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サイファイ・カフェ http://science-he.blogspot.jp/

「遺伝子を哲学する」参加者メモ（白石：考察・情報追記）

2014年４月４日(金) 18:20～20:00 恵比須・カルフールＣ会議室

http://science-he.blogspot.jp/p/blog-page_9.html

主催：矢倉英隆 先生

メモ作成：参加者：白石裕隆 個人メモ

太字、青太字：キーワード、重要な考え方

参加者の自己紹介

矢倉先生の説明

「サイファイ」：科学の視点≠哲学の視点 →両視点で対象を複眼的に見る。

遺伝子：難しいテーマ

今回：歴史、科学者の考えを振り返る。

最初に哲学の話

Edgar Morin：

「意味のある知の条件」 ⇔関係を失った専門知

①contextualisation ②globalisation

あるコンテクストの中に 知を有機的な集合の中に導入する。

情報・知識を置いて考える

ゲーテ

分析 ＋ 統合

＝呼気 吸気

生き物：要素に分解○ しかし、組換えて生命付与：難

ジョン・スチュアート・ミル：文系の人でも、理系のことについて洞察する頭の使い方

生物の部分の組合せ → 「創発（emergence）」

物理現象 予想できない現象の発現：生命現象

遺伝：

遺伝子だけで決定とする説 遺伝子＋環境等（epigenetics）で決定とする説

発生：

前成説 17～18世紀 後成説（epigenesis）

ニコラス・ハルトゼーガー フランシス・ゴルトン：ダーウィンの従兄弟

精子を顕微鏡で観察：最初から出来上 優生学の創始者

った姿の人がいる。 「nature vs. nurture」

ウィリアム・ペイリー 18～19世紀 創造主の存在を証明

路上：石ころが落ちていても不思議には思わない。

～「時計が落ちている。」：複雑なものと驚く。：創造主による。

生物＝複雑なもの ∴創造主が存在と証明

19世紀以前の常識：生物不変説→生物変異説

植物中心の研究 無脊椎動物の研究に進んだからかも？

http://science-he.blogspot.jp/
http://science-he.blogspot.jp/p/blog-page_9.html
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ダーウィン ラマルク

