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「科学から人間を考える」試み 

サイファイ・カフェSHE 

第7回「遺伝子を哲学する」 

2014年4月3日（木）＋4日（金） 

@ カルフール 

パリ大学ディドロ & サイファイ研究所 

矢倉英隆 

 

本日は年度初めのお忙しいところ、また土砂降りの中、お集まりいただきありがとうご

ざいます。今回から最初の15分ほど動画に撮ることにしました。写るのはわたしだけで

すが、ご了解いただければ幸いです。 

 

このサイファイ・カフェは科学の成果そのものについて検討を加えるという科学の中で

の議論ではなく、そこで問題になっていることを科学の外に出て、そこから考えようと

する営みになります。その際、歴史的、哲学的視点を重視しています。ですから、所謂

サイエンス・カフェで「遺伝子」を取り上げる場合に話題にされるのは、例えば遺伝子

の働きや新しい遺伝子の発見、遺伝子を標的にした治療というようなことではないかと

想像されますが、サイファイ・カフェではその背後にある歴史的・哲学的・倫理的な意

味について論じる場であるということができると思います。同じテーマを扱っても科学

と哲学では視点が変わってきます。重要なことは、どちらかに偏るのではなく、その両

方の視点を持つことだと考えております。最初にこの点をご理解いただければ幸いです。 

 

いつもイントロとして哲学に関連する話題に触れてから本題に入ることにしていますが、

今回は本題の量が多いので、いくつかの言葉を紹介するだけに留めたいと思います。一

つは、現代フランスの哲学者エドガール・モラン（Edgar Morin, 1921-）氏の言葉です。 
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「細分化された知識、一つの専門についての知識はわれわれを盲目の知にしか導

かない。知るということは、解析するために分解し、統合するために関係付ける

ことである。それぞれの関係を失った専門領域ばかりになると、関係付けようと

いう方向性が失われる。つまり、あるコンテクストの中に情報や知識を置いて考

える（contextualiser）こと、知を有機的な集合の中に導入する（globaliser）ことが

できなくなる。意味のある知の条件とは、このcontextualisation とglobalisation であ

る」。 

 

日本語で言うグローバリゼーションや英語のglobalization に対応するフランス語は

mondialisationですが、ここでモランさんが言っているglobalisationは全体の中に対象と

する「もの・こと」を置いて考えることを意味しています。古代ギリシャのアリストテ

レス（Aristotle, 384 BC-322 BC）の時代から哲学は「部分」よりは「全体」を重視して

おり、部分を知っている者よりは全体を知っている者を賢いと評価する傾向がありまし

た。その意味では驚くには当たらない発言ですが、部分の中、専門の中で生きていて何

の不思議も感じない現代人にとっては示唆に富む言葉に聞こえるかもしれません。 

 

同様のことを多くの人が言っていますが、例えばドイツの文豪ゲーテ（ Johann 

Wolfgang von Goethe, 1749-1832）の言葉に次のようなものがあります。 

 

「分析（Analyse）と統合（Synthese）は、呼気と吸気と同じように自然に交互に

行うべきである」 

 

彼はこんなことも言っています。 

 

「生きている存在であるところのもの、その実体は要素に分解可能である。しか

し、それを組み変えてそこに再び命を与えることは難しいだろう」 
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現代の作家からはなかなか聞かれないような言葉ですが、ゲーテは本当のところは科学

者として評価されたかったようです。生物学についての深い学識が表れた言葉がそのこ

とを示しています。このように昔の人の言葉に触れると、現代という時代が人間をどん

どん狭い領域に押し込めているのが分かります。よく言われる文系と理系という分け方

もそうですが、今の時代が如何に人間の精神を狭め、歪めているのかが分かります。 

 

『自由論』が印象的で、政治、経済が専門だと思っていたジョン・スチュアート・ミル

（John Stuart Mill, 1806-1873）がこんなことを言っているのを発見して驚きました。 

 

「すべての生物は部分からできている。生命現象は物理的な物質の作用から生れ

ると想定される効果とは何の類似性もない」 

 

