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１． 地質年代
冥王代 40億年前

太古代 25億年前

原生代 ヴェンド紀 5億4千年前

顕生代 古生代 カンブリア紀 4億9000万年前

オルドビス紀 4億4000万年前

シルル紀 4億1000万年前

デボン紀 3億6000万年前

石炭紀 2億9000万年前

ペルム紀 2億5000万年前

中生代 三畳紀 2億年前

ジュラ紀 1億4500万年前

白亜紀 6550万年前

新生代 古第三紀 曉新世 5580万年前

始新世 3390万年前

漸進世 2303万年前

新第三紀 中新世 533万年前

鮮新世 181万年前

第四紀 更新世 1万年前

完新世 現在



多細胞生物系統図
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生物の誕生
タンパク質： アミノ酸の重合によってできる。比較的簡単に自然合成される。熱水噴出

孔（メタンや硫化水素があり、熱エネルギーが多い） で生じたとされる。

アミノ酸重合 → オリゴペプチド安定化 → ポリペプチド → 立体構造タンパク質

ここから太古代に生物が誕生した。

生物： ふつうの生物は、DNA （デオキシリボ核酸） による 「自己複製機能」 がある。ま

た、生物は個体を維持する 「代謝機能」 をもつ。ここから、「DNAが先かタンパク

質が先か」 という 「鶏か卵か」 という議論が生じた。（次ページ参照）

単細胞の原核生物： 38億年前以降、細胞核をもたない生物が進化していく。

原核生物： 古細菌 （アーキア） と真性細菌 （ユウバクテリ；ふつうの細菌） に分かれる。

真核生物： 真性細菌の1つにシアノバクテリアがある。原核生物との共生によって、ゾ

ウリムシのような単細胞の原生生物と多細胞生物が生じた。

シアノバクテリア： 27億年前、光合成の能力により、酸素を大気中に放出した。8 億

年前には、現在とほぼ同じ酸素量になった。（炭酸ガス濃度380ppm） 6～8 億年

前頃に、全球凍結が起きた。そして多細胞生物が発生した。5億7000年前には、

多種多様な生物が出現している。（エデｲアカラ生物群） その後,多くが超大陸 （

ヌーナ）の出現によって絶滅した。大絶滅は５回起きている （オルドビス紀末、デ

ボン紀、ペルム紀末、三畳紀末、白亜紀末）。



自己複製機能と代謝機能

カップリング説： 遺伝系とタンパク質系は別々にでき、どこかでカップリングしたのだ。

RNAワールド仮説： ウｵルター・ギルバート （1986）

RNAは、遺伝情報をもつことができ、それ自体が酵素になり （自分を触媒として）自

分を倍化することができる。DNAはこれができない。

この仮説の弱点は、「RNAはどうやってつくられたか」 を説明できないところにある。

GADV仮説： 池原健二（2005）

タンパク質ワールド仮説の一種である。グリシン（G）、アラニン（A）、アスパラギン（D）

バニン（V）がランダムに結合して、GADVタンパク質ができた。このタンパク質が触媒

となって化学反応が起こった。GADVアミノ酸は擬似複製の能力があるとする。さらに、

細胞膜もGADVタンパク質によってできるとみなす。

これらの仮説の検証は難しい。実験はできるが、再現実験がほとんど不可能なのである。

今の世界は生物に満ち溢れ、アミノ酸などの有機物は何らかの生物体に取り込まれてしま

って、新しい生命が進化する暇ができないのである。
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古細菌・真核生物・真正細菌
生物の３つの進化系統：

