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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 82回 エドワード・O・ウィルソン、あるいは生物界における利他主義 

 

矢倉英隆 

 

「哲学は知の統合において決定的な役割を果たすもので、我々を何世紀にも亘る 

思想の力や連続性に目覚めさせ続けるのです」 

――エドワード・O・ウィルソン 

 

 わたしがエドワード・オズボーン・ウィルソン（Edward Osborne Wilson, 1929- ）と

いう科学者を知ったのは、2009 年に Consilience: The Unity of Knowledge（Vintage Books, 

1999）（『知の挑戦―科学的知性と文化的知性の統合』、角川書店、2002）という本と

出合った時のことである。コンシリエンスとは、19 世紀イギリスの科学者にして哲学

者のウィリアム・ヒューウェル（William Whewell, 1794-1866）が知の統合を表す言葉

として造ったものである（243 巻 10 号）。哲学に入って 2 年目だったわたしは、我々

の生命、我々の存在自体が歴史的存在である以上、何かを理解しようとする時、歴史

に還るしかないと考えていた。そして、そこで重要になるのが哲学的視点であること

も認識していた。それは科学をやっている時には欠落していた思考であり、実はその

ことに気付いたことが哲学に入る大きな理由でもあった。この考えは、大学で科学の

歴史を学び、科学という営みを俯瞰する視点を得るにつれ、信念に近いものになりつ

つあった。その時、C・P・スノー（Charles Percy Snow, 1905-1980）の The Two Cultures 

and the Scientific Revolution（Cambridge University Press, 1959）（『二つの文化 と科学革

命』、みすず書房、1999）（244 巻 6 号）に繋がる仕事とも言える Consilience という本

が主張することとわたしの考えが強く共振し、大きな刻印を残したのである。 

 

 ウィルソン博士は 6月 10日のお生まれなので 90歳になったばかりであるが活力は

衰えておらず、挑発的な思想を発表し続けている。このシリーズでも取り上げた高齢

まで活力を失わなかったエルンスト・マイヤー（Ernst Mayr, 1904-2005）、シーウォル・

ライト（Sewall Wright, 1889-1988）、リータ・レーヴィ・モンタルチーニ（Rita 

Levi-Montalcini, 1909-2012）、マイケル・ハイデルバーガー （Michael Heidelberger, 1888

–1991）、ゾルタン・オヴァリー（Zoltan Ovary, 1907-2005）（以上、243 巻 6 号）、クリ
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スチャン・ド・ デューブ（Christian de Duve, 1917-2013）（248 巻 10 号）といった科

学者、そしてマルセル・コンシュ（Marcel Conche, 1922- ）（263 巻 2 号）、ハンス・ゲ

オルク・ガダマー（Hans-Georg Gadamer, 1900-2002）（265 巻 10 号）などの哲学者の

姿が浮かんでくる。エルンスト・マイヤー博士が最後の本を出したのは亡くなる前年

の 100 歳だったことを考えると特に驚くには当たらないが、ウィルソン博士は最近

Genesis: The Deep Origin of Societies（Liveright Publishing Corporation, 2019）という社会

性の起源に迫った新著を発表している。社会性を支えているのは利他的な行動である。

利他主義という言葉は、このシリーズではお馴染みのオーギュスト・コント（Auguste 

Comte, 1798-1857）が深く愛した若きクロチルド・ド・ヴォー（Clotilde de Vaux, 

1815-1846）を失った際、新たに自身の哲学と宗教（人類教）の基礎に据えるものと

して造ったものである（258 巻 11 号）。 

 

 

エドワード・オズボーン・ウィルソン博士 

Ⓒ Jim Harrison（PLoS） 

 

 子供時代、故郷アラバマ州のすべてのアリを分類するという野心を持っていたウィ

ルソン博士は、18 世紀スウェーデンの博物学者カール・フォン・リンネ（Carl von Linné, 

1707-1778）の世界にいた。それから進化論に目を開かされ、リンネの静的な世界が

流動する生物の世界に変化して行ったという。アラバマ大学からハーバード大学の博

士課程に進み、1955 年に博士号を取得。以来、1996 年に退職するまで同大学で研究
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を行い、現在も続けている。この間、アリの社会性、特に、自己犠牲的行動やフェロ

モンによる個体間の情報交換メカニズムの解明、あるいは社会生物学の提唱など、

数々の業績を挙げてきた。これまでに書いた本も多く、現在 32 冊目に取り掛かって

いるという。その半分は 70 歳を超えてからのものなので、この 20 年はほぼ 1 年に 1

冊のペースで書いていることになる。子供時代に釣りの事故で右目を失明し、青年時

代には難聴が始まったという博士だが、そのエネルギーには驚かされる。 

 

