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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 9 回 ルドヴィク・フレックという辺境の哲学的医学者と科学社会学 

 

矢倉英隆 

 

「歴史的に比較分析されないすべての知の理論は、単なる言葉の遊びにしかすぎない」 

「科学の内容の少なくとも四分の三、おそらくそのすべては、思想の歴史、思想の社会学、

および心理学により影響されており、これらによって説明することができる」 

――ルドヴィク・フレック 

 

本シリーズの第 7 回において、ルドヴィク・フレック（Ludwik Fleck, 1896-1961）

が考えた先駆的概念 „Denkstil“（ある集団で共有される考え方）と „Denkkollektiv“（考

えを交換し、知的交流をする人間の集団）について簡単に触れた。博士は唯一の著作

Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache（Basel, 1935）『科学的事実

の生成と発展』の中で、梅毒の診断法としてワッセルマン反応が生まれる過程を解析

し、観察する者と観察される対象との関係から客観的で普遍的な知が生み出されてい

ると考えられていた科学においても、他の領域と同様に社会的な要素が影響を与えて

いること、すなわち、科学知は一人の個人から生まれるのではなく、Denkstil を同じ

くする Denkkollektiv によって作られるものであるということを初めて指摘した。この

書は後に社会学の泰斗ロバート・マートン（Robert Merton, 1910-2003）の注目を浴び、

今では科学社会学の源流にあると評価されるまでになっている。そのエッセイを書い

た際、フレックについて再度調べ直したところ、日本語のネット上には求める情報は

ほとんどなく、博士の著作もまだ翻訳されていない可能性が明らかになった。この本

の英訳はロバート・マートンらの監修により 1979 年に The Genesis and Development of 

a Scientific Fact（University of Chicago Press）として出版され、2005 年には仏訳も出

ている（Genèse et développement d’un fait scientifique，Les Belles Lettres）。今回、この

ような背景を考え、長い間埋もれていたルドヴィク・フレック博士の歩みを改めて振

り返ることにした。 

 

こちらに来たばかりの 2007年秋。張りつめた気氀持ちで講義に向かうメトロの中、

トーマス・クーン（Thomas Samuel Kuhn, 1922-1996）の The Structure of Scientific 
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Revolutions（University of Chicago Press, 1962，1970）『科学革命の構造』（みすず書房、

1971）の仏訳 La Structure des revolutions scientifiques（Flammarion, 1983）を読んでいた。

パラダイムやパラダイム・シフトという専門領域を超えて膾炙されることになる概念

が提示されているこの本は 20 世紀後半の世界に大きな影響を与え、トーマス・クー

ンはカール・ポッパー（Karl Popper, 1902-1994）とともに「科学者でも知っている科

学哲学者」に数えられるようになった。1962 年に書かれた序には、クーン博士がル

ドヴィク・フレックを発見した経緯が書かれてあった。当時、クーン博士は物理学か

ら科学思想史に研究の場を移すため、ハーバード大学から 3 年間のフェローシップを

貰っていた。その自由な時間が、ほぼ 15 年の眠りについていた『科学的事実の生成

と発展』との出遭いを用意していたのだ。クーン博士が後に語ったところによると、

その時手に取ったのは科学哲学者ハンス・ライヘンバッハ（Hans Reichenbach, 

1891-1953）の Experience and Prediction 『経験と予見』（University of Chicago Press，

1938）で、その脚注にあったフレック博士の著書のタイトルを見た時、自分が扱って

いるものと同様の歴史的材料を自分と同じような視点から考えていた人間がいるこ

とを感じ取り、意を強くしたようである。この感覚は、わたしも時々味わう「不思議

な繋がり・出遭い」に近いものではないかと想像している。3 年という自由な時間が

なければ、新しい領域での研究は成り立たなかったのではないかという博士の言葉を

読みながら、わたしのフランス滞在中にも同じような出遭いの瞬間が訪れないだろう

かという淡い期待が湧いてきたのを思い出す。 

 

 

ルドヴィク・フレック博士 

ⒸArchive of the Ludwik Fleck Zentrum, Zurich 
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ルドヴィク・フレック博士は 1896 年にウクライナのリヴィウでユダヤ人の家庭に

