものが多いところから、宿主と細菌

群が共に進化してきたことを想像させます。また、細菌の種類は個人間でヴァリ

エーションが見られることもわかってきました。 

 

これらの微生物がわれわれと共にあることは共生（symbiosis）と呼ばれ、異なる

種・オーガニズムが共に生活していることを意味します。共生という言葉は 1872
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年にドイツの生物学者アルベルト・ベルンハルト・フランク（Albert Bernhard Frank, 

1839-1900）によって生物学に持ち込まれました。共生には次のようなタイプがあ

ります。第一に、一方が他方を犠牲にして利益を得る寄生（parasitism）、第二に、

一方が他方の犠牲なしに利益を得る片利共生（commensalism）、そしてお互いが

利益を得る相利共生（mutualism）です。われわれは投げ出されている環境と独立

して存在しているという見方が 20 世紀に入るまで優勢だったわけですが、われ

われの存在はあくまでも環境（そこにいる生物、無生物を含む）の中で環境と相

互作用すること（reciprocal interaction）により、われわれの内なるバランスや調

和を取り、その環境における自分に位置を常に確認しているという見方が出てき

ました。つまり、われわれはその相互作用により自らを時々刻々変容させている

存在であるという見方です。 

 

それでは、どのようなメカニズムでわれわれは微生物を抱え込むのでしょうか。

胎児期には無菌的な腸内に生直後から細菌が存在するメカニズムとして、二つの

仮説があります。一つは、母親から垂直に伝播するという説です。その根拠にな

っているのは、同一家族内における腸内細菌の種類が似ていて、それが数世代に

亘って見られることがあります。それから分娩時に膣や糞内の細菌を取り込むと

いう説があります。その根拠として、帝王切開で出産した場合にはマイクロバイ

オータが異なることが挙げられています。共生を考える場合に考えなければなら

ない点がいくつかあります。第一には、共生する細菌（symbionts）は何をやって

いるのか、そしてそこから見えてくる細菌との共生関係がどれだけ深いのか。第

二には、われわれの免疫系はどのように共生菌と病原性細菌（pathogens）を識別

しているのか、そしてその破綻はどのような結末を招くのか。そして第三には、

なぜ微生物相をわれわれは内に持っているのかという大きな問いに行き着くの

ではないかと思います。 

 

ここで重要になるのは、細菌と宿主の関係を「マイクロバイオータ」と宿主の「免

疫系」と内・外のインターフェースにある「上皮細胞」という 3 つの要素の相互

関係の中で考えることだと思います。ある細菌を取り出して、それが病原菌であ

るかどうかを決定することはできず、あくまでも免疫系や上皮細胞などの宿主と

の関係の上でしか病原性は論じられないからです。同様のことは、抗原について

も言えると思います。ここに一つの物質を持ってきて、それが抗体を産生させる
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能力（免疫原性）があるか否かの決定はできません。宿主の年齢、抗原が導入さ

れる場所、抗原の量やタイミングなどの種々の条件によって宿主の反応が異なっ

てくるからです。つまり、病原性や免疫原性という性質はある物質にあらかじめ

備わっているものではないことになります。さらに大胆に敷衍すれば、人間につ

いても同様のことが言えるのではないでしょうか。 

 

まず、腸内細菌が何をやっているのかという点ですが、実に広範な領域に関わっ

ていることが明らかにされています。代謝に関する機能を見てみますと、小腸上

皮細胞の増殖と分化、食物や発がん物質の代謝、ビオチンや葉酸等のビタミンの

合成、肝臓の糖・脂質代謝、イオンの吸収など。構造に関する機能としては、防

御壁の構築、粘膜免疫に関与する IgA の産生誘導、血管系の成熟への関与など。

防御に関する機能として、病原菌からの物理的防御、病原菌との栄養素の競合、

バクテリオシンや乳酸等の抗菌物質の産生、粘膜および全身性の炎症、免疫系の

発生や成熟などが挙げられます。さらに、脂肪組織のインシュリン耐性（肥満、

糖尿病）への関与、中枢神経系の成熟や行動の制御にまでマイクロバイオータの

機能は及んでいます。これらの事実は、最早われわれと細菌との関係が抜き差し

ならないほど深いものであることを意味しています。つまり、われわれの進化の

旅は実はわれわれだけのものではなく、細菌と共に歩んできたものだということ

を強く示唆しています。古代ローマ帝国が広大な領地を治めるために国境近辺の

野蛮人を自国の軍隊に取り込んで防衛に充てましたが、その手法と類似の戦略を

遥か昔からわれわれの体が採用していたようにも見えます。 

 