古細菌 （例えば、高熱菌のメタン菌； 細胞膜はエステル脂質）

真核生物 （例えば、人； 細胞膜はエステル脂質）

真正細菌 （細胞膜はエーテル脂質）

ダーウィン流の進化論では、生物は分岐し、種はあまり交叉しないとされる。現在の生物

なら、ほとんどそのとおりである。

初期の原核生物の場合は、遺伝子の水平伝播と呼ばれる転移 （または遺伝子が入り乱

れて互いに交換されること） の現象が、古細菌と真正細菌と真核生物とに分岐する過程

で、頻繁に起きてきたようだ。

ウイルスの起源はこのような移転因子であったろうとされる。ウイルスは、生物のDNA断

片やRNA断片が独立したものだというのが現在の通説である。

レトロウイルス （逆転写酵素をもつ一本鎖RNAウイルス） も、もともとはレトロトランスポ

ゾンのような可動遺伝因子が生物から独立したものと考えられる。

癌ウイルスもレトロウイルスである。 初に生物体から独立したウイルスが体内・体外を

移動するうちに、宿主の原ガン遺伝子を取り込んで、癌ウイルスになったのではないかと

いうという説が有力である。 7



原核生物から真核生物へ
共生説： リン・マーギュリス

原核生物の硬い細胞に別の細胞が入り込み、新しい細胞 （真核細胞）が生み

出され、いくつかの細胞内小器官となり、真核生物となった。

エネルギー産出 （酸素呼吸） を行うミトコンドリアや色素体 （葉緑体） がその例

である。

ほとんどの真核生物はミトコンドリアをもっていて、ミトコンドリアは独自のDN

A をもつ。中には、ミトコンドリアをもたない嫌気性のトリコモナスのような真核生

物もある。それらはミトコンドリアの代わりにヒドロゲノソームをもつ。 近の有力

な説では、原始ミトコンドリアが進化過程でDNAをすべて核に取られてしまったこ

とにより変化したのが、ヒドロゲノソームではないかと考えられている。

細胞内の遺伝子のやりとりは、当初多くあったが、多細胞の生物が確立して長

い時間がたってからは、このような遺伝子のやりとりはあまりなくなった。

ネオダーウィニズム：

ここまでの生物進化については、真核生物の起源を除いては、ネオダーウイニズ

ムの単純な進化論で概ね説明可能だ。つまり、進化は遺伝子の突然変異と自然

選択および遺伝的浮遊 （自然選択によらない偶然による遺伝子頻度の変化）で

なんとか説明できる。 8



性の起源
遺伝子の修復機構は、原核生物からみられるが、真核生物ではより精密になる。

もっともわかりやすい遺伝子修復は 「減数分裂」である。染色体数2n の細胞の分裂によ

って n の細胞をつくるのが減数分裂だが、分裂する前に相同染色体がピッタリくっついた

とき（対合）に、傷ついているDNAは相同相手の正常なDNAを見て自身を修復してしまう。

つまり、減数分裂によって、生物は次世代に損傷のないDNAを受け渡す。

修復のために遺伝子の組み換えをすると、多様化が可能になる。つまり、多様性を生み

出すために 「性」があるといってもよい。大腸菌のようなプリミティブな原核生物でも、原

初的な性がみられる。細胞内で複製され、細胞分裂後の細胞に分配される染色体以外

のDNA分子をプラスミド （染色体に比べて小さい）という。大腸菌の接合、組み換えに

は F と呼ばれる特別なプラスミドが介在している。Fプラスミド をもつ F+ 菌は、もたない

菌（F-菌）と接合してF プラスミドを F- 菌へ移入する。F+ 菌と F-菌は非対称で、オス菌

とメス菌と呼ばれる。また、F プラスミドは核DNA中に組み込まれることもある。つまり、大

腸菌の接合、組み換えでは、対象でない２つの個体がコミュニケーションしている。

真正粘菌は、n の配偶子である粘菌アメーバ同士が接合して２n の変形体をつくり、ここ

で減数分裂をして胞子を作り、これが発芽して粘菌アメーバ になるという生活史をもつ。

粘菌アメーバの接合は、いくつかの交配型にわかれていて、異なる交配型の粘菌アメー

バ同士でだけ交配できるようになっている。接合すると、ミトコンドリアが混ざるが、２n の

変型体に自分のミトコンドリアが遺伝する方をオス、遺伝しない方をメスと呼ぶ。接合後、

どちらかのミトコンドリアは不整合を起こして、消えてしまう。



多細胞生物
多細胞生物の誕生には、細胞接着分子が要る。例えば、カドヘリンである。カドヘリンには