19世紀 18～19世紀 フランスの生物学者

「前もって」変異が存在 "biologie"を造語

過去の原因の遺伝＋現在の原因（環境）

↓ も影響：獲得形質の遺伝

集団内のある変異をもつ個体： ↓

「選択されて」（passive）増加。選択機会：競争、 集団中の固体：徐々に変化

戦争、飢餓

例）

○ ○ ○ 色が黒い（＝心臓：雑音を発する）小さな球（＝心臓：ポンプ機能）が、白い

● ● 大きな球の中に混ざっている。

↓

○ ○ 穴の大きさが違うふるいで選別

↓

色が黒い小さな球：一番、下の段に落ちる。

● ● ● ● 心臓：ポンプ機能として選択されたことによる（色の黒さは付随的なもの）。

ダーウィン ハーバート・スペンサー

共通の祖先から発して（1837年、着想メモ図）、 進化：どこか理想に終焉する。

進化：どこに行くか分からない。 ダーウィンの説に対して、「適者生存」

との言葉を付与

ダーウィン アウグスト・ヴァイスマン

「パンゲン説」 「生殖質説」

細胞：分化→微小粒子「ジェミュール（gemmules）」 最近、バリアが100％確実かは（？）

を全身に放出→集合→生殖を担う要素 by「ヴァイスマン・バリア」

：「栽培化植物および家畜化動物の変異」 体細胞→×→生殖細胞：遺伝を担う。

矢倉先生：パリの講義で初めて知る。宿題でフラン ←○←

ス語の論文を幾つも読む。

本説を唱えた、当時のイギリスでの哲学的背景：

科学（物理学、天文学）＝自然の法則（根源的な法

則）の発見

↓

生物学も同様に：新しい形質の伝達（＝遺伝）の筋

道だった説明：「パンゲン説」と言う暫定的仮説（法

則）を設定して、「仮説演繹法」で検証

フランシス・ゴルトンの実験 ネズミの尾の切断実験→尾が切れたネ

黒いウサギの血液（「ジェミュール」が入っている ズミは生まれない。∴獲得形質×

と仮定）→灰色のウサギに輸血したが、 但し、「切断」＝不自然。環境影響を

混交の事実× 反映したものかは（？）

→ダーウィン：「ジェミュール」＝血中に存在とは

限らない（原生動物～植物：血液×）としたが、説

の有効性△は自覚
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当時の哲学者：

ウィリアム・ヒューウェル 18～19世紀：

反進化論者、"consilience"（知の統合）を造語

科学の方法

帰納法と演繹法 仮説演繹法

「法則・理論」 →を「仮説」

に置き換え

共通事項 ＋α条件→結果 例）ボイルの

科学：「知的な誠実さ」（クリスチャン・ド・デューブ： 法則

細胞生物学者、生化学者（注））が求められる。

（間違った）「仮説」に過ぎないのに原理化

→データ、実験条件が誤りとするのは×

アインシュタイン

概念（「法則・理論」）＝「構成されたもの」

論理的方法によって直接的な経験から導き出す×

→「世界を記述する基本概念」をも全く自由に選べる

「橋渡しできないほどの溝」

観察

↑帰納（induction） ↓演繹（deduction）

データ

観察により得られる事実 予測と説明

（注）ウィキペディアの解説

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96

矢倉英隆 先生 連載エッセイ「パリから見えるこの世界（26）クリスチャン・ド・デューブと

いう科学者、あるいは『知的誠実さ』という価値」

総合医学週刊誌「医学のあゆみ」（2014.3.8）248 (10): 811-815, 2014

医歯薬出版(株) http://www.ishiyaku.co.jp/magazines/ayumi/

同エッセイ掲載ページ 掲載から１年を経過したエッセイから順次原稿をリンク

http://science-he.blogspot.jp/p/un-regard-de-paris-sur-ce-monde-13-21.html

メンデルの遺伝の法則発見と再発見

メンデル 18世紀

ウィーン大学：ドップラー効果のドップラー、細胞説のルドルフ・ウィルヒョー（注）の講義

を聴く。：科学的バックグラウンド○

当時の修道院：教育と研究

「種の起源」発表（1859年）の３年前に遺伝の法則を発見

→ダーウィンが読んでいたら、「パンゲン説」は唱えていなかったかも？

↓

再発見：35年後 20世紀

（注）ウィキペディアの解説「ウィーン学派（医学）」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%AD%A6%E6%B4%BE_(%E5%8C%BB%E5%AD%A6)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96
http://www.ishiyaku.co.jp/magazines/ayumi/
http://science-he.blogspot.jp/p/un-regard-de-paris-sur-ce-monde-13-21.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%AD%A6%E6%B4%BE_%28%E5%8C%BB%E5%AD%A6%29