それでは、マイクロバイオータをわれわれの体はどのようなメカニズムで受け入

れているのでしょうか。つまり、免疫系がなぜ「彼ら」を排除しないのかという

問いになります。ここでも細菌だけではなく、免疫系、上皮細胞の三者の関係の

中で考える必要があります。その視点から見ると、宿主と細菌の両方が相互の利

益を守るため、不適切な免疫系の活性化が起きないように炎症を生理的範囲に留

めていることが明らかになります。 

 

まず細菌の側ですが、宿主の免疫系に認識されないようにするメカニズムを作動

させています。例えば、バクテロイデスの炎症を誘導する細菌表面分子のリポ多

糖（LPS：lipopolysaccharide）は修飾され、宿主の免疫系レセプター（TLR4）に
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認識されない状態になっています。共生する細菌の方で炎症性反応を抑制するメ

カニズムを発揮することもあります。上皮細胞から見れば、粘液によりマイクロ

バイオータから物理的に隔離され、たとえ免疫系に認識されたとしても抗菌物質

の産生を誘導して対応しています。また、細菌の常在による慢性刺激を受けるこ

とで LPS に反応し難く（寛容に）なったりします。上皮下組織には抑制性細胞な

どのネットワークがあり、免疫反応を抑えて寛容に導くメカニズムがあります。

このように、利益を共有した細菌と宿主はどこまでも共存できるようにあらゆる

方法を駆使しているように見えます。 

 

ここで、進化の過程における共生のスタイルの違いが見えてきます。まず脊椎動

物ですが、これまで見てきたように限られた細菌との共生は稀で、多様な細菌と

共生する傾向が特徴です。それに対し、無脊椎動物では特異的な細菌との共生が

一般的で、一つの器官（symbioorgan）と見做されるような限定された場所での共

生もあります。つまり、無脊椎動物ではほとんどのものを非自己として識別し、

排除しているのに対し、脊椎動物の場合にはより寛容で、生存に必要な不特定多

数の細菌とそれ以外の細菌との精緻な識別に進化の圧力がかかった可能性を示

唆しています。 

 

このような科学における成果から現れる哲学的テーマにはどのようなものがあ

るのでしょうか。多くのテーマが考えられますが、第一には「共生」。これまで

のようにわれわれの外にある環境の「エコロジー」ではなく、自己の中の「エコ

ロジー」にも注目しなければならなくなります。それから、「種」、「生物学的個

体（biological individual）」、「オーガニズム（多細胞生物）」とは何であり、これら

相互の関係はどのようなものなのか。さらに、「同一性（identity）」、「自律性

（autonomy）」、「自己」という古くて新しい問題も出てきます。例えば、われわ

れの中にある他者の存在とその変化により同一性の確保は可能なのか。さらに、

正常と病理に対する時、これまでのようにわれわれが遺伝により引き継いだ遺伝

子や体の変化だけを指標にして考えるだけでは不十分で、全く新しい視点が求め

られることになります。 

 

今取り上げた問題の中から、生物学的個体とオーガニズムについて考えます。い

ずれも生物学の哲学では重要な問題になっていますが、ここではその概略を検討
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します。直観では、生物学的個体＝オーガニズムとなります。しかし、生物学的

個体を考える場合には、直観を捨てる必要があります。それは、自然選択の標的

（ユニット）になるものを生物学的個体（evolutionary individual）とするような考

えがあるからです。もし「進化的個体」という概念を受け入れるとすれば、遺伝

子、遺伝子ネットワーク、細胞小器官、細胞、オーガニズム、オーガニズムのグ

ループ・社会などがその範疇に入ることになります。リチャード・ドーキンス

（Richard Dawkins, 1941-）の「利己的遺伝子」に現れているような体は遺伝子の

単なる運び屋であるという考えによれば、遺伝子こそ個体の本態になります。ま

た、クロード・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）が言うように、体は単に

細胞のためにある道具だとすれば細胞が個体となります。「エコシステム」とい

う言葉を 1935 年に最初に使ったイギリスの植物学者で生態学者だったアーサ

ー・タンズリー（Arthur Tansley, 1871-1955）は、エコシステムこそ自然の一つの

ユニット（生物学的個体）であるという考えを提出しています。このように見る

と、生物学的個体とオーガニズムは異なり、前者は後者を含むより広い概念であ

ることがわかります。 

 