多くの種類があるが、種類ごとに発現する細胞のタイプやくっつき方が異なる。しかも カド

ヘリンの発現は発生過程でダイナミックに変化し、細胞の選別や特異的結合に関与して、

結果として生物の形づくりに大いに関係する。どのカドヘリン遺伝子のスイッチをいつ入れ

るかの詳細までがゲノム （全染色体を構成するDNAの全塩基配列） に書かれているわけ

ではない。

コラーゲンも細胞同士をくっつけるタンパク質の１つであり、多細胞生物の細胞外基質の

主成分になっている。

襟鞭毛虫は多細胞生物に近い単細胞の原生生物である。これはコラーゲンをもっている。

細胞同士がくっついただけでは多細胞生物とは言えない。それぞれの細胞が機能分化し

ていなければならない。異なる細胞ごとに遺伝子の使い方を変える必要がある。そのシス

テムを開発するのに長い時間がかかった。

真核生物ができたのが21億年前で、6億年前まで多細胞生物は出現しなかった。（2010年

に21億年までさかのぼれるという新説が出ている。）それは、DNAの使い方が分からなか

ったからだと思われる。きっかけは、全球凍結ではないかという説が有力である。

多細胞生物の多様化はカンブリア大爆発以降、今日まで続いている。その系統と形態が

必ずしもパラレルにならないところが、難しい。



ヒトの身体

ヒトの身体には60兆ほどの細胞がある。3 桁近い種類の細胞があって、それぞれの細胞

の種類ごとにDNAの発現に仕方が違っている。同一個体の細胞の中にあるDNAは同じだ

けれど、使っているDNAが細胞の種類ごとにまちまちで、それぞれ全然違う。

単細胞生物であれば、１つの体のなかで発現しているDNAのセットはたった１つだけだか

ら 「DNAが変異し、それが環境に適応しているならば自然選択により、中立的であれば時

に遺伝的浮遊により集団中に拡がって、生物は進化する」 という話ですべて説明がつく。

しかし、多細胞生物の進化においてはそう単純な話にならないし、現に多細胞生物はそう

なっていない。

多細胞生物を見ると、同じ DNAなのに、あるところでは使うのに、あるところでは使わず、

あるところでは別の使い方をする、ということが起きている。身体の部分によって、あるい

は発生の進行にともなって、どういうふうにDNAを使うのかを制御するシステムがそこにあ

るとしか言いようがない。

単細胞生物の進化のメカニズムと多細胞生物の進化のメカニズムは根本的に異なるとこ

ろがあると考えるべきである。原核生物や単細胞の真核生物の小進化にはDNAが関与し

ているだろうが、大進化は、システムそのものが変わってしまうことにより起きたのだ。



カンブリア大爆発

カンブリア大爆発： 5億3000年前

カンブリア紀に入って、生物は爆発的に多様化した。バージェス頁岩からは、100 種

類以上、数万点にのぼる化石が採集された。奇妙奇天烈な （weird wonders) 生物群

が多かった。カンブリア大爆発には、全球凍結、酸素濃度の増加、リン酸塩の増加な

どの影響が指摘されている。

表現型模写現象：

ショウジョウバエの卵にエーテルを当てると、エーテル蒸気が遺伝子のスイッチに働

きかけ、遺伝的効果が出現する。（表現型模写）ついにはエーテルを作用させなくても、

変異が出現する。これを「遺伝的同化」 という。

熱ショックタンパク質： HSP; Heat Shock Protein

高温にさらされると、タンパク質は変性する （立体構造が壊れる） 。そのとき、シャペロ

ンという分子がたくさん作られて、タンパク質を修復し、立体構造を支える。ある種の

HSPは、機能している遺伝子の発現を助けると同時に、新規の遺伝子の発現を抑制す

る。このHSPがなんらかの原因で機能不全になると、それまで働いていなかった遺伝子

がうごきだし、表現型 （生物の形や機能） が大きく変わることがある。

眼の誕生：三葉虫 12



動植物の陸上進出（１）

オルドビス紀： ４億９０００万年前 ～ ４億4000万年前

海棲の無脊椎動物が増えた。見慣れた動物が増える。サンゴ、コケムシ、シャミセンガ

イ、ウニ、ナマコ、オウムガイ。三葉虫やウミサソリなどの節足動物も増えた。魚類も本

格的に出現した。コノドント動物 （頭部にコノドントの集まりをもつ化石、ただし顎はない）

が発見され、コノドントの正体が原始的な脊椎動物だとわかった。