彼は部分の総和が全体に一致する機械的・物理的な世界の他に、二つのものを合わせた

時、元の二つからは想像できないものが現れる化学的な世界があることを指摘し、その

言葉こそ使っていませんが「創発（emergence）」の初期の思想家になります。古い時

代の著作を読む時の楽しみの一つは、彼らのように領域を超えて頭を使っている人を発

見することになっています。 

 

これが今日の流れになります。科学が遺伝子を扱う時には、例えば核内にある遺伝子が

どのような配列で、どのようにして活性化されるのか、さらにその機能が失われた時に

細胞や生体にどのような影響を及ぼすのかというような意識で問題に当たります。それ

に対して哲学の方は、このスライドの背景にあるように遺伝子を取り巻く状況の全体を

掴むためにぼんやりと眺めることから始めます。そのための一つの方法として、「い

ま・ここ」から離れて歴史の流れの中で対象を見直すことがあります。それから言葉の

定義、さらに言葉と言葉が指し示すところのものとの関係にも興味を示します。今回の

テーマは非常に大きいものなので、いろいろなアプローチが考えられると思いますが、

ここでは歴史を絡めながら上のスライドのような点に焦点を当てることにしました。 
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まず遺伝という言葉について検討した後、遺伝における遺伝子と環境の関与について概

観します。それから、ラマルク（ Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829）とダーウィン

（Charles Darwin, 1809-1882）による遺伝の説明の相違を調べ、ダーウィンはなぜパン

ゲン（pangene）説を必要としたのかを考察します。この説が否定されることになる重

要な原因になったアウグスト・ヴァイスマン（August Weismann, 1834-1914）の生殖質

説（germ plasm theory）、そして遺伝学の開祖と言われるメンデル（Gregor Johann 

Mendel, 1822-1884）による1865年の遺伝の法則発見と1900年の再発見、さらにメンデル

以降の展開、特に遺伝子型と表現型の識別を経てDNAの構造決定に至る過程を見ます。

最後に、最近の研究成果を基に遺伝子の再定義の必要性について考える予定です。 

 

まず遺伝という言葉ですが、古い時代から人間のナイーブな観察による含みがあります。

それは、犬は犬を生み、人間は人間を生むこと、犬は人間よりは他の犬に似ているし、

子は親に似ているという具合で、似ていること、似ていることが代を超えて伝わるとい

う意味合いです。遺伝を意味するheredityの語源を探ればラテン語のhereditas に辿り着

きますが、その意味は人が亡くなった時に残った財産、および財産引継ぎの権利を指し

ていました。それが1820年代に入ってから親から子に伝えられる特徴、およびその遺伝

現象の意味で使われるようになりました。このように、法的・経済的用語が生物学に使

われた例として、免疫（immunity）があります。この語源もラテン語で、immunitasに

なります。元々は納税、兵役、公的義務などの免除を意味していました。例えば、古代

ローマの運動選手などは競技に専念できるように市民の義務が免除されていました。一

旦immunitasを得ると自動的に外の影響から守られることになります。 

 

次のスライド上段は、遺伝現象の全体を四角で表し、遺伝子による影響を青で塗り潰し

ています。左は遺伝のすべてを遺伝子が決めているとする考え方で、遺伝子決定論

（genetic determinism）と言われます。これまで長い間優勢だった思想です。それがこ

のところ緩んできた印象があり、それが右の四角になります。つまり、遺伝のすべてを

遺伝子が決めているのではなく、一部は所謂DNAの配列によらない変化や環境などが

影響を及ぼしているというもので、そのことを示唆する成果が出始めています。このよ
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うなメカニズムはエピジェネティックス（epigenetics）と言われますが、エピとは「～

を超えるover, outside of 」という意味で、ジェネティクス（旧来の遺伝）を超える効果

という意味になります。 

 