生まれ、1943 年までこの町で生活する。リヴィウは 1867 年から 1918 年までオース

トリア・ハンガリー帝国の下にあり、その後 1939 年まではポーランド第二共和国に

属していた。1920年にリヴィウ大学で医学を修めた後、細菌学に興味を示した若きフ

レック博士はチフスの権威であったルドルフ・ワイゲル（Rudolph Weigel, 1883-1957）

に師事する。しかし、大学のポストではなく、市立病院で皮膚科、性病科の検査を統

括する職に就き、そこで後の仕事を生み出すワッセルマン反応と出会うことになった。

1926 年からの 20 年間、彼は科学の中の仕事だけではなく、科学についての思索を深

め、1935年には『科学的事実の生成と発展』を発表する。この間、歴史の波がリヴィ

ウの町を襲う。1939 年から 1941 年にかけて町はソビエトにより占領され、その後ナ

チス・ドイツ軍が侵入してくる。フレック博士は町の強制収容所で大きな問題になっ

ていたチフスの診断とワクチン開発を収容所内の病院で行うことを命ぜられる。そし

て、リヴィウ収容所での役割を終えた 1943 年、家族ともどもアウシュヴィッツに送

られ、引き続きチフスのワクチン開発に携わることになる。戦後、大学での職を得、

ポーランド科学アカデミーの会員にも選ばれるが、1957年にはイスラエルに移住。そ

の 4年後、64年の生涯を閉じている。 

 

なぜ科学の中に留まるだけではなく、そこから距離を取り、現代フランスの哲学者

ピエール・アドー（Pierre Hadot, 1922-2010）氏の言う「高みからの視点」、「シリウス

の視点」（le point de vue de Sirius）から科学を観るという哲学的態度を持つ研究者が生

まれたのだろうか。フランス語版『科学的事実の生成と発展』の序を書いているイラ

ナ・ローウィ（Ilana Löwy）博士は、その要因として彼の仕事を取り巻く辺境性とポ

ーランドにある医学の成果について省察する伝統を挙げている。確かに、フレック博

士は第 2 次大戦後には大学の職に就いているが、それ以前はルティーンの仕事になり

がちな検査の場に身を置いていた。しかし、その中にあっても研究者としての矜持は

持ち続けた。当時優勢であった免疫反応の特異性を物理化学という厳密な視点から解

析する流れに対して、彼は宿主と病原体との関係をダイナミックで柔軟なもの、エコ

ロジカルなものとして捉えていた。彼の仕事場が置かれた状況だけではなく、研究対

象に対する極めて今日的な見方に関しても辺境性があったことが見えてくる。また、

ポーランドでは第 1 次大戦と第 2 次大戦の間に「医学の歴史と哲学」が教育課程に

組み込まれた。ローウィ博士が指摘するように、その環境がフレック博士を医学につ

いての理論的な思索に導いた可能性は十分に考えられる。 
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ジュール・ボルデ博士 

パスツール研究所メチニコフ棟のセミナー室（Salle Jules Bordet） 

 

 

フレック博士は梅毒という病気の歴史を研究する中で、特に 1906 年にアウグスト・

ワッセルマン（August von Wassermann, 1866-1925）が開発したワッセルマン反応に注

目し、この反応が梅毒の診断法として確立されるまでの過程を詳細に解析した。この

方法は、1901年にジュール・ボルデ（Jules Bordet, 1870-1961）が確立した補体結合反

応を応用したものであった。補体という名称は、1888 年にハンス・ブフナー（Hans 

Buchner, 1850-1902）がアレキシンと名付けたものを、ボルデとの論争もあったパウ

ル・エールリッヒ（Paul Ehrlich, 1854-1915）が 1890年代後半に„Komplement“と再命

名したことに由来する由緒正しきものである。ベルギーに生まれたボルデはブリュッ

セル自由大学で医学を修めた後、1894年からパスツール研究所のイリヤ・メチニコフ

（Élie Metchnikoff, 1845-1916）の研究室で研究するが、1901年にブリュッセルにパス

ツール研究所を設立し、自ら所長を務めている。1906年、自らの名を冠した百日咳菌

（Bordetella pertussis）を発見し、1919年には補体結合反応の発見などによる免疫理解

への貢献が評価され、ノーベル賞を受賞している。彼は培養した細菌の凝集に依存し

ていた抗体の検出に赤血球などの細胞を用いることができることを示し、溶血の有無

による肉眼での判定を可能にした。病原体に対する抗体を含む血清と病原体を反応さ
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せると血清中にある補体の作用で凝集が起こる。また、血清を 56℃で 30 分処理する

と、補体は不活化されるが抗体活性は保持される。ボルデはこれらの事実から次のよ

うに考えを進めた。第一段階で、病原体と熱処理で補体を不活化した検査対象の血清

を新たな補体源としての正常血清の存在下に反応させる。もし検査血清中に病原体に

対する抗体が存在すれば、補体はできあがった抗原抗体複合体に結合して消費される

だろう。第二段階では、赤血球と熱処理して補体を不活化した抗赤血球血清を加える。

もし第一段階で特異抗体の存在により補体が消費されていれば溶血は見られず、補体

が残っていれば溶血が起こるだろう。これが補体結合反応を用いた診断法のアイディ

アで、多くの病気の診断に応用されることになった。 

 

