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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 79 回 CRISPR-Cas、あるいは「獲得形質の遺伝」を再考する 

 

矢倉英隆 

 

「個体の一生の間に組織の中で獲得し、痕跡を残し、変化したすべてのものはその世代 

によって保存され、その変化を経験した個体に由来する新しい個体に伝えられる」 

 ――ジャン・バティスト・ラマルク 

 

 2009年はダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）の『種の起源』出版 150周年と

生誕 200年だけではなく、ラマルク（Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829）の『動物哲学』

（Philosophie zoologique, 1809）出版 200年を記念する年で、世界中でこの二人に関す

るシンポジウムが開催された。わたしはケンブリッジ大学で開かれた Darwin 2009 と、

テルアビブ大学とエルサレム・ヘブライ大学が共催したラマルクに関するシンポジウ

ムに参加した（247 巻 11 号、248 巻 2 号）。言うまでもなく、ダーウィンはランダム

な変化が自然選択されるという方向性のない過程を重視したが、ラマルクは個体の生

存にとって有利になる臓器の使用という一つの方向性を持った過程が進化のモータ

ーとなり、しかもそれが遺伝すると考えた。いずれも環境に適応して進化するという

点では一致していたが、ダーウィンの場合には予め変異した個体があり、環境は生存

に有利な個体を選択するという篩の役割を担っているのに過ぎないのに対し、ラマル

クは環境が生存に適した個体を生み出す過程に直接関与すると考えたのである。歴史

的には逆になるが、これは抗体の多様性を説明するために提出された二つの考え方の

違いを想起させる。すなわち、抗原が抗体の形（多様性）を作る過程に鋳型として直

接関与すると説く、敢えて言えばラマルク的な指令説と、抗原はあくまでもすでに出

来上がっている多様な抗体から一つを選ぶだけであるとする、ダーウィン説そのもの

と言ってもよいクローン選択説との対比である。 

 

ラマルク説の背後には、臓器を適切に使うことにより完璧な姿に向けて進化すると

いう生得の性質が生物には具わっているとする思想があった。方向性を持った進歩の

思想と言ってもよいものだろう。まず環境があり、そこでの生存に有利になるように

個体の習慣が変化し、それが最終的には形に現れるというものである。ダーウィンの
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場合のように、環境に適した形質を持つ個体が選ばれてその子孫が増えていくのとは

異なり、集団の中で環境に適応するように変化した個体の頻度をゆっくり増やしてい

くことになる。しかし、個体の生存中に獲得した形質（習慣の変化が齎したもの）が

遺伝するメカニズムが明らかにされなかったため、ラマルクは生存中から異端の扱い

を受けてきた。その流れを決定的にしたのが、アウグスト・ヴァイスマン（August 

Weismann, 1834-1914）によるネズミの尾の切断実験であった。すでに触れたように

（248巻 2号）、尾の切断がラマルクの言う生物にとって有利になるような適応行動に

当たるのかという疑問はあるが、当時の人々を説得するには十分な結果であった。さ

らに、ラマルク思想の虜になったパウル・カンメラー（Paul Kammerer, 1880-1926）（265

巻 2号）やルイセンコ（Trofim Lysenko, 1898-1976）（248巻 2号）などがラマルク説

の評判を益々落とすことになった。しかし最近、エピジェネティクスなどを含め、ラ

マルク的な遺伝様式に再び注目が集まっている。前回、細菌や古細菌（アーキア）に

存在する CRISPR（ clustered regularly interspaced short palindromic repeat） -Cas

（CRISPR-associated）システムについて触れ、免疫の本質や認識という機能をどのよ

うに捉えるべきなのかについての私見を紹介した（269 巻 2 号）。また、CRISPR-Cas

の作用を見ると「獲得形質の遺伝」を想起させる特徴を持っているため、CRISPR-Cas

はラマルク的遺伝様式に匹敵するという主張が出されている。今回は、この問題を中

心に改めて考えを巡らせてみたい。 

 

 
ユージン・クーニン博士 

パリ大学でのセミナーにて 

（2011 年 10 月 20 日） 
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 2010年 6月、パスツール研究所で “Viruses of Microbes”（微生物のウイルス）と題

するシンポジウムがあった。そこで自らの主張を体全体で表し、積極的に議論を吹っ

掛ける研究者を見かけた。日本ではほぼ皆無と思われるが、こちらの会では少なくと

も一人はいる貴重なタイプで、強い印象を残した。それから 1年ほどして同じ研究者

によるセミナーがパリ大学であることを知り、参加した。その研究者は、米国医学図

書館、国立生物工学情報センターのユージン・クーニン（Eugene Koonin, 1956- ）博

士である。モスクワの大学で生物学の教育を受けた後、1991年から現在の場所で研究

をされている脂の乗り切ったという感じの研究者で、『偶然性の論理： 生物進化の性

質と起源』（The Logic of Chance: The Nature and Origin of Biological Evolution, FT Press, 