ダーウィンのいとこに当たるフランシス・ゴルトン（Francis Galton, 1822-1911）は遺伝

子と環境の対比を“nature vs. nurture”という言葉で形容しています。nature は自然に決め

られたもの、人間は関わることができないもので、ここでは遺伝子を意味します。それ

に対して、nurture は人が手をかけて育てるという意味があり、環境や後天的な教育な

どの影響が含まれます。ゴルトン自身はnatureが遺伝を決めているとする遺伝子決定論

の立場をとっており、優生学（eugenics）を始めています。このような二項対立の設定

は議論を単純化するためによく使われ、ある程度までは有効だと思いますが、問題のニ

ュアンスを失わせるところがあるので注意を要します。“nature vs. nurture”も今になって

考えると両方の要素が絡み合っていることが見えてくるわけですが、遺伝に限らず二者

択一の熱狂の中では大きな誤りを犯す可能性があることを考えておく必要があります。

それ以外の見方はないのか、実際の現実はどうなっているのかという冷静に真実に迫ろ

うとする態度が、難しいことではありますが、重要になるのだと思います。 

 

遺伝の見方に関連して、発生の分野では図下段に示した前成説（preformationism, 

preformism）と後生説（epigenesis）の対立が見られます。左はオランダのニコラス・ハ

ルトゼーカー（Nicolaas Hartsoeker, 1656-1725）の有名な前成説の図です。彼はロッテル

ダムでアントニ・ファン・レーウェンフック（Antonie van Leeuwenhoek, 1632-1723）に

レンズ磨きを習い、生計を立てていました。レーウェンフックとともに精子を最初に観

察した人とされています。その際、精子の中に小さな人間が見えたと信じ、それをホム

ンクルスと名付けています。前成説の考え方は、人間は最初から形が出来上がっており、

それが発生の過程で成長していくというものです。最初にすべては決まっているという

という点で、遺伝子決定論に近いとも言えます。それに対する後生説は、最初から形が

決まっているのではなく、発生過程で周りからの影響を受けながら徐々に創り上げられ

ていくとするものです。この思想はアリストテレスの時代からありますが、近代ではド



6 
 

イツの生理学者で発生学を築いたカスパル・ヴォルフ（Caspar Friedrich Wolff, 1733-1794）

が確立したとされています。 

 

今回は特に重要な展開があった19世紀以降の歴史を振り返ることにします。既に配布し

たエッセイ11でも触れているフランスの生物学者ラマルクとイギリスの生物学者ダーウ

ィンの考え方を検討することから始めたいと思います。 

 

このスライドはダーウィンの半世紀ほど先輩に当たるラマルクの考え方を示しています。

ラマルクは興味深い人生を送った悲劇の科学者とも言われますが、その点に関してはわ

たしのエッセイでも少しだけ触れていますので参考にしていただければ幸いです。彼は

初め、キリスト教の下では当たり前だった生物不変説（fixisme）の立場を採っていまし

た。しかし、1800年を境に生物変移説（transformisme）へと転向します。それから、現

代の生物学を意味する“biologie”という言葉をドイツの動物学者ゴットフリート・トレ

フィラヌス（Gottfried Reinhold Treviranus,1776-1837）と独立に1802年に初めて使ってい

ます。ラマルクは生物を物理現象として理解しようとしていました。遺伝に関しては、

過去からの原因（今の言葉で言えば、遺伝子）だけではなく現在の原因（環境や用不用

など）が関与すると考えていました。後者は用不用説とか獲得形質の遺伝と言われるも

ので、前者のハード・インヘリタンスに対してソフト・インヘリタンスとも言われてい

ます。この両者を認めている点では柔軟で寛容な考え方に見えます。ただ、獲得形質の

遺伝に関しては、歴史的に大きな問題を引き起こすことになります。ラマルクの説によ

れば、集団に属する個体がその環境の影響を受けて漸進的な変化を遂げることにより、

集団におけるある形質の頻度が変わることになります。 

 

                                                           
1
 矢倉英隆. パリから見えるこの世界. （11）ダーウィンのパンゲン説、あるいは科学が求める説明医学

のあゆみ243 (10): 929-933, 2012. （23）イスラエルでラマルクと進化を考える  医学のあゆみ 247 (11): 

