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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  

 

第第 2244 回回  後後世世ははララママルルククのの復復讐讐ををししたたののかか、、そそししてて初初めめててののイイススララエエルル  

  

矢矢倉倉英英隆隆  

 

「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」 

――ウィルヘルム・ヨハンセン 

 

  前回、ラマルク（Jean-Baptiste de Lamarck, 1744-1829）と進化について触れた。そ

の後，ラマルクの思想はどのような運命を辿ったのだろうか。今回はその歴史を簡単

に振り返ってみたい。ラマルクの後、ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）が1859

年に『種の起源』を発表。その中で、変異と自然選択による進化理論を提唱した。す

なわち、今では遺伝子レベルで起こることが明らかになっている変異が先に存在し、

ある自然環境の中で生存と繁殖に適した個体が選択されるとする理論である。遺伝の

理論を求めていたダーウィンは、シリーズ第11回で取り上げたように、『栽培化植物

および家畜化動物の変異』（1868）の中でパンゲン説を発表する。それは、体細胞の

変化も遺伝に関わることが想定される点でラマルク的な説であった。実は、この3 年

前の1865 年にモラビアの修道僧メンデル（Gregor Johann Mendel, 1822-1884）が地元の

学会で、またその翌年には論文で研究成果を発表していた。後にメンデルの法則と呼

ばれることになる成果である。この中で、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

であると提唱した。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

には言及していない。因みに、アカデミー・フランセーズ会員だった血液学者ジャン・

ベルナール（Jean Bernard, 1907-2006）博士は、1859年から1865年までの6 年をどのよ

うな戦争や革命よりも人類の運命を変えたとして、« Les Six Glorieuses »（栄光の6年）

と呼んでいる。1859年に『種の起源』が出版され、1861年にはパスツール（Louis Pasteur, 

1822-1895）が自然発生説を否定して微生物学を確立。1865年にはメンデルが遺伝の法

則を発見し、同年クロード・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）が 『実験医学序
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説』（Introduction à lʼétude de la médecine expérimentale）を書いて近代生理学を創った

からである。 

 

 その後、アウグスト・ヴァイスマン（August Weismann, 1834-1914）は生殖細胞と体

細胞を分け、両者の関係は前者から後者に向かう一方向のもので、その逆はないとす

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

与するという考えだけではなく、ダーウィンのパンゲン説をも否定するものであった。

さらに、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

の遺伝を否定した。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あるが、ラマルクの影響が残って

いたフランスの科学者を除き、同時代の科学者たちを説得することになる。そして 

1900年、発表から35 年の眠りについていたメンデルの理論は、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）により独立に再発見される。コレンスが初めて「メンデル

の法則」と呼んだ研究成果の再発見が、遺伝学を一つの学問として飛躍させる契機と

なった。 

 

 20世紀に入り、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）が遺伝子型と表現型の識別を唱え、1909年にはメンデルの因子を「遺伝子」

と呼んだ。その後、トーマス・ハント・モーガン（Thomas Hunt Morgan, 1866-1945）が

ショウジョウバエを使った実験から遺伝子は染色体に存在することを唱え、1933年に

はノーベル賞を受賞する。1930年代から40年代にかけて、ダーウィンとメンデルの理 

論の統合である現代の進化統合理論（modern evolutionary synthesis）、あるいはネオダ

ーウィニズムと呼ばれる研究が行われる。シリーズ 第10回で最後まで活力を保ったセ

ンテナリアンとして取り上げたエルンスト・マイヤー（Ernst Mayr, 1904-2005）は、遺

伝子による遺伝をハード・インヘリタンス（hard inheritance）、ラマルク的な遺伝をソ

フト・インヘリタンス（soft inheritance）と名付けたが、進化統合理論はソフト・イ ン

ヘリタンスを改めて否定する性質のものであった。 

 

 この研究には錚々たる科学者が参加している。「現代の統合」（modern synthesis）

の名を与えたジュリアン・ハクスリー（Sir Julian Huxley, 1887-1975）、集団遺伝学を

築き、現代の統合において中心的な役割を担ったロナルド・フィッシャー（Sir Ronald 
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Fisher, 1890-1962）、イギリスの共産党員だったがルイセンコ（Trofim Lysenko, 