ワッセルマン反応には当初から問題が付き纏っていた。例えば、偽陽性や偽陰性が

多く、梅毒診断法としての信頼性が得られないだけではなく、同一材料を用いた国際

的な比較実験でも施設による反応のばらつきがあり、病気との相関も見られないこと

が明らかになった。それにも拘らず、この反応は使われ続けた。しかし、ある時から

15-20％程度だった陽性率が 70-90％という高率になり、梅毒の診断法として信頼され

るようになる。ここで多くの疑問が湧いてくる。陽性率が上昇したのは一体いつの時

点なのか。何が原因でそうなったのか。反応の改善に関与した人を特定できるのか。

これらの問に正確に答えることができないことを知ったフレック博士は、このような

紆余曲折を経て重要な発見へと繋った背景を理解するためには個人のレベルではな

く、社会的な視点を導入しなければならないと考えるようになる。もし国がこの診断

法の開発を打診していなかったならば、もし世論の要求が強くなかったならば、ワッ

セルマンは診断法の完成に向けて努めることになっただろうか。このような社会的な

影響の下、個人が消えた多くの人が参加する集団により診断法の改善が行われたので

はないか、そうフレック博士は推論したのである。 

 

博士は『科学的事実の生成と発展』において、「もの・こと」の認識過程は極めて

周囲の影響を受けやすいものであり、知とは取りも直さず社会的に構成されたもので

あることを示した。ある集団の中で情報が伝達される時、伝言ゲームのように最初の

情報は変質し、最後にはその形さえ残っていないことも稀ではない。2 人以上の人間

が集まった時、Denkkollektiv が生まれる素地ができあがる。そこではどの人に由来す

るのかわからない、個人の持つ考えの総計でもない Denkstil が生み出される。そのた

めか、個人は Denkstil に何の責任も感じないのである。一度 Denkstil ができあがると

その考えに疑問を差し挟むことが不可能になり、それと合致しないものは目に入らな
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くなる。あるいは、たとえ目に入っても無視するか、合致すると強弁することになる。

優勢な方を支持し、少数の反対意見を考慮に入れなくなる。圧倒的で、時にそれに抗

することがほとんど不可能なくらいの絶対的な力を Denkkollektiv が個人に対して行

使するからである。その背景には esoteric（秘密結社のような）とも言える専門家集

団に入る際にイニシエーションのような儀式があり、Denkstil を叩き込まれることが

ある。そして、Denkkollektiv に属してしまうと、そこでの統一意見に個人は従わざる

を得なくなり、たとえ個人の意見や反省があったとしても表には出なくなる。この構

造は科学に限らず、人間が構成する社会にも必然的に生じるものだという。フレック

博士は各時代の持つ Denkstilがどのようにしてできあがったのかを研究することが火

急の課題であると訴えている。当時の社会状況を敏感に感じ取る中での訴えだったの

だろうか。フレック理論の持つあまりの今日性にただ驚くばかりである。いつの日か、

フレック理論の当て嵌らない集団や社会が現れ、パラダイム・シフトは起こるのだろ

うか。 

 

   

アウシュヴィッツにて（2009 年 4 月 17 日）  

ジョージ・サンタヤーナ（George Santayana, 1863-1952）の言葉が見える 

 

 フレック博士が先駆けになったとされる科学社会学から科学技術社会論に繋がる領

域において、サイエンス・コミュニケーションやサイエンス・カフェなどの言葉が今

躍っている。確かに、科学の内容を広く理解してもらうために社会との接点を積極的

に見つけて活動することは重要であり、その重要性を強調しすぎることはない。ただ、
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科学の枠の中での見方だけではなく、科学の精神や文化的側面を理解するために科学

を外から眺める視線も忘れてはならないだろう。科学の哲学や歴史などの基礎的な研

究、科学を支える精神、文化の理解を求める試みへの支援が蔑にされるような状況が

もしあるとすれば、すべての試みは浅薄なものにしかならないのではないだろうか。

明治期に西欧科学を導入する際、技術に重点を置き、科学精神や科学の背景にある文

化を見過ごしてきた歴史がわが国にはある。今回フレック博士の歩みを振り返る中、

人目に付きやすい活動だけではなく、科学についての地道な研究にも同じような視線

を注ぐことの大切さを改めて考えさせられている。 

 

（2012 年 9 月 3 日） 

  

 

 

 

 

 

 