- 4 -

ウィルヘルム・ヨハンセン

遺伝子型 区別 表現型

メンデルの単位＝現在のＤＮＡの他の因子 ＋α表現型に至る過程：細胞質の重要性

も加えて、holistic（包括的）に捉える。 も指摘

＝生物の形質（表現型）の特徴と遺伝子型が対応するような見方になる。

その後の研究発展

遺伝型 表現型

間に様々な要素

タンパク質の発現：多くの制御因子が関与

タンパク質をコードしないＤＮＡ断片の役割は？

エピジェネティックス：ＤＮＡの配列に依存しない遺伝

環境の重要性の再認識

ジャン。ドイチュ博士：

「パンゲン」（pangene）と表現

→ダーウィン提唱の説と同じ言葉：興味深い。

ディスカッション ※内容に合わせて、並び替え

○「遺伝」に対する社会の考え方について

（意見・質問）参加者

「nature vs. nurture」＝「氏か育ちか？」

医療：治療～遺伝子検査まで

社会的な文脈でも「遺伝」の言葉が使われている。一般の人に、遺伝的決定論に近いとられ方

をされる場合があるのでは？

（質問）参加者

優秀な人の精子を使った妊娠：「デザイナー・ベビー」：アメリカ

遺伝的な欠陥の家系：血友病→遺伝する？、環境とは関係しない？

（意見・回答）参加者の先生（医学博士）

医学生に遺伝学を講義

「遺伝」についての考え：医師≠一般の人（患者）：「遺伝病」に恐怖

遺伝学：本来、「似ていること～多様性」も扱うのに、社会：似ていることにウェイトが置か

れ過ぎる。→患者：「これは孫に遺伝しますか？」と心配

→長い時間をかけて「遺伝相談」をして、患者さんに納得してもらう。

遺伝病に対する社会の考え方：即答できる問題ではない。

遺伝病：ケース・バイ・ケース：発現～非発現

○ダーウィンの「パンゲン説」について

（説明を聞いて白石の感じた疑問）ディスカッションの際、質問

ダーウィン：体全体から、「ジェミール（gemmules）」と言う微小粒子が、「わざわざ」生殖細

胞に集まるとするのは、考えとしては面白いが、無理があるのではと思った。

わざわざ散らばっているもの（例えば砂粒）が、（しかも血液等が循環している中で）１箇所

に集まるとするのは無理があると思った。

（回答）矢倉先生

ダーウィン：「獲得形質の遺伝」を信じていた（？）。→環境から体細胞が受けた影響が、何

らかの形で生殖細胞に伝わらないといけないと考えた。



- 5 -

○遺伝子の「水平伝播」（Horizontal gene transfer（HGT））について

（質問）参加者

遺伝子の「水平伝播」（Horizontal gene transfer（HGT））：今回の話の中では、どのように

位置付けられるか？

個体レベルでの伝播＋α集団レベルでの共有・伝播：オープン・エンドな発想では？

（回答）矢倉先生

今回の話では、考慮されていなかった。

（意見）参加者

蝶の蛹：１箇所を刺激→体全体にカルシウムが広がる影響

このように、様々なものが全体に広がることがあっても、何の不思議でもないと感じる。

（意見）参加者

ダーウィンの「パンゲン説」：炎症等、様々な現象から演繹したのかも。

（質問）参加者

刺激を与えると、致死的な影響が生じるか？、針がＤＮＡまで届いて破壊しているのか？

（回答）参加者

実験・観察上の扱いで、どうしても致死的になる場合がある。針がＤＮＡまで届くかは疑問（そ

のような実験ができることが課題）

○遺伝子＋「環境」の内容について

（質問）参加者

遺伝：遺伝子だけでは決まらない。＋α「環境」：その内容は？

遺伝病：ある遺伝子の異常があっても、→症状：単一～多様：「環境」の影響によるものか？

（回答）矢倉先生

「環境」：生体の外の環境～細胞内の環境まである。遺伝子型≠表現型

遺伝子を持っていても、環境の刺激がないと、細胞内の制御機構が働いて、遺伝子が発現しな

い。

（情報提供）参加者

ラット：「恐怖」が遺伝する？実験があった。（参考１）参照

環境影響が遺伝した方が、生物にとって有利に働いて、進化したかも。

（回答）矢倉先生

「獲得形質」の遺伝の例かも：ラマルクの考え方：正しいかも

（回答）参加者

遺伝子配列は変わらなくても、ＤＮＡの読み込まれ方～修飾のされ方が変化したからかも

環境影響が遺伝することは、システムとしては、優れているか、簡単にはできないのでは？→

生物：少しずつ、進化しているのかも

（情報提供）参加者

「恐怖」＝電気刺激では？ →遺伝子に影響を与える。→細胞自体も変化する？

恐怖とは逆に、音楽を聴かせると、良い影響がある場合があるかも？

（意見）参加者

親の教育の可能性による、子の変化もあるのでは？

（情報提供）参加者：スマホで調べた。

ラット：桜の匂い→電気刺激 →子供、孫：嗅覚の遺伝子に変化があった。

最近の遺伝子検査＝遺伝子型（ＤＮＡ）の判定に止まるのでは？ 他に、表現型、エピジェネ

ティックスも調べないと、間違った解釈に陥る可能性があると考える。

（情報提供）

遺伝子検査：マーカーにぶれ：エピジェネティックスな影響による。
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（意見）参加者の先生（医学博士）