甲皮類：

コノドント動物ともっと魚らしい無顎類が誕生した （ヤツメウナギ、メクラウナギ）。古生

代前期の無顎類の多くは甲冑魚だった。それらは甲皮類と総称される。オルドビス紀

の終わり頃、地球の半分以上を氷河が覆った。動物の科の60％、海洋種の96％が絶

滅した。

シルル紀： 4億4000万年前 ～ 4億1000万年前

顎のある魚、板皮類が誕生した。シルル紀以前は、植物といえば藻類しかなかったが、

古の陸棲の植物本体の化石（クックソニア； ヒゲノカズラ似）がでている。クックソニア

には根や茎や葉という分化がなかった。通道組織 （維管束） によって水分を流通させ

たり、植物の体を支えることは無理だった。シルル紀に初めて生物が陸上へ進出した。

デボン紀： 4億1000万年前 ～ 3億6000万年前

古生代型の生物が多様化したピークであった。海棲動物は科で言えば、500 頃までに

なった （現在は750）。多くの維管束植物が繁茂し、形成層が発達し、「木」 ができた。



動植物の陸上進出（２）

裸子植物： 胚珠（種子）が子房に被われていない植物。

前裸子植物： シダと同様に種子でなく胞子で増えるが、成長はシダより裸子植物に似

る。

デボン紀： 高さが20～30メートルになる前裸子植物が誕生した。

いまで言う「森林」 ができた。

石炭紀： 前半は温暖湿潤でシダ植物が繁茂した。（トクサ、ヒカゲノカズラ）

後期に寒冷化し耐寒性のある裸子植物が森林を形成した。（マツ、スギ、ソテツ）

古生代には被子植物はなく、発現するのは中生代である。

ペルム紀： ゴンドワナ （古生代から中生代に南半球にあった超大陸； 現在の南米、ア

フリカ、インド、オーストラリア、南極などの大陸から構成された） に生息した植

物群をゴンドワナ植物群という。

イチョウが出るのはペルム紀前期で、ソテツとともに現代に至るまでその基本的

性質を変えず進化していないようだ。
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魚類の多様化（１）

古生代前期： 無顎類の多くは甲冑魚だった。動きは鈍く堅固な甲冑で捕食者に対して

守りを固めていた。

板皮類： シルル紀に出現したが、甲皮類と同じく硬い外骨格をもつ甲冑魚で顎があっ

た。顎ができたのは脊椎動物の歴史における重大事件だった。

顎： 顎がどうやってできたかは進化学上の大きな謎の１つである。起源は 「鰓弓」であ

ることは確からしい。原始的脊椎動物には咽頭部の後方の両側に鰓弓と呼ばれる

骨格がいくつかあり、これで鰓孔を支えていた。この鰓弓が鰓の支柱ではなくなって、

上下一対の顎骨へと変化した。

サメ： 軟骨魚類に分類され、硬骨魚類とともにデボン紀に出現した。ペルム紀末の絶

滅も、三畳紀（2億5000万年前～2億年前）末の絶滅も、白亜紀（1億4500万年前～

6550万年前）末の絶滅も乗り越え、競争にも負けなかった稀有な生物とされる。

硬骨魚類： デボン紀に出現し、その大部分を占める条鮨類がマグロやアジにつながる

系統である。三畳紀後半からジュラ紀にかけて軟質類（肺があった）が全骨類へと多

様化する。そして真骨類に進化する。真骨類は多様性という点で脊椎動物 大のグ

ループである。 15



魚類の多様化（２）

適応放散： １つの系統がさまざまな環境に適応して適当なニッチ（生態的地位）にはま

り、多様な形態をもつ種に分化していくこと。

生態学的収斂： 異なる系統の生物でも同じニッチに適応したものはよく似た形態になる

こと。

条鮨類： ３つのグループ（軟質類、全骨類、真骨類）の興亡は、適応放散と生物学的収

斂でよく説明できる。

肉鮨類： 肺魚類やシーラカンス類を含む硬骨魚類の一種である肉鮨類が、デボン紀に

出現した。これが両生類に進化する基になった。ユーステノプテロンは形は魚だ

が、ひれの中に大腿骨、腓骨、脛骨をもっていて、四足動物につながる 古の生

物とみられる。

ふつうの魚の場合は、ひれのなかに細かい条状の骨だけしかないが、そこに手

足の基になるような骨ができた。この変化も骨をつくる新たな遺伝子ができたの

ではなく、遺伝的なシステムの変化が起こったのだとみられる。
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両生類から爬虫類へ（１）