このように生物学的個体となり得る階層を見る時、上位と下位の個体間に利害の

対立が見られることがあります。その一例として、癌があります。この場合には、

オーガニズムの統一性を乱すものを排除する免疫系の監視を掻い潜り、細胞が自

己の利（無制限な増殖）を主張することによってオーガニズム内の調和が乱れ、

細胞にとってはよいがオーガニズムにとっては不利な状態に置かれることにな

ります。このような関係は他のレベル間にもあり、人間と社会、人間と環境にお

いても見られる現象だと思います。 

 

共生について興味深い考えを発表した人に、アメリカの生物学者リン・マーギュ

リス（Lyn Margulis, 1938-2011）がいます。余談ですが、彼女はアメリカの天文学

者カール・セーガン（Carl Sagan, 1934-1996）の最初の奥様になります。この方は

「考える」科学者で、先進的で大胆な仮説を提唱しました。細胞内器官（ミトコ

ンドリアなど）はその細胞由来ではなく、細菌由来であるという細胞内共生説

（endosymbiotic theory）をまだ 20 代だった 1967 年に提唱しました。真核生物が

生まれたのは、それより歴史が古い原生生物（細菌）同士の共生によるとしまし

た。そして、生命は争いではなくネットワークにより広がり、異なるオーガニズ
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ムが相互に関係し合うコミュニティを形成し進化してきたとする共生による進

化を唱えました。共通環境に生きる生物同志は一つの共生体を構成しているとい

う壮大な考えは Symbiotic Planet: A New Look At Evolution（Basic Books, 1999）とい

う本に纏められています（邦訳は『共生生命体の 30 億年』草思社、2000）。今で

は多くの人が受け入れるようになった彼女の考えですが、当初の論文はほとんど

の雑誌に受理を拒否されました。当時のものの見方の枠組みに入りきらない全く

新しい考えだったからです。真に独創的な思想はこのような運命を辿るという一

つの証左ではないかと思います。批判の嵐の中で長い間耐え忍んだのも彼女の精

神力によるものと想像されます。世界的ベストセラー『二つの文化』の著者チャ

ールズ・パーシー・スノー（Charles Percy Snow, 1905-1980）は、自分の本がベス

トセラーになった理由を訊かれ、独創性がなかったからだと答えているのは示唆

に富んでいると思います。 

 

最後に、エコロジカルな視点から人間という存在を考えてみたいと思います。そ

うすると、次のようなことが見えてきます。デカルト（René Descartes, 1596-1650）

は『方法序説』の中で、 « Je pense, donc je suis. (Cogito ergo sum) » （われ思う、

ゆえにわれあり）と言いました。すべてを疑っている自己の存在は疑いきれない

という近代の個人の確立に決定的な影響を及ぼしたデカルトのコギト（cogito）

です。この思想において自己は最高の地位にあり、その周りの環境は恰も存在し

ないように見えます。周囲の環境から隔絶された個人がそこに在るという姿です。

20 世紀に入り、個人の周囲にはその個人特有の環境があり、相互の影響によって

それぞれが変容するものであるという考えが議論されるようになりました。ヤー

コブ・フォン・ユクスキュル（Jakob von Uexküll, 1864-1944）はそこに在る物理的

な環境（Umgebung）に対して、彼が「環世界」（Umwelt）と名付けた個体にとっ

て意味のある主観的な世界が人間を超えて広く動物にも存在することを指摘し

ました。つまり、一つの Umbegung ではあっても個体により異なる Umwelt が存

在するという実に豊かな世界を描き出す思想になります。この考えは生物と環境

との関係を考える上で、大きな影響を及ぼし続けています。 

 

21 世紀に入り、外部の環境がわれわれの内にまで及び、われわれ自体が一つのエ

コシステムを構成していることが明らかになりました。これらの成果が教えてい

ることは、外の環境だけではなく、内にある環境により与えられた一つの規範に
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よってわれわれは生かされ、その規範を生き、変容し、われわれがわれわれであ

るところのものへと成る過程が人間ではないかということです。自己が他者によ

り規定されるだけではなく、他者と「共に成る」のが自己であるとも言えるかも

しれません。それは競争や自衛（self-defense）を否定することではなく、共生・

共働の重要性についても考えることを意味しています。つまり、われわれは個別

の孤立した存在ではなく、体内外のコミュニティの中にいるという意識を取り戻

す必要があることを示唆しているように見えます。 

 

この辺りでわたしの話は終わりにして、皆さんのディスカッションに入っていた

だければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

（2013 年 11 月 17 日） 

 

 

 

 


