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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 23回 イスラエルでラマルクと進化を考える 

 

矢倉英隆 

 

「後世、あなたは尊敬されるでしょう。きっとあなたの復讐をしてくれるでしょう、お父様」 

――アメナイデ・コルネリー 

 

 科学史はなぜ存在するのか。この問いに対し、デンマークのある科学史家は次の 6

つの理由を挙げている。その第一は、科学史が科学哲学にとって必須であること。哲

学する前提としての実証的な部分を構成するからである。第二は、教育における重要

性。科学を教える時、その歴史を教えることが一つの有効は方法になるからである。

第三には、文系と理系という二つの文化を繋ぐものとしての役割がある。第四は、特

に第二次大戦後に始まった科学研究の有用性を普及する上での政治的な理由だが、そ

れは逆に科学研究を監視する上での重要性にも繋がる。第五は、科学研究そのものに

とっての有用性で、新しい道を拓く可能性があるだけではなく、科学知に対して批判

的な目を向ける上でも重要になる。そして第六は、今ではほとんど役に立たない過去

の科学知であるにも拘らず、そのものとして面白いことである。 

 

2009年はダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）の生誕 200年、『種の起源』の出

版 150周年だっただけではなく、ジャン・バティスト・ラマルク（Jean-Baptiste de Lamarck, 

1744-1829）が 65 歳の時に主著『動物哲学』（Philosophie zoologique）を発表してから

200年目の年でもあった。世界各地でダーウィンに関する会は開かれたが、ラマルクの

会はその陰に隠れていた感がある。ダーウィンに先立つこと半世紀、進化（evolution）

という概念を提唱したとされるラマルクだが、わたしの中でのイメージは「獲得形質

の遺伝」を唱えてその後嘲笑の対象になった悲劇の科学者というものでしかなかった。

しかし、本当の姿はどうだったのだろうか。そんなことを考えていた折、その年の 6 月

にテルアビブ大学とエルサレム・ヘブライ大学の共催でラマルクに関する科学史・科

学哲学の国際ワークショップ “Transformations of Lamarckism: 200 Years to the 

Philosophie Zoologique”が開かれることを知った。会議の前半はテルアビブ大学、後半

はエルサレムにあるヴァン・リー研究所（Van Leer Jerusalem Institute）で行われること
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になっていた。いずれも初めてになるイスラエルとラマルク研究の領域に触れるため、

参加することにした。 

 

 

ラマルク像 （レオン・ファジェル、1908） 

パリ植物園にて 

（2013年 10月 17日） 

 

テオドシウス・ドブジャンスキー（Theodosius Dobzhansky, 1900-1975）の言葉

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”を待つまでもなく、生物

に関する研究をする者が進化について深く考えたことがないというのは、何か基本的

なものが欠けた状態に見える。しかし、日本で研究していた時のわたしはその中に入

っていた。こちらに来て進化について考える時間を得て、世界が違って見えるように

なっている。最初に、進化について大雑把に振り返っておきたい。進化とは、時間の

流れの中で種が変化することである。種の語源はラテン語の speciesで、ものの見かけ、

外観、個体を意味するが、それが転じて一つの範疇（category）を指すようになった。

キリスト教の下のヨーロッパでは、この世界にあるすべてのものは永遠のカテゴリー

になった神がそれぞれ別々に創ったもので、それらが変化、進化することは永遠にな
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いとする生物不変説（fixism）が、18 世紀まで支配的な力を持っていた。18 世紀スイ

スの博物学者にして哲学者だったシャルル・ボネ（Charles Bonnet, 1720-1793）は単為

生殖（parthenogenesis）の記載で有名であるが、オランダのニコラス・ハルトゼーカー

（Nicolaas Hartsoeker, 1656-1725）の図が印象的な精子における前成説（preformationism）

に対して卵子での前成説を主張した。前成説とは、ヒトやネズミなどの個体は最初か

らミニチュアの形で作られており、それがあるプログラムに則って成長するとする説

である。ラテン語の evolvere に込められている意味は、受精、誕生から死に至る個体

の変化で、ギリシャ語の個体、存在を意味する ontos を使った個体発生（ontogenesis）

に相当するものだった。ラテン語の evolutio に由来する進化の最初の意味は、種に特

有のプログラムに従いながら個体が漸進的で継続的に変化のことであった。すなわち、

個体レベルでの変化は議論されていたが、種の変化としての進化は考えられていなか

ったのである。 

 