1193-1197, 2013. （24）後世はラマルクの復讐をしたのか、そして初めてのイスラエル. 医学のあゆみ 248 
(2): 174-178, 2014. 
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一方のダーウィンのそもそもの目的は、19世紀初めにウィリアム・ペイリー（William 

Paley, 1748-1805）の『自然神学』（1802）で提示された創造主の存在に反駁することで

あったと言われています。ペイリーは『自然神学』の中で、時計の比喩を使って創造主

の存在を説明しています。道に転がっている石ころを見た時にはそこにある理由をあま

り問題にしないが、時計のように目的を持った複雑な構造を目にした時には、それを造

った存在があるのではないかと考える。同様に、生物や宇宙の複雑さを目にした時、創

造主を想定しないわけにはいかないと考え、この世界は神による創造だとしたわけです。

ダーウィンはこの世界観に挑戦することになります。その成果が『種の起源』（1859）

でした。正式なタイトルはOn the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Lifeで、「生存競争における望ましい人

種の保存・維持」という生々しい言葉が見えます。当時の価値観によると、それほど問

題があるとは言えないのかもしれません。ダーウィン自身は競争とか戦争、飢饉という

この世界の負の部分も織り込んで世界を観ていたようです。 

 

ダーウィンの説は、最初に何らかの原因で起こった多様な変異が存在し、ある環境の中

で適応する特定の変異を持った個体が選択されて進化するというものです。したがって、

自然選択によりある変異を持った個体の頻度が集団の中で増えることになり、ラマルク

の説明とは異なります。この自然選択について、エリオット・ソーバー教授がサイズの

違う穴の開いた4つの仕切りがある管状のおもちゃを使って分かりやすく説明していま

す。そのおもちゃの中に4種類のサイズに合わせて色を塗った玉を入れた後の状態が、

下の図に示されています。サイズに合わせて同じ色の玉がそれぞれの段に収まっていま

す。一見すると色によって選択されたようにも見えますが、実際にはサイズにより選択

されたことは明らかです。選択の対象が真に生存や繁殖に有利だったのか、本来の選択

に随伴したものなのかの区別を印象的に捉えることができると思います。例えば、心臓

は血液の循環のために選択されたのであり（下の例では玉のサイズ）、雑音（玉の色）

を出すために選択されたのではないということになります。 
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ダーウィンの進化論の要素として、共通の祖先、生存のための競争、自然選択、それか

ら目的のない“open-ended”な過程を挙げることができます。「適者生存」（Survival of 

the fittest）という言葉を造ったイギリスのハーバート・スペンサー（Herbert Spencer, 

1820–1903）は進化論を社会に応用して社会進化論を唱えました。しかし、この場合に

は進化をどこかあるべき方向に進む“goal-directed”な過程として捉えていたように見え

ます。この人は、哲学、生物学、社会学、人類学など多様な領域に通じており、19世紀

の英語圏での世界的なベストセラー作家でもありました。ただ、今でも読まれているの

はダーウィンで、スペンサーを読む人は殆どいないという状況です。 

 

ここでダーウィンの遺伝に関するパンゲン説を見たいと思います。この説は『栽培化植

物および家畜化動物の変異』（1868）の最終章である第27章「パンゲン説の暫定的仮説」

の中に次のように説明されています。 

 

「体の構成要素である細胞は同じ性質を保ちながら分裂・増殖し、最終的には

種々の組織や物質に分化していく。・・・ここで細胞が微小粒子を放出し、それ

が全身に拡散すると仮定する。適度な栄養があれば、それ自体が分裂してそれぞ

れの由来のものに分化する。・・・この微小粒子をジェミュール（gemmules）と

呼びたい。これが全身から集められて生殖を担う要素となり、次世代で発育する

と新しい生物ができあがる。・・・これがパンゲン説とわたしが名付けた暫定的

仮説である」 

 

