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パリから見えるこの世界 

Un regard de Paris sur ce monde 

 

第 67回 パウル・カンメラーとウィリアム・サマリン、あるいは科学を歪めるもの 

 

矢倉英隆 

 

「我々は過去の奴隷ではなく、未来の主人である」 

 ――パウル・カンメラー 

 

 2009年にイスラエルで開かれたラマルク（Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829）の『動

物哲学』出版 200 年を記念した会議に出席し、多くのものを得たことはこれまで何

度か触れている（247 巻 11 号、248 巻 2 号、260 巻 2 号）。わたしにとっての処女地

を歩み始めたばかりの時期だったことが、すべてを新鮮で刺激的なものにしていた

のではないだろうか。その会でもう一つの興味をそそられる名前を耳にすることに

なった。20 世紀初頭に獲得形質の遺伝を研究し、悲劇的な最期を遂げたウィーンの

生物学者パウル・カンメラー（Paul Kammerer, 1880-1926）である。パリに戻って手

に入れたスコット・ギルバート（Scott Gilbert）博士とデイヴィッド・イーペル（David 

Epel）博士による Ecological Developmental Biology（Sinauer Associates, 2009）でその

概略を知った。先日、その本でも紹介されているアーサー・ケストラー（Arthur Koestler, 

1905-1983）による The Case of the Midwife Toad（Random House, 1971）のフランス語

版をリブレリーで見つけた。日本では『サンバガエルの謎――獲得形質は遺伝する

か』（岩波現代文庫、2002）としてすでに出版されている。この科学者のエピソード

を知ってすぐに思い出したのが、同時代で経験したウィリアム・サマリン（William 

Summerlin, 1938- ）という研究者の事件であった。科学哲学は現場の科学にとって何

の役にも立たないという見方があり、多くの科学者もそう感じているかもしれない。

その一方で、少なくともアーキビストとしての役割は果たせるのではないかという

意見もある。つまり、科学の世界で起こったことを記録に残し、必要に応じてそれ

を蘇らせ、考察を加えるという役割である。今回は、この二人の科学者から見えて

くる科学に影響を与えるものとしてのイデオロギーと研究環境について考えてみた

い。 

 

 20 世紀初頭には獲得形質の遺伝という古くからある考えがまだ生きていた。知識
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階層の中にも受け入れる人がおり、ラマルクの母国であるフランスではその傾向が

強かった。この世界に生きている間に環境から受けた影響や内的な意志なども含め

て次世代に引き継がれるという考えは、親から受け継がれるものは変更不能な物質

（遺伝子）だけであるとする考えよりは未来に向けての力が内包されているようで、

魅力的に見えたのかもしれない。ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）が唱えた

パンゲン説ではジェミュールという体細胞由来の粒子による遺伝が想定され、まさ

にラマルクを思わせる獲得形質の遺伝と言ってもよいものであった（243 巻 10 号）。

突然変異と自然選択によるダーウィン的な考え方とラマルク的な見方が対立する中、

カンメラーが登場した。両生類の飼育に長けていたというカンメラーは主にサンシ

ョウウオとカエルを使った実験により、ラマルキズムを後押しするような結果を出

したが、そこに疑義が差し挟まれることになった。 

 

 

パウル・カンメラー 

 

 カンメラーのサンショウウオの実験は、次のようなものであった。ヨーロッパに

は 2 種類のサンショウウオがいる。一つは、寒いアルプスの高地に生息する黒色の

サンショウウオ（Salamandra atra）で、一般的に母親に似た 2匹の幼体を産む。もう

一方は、黒色に黄色の斑点を持つサンショウウオ（Salamandra maculosa）で、低地

に住み、鰓を持つ数十もの幼体を産む。こちらは半年ほど水中で留まる。この二つ

のサンショウウオを使い、環境が子孫に与える影響を次のような仮説の下に検討し
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た。もし、前者を暖かく湿気のある環境に慣れさせると、後者のように発生の早い