2011）という理論的で、哲学的な香りのする大著を刊行されたばかりであった。始ま

る前にお話をさせていただいたが、相手の話を誠実に聞き、自分のすべてを動員して

答えるというタイプの人間であることが分かった。そして、研究の発表になるとそれ

がさらに強調され、体から脳髄がはみ出しているのではないかと思えるくらいの思考

が体の動きに現れていた。まさに、研究のためだけに存在しているような方とお見受

けした。そのセミナーにより、CRISPR-Cas がわたしにとっても身近なものになった

のである。 

 

 CRISPR-Cas は、リピートと呼ばれる同一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 遺伝子座と、

CRISPR 領域近傍に位置する cas 遺伝子によって構成される。その作用は三段階に分

けられる。第一段階は適応（スペーサー獲得）の過程で、侵入してきたウイルスなど

の DNA を Cas タンパクが切断し、その小断片を細菌のゲノム内に組み込む。第二段

階は CRISPR RNA（crRNA）の成熟過程で、CRISPR 遺伝子の長い転写産物（pre-crRNA）

が短い RNA（crRNA）にプロセスされる。そして第三段階は干渉過程で、Cas タンパ

クと複合体を作る crRNAがガイドとなり、新たに侵入してきたウイルス DNAを認識

し、切断する。ここで注目すべき点は、第一段階で見られる環境にある要素（ウイル

ス DNA）がゲノムに組み込まれ、それが次世代に伝わる可能性があることで、ラマ

ルクには分からなかった獲得形質の遺伝のメカニズムがそこに示されているように

見える。クーニン博士は、CRISPR-Cas をラマルク的遺伝の典型例であると主張して

いる。ラマルクの理論によれば、環境に対する生体の反応として形成される習慣によ

って臓器が使われたり、逆に使われなかったりすることになり、その結果、生体の部

分の形態や性質に変化が見えるようになる。そして、それは遺伝するというものであ

った。つまり、この理論には環境から習慣の変化、そして形態や性質の変化へと向か
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う因果関係の流れがあり、現代流に言えば、環境が最終的に遺伝子の変化を誘導する

ことにより進化が起こると捉えていた。 

 

 それでは、CRISPR-Cas はクーニン博士が唱えるようにラマルク型の遺伝様式に当

て嵌まるのであろうか。環境因子によって宿主のゲノムに変化が生じ、その結果起き

る性質の変化は、原因となった環境因子に対する適応反応であることがラマルク理論

の条件だとすれば、CRISPR-Cas はその条件を満たしているように見える。博士はさ

らに、ラマルク的遺伝は CRISPR-Cas に止まらず、例えば、細菌などの進化のモータ

ーとなっている遺伝子の水平伝播（HGT：horizontal gene transfer）、あるいはストレス

によって誘導される遺伝子変異などの少なくとも一部はラマルク様の遺伝様式と考

えてよいとしている。さらに、動物の生殖細胞に存在する小分子 RNA である piRNA

（piwi-interacting RNA）も典型的なラマルク型システムと考えている。トランスポゾ

ンはゲノムの中を動き回り、正常な遺伝子に突然変異を誘導することで病的状態を生

み出すなど、ゲノムの安定性を乱す要因となっているが、piRNAは生殖細胞のトラン

スポゾンの発現を抑制するだけではなく、抑制したトランスポゾンの情報を記憶して

次世代に伝える能力を具えているからである。 

 

 

晩年のジャン・バティスト・ラマルク 

Le progrès médical （1929） 

 

しかし、CRISPR-Cas をラマルク的であるとする見方に反論する研究者もいる。例

えば、ラマルク的と言うためには、獲得形質の遺伝だけでは不十分で、ダーウィンの
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進化論から排除されている明確な「目的に向けた」獲得形質の遺伝がなければならず、