遺伝学＝「引き算の学問」 生化学＝「足し算の学問」

１つの遺伝子を壊したら（１つのことに過ぎないのに）、 ゼロから部品を組立てる。：

→どんな変化が生じるか（豆のしわがどうなるかとなる） タンパク質＋酵素→現象

と「全体」を類推

→本当は、他の遺伝子の働きも変わっているかもしれない

のに・・・

○「ばらばらな時計の部品（生物の部品）を道端に投げたら、時計（生物）になった」ように

感じる疑問について

（かねてから、白石が感じている疑問）ディスカッションの際、質問

細菌の鞭毛モーターは、ナノレベルのタンパク質の「歯車」が精密に組み合わさって、細胞

外から流入する水素イオンを原動力に、驚異的な高速回転の力を生み出している。（参考２）

（参考３）参照

この仕組みは、例えば、「捕食されているうちに（自然淘汰）、保護色の蝶が生き残った」

と言うレベルの進化の話と異なり、「ばらばらな時計の部品を道端に投げたら、時計になった」

くらいの突発的な完成度の進化と感じる（今回のカフェでの「道端の生き物は、時計と同じく

らい精巧との考え」（ウィリアム・ペリー）の紹介を援用しての喩え）。

この進化は徐々に進化したのでは、モーターの歯車が嚙合わなかったりして、機能を果たせ

ない。このような生物の仕組みに不思議に思うとともに、このようなものができること自体に

ついて「哲学」すると面白いと感じる。

（意見）参加者の先生（医学博士）

矢倉先生の話での「創発（emergence）」に関わる内容

ヒトの認識の限界 進化

「単なる足し算ではない、驚くような結果」 地史的な時間の経過：「何万回もの足し算」

が生まれている「ように」認識される。

長い時間のファクターをどう扱うか：人類：

苦労→ダーウィンの出現（注）まで待たなけ

ればならなかった。

現存のヒトは、「現存の段階での完成された どんな進化も、１つ１つ微視的に見れば「当

生き物の状態」でしか、生き物を認識し、解 たり前」（※その内容の１つとして、物理・

釈することかできない限界がある。 化学の法則がある：白石追記）のことの積み

重ねでできているはず。

→accrding to the fixed law of life

（？）：白石追記

（注）

「種の起源」の結語

life：from so simple (forms)→endless forms ･･･ have been , and are being, evolved

whilst

this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity

（参考１）ネット情報を転載

親の恐怖体験は孫の代まで遺伝する!? ～自分の中に棲む誰かの記憶～

http://www.excite.co.jp/News/column_g/20131209/Tocana_201312_post_65.html

2013年12月9日 16時30分 (2013年12月13日 13時29分 更新)

「身の危険を感じる体験をすると、その「記憶」が子々孫々に遺伝して受け継がれる」

そんな研究結果が、米国エモリー大学の研究チームよりまとめられ、12月1日に英科学誌「ネ

イチャー・ニューロサイエンス」に掲載された。

http://www.excite.co.jp/News/column_g/20131209/Tocana_201312_post_65.html
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実験は、雄のマウスの脚に電気ショックを与えながら桜の花に似た匂いを嗅がせ、その匂い