この中で 1975年に発表した Sociobiology: The New Synthesis（Harvard University Press, 

1975）（『社会生物学』合本版、新思索社、1999）は、当時明らかになりつつあった各

種生物の社会行動についての成果を纏めた統合理論であった。ご本人の言によれば、

ダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）がすでに考えていたことについて、新しい集

団遺伝学、動物行動学、進化理論という生物学と社会科学を統合して人間の社会的行

動、延いては人間の本性を明らかにしようとした研究である。人文・社会科学で扱う

人間の社会的行動は、生物学によって説明可能であるという主張も垣間見える。称賛

が待っていると思ったところ、社会生物学の中に遺伝子決定論や人種差別、さらには

優生学に導く危険性を見た人たちから激しい批判が巻き起こった。当時は、ベトナム

戦争、公民権運動、経済的不平等などが渦巻く政治の時代でもあった。批判の中心に

いたのは大学の同僚でもあった進化生物学者スティーヴン・ジェイ・グールド（Stephen 

Jay Gould, 1941-2002）、リチャード・C・ルウォンティン（Richard C. Lewontin, 1929- ）

（243 巻 10 号）などである。ウィルソン博士の反論は、彼らの批判は事実を歪めて党

派を作って個人を中傷するもので、社会生物学が内包する危険性として、ヒト以外の

生物で明らかになった「そうある」という事実から、人間は「そうあるべき」という

倫理に無批判に移行してはならないと本の中で指摘しているというものであった。 

 

しかし、巻き起こった批判は激しく、家族に危害が及ぶのではないかと危惧したほ

どであったという。例えば、ハーバード大学で講演をしようとした時、建物に群衆が

押しかけたため警官に守られて裏口から入ったり、アメリカ科学振興協会（AAAS）

での講演では、抗議する人たちによって演壇が占拠され、ピッチャーの氷水を浴びせ

られたりしたこともあったという。さらに、ハーバード・スクエアでは「人種差別主

義者ウィルソン」の解雇を大学に要求するデモもあったが、この嵐は 1976 年にジミ

ー・カーター（Jimmy Carter, 1924- ）大統領からアメリカ国家科学賞を受賞して一応

の収束を見たようである。1978 年にはより広い読者に向けて社会生物学を語った On 

Human Nature（Harvard University Press, 1978）（『人間の本性について』、筑摩書房、1997）
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がピューリッツァー賞を受賞。これも助けになったのだろうか。次第に社会生物学の

主張が理解されるようになっていった。 

 

ここで、利他的な行動が伴う生物の社会性について見ておきたい。シロアリやハチ

のように集団を作り、その中に女王や働きアリのような階層を伴う社会生活をしてい

る昆虫のことを社会性昆虫と呼ぶ。集団には子孫を作らないが子守や巣作りなどで女

王を助ける階層（働きアリ、働きハチなど）がある。このような社会性昆虫の在り方

は真社会性（eusociality）と言われるが、ウィルソン博士による定義は、不妊の階層

があること、複数の世代が同居していること、そして共同して幼い個体の保育が行わ

れることとなっている。しかし、子孫を作らない働きアリのような利他的な階層の存

在をどのように説明するのだろうか。そこでその遺伝形質は途絶えると想定されるか

らである。この問題はダーウィンをも悩ませていたが、彼が出した答えは現在の群選

択（group selection）に当たるものであった。この理論は、個体の犠牲が競合する集団

に対する優位性を自身が属する集団に齎すのであれば、個体が早死にしたり、生殖を

減少させたりすることがあり、その形質（遺伝子）は変異と選択により集団内に拡散

していくというものである。 

 

 

ラブレー広場の公園 

トゥールにて  

（2018年 7 月 24 日） 

 

1950年代に入り、イギリスの生物学者 J・B・S・ホールデン（J.B.S. Haldane, 1892-1964）

は、次のような思考実験を行った。溺れている人を見つけた時、自分が水に飛び込み
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溺れる確率が 10％だとする。その人が赤の他人の場合、10％の危険を冒す価値がある

かを考えるだろう。しかし、溺れている人が自分の遺伝子の半分を共有しているかも

しれない兄弟姉妹だとしたら、危険を冒す価値があると考えるのではないか。これは

個体ではなく遺伝子の存続に注目した考え方になる。ホールデンは血縁選択（kin 

selection）を利他的行動の進化の原動力として認識していたことが分かる。さらに 1964

年、イギリスの進化生物学者ウィリアム・ドナルド・ハミルトン（William Donald 

Hamilton, 1936-2000）は、個体にとって不利であっても集団の類縁者に有利であれば

その形質は選択されるという血縁選択が真社会性の要因であるという仮説を提唱し、

それを数式化した。ハミルトンの法則と呼ばれるものである。この説は進化生物学の

中で有力な考え方になり、ウィルソン博士もその引き立てに一役買ったこともあった

が、次第に疑問を持つようになる。そして最近、数学者との共同研究で、ハミルトン

の法則は結果の予測ができないこと、実証的な検討ができないことなどから誤りであ

るとの結論に達する。複雑な社会の発生が血縁による選択では説明できないという感

触があったようである。つまり、最初に遺伝子を共有する類縁者が集まって集団を作

るのではなく、遺伝子に関係なく個体が集まり、それが利他的な特徴を持っていたこ

とが進化の過程で有利に働いたのではないかという考えである。群選択に解を見出し

たのである。 

 