デボン紀： 初の昆虫はトビムシのような無翅類（翅のない昆虫）だった。石炭紀にな

るとゴキブリやトンボといった翅のある昆虫も出現する。翅が三対あったものもいた。

ペルム紀にかけては、非常に巨大なトンボも現れた。

白亜紀： 昆虫は古生代に現れたが、現在の昆虫に近いものは、中生代の白亜紀 （1

億45000万年前 ～ 6550万年前） から多く出る。花を咲かせる植物が現れるのは、

白亜紀である。その後に、花に依存する昆虫が現れ、そして花を咲かせる植物も昆

虫に依存するようになり、それから花と昆虫の共進化が始まった。

爬虫類： 石炭紀の後期に寒冷化が始まり、ペルム紀に至る過程で爬虫類が出現した。

爬虫類は石炭紀に両生類のエンボロメリ類に近縁の古いタイブの迷歯類から派生

している。爬虫類は石炭紀に生息していたシームリアよりさらに原始的な動物から

進化したようだ。

シームリアが有羊膜卵を地上に産みつける生物だったかどうかはわかっていないが、

両生類から爬虫類の進化で、陸上生活への適応上いちばん大きかったのは、卵に

羊膜ができたことである。これによって、地上の産卵ができるようになった。

爬虫類が一つの綱として分化して、適応放散が始まる。双弓類、単弓類、無弓類に

分かれた。単弓類が進化して哺乳類（卵を自身の腹に入れておく）になった。
17



両生類から爬虫類へ（２）

無弓類： 中心的なグループは杯竜類で、古生代末から中生代初期に栄え、ペルム紀

後期には、スクトサウルスやブラデｲノサウルスのような甲をもった体長 3メートルに

及ぶ大型種が出現した。三畳紀末には絶滅した。

カメ： 長い進化史を通じて徐々に甲羅を作ったのではなく、遺伝子運用システムの変

化によって短期間に甲羅を作った。中間型の腹甲ができ、完成形の服甲になり、次

に中間型の背甲、 後に完成形の背甲ができて、現在のカメの基本形ができた。

双弓類： カメの他に、恐竜、ヘビ、トカゲ、ワニなどいろいろな種類がいる。適応放散が

進んだグループである。

ペルム紀末の大絶滅： 動物の科の60％以上、海洋生物の96％が絶滅した。隕石の衝

突超、大陸パンゲアの形成、火山爆発による酸素不足（スーパーアノキシア）など

が原因として挙げられている。カンブリア紀から 3 億年生息しつづけた三葉虫でさ

え絶滅した。一度、絶滅するともう二度と現れない。アンモナイトは数種絶滅を免れ、

中生代にまた繁栄した。

18



恐竜の進化と鳥の起源
双弓類： 中生代で適応放散がもっとも進んだのは、爬虫類であった。カメは双弓類であ

ることが明らかになり、単弓類も中生代の半ばまでには哺乳類に進化したので、中期以

後のすべての爬虫類は双弓類ということになる。双弓類は2つのグループに分かれる。

主竜形類； カメ、ワニ、翼竜、恐竜

鱗竜形類； トカゲ、ヘビ、ムカシトカゲ、魚竜、首長竜

恐竜： 単系統で次の2つのタイプがある。1つの種は100万年～200万年で滅びている。

竜盤類； 三畳紀に現れた。獣脚類（テｲラノサウルス）と竜脚形類（プロントサウルス）。

鳥盤類； （ステゴサウルス、トリケラトプス）。 進化するのはジュラ紀からで、白亜紀に

なって多様化した。どれも草食である。

恐竜の巨大化： 共進化説（軍拡競争）、植物の高生産性

成長促進傾向（トリケラトプスの角）； ヘテクロニー（異時性）仮説

白亜紀末の絶滅： 隕石衝突による気候変動、海退、