この説を読んで興味を持ったダーウィンのいとこのフランシス・ゴルトンは、ジェミュ

ールが血中に移行するかどうかを黒いウサギの血液を灰色のウサギに輸血して検討する

という実験をダーウィンに提案して始めます。しかし、1869～1871年にかけて行われた

実験の結果、この仮説は証明されませんでした。ゴルトンがその結果を発表したのを受

け、ダーウィンは次のように反論しています（Nature3: 502-503, 1871）。 
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「わたしは血液あるいは循環系に固有な液体については、一言も言及していない。

ジェミュールが血中に存在することは、わたしの仮説の必要な部分を構成しない

ことは明らかである。なぜなら血液や血管を持たない原生動物のような下等動物、

脈管内に液体はあるが真の血液とは考えられない植物についても論じているから

である。しかし、わたしがゴルトン氏の実験を最初に聞いた時、この問題を充分

に考えておらず、血中にジェミュールがあることを信じる難しさは見えなかっ

た。・・・パンゲン説はまだ葬り去られるところまで行っていないようにわたし

には見える。しかし、多くの弱点があることを考えれば、その有効性は常に危機

に晒されている。これが僅かながらの弁護の言葉に対するわたしの弁解である」 

 

しかしそれ以後、ダーウィンはこの説に触れることはありませんでした。 

 

それではダーウィンはなぜこのような説を必要としたのでしょうか。それを理解するた

めには、当時のイギリスにおける哲学の状況を振り返ってみることが有効だと思います。

そこにダーウィンが科学や哲学をどのように捉えていたのかを垣間見るヒントがありそ

うだからです。1830～40年代のイギリスの哲学は、ジョン・ハーシェル（John Herschel, 

1792–1871）とウィリアム・ヒューウェル（William Whewell, 1794–1866）の二人が影響

力を持っていました。特にハーシェルの本はダーウィンが若き日に読み、痛く感じ入っ

ていました。それは彼が最も影響を受けた本になり、それに匹敵するのはフンボルト

（Alexander von Humboldt, 1769-1859）だけだったと書いているくらいです。一方のヒュ

ーウェルは、“man of science”, “natural philosopher”と呼ばれていた学者に“scientist”「科学

者」と云う名前を与えました。他にも、“physicist”「物理学者」や「知の統合」を意味

する“consilience”という言葉も初めて使っています。その点では、日本の西周（1829-

1897）を想起させます。 

 

この二人の哲学者に共通する考え方は、第一に、最良の科学は物理学、特にニュートン

による天文学であること、第二に、科学の最良の仕事は自然を支配している法則を見つ

けること、そして第三には、最良の科学の方法は「仮説演繹法」を採るというものでし
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た。ダーウィンは生物学におけるニュートンを目指しており、『種の起源』の最後にも

そのことを想像させる記述が見られます。ダーウィンは遺伝の道筋だった説明を必要と

しており、当時最も優れた科学の方法とされた仮説演繹法を用いて遺伝のメカニズムに

迫りたかったのではないかと考える人がいます。つまり、天才がしばしば観察には基づ

かない仮説を提出し、そこからその是非を検討するように、ダーウィンも最初に理論を

求めたのではないかというものです。 

 

その後、アウグスト・ヴァイスマン（August Weismann, 1834-1914）は遺伝を担う生殖

細胞とそれ以外の体細胞を分け、生殖細胞は体細胞を生み出すけれどもその逆はないと

するヴァイスマン・バリアの存在を唱えました。これはラマルクの体細胞の変化が遺伝

するという獲得形質の遺伝だけではなく、ダーウィンのパンゲン説をも否定するもので

した。ヴァイスマンはネズミの尾を何代にも亘って切断する実験を行い、獲得形質の遺

伝を否定しましたが、この実験に関しては生物が生きている間に環境から受ける影響を

人工的な尾の切断で検討できるのかという問題は残ります。しかし、当時の科学者を説

得することになりました。 

 