を嗅ぐと恐怖を感じさせるというもの。電気ショックを何度か繰り返すと、桜の匂いを嗅いだ

だけで身構えるようになる。

その後でメスとつがいにして、生まれた子どもにさまざまな匂いを嗅がせた。すると、父親

が恐怖を感じた桜の匂いを嗅いだ時だけ、強く怯える仕草を見せた。

この反応は、孫の世代でも同様に見られた。

電気ショックを受けた父親と子孫の精子のDNAを比較したところ、両者とも嗅覚を制御する

遺伝子に変化した跡が見られたという。もっとも、こうした一致は、親が子に「教育」した結

果とも考えられる。その可能性を排除するため、父マウスから精子を採って人工授精で生まれ

た子の脳を調べたところ、同様の変化が見られた。

父との接触がまったくない人工授精マウスでも、桜の臭いを嗅ぐという「恐怖体験」が、精

子のDNAを介して継承されるという結果になったわけだ。

マウスに限らず、人間でも「恐怖」に代表される「感情」が遺伝して子孫に伝わるとしたら、

現代の科学的常識を覆すことになるが、本当にそうなるかどうかは今後の研究を待たなければ

ならない。

■恐怖心は本能か、遺伝か、学習か？

この研究結果を知って思い出したのは、「ヘビを怖がるのは本能」とする日本の研究だ。

2010年に京都大学の正高信男教授らが発表した研究では、ヘビによる恐怖体験がない3歳児

でも、大人と同様にヘビに敏感に反応し、自分に襲いかかってくるかもしれないヘビの攻撃姿

勢を見分けられることを示した。

蛇を見て恐怖心を覚えるのは、世界共通のものだろう。だが、それが「本能」なのか「学習」

なのかという論争は、19世紀から続いていた。正高教授らの研究では、それが「本能であるこ

とを示す」という。

かたや、インドでは、赤ちゃんにキングコブラを近づけて、赤ちゃんに触れさせるという、

非常に恐ろしい宗教的儀式がある。蛇を恐怖する心が「本能」か「遺伝」かの論争は別にして

も、毒蛇をまったく怖がらない赤ちゃんというのは、どう説明をつけたらいいのか。この分野

の研究は奥が深い。

（百瀬直也）

（参考２）細菌の鞭毛モーターの研究

難波啓一 教授 大阪大学大学院 生命機能研究科 プロトニックナノマシン研究室

研究室ＨＰ http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/namba/wp_namba/

研究紹介ビデオ掲載 http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/jpn/general/lab/02/

難波先生の講演予定

日本顕微鏡学会・市民公開講座「目で観る世界最先端の物質科学・生命科学」

2014年5月10日(土) 13:15～15:00（12:30開場） 東京大学・伊藤国際学術研究センター

http://www.microscopy.or.jp/conf2014/shiminkouza.html

過去の講演：

第2回日本微生物学連盟フォーラム『微生物―知られざるミクロのエンジニア』

2014年２月１日(土) 東京大学駒場キャンパス

http://fmsj.umin.jp/news131205.html

「高速回転ナノモーターを駆使して泳ぐ細菌たち」

（関連アドレス）

第３回日本微生物学連盟フォーラム「薬が効かない感染症の話－薬剤耐性感染症の現状とその

対策」 2014年４月26日(土)10:00－17:10 東京大学駒場キャンパス

http://fmsj.umin.jp/news140310.html

http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/namba/wp_namba/
http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/jpn/general/lab/02/
http://www.microscopy.or.jp/conf2014/shiminkouza.html
http://fmsj.umin.jp/news131205.html
http://fmsj.umin.jp/news140310.html
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「ネイチャー・テクノロジー」データベース

鞭毛が高速回転するバクテリア

http://www.naturetech-db.jp/contents/view/95

中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21「自然から学ぶアイデアの源泉」

http://j-net21.smrj.go.jp/develop/nature/entry/2011103101.html

（参考３）

ミツバチの羽根：２枚羽根を連動させて、羽ばたかせる精巧な「フック」がある。

（ネット情報）

「８アナみつばち日記」

http://fukutan.com/mitsubachi/archives/554

「身近な昆虫・植物の走査電子顕微鏡像（東温市編）」15/41ページ目

http://incs-ss.m.ehime-u.ac.jp/incs-ss/bioscience/gyouji/2008/micro/SEM.pdf

科学技術館（九段）

2014年春休み特別展「４億年、昆虫との手紙展。バイオミメティクス―いきものに学ぶイノベ

ーション」

４月５日(土) 顕微鏡にまつわるお話ワークショップ「昆虫 特にみつばちの不思議」

講師：玉川大学 ミツバチ科学研究センター・脳科学研究所 特別研究員 佐々木正己 先生

先生のＨＰ

http://www.tamagawa.ac.jp/gakubu/nougaku/agronomy/entomology/msasaki/profile/index.htm