段階の幼体を産むようになり、代を重ねる毎に鰓を持つ多くの幼体が生まれるので

はないか。反対に、後者を寒く乾燥した環境で飼育すると、幼体を産み落とすまで

の時間が延びてその数も減り、さらに代を重ねると、鰓がほとんど見られない数匹

の幼体が生まれるようになるのではないか、というものであった。そして、その通

りの結果を得たのである。 

 

そこからさらに、問題のサンバガエル（Alytes）の実験に進む。ほとんどすべての

カエルは春に水中で交尾する。オスはメスにその前足でしっかりと抱きつき、メス

が卵を放出するまで、時には数週間もの間その状態を維持する。そのため、オスの

前肢には滑り止めとして婚姻瘤（Brunftschwielen / nuptial pad）と呼ばれる固い突起状

のものを生じる。これに対して、サンバガエルだけは陸上で交尾し、メスの皮膚が

乾燥しているため婚姻瘤がない。卵を後肢の周りに巻き付けて孵化するのを待たな

ければならない。サンバガエルと呼ばれる所以である。ここで、カンメラーはサン

バガエルを水中に移して交尾させ、そこで生き残った卵を成体にまで育て、それを

何代か繰り返すという実験を行った。そうすると、そこで育ったカエルは水中で交

尾するようになるだけではなく、オスの前肢には婚姻瘤ができていたというのだ。

元々、アウグスト・ヴァイスマン（August Weismann, 1834-1914）やメンデル（Gregor 

Johann Mendel, 1822-1884）の考えに魅せられていたカンメラーは、最初から獲得形

質の遺伝を証明するという意図の下に研究を始めたわけではなかったが、その傾向

を示唆する結果を得て深入りして行ったようである。「水の記憶」のジャック・バン

ヴェニスト（Jacques Benveniste, 1935-2004）博士のエピソードを想起させる（245巻

2号）。 

 

 この報告が出された当初から、いろいろな議論が展開されていたことはネーチャ

ー誌のレターズ欄に記録されている。その中で終始批判の手を緩めなかったのは、

イギリスの遺伝学者で「遺伝学」（genetics）という言葉を造ったウイリアム・ベイト

ソン（William Bateson, 1861-1926）である。1910年に教科書を書いている時すでに、

環境の変化が遺伝子に影響を与えるという報告に疑いの目を向けていたが、その中

にカンメラーの実験が入っていた。1919 年 7 月 3 日号では、自ら確かめるためにカ

ンメラーにサンバガエルの借用を求めたがごまかされ、その年の秋にウィーンの研

究所を訪ねた時に実際に見たが信じるに足るものではなかったこと、また新しい論

文の写真も質が悪く婚姻瘤ができているとされる位置にも問題があることなどが指
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摘されている。さらに、ウィーンにある唯一の証拠となるサンバガエルがケンブリ

ッジで展示された際にも、自然に見られるような婚姻瘤は確認できず、やはり位置

に問題があるとして、明快な結果が示されるまではカンメラーの主張を受け入れる

わけにはいかないと結論した（1923年 6月 2日号）。これに対してカンメラーも直ち

に反論しているが、彼の立場を積極的に立て直すものとはなっていない（1923 年 8

月 18日号）。 

 

 そして運命の 1926 年 8月 7日号には、この問題の最終的な結論とも言える 2人の

意見が発表された。一人はアメリカ自然史博物館のグラドウィン・ノーブル（Gladwyn 

Kingsley Noble, 1894-1940）で、もう一人はカンメラーが 22歳から研究していたウィ

ーン実験生物学研究所の所長ハンス・プシブラム（Hans Leo Przibram, 1874-1944）で

あった。いずれも、残された唯一の材料を見る限りカンメラーの主張を支持できな

いだけではなく、組織内にインクのような黒色の人工色素の沈着が見られたことを

指摘している。プシブラムは、カンメラーがこの所見に非常に驚き、誰かが自分を

陥れるために注射したのかもしれないという手紙を送ってきたことを記している。

この発表から僅かしか経っていない 1926 年 9 月 23 日、カンメラーはリボルバーで

自らの頭を撃ち抜いた。46年の人生であった。 

 

