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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 78 回 CRISPR-Cas、あるいは免疫系と神経系を結ぶもの 

 

矢倉英隆 

 

「元始、神経系は免疫系だった !?」 

 

 2014 年 7 月、レマン湖の噴水が見たくなりスイスに向かった。その時、パラケルス

ス（Paracelsus, 1493/4-1541）生誕の地アインジーデルンを訪れたことは以前に触れた

（267巻 2号）。実はアインジーデルンに向かう車内で、それまでわたしの頭の中で別々

のところにあったものが一つになるという興味深い経験をした。それは認識の最小単

位をどこに見るのかというミニマル・コグニション（minimal cognition）の問題に関わ

るものである。我々人間は、認識力、美的鑑賞力、思考力、記憶力などの多彩な能力

を持っており、他の生物より優れた能力が具わっていると考える人が多い。これらの

能力を発揮するためには、脳あるいはそれに相当する神経系の存在が不可欠だとされ、

神経系の起源を探る時には我々の神経系を構成する構造と機能を参照して進められた。

ニューロン様構造や神経の電気生理現象が進化のどの段階で初めて確認されるのかと

いう考え方である。同様の問題は免疫系の研究においても見られ、我々の免疫系が持

っている構造や機能を基にその起源を求めるのが普通であった。例えば、獲得免疫の

存在は T細胞や B 細胞が持つ多様な抗原受容体、あるいは抗原受容体遺伝子の再構成

という分子機構の存在を指標に検索するという態度がそれである。このようなやり方

の背後には、意識的か無意識的かは別にして、基準は我々が示すのだという人間中心

主義的な、あるいはエクスクルーシブ（排他的）な視点が透けて見える。しかし最近、

それとは異なるインクルーシブ（包括的）な見方も出現している。今回は、ミニマル・

コグニションについての私説を紹介しながら、認識と免疫という生命にとって根源的

な問題についての思索を展開してみたい。 

 

 パリの院生時代、この世界に身を晒す生活をしながらも免疫という現象の本質は何

なのかという問題をどこかに抱えていた。研究者時代に曲がりなりにも免疫学という

領域に身を置いていたことがそうさせたことは間違いない。それは、自分のやってき

たことを振り返るというごく自然の流れであった。ところで、本質とは何を言うのだ



医学のあゆみ（2019.4.13）269 (2): 179-183, 2019 
 

2 
 

ろうか。普段何気なく使っている言葉の意味に敏感になったのは哲学に入ってからだ

が、この言葉は非常に大きな意味を持っているので、いろいろな人がいろいろな表現

で定義しているものと想像される。免疫について解析する場合、少なくとも二つのや

り方があるだろう。一つは、最もよく研究されてきたヒトやマウスなどの免疫現象に

ついて分析するもので、もう一つは系統樹を辿り、それぞれの種の免疫現象を解析し、

それを総合するやり方である。本質の形而上学的な定義も可能なのだろうが、わたし

は後者のやり方を採りながら、免疫現象を示す生物界のすべてのメンバーに共通する

最小の単位を便宜的に本質と考えて解析を進めることにした。そうすることにより、

例えばヒトなどの極めて複雑な免疫システムを持つ生物を対象にした時には見難くな

っているものが見えてくるのではないかと考えたからである。 

 

 

夏のレマン湖 

（2014年 7月 16日） 

 

 実はそれ以前に、細菌にも免疫を担うメカニズムがあるという話を耳にしていた。

リピートと呼ばれる配列とスペーサーと呼ばれるウイルス（バクテリオファージ）や

プラスミドと同様の配列が交互に並ぶ CRISPR（clustered regularly interspaced short 

palindromic repeat）遺伝子座と CRISPR 領域近傍に位置する cas（CRISPR-associated）

遺伝子によって構成される CRISPR-Cas である。最初にこの話を聞いた時、それはメ

タファーだろうと考えていた。自分のイメージしていた免疫が細菌にあるはずがない

という人間中心的な思考に強く影響されていたことが分かる。しかし、CRISPR-Cas の

作用と、その領域の研究者が何の躊躇いもなく免疫システムと呼んでいるのを知るに
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及び、わたしの考えは変わっていった。この視点から進化の系統樹を見渡すと、ほと

んどすべての生物種に免疫と言ってよいメカニズムが具わっていることが明らかにな

る。この観察から得た教訓は、あるシステムを定義するときに重要になるのは、構造

（解剖学）ではなく機能（生理学）であるということであった。勿論、これには与し

ないという立場もあるだろうが、わたしはその教訓を受け入れることになった。そし

て、細菌の免疫システムを分析することにより、暫定的に定義した本質に繋がる可能

性がある免疫の最小単位が明らかになるのではないかと考えるようになった。 

 