（質問）白石

ミツバチの羽根の「フック」は、「完成品」でないと機能しないはずだが、進化は漸進的に起

こったとすることと矛盾するのでは？（進化途中では、フックは未完成で機能しないのでは？）

そもそも、「昆虫」が存在すること自体が不思議

（回答）

ミツバチの化石：５千万年前で既に現在の形態。原始的なハチも「フック」を持っている。ど

のように進化したかは（？）だが、進化：「原始的な形・段階」から手順を踏んで「研ぎ澄ま

されていった」はず。

例）「ミツバチの８の字ダンス」：最初：興奮して走り回って、仲閒に注意喚起（定性的）を

するものだったかも。→現在：羽根の音の長さで巣から蜜源までの距離情報（定量的）を込め

ると言うように進化

参加者から届いたコメント ※矢倉先生ＨＰから転載。白石：趣旨を変えずに編集

○遺伝学隆盛の社会的背景は？

遺伝子への関心、社会的な要因やニーズ、たとえば産業革命で社会が激変しつつあるといっ

学問的なとらえ たようなことがあるか？

が19世紀以降盛 産業革命→自然環境が変化し、人間の（比較的短い）一生の期間の中で、

んになる。 生物の変化・進化も見ることが可能に→人々の意識：「変化する社会・環

境」「それでも変わらずに継承されていく形質、だからこそ変化する形質」

という観点が生じたのでは？

http://www.naturetech-db.jp/contents/view/95
http://j-net21.smrj.go.jp/develop/nature/entry/2011103101.html
http://fukutan.com/mitsubachi/archives/554
http://incs-ss.m.ehime-u.ac.jp/incs-ss/bioscience/gyouji/2008/micro/SEM.pdf
http://www.tamagawa.ac.jp/gakubu/nougaku/agronomy/entomology/msasaki/profile/index.htm
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○「動物・人間」区別論・同様論：各意見の延長線上にはどのような理論が生じるか？