ここで、遺伝学の基を築いたメンデルについて見たいと思います。1865年にモラビア

（現在はチェコ共和国）にあるブルノ（Brno）の修道僧メンデル（Gregor Johann 

Mendel, 1822-1884）が地元の学会で後にメンデルの法則と呼ばれることになる研究成果

を発表しました。その翌年に論文として発表しています。『雑種植物の研究』（岩波文

庫、1999）で読むことができますが、彼のテーマは交配によってよりよい種、安定した

新種を得るための条件を探ることでした。先人の努力にもかかわらず「すべてに例外な

く当て嵌る法則はまだ見つかっていない」中、彼のモチベーションが法則を見出すとこ

ろにあったことが見えてきます。そのために目の前で起こっていることを只管正確に記

録し、その結果を邪心を捨てて説明しようとしている様が伝わってきます。  

 

それからメンデルを取り巻く状況を知り、わたしの中にぼんやりとあったイメージが大

きく変わりました。一つは、当時の修道僧の主な仕事が研究と教育だったことです。修
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道院に閉じ籠もり、畑で豆の掛け合わせをしているだけだと思っていましたが、行動し、

移動し、活発に活動していました。ブルノの町はウィーンから100キロ程度しか離れて

いないので、文化的に隔離されていたとは言えません。実際、彼はそのウィーンに出て、

植物学、昆虫学、物理学を修め、ドップラー効果で有名なクリスチャン・ドップラー

（Johann Christian Doppler, 1803-1853）の講義を受け、細胞説の大病理学者ルドルフ・ウ

ィルヒョー（Rudolf Virchow, 1821-1902）の話も聞いていたようです。つまり、彼は当

時の最先端の科学の基礎を身に付けた科学者だったことが見えてきます。この論文の他

にも、気象学に関して13編も物しています。家が貧しかったために僧院に入りましたが、

最終的にはその僧院長になっており、社会的にも重要な役割を担うことになりました。

宗教と科学の関係は大きなテーマですが、メンデルはこの両者が両立しうることを示し

ているようにも見えます。 

 

ところで、メンデルが遺伝の法則を発表したのは、ダーウィンがパンゲン説を発表した

3年前になります。しかし、ダーウィンの目には触れなかったのか、メンデルの仕事に

は言及していません。メンデルは、外に表れる形質とは異なる「因子」という概念を導

入し、代々伝達されるのは形質そのものではなく、それを規定している因子であると提

唱しました。しかし、この成果はほとんど注目を集めることなく、35年の眠りにつくこ

とになります。そして1900年、オランダのユーゴー・ド・フリース（Hugo Marie de 

Vries, 1848-1935）、ドイツのカール・エリッヒ・コレンス（Carl Erich Correns, 1864-

1933）、オーストリアのエーリヒ・フォン・チェルマク（Erich von Tschermak, 1871-

1962）により、コレンスが「メンデルの法則」と呼んだ研究成果が独立に再発見されま

す。この再発見は遺伝学が一つの学問として大きく飛躍する契機になりました。 

 

1902年、アメリカの遺伝学者ウォルター・サットン（Walter Sutton, 1877-1916）と中心

体（centrosome）を発見したドイツの生物学者テオドール・ボヴェリ（Theodor Boveri, 

1862-1915）により遺伝物質は染色体にあることが示され、サットン‐ボヴェリの染色

体説と言われています。さらに、デンマークの植物学者ウィルヘルム・ヨハンセン

（Wilhelm Johannsen, 1857-1927）は遺伝子型と表現型の識別を唱え、1909年にはメンデ
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ルの因子を「遺伝子」と呼びました。染色体は遺伝を担う本体だが記憶を担う場として

の細胞質も重要であるとして、彼は表現型に至る過程における細胞質の重要性を指摘し

ています。また、遺伝子型と表現型について、次のような言葉を残しています。 

 

「しかし、どんなに遺伝子型を分割可能な遺伝子や因子へと分析を進めても、生

物の形質（表現型の特徴）は遺伝子型の全体の反応であることを心に留めておか

なければならない。メンデルの単位そのものは、それ自体では無力なのである」 

 

これらの言葉は、20世紀初頭においてすでに遺伝子型をかなりホーリスティックに捉え

ていたことを想像させるもので、わたしにとっては驚きでした。 

 