 CRISPR-Cas の作用機序は次の三段階に分けられる。第一段階は適応とかスペーサー

の獲得と呼ばれ、侵入してきたウイルスの DNAを Cas タンパクが切断し、その小断片

をゲノムの中に組み込む。第二段階では、CRISPR 遺伝子が長い転写産物（pre-crRNA）

に転写された後、さらに短い RNA（crRNA）にプロセスされる。この crRNAはこれま

でに侵入したウイルス由来の配列を含んでいる。そして、干渉と呼ばれる第三段階で

は、crRNA が Cas タンパクと複合体を作り、新たに侵入してきたウイルス DNA を認

識し、配列特異的に切断する。これらの段階を見ると、ヒトやマウスの免疫反応と極

めて似ている。すなわち、第一段階は抗原の認識と免疫学的な記憶の形成に当たり、

第二・第三段階は一度免疫された動物が同じ抗原に対して起こす免疫反応に相当して

いる。それは構造上の類似ではなく、あくまでも機能的な同一性である。細菌の免疫

反応を構成する要素を要約すると、外界の情報を認識し、その情報を統合し、統合さ

れた情報に則って反応し、その経験を記憶することである。これらの機能的な四要素

は種を超えて生物界に普遍的に認められ、冒頭で暫定的に定義した免疫の本質として

もよいだろう。そして、それは同時に神経系が示す機能的な要素と完全に重なるので

ある。ここでも注意すべきは、その構造ではなく機能についての言及だという点であ

る。 

 

話がここに至った時、ミニマル・コグニションという問題が議論されていることに

気付くことになった。これまでにいろいろな基準が提出されているが、最も厳格なの

は人間中心主義的な色合いが濃い、脳とニューロン、あるいはニューロンが示す電気

生理的な活動がなければコグニションがあるとは言えないというものである。あるい

は、細菌の走化性のように運動性がなければならないとする立場がある一方、遺伝子

の制御ネットワークなどの運動性のないものも含めるとする考え方もあり、どの基準

を用いるべきなのかのコンセンサスがない状態である。細菌には神経系はない。しか

し、記憶を伴う神経様の機能を担う免疫システムは存在する。生物の生存にとって神
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経様機能が必須であるとすれば、CRISPR-Cas を認識の最小単位として捉えることがで

きるのではないか。そう考えるようになったのである。 

 

 

ヴェーデンスヴィルに向かう車内の案内 

チューリッヒ中央駅にて 

（2014年 7月 18日） 

 

その日、わたしはアインジーデルンを訪問するため、ジュネーヴからチューリッヒ

に向かう車内にいた。景色を楽しみながら、時にトマス・ネーゲル（Thomas Nagel, 

1937- ）の『こころと宇宙』（Mind and Cosmos, Oxford University Press, 2012）を読んで

いた。この本の副題が「なぜ唯物論的なネオダーウィニズムによる自然観がほぼ確実

に間違っているのか」となっているように、現代生物学のパラダイムを批判するもの

で、以前に目的論を取り上げた時にも触れたことがある（251 巻 2 号）。批判の主なも

のとして、次のようなことが挙げられている。第一に、ランダムな物理化学的過程だ

けで自己複製する生命が出現した確率はどの程度なのか。第二に、たとえ生命が出現

したとしても、遺伝子変異と自然選択によって現在地球上に見られる生物が出現する

のに十分な時間はあったのか。第三に、137 億年の宇宙の歴史の中で、こころの出現は

最近の出来事である。一見こころがないように見える宇宙が物理学によって理解でき

たとしても、主観的なこころの世界を物理学と化学によって説明できるのか。そして

第四に、もし心身問題が物理学と化学によって解決されないならば、同じ原理をもっ

と大きな問題に適用することには慎重でなければならない、というものである。その

上でネーゲルは、こころ（意識）の問題がネオダーウィニズムの枠内に収まるための

４条件を提示している。その第一は、少なくとも進化の後期には、意識が生物の生存
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と繁殖に重要な役割を担っていること。第二は、意識の特徴は遺伝的に伝搬されるこ

と。第三は、自然選択の対象となる遺伝的変異は、少なくともある時点以降は心的で

あると同時に物理的変異であること。そして彼が最も重要だとした第四の条件は、こ

れらのメカニズムは進化のより早い時期にその可能性を示すものとして表れているこ

とである。 

 

この４条件を読んだ時、CRISPR-Cas のことを思い出したのである。それまで全く別

のところにあったものが繋がったとも言える。そして、CRISPR-Cas を神経様の機能を

担うものと捉えるとネーゲルが主張する４条件を満たし、彼のネオダーウィニズム批

判に応えることができるのではないかと考えた。その時わたしは、チューリッヒ中央

駅でヴェーデンスヴィルに向かう車内で出発を待っていた。2014 年 7 月 18 日午前 11

時 6 分であった。ひょっとするとこれは面白い仮説になるのではないかと思い撮った

のが、上の写真である。ただ、この考えを論文にしようという気には全くならなかっ

た。天空に遊ぶ身にとって、再び狭い専門領域に入ることに抵抗があったからだろう。

その後、自らが主宰するサイファイ・カフェ SHE（東京、札幌、パリ）や大学でのセ

ミナーなどでこの考えを発表して参加者とともに考えるということはやっていた。そ

の中で、刺激的であるとか興味深いというコメントの他に、どうもよく分からない、

そこまで言えるのかという感想も出ていた。そこでやっと、専門家に問うてみてはど

うかという考えが浮かんできたのである。 

 