 

アントワーヌ・デステュ・ド・トラシー 

 

獲得形質の遺伝という現象は、人間にとって重要なイデオロギーとしての意味を

持つものであった。遺伝子がすべてを決めるのではなく、人間が生きている過程で
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環境から得たものも次世代に伝承できるとすれば、未来に向けての希望を生むこと

になるだろう。エピグラフにあるカンメラーの言葉がそのことを物語っている。そ

の意識が強かったため、科学的な証拠を得ることへの執念のようなものも強くなっ

たのだろうか。同様に、遺伝子がすべてを決めるという考えは差別主義に導く危険

性を秘めている。イデオロギーという言葉はフランス革命時代の政治家で哲学者で

もあったアントワーヌ・デステュ・ド・トラシー（Antoine Destutt de Tracy, 1754-1836）

が 18世紀の終わりに使ったもので、元々は、感覚によって捉えられる現実の知では

なく、観念（イデア）による体系を意味する中立的なものであった。しかし、後に

独善的、排他的な意味合いが加わり、ネガティブに使われることが多くなったよう

で、現在でもその傾向が残っている。カンメラーの時代のロシアでは正統の遺伝学

が栄え、1929 年にレニングラードで開かれた全ロシア遺伝学会に招かれた西側の学

者はそのことを目撃していた。しかし同時に、亡くなった翌月にはロシアで研究室

を持つことになっていたと言われるカンメラーを西欧の遺伝学の殉教者として描い

ているプロパガンダ映画『サラマンダー』を観、西欧の遺伝学をブルジョアの学問

として排斥しようとする動きが始まっていたことも察知している。その後、遺伝子

には意味がなく環境がすべてであるというイデオロギーの下、政治勢力と結び付い

たルイセンコ（Trofim Lysenko, 1898-1976）が科学と科学者を圧殺した歴史がある（248

巻 2号）。この負の歴史が、環境の影響に関する研究に影を落としたのではないかと

いう指摘もある。 

 

カンメラーの話を読んだ時、大学院時代にサイエンス誌（1973 年 9 月 7 日号）で

読んだ同様の事件が浮かんできた。今回、45 年ぶりにその懐かしい記事をネットで

探してみた。そこには、移植の隘路を解決するかもしれない技術がニューヨークの

スローン・ケタリング記念癌研究所で開発されたという懐かしいニュースが確かに

あった。当時はその 5 年後に同じ研究所で 5 年の研究生活を送ることになろうとは

想像だにしていなかった。その研究所で移植免疫のチーフだったウィリアム・サマ

リン博士は、移植する皮膚を前もって培養するだけで同種移植の生着率が増すとい

うことを見つけたというのだ。そんな単純な方法で組織適合性の壁を破ることがで

きるのかと驚いた記憶があるが、その翌年にはこの研究には不正があるという詳細

な記事が出た（1974 年 5 月 10 日号、6 月 14 日号）。「サマリン事件」などと呼ばれ

ることになる出来事である。 

 

その記事によると、1960 年代中頃、サマリン博士はサンアントニオの火傷・外傷
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ユニットで働いている時、皮膚移植に組織培養を持ち込むことに興味を持ったとい

う。その後、スタンフォード大学皮膚科に移り、ヒトの皮膚を数週間培養すると、

拒絶なしに同種移植が可能になることを見つけたと学会で発表している。臨床を進

める前に基礎的な研究が必要になると考え、当時ミネソタ大学にいた免疫学者のロ

バート・グッド（Robert Good, 1922-2003）博士の研究室に加わり、グッド博士がニ

ューヨークのスローン・ケタリング記念癌研究所長になったのを機に、1973 年には

彼も一緒にニューヨークに移った。そして、その年の 3 月には、マウスの皮膚を 1

週間から 10日培養すると遺伝的に不適合のマウスにも移植可能になるという報告を

している。このようなそれまでの法則を覆すような研究成果が出た時、研究の将来

性を期待する声が上がる一方、本当にそうなのかという疑問の目を向ける研究者が

いるのが普通で、再現性を調べる人が出て来る。カンメラーの場合もそうであった

が、パラダイムが変わるような発見の場合、疑義がすぐに出されることが多い。 

 