1915年にはショウジョウ・バエを使ってトマス・モーガン（Thomas Hunt Morgan, 1866-

19451）が遺伝子は染色体にあるとの結論を出し、その功績により1933年にノーベル賞

を授与されています。彼はその後の研究の大きなテーマになるこのような問い掛けをし

ています。 

 

「もし個人の特徴が遺伝子によって決められているならば、なぜ個体のすべての

細胞が同一の特徴を持っていないのか」 

 

1944年は遺伝学の歴史にとって重要な年になりました。一つは、エルヴィン・シュレー

ディンガー（Erwin Schrödinger, 1887-1961）による『生命とは何か物理的に見た生細胞』

（岩波新書1951、文庫2008）の出版です。彼は1933年にノーベル賞を受賞した物理学者

ですが、その背景を基に遺伝を担う物質はこうなっているはずだという理論的な分析を

行い、その本態を非周期性結晶（aperiodic crystal）であると推測しています。もう一つ

は、オズワルド・アベリー（Oswald Avery,1877-1955）らが、肺炎レンサ球菌を用いて

遺伝物質はタンパク質ではなくDNAであることを証明したことを挙げることができま

す。DNA は1869年にフリードリッヒ・ミーシェル（Friedrich Miescher,1844-1895）によ

り「ヌクレイン」として発見されたものです。 
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1953年にはワトソン（Jim Watson, 1928-）、クリック（Francis Crick, 1916-2004）らによ

りDNAの構造が解明されます。そして、1962年に「核酸の構造、ならびに生体物質に

おける情報伝達の重要性についての発見」の功績によりノーベル賞が授与されました。

ここに至るには、それまでの研究の蓄積が重要だったことが見えてきます。1960年代に

は遺伝子の分子論的定義が定着します。例えば、シーモア・ベンザー（Seymour 

Benzer,1921–2007）は遺伝子地図上の機能単位としての断片（cistron）という遺伝学的

定義を提出します。それから、フランシス・クリックは分子論的定義として、たんぱく

質をコードするDNA 断片を遺伝子としました。この考え方が長い間優勢であり、現在

でも広く行き渡っている定義になると思います。これは余談ですが、ワトソンもクリッ

クもDNA至上主義者、あるいは筋金入りの物理還元主義者でした。ワトソンが「黒人

は人種的・遺伝的に劣等である」という趣旨の発言をしたとして、2007年10月14日のサ

ンデー・タイムズ紙の一面に掲載されました。nature vs. nurtureのnature信者の場合には、

フランシス・ゴルトンがそうであったように優生学的な発想が生まれる傾向があるよう

に見えます。 

 

しかし、その後の研究により、タンパク質が出来上がる過程には多くの制御因子が関与

していること、タンパク質をコードしないDNA 断片の役割が指摘され、DNA配列に依

存しない遺伝（エピジェネティックス）の存在により環境因子の重要性が再認識されつ

つあります。このような背景から、遺伝子の再定義を提唱している遺伝学者も出始めて

います。例えば、昨年参加したジャン・ドイチュ（Jean Deutsch）ピエール・マリー・

キュリー大学名誉教授のセミナーで、上で述べたような最近の成果を考慮に入れ、表現

型が生まれる過程に関わる全ての因子を含めて遺伝子と定義してはどうかという話をし

ていました。これは20世紀初頭のウィルヘルム・ヨハンセンの考え方に近いように見え

ます。ただ、博士は新しい遺伝子の概念にパンゲン（pangène）という名前を付けてい

ました。この点が気になったため、セミナー終了後に、この言葉はダーウィンやユーゴ

ー・ド・フリースがすでに使い、歴史的に汚れているように見えるので新しい言葉を充

てた方がよいのではないかとサジェスチョンさせていただきました。この点は充分に認
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識した上で敢えて使ったとのお話でしたが、今後どのような言葉に落ち着くのか興味を

持っているところです。博士のお考えはLe gène : Un concept en évolution （Seuil, 2012）

『遺伝子：進化する概念』の中で論じられていますが、残念ながら日本語訳は出ていな

いようです。それではディスカッションをお願いいたします。  

（2014年 7月 1日） 