この認識に立ち、種の多様性を支配しているものを探す学問として博物学や体系学

が生まれることになる。自然には体系があると考え、自然を観察、比較、分類し、名

前を付ける作業を体系的に行ったのは、スウェーデンが誇る博物学者カール・フォン・

リンネ（Carl von Linné, 1707-1778）である。彼はそれまで国や地域で異なる呼び方を

されていた生物に世界中で通用する普遍的な名前を与えた。属名と種小名を死語にな

っていたラテン語で表す二名法である。フランスの博物学者ビュフォン（Georges-Louis 

Leclerc, Comte de Buffon, 1707-1788）がこれを「神が創造し、リンネが分類した」と形

容することになる。神を信じていたリンネは生物不変説を信奉し、英語やフランス語

の ‘primates’ からもわかるように、人間に最高の地位に与えたのである。 

 

種が固定化されたものでないことが言われるようになるのは、ビュフォンからであ

る。彼はその大著『博物誌』（Histoire naturelle）の中で、地球には聖書が唱える 6,000

年を超える長い歴史があり、その時間の中で種が変化したことを語っている。進化理

論の根底には、種の同一性を生殖の可能性に基づいて定義すること、変化に必要とな

る時間を考慮すること、そして種は固定化されたものではなく変化するという生物変

移説（transformism）の 3つの考え方があるが、これらは彼に負うものである。しかし、

進化について本格的に語るようになるのは、ビュフォンの弟子のラマルクであった。

ラマルク自身は進化という言葉を使っていないが、現在の意味におけるこの概念を最

初に導入したとされている。ただ、フランスのピエール・ルイ・モーペルテュイ（Pierre 

Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759）やチャールズ・ダーウィンの祖父エラズマス・

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformisme
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ダーウィン（Erasmus Darwin, 1731-1802）などが種は変化することについて触れている。

変化の原因については不明ではあったが、時代の空気の中に生物変移の思想が流れて

いたことが想像される。 

 

ラマルクは植物の研究から始め、1779 年には『植物相』（Flore française）を発表。

好評を得たラマルクは、ビュフォンから科学アカデミー会員の推薦を受ける。フラン

ス革命後、ラマルクは「王の公園」（Jardin du Roi）を国立自然史博物館へと近代化さ

せ、無脊椎動物部門の責任者になる。それまでは記述するだけだった博物学を独立し

た科学として発展させることに貢献した。当初、ラマルクは生物不変の立場を採って

いたが、19 世紀を迎えてから生物変移説へと立場を一変させている。彼は過去から伝

わる原因により出来上がった形質と同時に、現在の原因が個体に及ぼした結果生まれ

た形質も蓄積され、両方の形質が子孫に伝わると考えるようになったのである。後者

の考えは、用不用説、獲得形質の遺伝と言われるようになる思想である。獲得形質の

遺伝に相当する観察は、遺伝という言葉は使っていないものの古くからあり、アリス

トテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）は親にあった瘢痕が子にも見られることを記載し

ている。ラマルクの考えによれば、集団を構成するそれぞれの個体が環境に適応しな

がら変化し、その結果として集団におけるある形質の頻度が徐々に変わることになる。

それに対してダーウィンの理論では、生物個体に何らかの原因で生じた変異が先にあ

り、外的条件に生じた変化に適応できる特定の個体が篩にかけられるようにして生き

延びる自然選択が続くとされている。つまり、時間の経過とともにある形質を持って

いる個体が選ばれ、その頻度が集団の中で増えることになり、各個体が時間の中で変

化すると考えるラマルク説とは明らかに異なっている。 

 

ラマルクは生物をあくまでも物理現象として捉えようとする唯物論的な考えを持っ

ていた。1802 年、無生物とは異なる対象を扱う新たな学問として、“biologie”と命名す

る領域を提唱した。同年、ドイツの動物学者ゴットフリート・ラインホルト・トレフ

ィラヌス（Gottfried Reinhold Treviranus, 1776-1837）もこの言葉を使っている。“biologie”

という言葉はそれ以前にもあったが、独立した学問としての生物学を最初に語ったと

いう点でこの二人を“biologie”の命名者とする人が多い。ラマルクは研究に没頭するあ

まり、種は変化するという彼の説が政治的に引き起こすであろう問題には無頓着であ

った。ナポレオン・ボナパルト（Napoléon Bonaparte, 1769-1821）が政治的基盤を確固

たるものにするために、教会の支持が欠かせなかったからである。当時の世界観は scala 

natura と呼ばれるもので、神を頂点とし、人間、動物、植物、鉱物というヒエラルキ
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ーに基づいていた。生物の中で見ると、最も単純な細菌から最も複雑な人間に至る固