昨年、10 年以上遠ざかっていた論文を書くという作業に取り掛かった。最初はどう

書いてよいのか戸惑っただけではなく、どんな雑誌に送ればよいのかも見当が付かな

かった。模索した結果、ミニマル・コグニションについての論文が出ているものが見

つかり、そこにチャレンジすることにした。論文を書きながら感じていたことは、こ

のように内発的な動機で自らの考えを問うという過程には自由があり、理想的なやり

方ではないかということであった。その地点から、論文を書くことが仕事であり義務

であった生活者としての研究者の時代を振り返ると、まさに天と地の差がある。研究

とは、期限を切ってやるべきものではないのではないか。論文とは、書くべきものが

現れた時、書きたい時に書くものではないのか。そんな考えも浮かんできた。いずれ

にせよ、レフリーの的確なコメントもあり、わたしの仮説は受理されることになった１）。

驚いたことに、「こと」はそれだけでは終わらなかった。その雑誌がわたしの論文につ

いてのコメントを掲載し２）、それについての意見も併せて取り上げてくれたのである３）。

これまで天空に留まり独我論的な世界に遊んでいたが、時に地上に降りて意見を交換
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することの重要性を感じることとなった。これから天空と地上を抵抗なく行き来でき

る新たな回路が生まれたと言うこともできるだろう。 

 

 この過程で感じていたもう一つのことがある。それは、今回の内容は科学者の時代

には考えもしなかっただろうということである。科学の世界で明らかにされているこ

とを探るため、時に科学の生々しい現場を覗くことがある。そこに溢れる膨大な事実

の断面を目の当たりにすると、その外に思考を向ける余裕など持てないまま、次々に

新しい事実に追われることが容易に想像できるからである。しかし、科学が消えた世

界に身を置いていると、科学の外にも目が向くようになり、科学の中にいる時には見

えなかったものが見えるようになる。その状態で動き出すのが、意識の第三層を動員

した形而上学的な思考と言ってもよいものである。そして、科学による証明はできな

いが、論理の繋がりだけを頼りに、その繋がりに矛盾がないように努めた結果現れた

思想の塊の中にも真理はあるのではないかと考えられるようになる。科学は真理を探

る際の邪魔になることがあるのではないかと感じるのは、そんな時である。 

 

 

ENS カヴァイエス・センターでのセミナー 

左端はジュゼッペ・ロンゴ教授、右から 2人目はカルロス・ソネンシャイン教授 

（2019年 2月 14日） 

 

先日、エコール・ノルマル・シュペリウール（ENS）でのセミナーに招かれた。マ

スター時代によく足を運んだ馴染みのところである。今回取り上げたことも含めて免

疫と認識についてこれまでに考えてきたことを中心に 1時間ほど話した後、1時間のデ
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ィスカッションがあった。哲学では普通の流れである。現役の科学者を対象にする時

には、科学以外の領域にどれだけ感受性があるのか分からないという前提で話をする

が、この日は科学の歴史と哲学について研究しているセンターだったのでいつもより

大胆に話を進めることができた。その中で、自分の考えと重なることや全く考えてい

なかったことなど多様な意見や助言を聞くことができたが、特に印象に残ったのは、

もっと歴史化（historicization）の試みを深めてもよいのではないかという若手からのコ

メントであった。この言葉はドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒト（Bertolt Brecht, 

1898-1956）が、演劇に関わる者は歴史の異なる時点における価値や行動や意見の違い

を意識しなければならない、あるいはいま起こっていることを歴史の中の出来事とし

て見る視点を持たなければならないというような意味で使ったようである。歴史化を

どう生かしていくのかについてはまだ見えていないが、それはわたしが言うところの

科学の「形而上学化」（metaphysicalization）とも呼応するように見え、現在の歩みをさ

らに徹底するようにと促されたように感じた。「知のレピュブリック」（République des 

Savoirs）を標語としているセンターに相応しい昂揚感を久し振りに味わう時間となっ

た。 

 

最後に、今回のエピグラフについて一言。これは言うまでもなく、日本のフェミニ

スト運動の始まりにいる平塚らいてう（1886-1971）の『青鞜』の言葉をもじったもの

だが、そのままでは神経系は免疫系と同一であるとか、神経系は免疫系に由来するな

どと解釈される可能性がある。この本意は、細菌における神経様機能を免疫系が担っ

ているのではないかという考えを表現するものであり、免疫系を普遍的な認知システ

ムとして見直し、生体機能におけるその地位をアップグレードしてはどうかという提

案を含むものでもある。この点についてはもう少しエラボレイトする必要があるが、

それが終わったと感じた時には再び天空から地上に降りることがあるかもしれない。 
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（2019年 3月 8日） 