鳥の起源： 始祖鳥の後に、ミクロラプトルの化石が発見された。これは獣脚類である。

鳥の化石は少ない。形態的には、

羽毛恐竜（始祖鳥より3000万年後） → 始祖鳥（1億5000万年前） → 現生鳥類

となるはずだが、化石の順序は異なる。また、樹上性説より地上性説が有力である。



爬虫類と哺乳類のあいだ
中生代が「爬虫類の時代」とすると、新生代は「哺乳類の時代」といえる。現在、地球上

には4500種の哺乳類が生息している。中生代に比べると気候は概ね寒冷化した。中新

世には南極の氷床が発達した。鮮新世には、北半球でも氷河が発達した。更新世には、

氷河期が4度ほど訪れている。1万数千年前に、 後の氷河期（ウルム氷期）が終わった。

哺乳類： 齧歯類（ネズミの仲間） 1800種

翼手類（コウモリの仲間） 1000種

偶蹄類（イノシシ、ラクダ、シカ、ウシ）種は多くない。

奇蹄類（ウマ2種、ロバ4種、シマウマ3種、ゾウ2種）

起源： 哺乳類の起源は単弓類にあり、古生代石炭紀 （３億6000万年前～2億9000万

年前） には既に出現していて、ペルム紀 （～2億5000万年前） には発展した。単

弓類には盤竜類（ペルム紀に滅んだ）と獣弓類があり、これが哺乳類につながる。

獣弓類にはデｲノドン類、デｲノファルス類、獣歯類がある。三畳紀（2億5000万年

前～2億年前）に獣歯類のキノドン類（キノグナトｳス；イヌに似ている肉食動物）が

出現している。

爬虫類と哺乳類の線引き： 難しい。解剖学的には骨の形などで区別している。骨盤、

頭骨、顎の関節、指の骨の数、歯の発達。単弓類から哺乳類へな一直線に進化

したのではない。三畳紀後期に、さらに哺乳類に近づいた暁獣亜綱の哺乳綱（マ

マリア）と哺乳形類（ママリアフォルムス）が出現した。 20



ほんとうの哺乳類
トリコノドン： 狭義の哺乳類の 古のタイプ。中生代のジュラ紀（2億年前～1億4500

万年前）に生息したネコぐらいの大きさの食中性の生物。

原獣類：単孔目（ハリモグラ２種カモノハシ3種）が属する。

多臼歯目：突起（こう頭）が発達した臼歯つまり「丘歯」が列状に並んでいる。中生代ジュ

ラ紀に現れ、漸進世の前期までに絶滅した。

全獣亜綱： 相称歯目、真全獣目は大臼フェニック歯のこう頭が機能的に発達したトリボ

フェニック 型の臼歯を備えていた。これが、哺乳類の２つの大きなグループ、有袋

類と正獣類（有袋盤類）につながった。

草食哺乳類： 紐歯目、裂歯目などは曉新世に出現し、始新世に有蹄類との競争に敗れ

て絶滅した。

顆節目： 新生代前半に栄え、有蹄類の起源とされる。恐角目、汎歯目もここから派生し

た。奇蹄目（ウマ、サイ、バクの仲間）と偶蹄類（ウシ、ラクダ、イノシシ、カバの仲間）

の起源も顆節目である。南アメリカ特有の南蹄目、滑距目、異節目（アルマジロ、ナ

マケモノ）も顆節目である。

食肉目： 白亜紀の原正獣類に起源をもつ目で、ネコ亜目（ネコ、ハイエナ）とイヌ亜目（

イタチ、クマ、アザラシ）の2つのグループがある。



さまざまな有蹄類
中生代には草原はなかった。中生代に進化したのは樹木の花である。草原は新生代に

初めてできた。暁新世は始新世は比較的温暖だった。草原の発達に呼応して、草食性

の偶蹄類や奇蹄類が進化し多様化した。

奇蹄目： ウマ、サイ、バク、クジラの仲間。ウマの進化は単線的ではない。現在１属10

種しか残っていない。

偶蹄目： ウシ（反芻亜目）、イノシシ（猪豚亜目）、ラクダ、カバの仲間。奇蹄類より遅く