CRISPR-Cas はこの基準には当て嵌まらないとする批判がある。そして、CRISPR-Cas

をラマルク的と呼ぶことに概念的な価値はなく、ラマルク的と言えるのはむしろ

CRISPR-Cas をゲノム編集に使う人間の行いではないかと真面目に論じる人もいるよ

うである。また、2009 年のイスラエルでのラマルク・シンポジウムのオーガナイザー

で、遺伝子を介さない遺伝の存在を主張しているテルアビブ大学エヴァ・ヤブロンカ

（Eva Jablonka, 1952- ）教授によれば、現代においても「ラマルク」の名前を聞くだ

けで条件反射のように拒否反応を示す科学者が少なくないという。いずれにせよ、ク

ーニン博士の指摘は、ラマルクの遺伝をどのように考えるべきなのかという点につい

ての理解を深めることに繋がっているように見え、まさにラマルクがやったように仮

説や理論やモデルを提起することの意味を我々に教えてくれる展開である。仮説の意

義についてはいろいろな議論がある。勿論、仮説が正しいに越したことはないが、そ

の意義を仮説の正否に求めるのではなく、それがどれだけ現象の理解に寄与したのか、

その分野にどれだけ多くの影響を与えたのかに重点を置くべきではないかという主

張もある。仮説が出されることにより、立ち止まって一つの現象について考え直す機

会が訪れ、それにより議論が誘発される可能性も出てくる。それこそが科学という営

みが持つ特徴であり、価値ではないかというのである。その主張の中には、科学が持

つエクスクルーシブ（排他的）な態度に対して再考を迫るものがあるのではないだろ

うか。いずれにせよ、これらの流れを見ると、かつて「ラマルクの亡霊」などと呼ば

れたものが地に足を着けて歩き出しているような印象がある。 

 

 ラマルクは生物と無機物との間の底知れない溝に気付き、何が生物足らしめている

のかについて考えを巡らすようになった。その結果、外部の制約の下に物質が自己組

織化されるだけではなく、自らの成長に特有の条件を自らが生み出す能力が生物には

具わっていると考えた。そこには、組織、組織に含まれる液性の要素（血液、リンパ、

組織液など）、そしてその液体を動かすように刺激する原因という三要素があり、体

液の運動が生物を特徴付けるとしたのである。この中の体液については、後にクロー

ド・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）が « milieu intérieur »（内部環境）と命

名することになるものである。ラマルクは生物には単純なものから複雑なものに向か

う性質が具わっているとし、それを « force vital »（生命力）という言葉でも表現して

いる。そのため、生気論と同一視されることもあるが、彼の考えは生気論者が好む抽

象的で神秘的な概念ではなく、あくまでも生物内で起こる物理的な組織化の結果を示

すものとして使っている。結局のところ、彼は生物の科学として« biologie »（生物学）
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を興した機械論的思考の持ち主だったのである。 

 

 前回と今回、CRISPR-Cas が科学的な問題を超え、哲学的なテーマを考える上でも

重要な材料を提供してくれることを見てきた。このシステムには免疫の枠を超えた機

能が具わり、例えば、DNA 修復、細菌の集団行動、病原性の修飾、プログラムされ

た細胞死などに関与するという報告や、CRISPR-Cas が細菌の敵に当たるバクテリオ

ファージにも存在して細菌の免疫システムに対抗しているという報告が出されてい

る。免疫以外の機能、あるいは細菌とウイルスの進化の軍拡競争の全貌が分かるまで

には時間がかかりそうである。また、CRISPR-Cas は細菌の 40％、古細菌の 90％に見

られると言われているが、このシステムを持たない細菌の防御はどうなっているのか

という疑問も湧いてくる。その細菌が持つ制限酵素による制限修飾システムだけで十

分なのか、あるいは BREX（bacteriophage exclusion）のような他の防御システムが存

在するのだろうか。興味が尽きない問題が依然横たわっている。 

 

 

パスカル・コサール著 『これからの微生物学』 

（みすず書房、2019 年 3 月刊行） 

 

先月、わたしが翻訳に関わったパスツール研究所パスカル・コサール（Pascale Cossart, 

1948- ）教授による『これからの微生物学――マイクロバイオータからCRISPR
ク リ ス パ ー

へ――』
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がみすず書房から刊行された。わたしにとっては、昨年刊行したフィリップ・クリル

スキー著『免疫の科学論――偶然性と複雑性のゲーム――』に続く二つ目の試みであ

る。この間、翻訳という作業の難しさを痛感すると同時に、フランス文化の一つの側

面を日本語にすることに意味を見出すようになるというアンビバレントな精神状態

の中にいた。今回の本には、地球上のあらゆるところに存在して、他の生物にとって

有害なこともするが、それ以上に有益なことに関わっている微生物の驚きの生態とそ

の論理が記録されている。生命現象について観想する際の材料がふんだんに埋もれて

いると言ってもよいだろう。是非お手に取っていただき、思いがけない発見の時をお

楽しみいただければ幸いである。 

 

（2019年 4月 8日） 

 