定化された段階があるという見方になる。宗教的にも政治的にもこの考えに染まって

いる人たちは、ラマルクと対立するようになる。特に、比較解剖学を始め、古生物学

の大家でもあり、フランス社会の中心を歩んだジョルジュ・キュビエ（Georges Cuvier, 

1769-1832）からは学問的な批判だけでなく、執拗な個人攻撃を受けることになる。そ

して、73歳で視力を失ったラマルクは、1829 年 12月 28日、85歳で失意と貧困の内に

亡くなったとされている。キュビエが書いたラマルクへの追悼文はその内容のためか、

本人が亡くなった半年後の 1832年 11月 26日まで科学アカデミーで読まれることはな

かった。その追悼文においてもキュビエはラマルクを揶揄し、動物の意志や欲求が個

体に変化を及ぼし臓器を作るかのようにラマルクの生物変移説を歪めていたのである。 

 

 

ピエトロ・コルシ教授（オックスフォード大学） 

テルアビブ大学にて 

（2009年 6月 8日） 

 

テルアビブの会議の冒頭で、オックスフォード大学で科学史を研究されているイタ

リア人のピエトロ・コルシ（Pietro Corsi, 1948-）教授は、ラマルクの人生について次の

ような考えを発表していた。 
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「一般に、ラマルクは悲劇の主人公のように語られています。しかし、彼の心の中は

最後まで澄み切っていたと確信しています。貧しかったかもしれませんが、惨めでは

なかったはずです。なぜならば、彼は政治的な動きに関わることなく、飽くまでも自

らの求める学問を最後まで追い求めたからです」 

 

ラマルクの心の中にまで入った考察と当時の社会の深い分析は、これまでの風説が根

拠の薄いものであることを示すと同時にわたしの見方を変えるに十分な力を持ってい

た。そして、ラマルクの姿に科学史家としてのご自身を重ねたのか、皮肉を込めてこ

う付け加えた。 

 

「科学史家は科学者も歴史家も満足させることができません。その上、家族を満足さ

せることもできないのです。われわれは、ただマニアックに仕事を続けるしかありま

せん」 

 

コルシ教授はパリ大学で研究していたこともあり、フランスから参加されている研

究者とともに親しく言葉を交わす機会に恵まれた。この他にも思いも掛けない出会い

があったが、そのお一人が MITのエヴリン・フォックス・ケラー（Evelyn Fox Keller, 

1936-）教授である。もう 30 年も前になることに驚いているが、バーバラ・マクリン

トック（Barbara McClintock, 1902-1992）博士の伝記 A Feeling for the Organism: The Life 

and Work of Barbara McClintock（W.H. Freeman, 1983）（『動く遺伝子―トウモロコシとノ

ーベル賞』晶文社、1987）を興味深く読んだことがある。わたしにとってはその著者

になる方である。マクリントック博士は女性研究者が珍しい時代に苦労しながら研究

を続け、1983 年にトランスポゾンの発見によりノーベル賞を受賞している。詳しい内

容は覚えていないが、特に若い時には決して恵まれているとは言えない研究環境の中

で研究を進めている姿をケラー教授が共感をもって描いていたのが印象に残っている。

その話をすると素晴らしい笑顔をされ、「彼女がノーベル賞を貰う 3か月前に本が出た

のよ」とのこと。ケラー教授の発表を聴いて感動したのは、言葉に力があり、表現や

論理が透き通っていて年齢を全く感じさせないことである。日本ではほとんど見かけ

ない透徹した思考を目撃することは、気分を高揚させる効果があった。その後、パリ

で再会する機会が巡ってきたが、ラマルクが齎してくれた幸運と言ってよいだろう。 
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エヴリン・フォック・ケラー教授（MIT） 

ヴァン・リー・エルサレム研究所にて 

（2009年 6月 9日） 

 

先日、パリ 5区にある植物園（Jardin des Plantes de Paris）を訪れた。リンネ通りに続

くジョフロワ・サンティレール（Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 1772-1844）通り、ビュ

フォン通り、キュビエ通り、セーヌ川に面したサン・ベルナール河岸通り（Quai 

Saint-Bernard）に囲まれた敷地にあるフランス人彫刻家レオン・ファジェル（Léon Fagel, 

1851-1913）の手になるラマルク像を見るためである。サン・ベルナール側から入ると、

ヴァリュベール広場（Place Valhubert）の正面にその像は現れた（最初の写真）。台座

には「進化学説の創始者へ捧ぐ」と刻まれ、穏やかに思索しているようなその表情に

苦悩の色はなく、恬淡とした心の内まで窺えるような姿をしていた。そして、台座の

後ろにはすでに視力を失ったように見えるラマルクと娘のアメナイド・コルネリー

（Aménaïde Cornélie）のレリーフ像があり、その下に冒頭のエピグラフが静かに添え

られていた。 
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ラマルクと娘のレリーフ像 

（レオン・ファジェル、1908） 

（2013年 10月 17日） 

 

（2013年 11 月 3日） 

 

 

 