1898-1976）事件を知りそこから離れた行動の人 J・B・S・ホールデン（John Burdon 

Sanderson Haldane, 1892-1964）、エルンスト・マイヤーとやはりシリーズ第10回で取り

上げたシーウォル・ライト（Sewall Wright, 1889-1988）、「生物学においては、進化に

照らすことなくして何ものも意味をなさない」の言葉で有名なウクライナ出身のアメ

リカ人進化生物学者テオドシウス・ドブジャンスキー（Theodosius Dobzhansky, 

1900-1975）、古生物学者ジョージ・ゲイロード・ シンプソン（George Gaylord Simpson, 

1902-1984）、植物学者ジョージ・レドヤード・ステビンズ（George Ledyard Stebbins, Jr., 

1906-2000）などで、アメリカ人はいずれも国家科学賞を受賞している。そして、1953

年には遺伝を担うDNAの構造がワトソン（James Watson, 1928-）とクリッ ク（Francis 

Crick, 1916-2004）により明らかにされる。その時、これで遺伝の問題、生命に残され

た問題はないと豪語されたが、その背景には遺伝子がすべてを決めているという遺伝

子決定論（genetic determinism）があった。しかし、それはこの問題の始まりにしか過

ぎなかった。同様のことが、その50年後の2003 年、ヒトゲノム計画によりヒトの全ゲ

ノムが解読された時にも起こった。これで遺伝の問題はすべて解決されると言われた

が、これも新たな劇の幕開けにしか過ぎなかったのである。 

 

 70年代まで、可塑性に富むソフト・インヘリタンスはほとんど注目を集めることは

なかった。いろいろな理由が考えられるのだろうが、その一つに日本にも影響を及ぼ

したルイセンコ事件が影を落としていた可能性がある。1934年、ルイセンコは低温処

理によって春まき小麦が秋まきに，秋まき小麦が春まきに変わること（春化）を発表。

それは、環境因子が形質の変化を引き起こし、その獲得形質が遺伝するという学説（ミ

チューリン農法・ヤロビ農法）であった。遺伝子ではなく環境で生物は変わるとする

この思想がスターリン政権の政策に合致。ルイセンコは絶大な力を持つようになり、

メンデルの遺伝学に基づく優れた研究を進めていたニコライ・ヴァヴィロフ（Nikolaï 

Vavilov, 1887-1943）らのデータはおろか、人間そのものを粛清することになる。そこ

では科学が求める実験結果の妥当性ではなく、弁証法的唯物論に叶うかどうかが問題

にされたのである。西側科学者の危惧表明にも拘らず何の変化も見られないことから、 

共産主義者であったジャック・モノー（Jacques Monod, 1910-1976）もそこから離れた。

われわれと同時代でもソフト・インヘリタンスを主張して大きな論争を巻き起こした

人物にオーストラリアの免疫学者テッド・スティール（Edward Steele）がいる。その

思想は自著 Lamarckʼs Signature（Perseus Books, 1998）に纏められているが、中心から

は完全に排除されているかに見える。   
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 しかし、遺伝の原因が特定のDNA 断片を指す所謂遺伝子だけではないことを示す結

果が蓄積する中、多くの遺伝子とその産物のネットワークという複雑なメカニズムを

基にした議論とともに、DNAのメチル化やクロマチンの構造変化などによるエピジェ

ネティックス、さらに細胞、個体などを取り巻く環境をも考慮に入れる新しい思想が 

出現している。また、DNAの安定性やその複製の忠実さなども本来的なものではなく、

いずれも精緻なメカニズムにより維持されていることが明らかになってきた。遺伝子

という部分が抱えた問題はそれを取り巻く全体の中で解決されているという視点が生

まれることになったのである。20世紀初頭のヨハンセンの冒頭の言葉は、DNAの特定

の配列を取り巻く調節因子などを含めた環境が表現型の決定には重要であることを見

通していたように映る。20世紀末から21世紀にかけての流れを省みる時、ラマルクの

思想が2世紀という時を超え、形を変えて蘇っているように見える。娘のアメナイド・

コルネリー（Aménaïde Cornélie）が願ったように、後世は父親の復讐をしているのだ

ろうか。 

 

 

マリオン・ラム博士（中央左）とエヴァ・ヤブロンカ教授 

ケンブリッジ大学で開かれた Darwin 2009 にて 

（2009年7月8日） 

 

 ところで、ラマルクの会はテルアビブ大学のエヴァ・ヤブロンカ（Eva Jablonka, 1952-）

教授らによってオーガナイズされた。彼女はソフト・インヘリタンスの重要性を説い

ているが、イギリスのマリオン・ラム（Marion Lamb）博士との統合的なお仕事である

『4次元の進化』（Evolution in Four Dimensions, MIT Press, 2005）では、遺伝子に因ら
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ない多様な進化が論じられている。タイトルにある4次元とは、1次元が遺伝子レベル