社会性や共同行動は細菌にも見られる。同種の菌の生息密度を感知して、それに応

じて物質の産生をコントロールする細菌間のコミュニケーションシステムとして、ク

オラムセンシングがある。病原菌はその密度が宿主の反応を阻止するのに十分な時に

だけ、病原性因子を産生して感染を引き起こす。つまり、細菌は単独ではなく、あた

かも多細胞生物の一部であるかのように群れを成して行動することにより、感染を確

実なものにしているのである。また最近の研究によると、ウイルスにも社会性や利他

的と考えられる行動があることが明らかにされている。バクテリオファージ（ファー

ジ）が標的の細菌に感染すると、僅か 6 アミノ酸から成るペプチド（arbitrium）を放

出して他のファージに標的の状態を知らせる。感染していない細菌がなくなればウイ

ルスは生き延びることができないので、適切なタイミングで細菌のゲノムの中に身を

隠し溶原化する。これまでは受け身の状態にいると思われていたウイルスだが、実は

相互に情報交換して自己決定していることになる。しかも、その情報は類縁のファー

ジ間でなければ交換されない可能性や、細菌のクオラムセンシングで使われている物

質をファージが自身の攻撃のために利用しているかもしれないという。驚くべきこと

である。また、ウイルスの利他的行動に関する報告もある。細菌を最初に攻撃するフ
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ァージは自らが犠牲になり、細菌の免疫系である CRISPR-Cas システムを破壊するタ

ンパクを産生して他のファージに道を譲る。家畜や人間に感染する水胞性口炎ウイル

ス（VSV）も宿主の免疫を抑制する際、グループの利益を優先しているように見える

ことがあるという。このような流れから、ウイルスの集団としての行動を研究する「社

会ウイルス学」（sociovirology）という新たな領域も提唱されている。 

 

 
La Pensée （思索） 

ギュスターヴ・ミシェル（Gustave Michel, 1851-1924） 

ソルボンヌにて 

 （2009 年 3 月 30 日） 

 

『免疫の科学論』（拙訳、みすず書房、2018）の著者フィリップ・クリルスキー

（Philippe Kourilsky, 1942- ）博士は、その著 Le Temps de l’altruisme（Odile Jacob, 2009）

（『利他主義のとき』）の中で、利他主義と親切心との違いを次のように強調している

（241 巻 10 号）。親切心は個人の善意に委ねられるため、他者に対してそれが行使さ

れることもあれば、されないこともある。しかし、利他主義は個人の義務として捉え

るべきで、それによって初めて、社会が安定的に維持できるのではないかというので

ある。人間社会における行動規範を考える上で重要な視点になるだろう。ただ、この

ような規範を考える上で注意しなければならないのは、生物界で起こっていることを

哲学的検討なしに無批判に我々の社会に適用しようとすることである。進化の関連で

見れば、ハーバート・スペンサー（Herbert Spencer, 1820-1903）がダーウィンの理論
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を「適者生存」という言葉に纏め、それを社会に適用しようとした社会進化論の例が

ある。そこから「弱肉強食」や「淘汰」という言葉も現れ、社会問題の理解や解決に

も影響を及ぼすようになり現在に至っている。また、「プログラムされた細胞死」と

いう現象がある。それは一つの細胞が全体のために死ぬことを運命付けられていると

解釈することもでき、その場合は利他的行為にも見える。この現象は多細胞生物だけ

ではなく細菌にも及び、広く生物界に見られることが明らかになってきた。これらの

生物現象を社会における人間の在り方を議論する際の論拠として利用されることが

ないとは言えない。社会生物学を巡って展開された論争には政治思想の影響を見るこ

ともできるが、生物で観察された現象を安易に人間社会に当て嵌めることの危険性に

ついては常に警戒を要するだろう。 

 

 ウィルソン博士は最近のインタビューで死について問われ、ダーウィンが家族に向

けて書いたように、少なくとも死ぬことは恐れていないと答えている。さらに、人生

を物語として見ており、そこに人生の意味があると考えているようである。もしそう

であるならば、人生に意味を与えるということは、どのような物語を語ることができ

るのかに掛かってくる。そしてその第一歩は、自らの人生をじっくり振り返ることか

ら始めることでなければならないだろう。ここでも歴史と哲学の視点が欠かせないの

である。 

 

（2019 年 7 月 10 日） 

 

 

 