 

スローン・ケタリング記念がんセンター 

モーティマー・B・ズッカーマン研究センター 

当時の建物はなくなっている 

（2011年 6月 20日） 

 

この問題に興味を示す人の中に、有力な研究者がいた。スローン・ケタリング研

究所のアドバイザリー・ボード・メンバーで、科学に関する興味深いエッセイも残
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しているピーター・メダワー卿（Sir Peter Medawar, 1915-1987）である。博士は、移

植免疫と免疫寛容の研究でフランク・マクファーレン・バーネット卿（Sir Frank 

Macfarlane Burnet, 1899 -1985）とともに 1960 年のノーベル賞を受賞したこの分野の

御意見番である。早速、イギリスの彼の実験室で追試をしたが、再現できなかった

という。サマリン博士はそれを技術的な問題として退けた。しかし、メダワー卿は

翌 1974年 3月にボード・ミーティングのためにニューヨークを訪れた際、白いマウ

スに黒の皮膚片が生着しているのを見るまでは信じられないと伝えたという。これ

がサマリン博士に大きなプレッシャーを与えたのかもしれない。その後、移植され

たマウスを上司のグッド博士に見せる前に、移植片の生着を強調するためにフェル

トペンで着色したのである。それは実験助手にすぐに見つけられ、その日の内に副

所長のロイド・オールド（Lloyd Old, 1933-2011）博士、そしてグッド所長まで伝わ

り大問題に発展した。後に、サマリン博士は異常なストレスの下にいたと述懐して

いる。実験を再現しなければならないというプレッシャーだけではなく、研究室と

臨床のチーフとしての責任の重さに精神的にも肉体的にも参っていたようである。

当時彼は 35歳の若さであったことを考えれば、もう少し余裕の持てる立場にいれば、

このようなことは起こらなかったかもしれない。 

 

 現代においては、サマリン事件に見るように、イデオロギーよりは研究環境が科

学者に大きな影響を与えることが多いものと想像される。一義的には、科学者の野

心や名誉欲、それから研究成果の大きさが齎す一種の熱狂のような科学者の内面の

問題もあるが、より広く研究成果の評価という科学者を取り巻く状況とも密接に関

係しており、それらが絡み合って理性を押し退ける形で表に現れるのではないだろ

うか。同質の問題はニールス・イェルネ（Niels Jerne, 1911-1994）博士のイディオタ

イプ・ネットワーク仮説が検証される過程でも見られたことは、すでに触れている

（242巻 6, 7号）。 

 

サマリン事件からすでに 40年以上が経過しているが、このような出来事は後を絶

たない。この間に研究環境を取り巻く状況は厳しさを増し、成果を挙げなければな

らないというプレッシャーも増大しているものと想像される。一つには、研究評価

の尺度を現在の量的なものから質的なものへシフトするということも考えられるが、

短期的にはかなり難しそうである。研究不正の問題を戦争と同列には論じられない

だろうが、戦争がなくならない理由には、悲惨な経験から教訓を得た人間がいなく

なり、新しい人間が初めての状況に直面した時、人間の奥に潜む本能的な部分を抑
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えることが難しくなることがあるように感じている。それに対するには、やはり教

育が重要になるだろう。その際に注意すべきは、倫理の本質を抜きにして、技術的

な処理の洗練という方向に流れがちになることである。技術は心に入り難い。疑似

体験を可能にするような試みも重要かもしれない。問題の本質はあくまでも人間の

持つ性質にあり、技術の議論に入る前に、自らも含めた人間の奥にあるものを凝視

できる目を養わなければならない。それは科学ではなく、哲学や歴史の領域になる

だろう。科学の外からの視点が求められるのである。いかなる領域においても、倫

理の問題を扱う時に重要になるのはこの認識ではないだろうか。 

 

（2018 年 3月 11日） 