「動物・人間」区別論 「動物・人間」同様論

社会学的な観点から人間と動物には（どちらが上か下かを問 生物学的に動物と人間は同

わない）区別は必要 じ」、という意見

それぞれの差異を明確にせざるを得ず、容易に「どっちが優 人間に全能性・絶対性を求め

越している論、人間の方が高等なんだぞ論」にとりこまれそ ない、人と動物との共生とい

うな気配はあるなあ、という気 ったことにつながっていく？

生活実感レベル：「人と動物は別でしょ」と思う。

厳密性を追求する科学の世界：ざっくりした生活実感レベル

は排除、なんでしょうね。

過去６回の会の中で一番ホットなディスカッションを聴くことができ、大変愉快な時間（傍観

者的な感想でスミマセン）。次回も楽しみ

どんなテーマであっても、それについて、じっくりと、大人数で議論する場をつくるというそ

のこと自体が大切。意見が違っているほうが、活発にもなる。

遺伝と進化の関係：①と②でモードが違うのでは：生命体：遺伝子発現のモードが２つあっ

て、それが切り替わるのでは？

①通常の遺伝子 ②進化のための新たな遺伝子～

からの代謝 エピジェネティックな遺伝子のつなぎかえ作業

日常的に生きて やばい、このままでは絶滅だというときは、進化モード

いけるときは、

普通モード 今、現生人類にとっては、絶滅寸前、あるいはすでに絶滅していて、絶滅

しきるまでのわずかな時間を過ごしていると思う。そのような時期に、サ

イファイ・カフェを開くために矢倉先生がパリから戻ってきていただいて

いることに心より感謝

大変興味深い議論の機会を与えていただき感謝。改めて、わたしが言いたかったことをいくつ

かまとめる。

１人間とその他の生物との「質的な差異」を組み込んだ学

社会的存在と自然的存在の質的な差異を理論的に組み込んだ学の必要性。

人間とその他の生物には、「質的な差異」があり、この差異を、組み込んだ学が求められる。

質的な差異を肯定する考え 左の反対説

人間 猿には、唯一神（これは人間の創造物だと

考える）や教義体系、神学、教会や寺など

は造れない。

原子力までは造らない。コンピューターや

宇宙船までは造らない。

ある種の「質的な」飛躍がある。

猿 原初的な形で、猿が「超越的な何か」を感 原初的な形では、それは、猿などの他の生

じているという報告が仮にあったとして 物にも見られる。

も。

原初的な道具は猿は造る。

質的な差異として挙げる具体例：「人間の 人間とその他の生物の質的な差異を考慮せ

方が高度で、優れている」と響く。 ずに、同一次元で議論すること→「生物学

その区分が人間優位主義と結びやすい。 主義」という一つのイデオロギーに陥るこ

↑ とにならないか。そして、それは定義の操
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みなさんが反発。この点に、みなさんは、 作性・恣意性（人間に都合のいい観点から

非常に反応される。 の定義）と結びついて、大変高慢なことに

では、なぜ、そう響くのか。そう響かせて ならないか。そう危惧する。

いるものは何なのか？

↓

そのように響かせているものはなにか？

「現在の人間と自然の関係性全体」、「自然を対象化し利用し搾取している人間と自然の関係

の裏返し」の反映なのでは？

２科学の進化論という構想 ３進化論の３つの契機 ２とも関連

「科学それ自体の進化論」：科学の自己反 現在までの進化論

省として（←ここが重要）構想することが

可能では？

科学の進化論 ①科学の起源、 ①生命の起源へのアプローチ：弱い

＝科学史とも ②科学の再生産プロセス、 ②生命の再生産プロセスに力点

重なるが、科 ③科学の最新局面 ③生命の最新形態の問題へのアプローチ：弱い

学世界の内部 の３つの契機を含んだ ↓

だけで完結し ダイナミックな議論を エヴァ・ヤブロンカとマリオン・ラム両博士の

たものにせず、論点の例： 『4次元の進化』には、その可能性がやや含ま

なぜ、科学は現在まで生き れているのでは？

残っているのか。その再生

産のメカニズムは何か。資

本主義社会という社会制度

からの要請を考えないと、

解けない問題

４時間的履歴と空間構造の相互対応

自分の課題として、考えたい問題

生命の進化論： 「時間的履歴と 人間と自然的存在の 進 化 論

３要素が根底にある よ 空間構造の相互 さ 区分を組み込んだ議 の ３ つ ①その相互対

①種の同一性を生殖 り 対応」と再規定 ら 論として展開 の 契 機 応の起源

の可能性に基づい 一 例）原核生物と に 「社会的時間履歴と を 入 れ

て定義する 般 真核生物の分類 再 社会的空間構造の相 て 展 開 ②その再生産、

②変化に必要となる 化 ：時間履歴を前 規 互対応」 す る と

時間を考慮する 提にした空間構 定 社会的時間の履歴： ど う な ③その最新形

③種は固定されたも 造の違いとして 近代：労働時間 るか？ 態

のではなく変化す 捉えることが可 社会的空間構造： この辺りを考

る 能 商品 えると、新し

い展開が出て

くるかに関心

以上を一般化

「空間には時間が凝縮されている」

（参考）「『パンセ』数学的思考」吉永良正著 みすず書房 2005

○ゲノムサイエンスや再生医学

大変刺激のあるディスカッションを交わしておられる事に驚き

直近の私の仕事のなかでゲノムサイエンスや再生医学に触れているもの
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世界初！植物の気孔を（遺伝子操作で）制御する（2014年2月19日配信）