で、残りの3次元は細胞レベル、行動レベル、そして人間が新たな現実を把握すること

を可能にした言語と記号レベルでの進化を指している。異なる機能を持つ細胞には遺

伝子ではなく、エピジェネティックな違いがある。その違いはそれぞれの細胞が発生 

という歴史の過程で身に付けたもので、その特徴は娘の代にも受け継がれる。遺伝子

によるかっちりした決定論ではなく、その他の因子が関与するより柔らかな形質の伝

承がそこにはある。遺伝子決定論が今でも大きな力を持っている中、貴重な思想と言

えるだろう。先日、来年5月にはこの本の第2 版が出るとの連絡が入ったところである。  

ヤブロンカ教授同様、共同研究者のラム博士も普段は穏やかなのだが、一旦発表を始

めると強い個と信が表れ、凄みさえ加わる。お話を伺ったところ、ロンドン大学でシ

ョウジョウバエの遺伝学を研究した後、数年前に退職。今は生物学の理論的な研究を

自宅と図書館でしているという。わたしとほぼ完全に重なる日常のようである。ひょ

っとすると、このような歩みは研究者の自然な歩みなのかも知れない。この会では

“independent scholar”（独立研究者）として発表されていた。独立精神こそ研究者の

原点になければならないとするならば、今出回っているどんな名称よりも輝いて見え

る。ラマルクの会の僅かひと月後，ケンブリッジ大学で開かれたダーウィンの生誕200 

年と『種の起源』出版150 年を記念した催し“Darwin 2009”で、マリオンさんとエヴ

ァさんのお二人に再会することになった。その時、マリオンさんからいただいた言葉

が今も心に響いている。 

 

― “Welcome to Europe!”― 

 

その意味するところが時とともに深みを増しているように感じられるこの頃である。 

 

 ラマルクへの旅の最後に、強烈な印象を残した初めてのイスラエルについて触れて

みたい。会議はテルアビブで開会し、後半は会場をエルサレムに移したが、その時の

第一印象は忘れ難いものがある。茶色の制服を着た若い男女の兵士が闊歩し、その手

には機関銃がある。彼らがバスに客として乗り込み、銃をすぐ横に置いて座る。最初

は強い抵抗感を覚えたが、翌日には消えている。実に、感覚の慣れは恐ろしい。世界

で最も多くの外国人を受け入れている国の一つになるが、エルサレムの街を行き交う

多様な人の波を見ていると、この町はその住人にとっても外国なのではないかという

思いが湧く。日本人がぬくぬくとした家の中で内輪の話に明け暮れているのとは対照

的で、常に緊張とストレスの中にいるように見える。それを敢えて形容すれば、人間
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の内と外がひっくり返り、内なる粘膜が外に剝き出しになった状態に見える。現実が

その粘膜にヒリヒリと迫っている国。国を守るためにはいつでも兵士になるという年

配の研究者がいる国である。そんな中、生活の糊代が広いとでも言うべき場面にも遭

遇した。町でタクシーに乗っていると途中でお客さんが同乗してくることがあり、自

らも乗り込む方に回ったこともある。それから20席くらいのミニバスでは、小銭がな

い乗客はまず座席に座り、徐に前の人にお金を手渡してドライバーに届ける。お釣り 

がある時はドライバーから同じように音もなく乗客に戻る。社会の硬直化が進み、糊

代がどんどん失われている世界から見ると、可塑性に富むその眺めは不思議と心落ち

着くものであった。 

 

 

エルサレム旧市街の西壁 

（2009 年6 月11 日） 

 

 この旅では、わたしのブログの愛読者というパリのユダヤ人から同時進行でお勧め

コースの案内が送られてきた。絶対に欠かせないという中の一つに、エルサレム旧市

街にある西壁が入っていた。猥雑で迷路のような旧市街の道を進むとセキュリティ・

チェックがあり、そこを過ぎると広場が目に入った。その途端、気持ちが一気に広が

ってくるのがわかった。早速西壁に向けて歩き始めると、帽子を被るように、との声

が聞こえる。よく見ると入口のところに厚手の紙をホッチキスで留めただけのキッパ

が置かれている。すぐに落ちそうだがなかなか落ちないキッパとともに再び壁に向か

った。ホテルを出る前に聞いた、願いを紙に書いて壁の間に入れるといつか必ず叶う
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という言葉を思い出し、灼熱の太陽に全身を晒していると、広場で緩んだ心がどんど

ん開いていくのがわかった。映像で観ている時には他人事だったが、その場に立つと

思いも掛けない変化が起こる。その時、この身の奥から自然に聞こえてきた言葉をそ

の場に置かれてあった机の上で紙に写し取り、びっしりと詰まった壁の隙間に押し込

んだ。あれから4年、ホテルで聞いた言葉の真偽は未だ確かめられていない。 

 

（2013年 12月 8日） 

 

 

 