http://sc-smn.jst.go.jp/playprg/index/7028

細胞から組織・臓器へ 再生医療の様々なアプローチ（2013年10月3日配信）

http://sc-smn.jst.go.jp/playprg/index/7007

○人間を科学するとき、遺伝子配列だけではなく色々なものに目を向けなくては

人間を科学するとき、遺伝子配列だけではなく色々なものに目を向けなくては：

パンゲン（？）、エピジェネティクス・・・科学は奥が深く、もっと学びたいと思った。

●遅参したためプレゼンテーションが聞けなかったが、予想外の盛り上がり（懇親会も含めて）

になって、遅参してしまったことが悔やまれた。

○突然変異の機構は

､科学と哲学の融合だと思える楽しい講義とディスカッション

遺伝子というと、やはり難しい。

ダーウィン提唱：個体変異→集団内：変異した個体が選別

突然変異して進化してゆく形がどうのように動物の体内で行われているのか、ピンと来ない。

○プログラム細胞死とダーウィン提唱の「ジェルミール」

細胞が、常に生まれては死に、生まれては死にを繰り返している中で自らが死んでゆくアポト

ーシスというものに以前から関心

「結末への道筋・アポトーシスと様々な細胞死」「MEANS TO AN END」 著 Douglas R.Green

：人間の細胞は毎秒100万個の細胞が死んでいる。

オートファージ細胞死、ネクローシスという細胞死：細胞が死ぬと、体内の他の細胞が直ぐに

その死細胞を除去する。アポトーシスが進行している細胞では、カズパーゼの活性化によって

シグナルが発せられ細胞膜が崩壊する前にマクロファージなどの食細胞が誘引され細胞が除去

される。

死んだ細胞が身体に与える影響は多種多様で、一個の細胞が死んでも体はその細胞のことを忘

れはしない、と結んである。

一つの細胞は生存中の記憶、または遺伝的なものを、死ぬ間際に、生きている細胞にデータを

伝達しているということか？ 読み進むとプログラム細胞死というのもある。

死につつある細胞はシグナルを発するというのが、ダーウ ジェルミールは、全く生まれた

ィンの唱えた、パンゲン説による細胞が分裂・増殖を繰り 新しい細胞自体でそこからジェ

返す時、微粒子を全体に放出するという、ジェルミールと ルミールを放出しているのか？

言われた粒子と関係があるか？

遺伝というと、死んで子孫に継承していくということだと考えると、細胞死の直前のシグナル

の発信がダーウィンの言わんとしているジェルミールなのかも？

↓

間違っているかも知れないが、兎に角、日頃考えない分野を思考する良い機会を頂き感謝

○新たな繋がりをベースにクリエイティブなことができれば

異分野の方々と（自由闊達に）お話ができとても参考になりました。なにか、こうした場から

新たな繋がりをベースにクリエイティブなことができればと思っている。ご意見をいただきた

いと思っていますので、今後ともよろしくお願いする。

http://sc-smn.jst.go.jp/playprg/index/7028
http://sc-smn.jst.go.jp/playprg/index/7007
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○「遺伝」と「哲学」の（不適切かもしれない）訳語のタイトルに惹かれることから、学問を

成立過程の知的状況に鑑みて捉え直す

inheritanceとgeneticsの双方に「遺伝」という 「哲学」という訳語：必ずしも適切では

同一の訳語を充てた明治期の翻訳：必ずしも適切 ないという議論

ではなかったという議論

今回のタイトル：不適切な二つの訳語を重ねたことになる。→そのタイトルに惹かれてやっ

て来たという参加者がいたのは示唆的

これらの語に魅力を感じる人間の心のありようが、遺伝学の成立過程に関与したとも考えら

れる。

↓

学問を成立過程の知的状況に鑑みて捉え直すことの大切さは、議論の中で繰り返し強調され

ていたこと。

このような場を起ち上げられた矢倉先生のイメージ：「思索の人」から「行動の人」に変わっ

た。あるいは「思索」のためにはまず「行動」が必要だということか。

○侵襲的な遺伝子検査

遺伝子の問題：遺伝子検査：かなり侵襲的な検査と思っている。説明が十分なされず、あるい

は十分なされても理解できないままに検査されてしまうということもありうると思っている。

そういう意味で、今の流れというのは問題であると思っている。