発展した。ウシは漸進世に現れたが、中新世のエオトラグスが祖先である。ウシは

食いだめができるのが長所だった。漸進世にユーラシアからアフリカに入った。ラク

ダは始新世の北アメリカ起源で、アジア進出は中新世、アフリカ進出が鮮新世であ

る。

クジラ： 有蹄類で、カバの近縁である。２００１年に発見されたパキケトｳスは、陸上を

歩くクジラと同定された。

長鼻目： デイノテリウム亜目とゾウ亜目（ステゴドン科とゾウ科）に分かれる。長鼻目の

近縁に海牛目（ジュゴン）、束柱目（パレオパラドキシア；絶滅）がある。また、岩狸目、

重脚目も長鼻目の近縁とされる。

有袋類：白亜紀後期の北アメリカに起源がある。 22



ヒトはどのようにヒトになったか

霊長目： ブルガトリウス

中生代の白亜紀末、ネズミに似た小動物

原猿亜目 （キツネザルやメガネザルに似た樹上性の原猿）

真猿亜目 （漸進性に出現したオナガザルの仲間）

初期類人猿： プロコンスル

中新性の始めころ。近縁はオランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボなどで、チン

パンジーと人が分岐したのは約700万年前。

人類最古の化石： サヘラントロプス・チャデンシス

600万年前に、中央アフリカのチャドから出土。サバンナではなく森林で生活している

間に、たまたま二足歩行できるようになり、草原に進出したとみられる。

華奢型猿人： アファール猿人、ルーシー

ホモ属の進化： ホモ・ハビリス （190万年前、東アフリカ） ほか4種

現代人につながる直截の祖先は、ホモ・エルガステルで、トｳルカナ・ボーイと名づけ

られている。ジャワ原人や北京原人につながる。アフリカに残ったホモ属は、ホモ・サ

ピエンスに、ヨーロッパに渡ったものはホモ・ハイデルベルゲンシスに、そこからネアン

デルタール人になった。

ホモ・サピエンス： 10万年前にアフリカをでて、北方からアジアまで広がった。アジア

へは8～7万年前、ヨーロッパへは4万年前、アメリカ大陸には3万年前に進出した。



人類進化の特徴

数万年前までは、ネアンデルタール人とフローレンス人とホモ・サピエンスの3種しかいな

かった。現在では、１種だけになった。ホモ・サピエンスは、受動的適応ではなく、能動的

適応をしてきた。

首の骨が７つ： 哺乳類の拘束性の強い構造。

二足歩行： 形態がまずでき、それに合う環境を探して移動したとみられる。

体毛の減少： 適応進化ではない。性選択でもない。

頭の大きさ （脳の発達）： 二足歩行と関係する。

道具を使う能力： 腕の尺骨と橈骨が腕をねじると交叉する。

言葉を話す能力： 遺伝子FOXP2は、調節遺伝子として脳の発達に関与している。
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ダーウィン以前

プラトン： イデア論； 本質論 永久不変の同一性

アリストテレス： 四因説； 質料因 形相因 目的因 運動因

進化論は18世紀に始めて唱えられた。進化論は、もともと生物の多様性を説明

する原理として考えられた。

前成説： 生物の形は卵のなかで決まっている。（ホムンクルス；シャルル・ボネ）

後成説： 卵は不定形で、発生の途中で形が決まる。（デイドロ、ラマルク）

現代の主流は、自然発生は認めないが、後成説は認める。

ラマルク： ダーウィンはラマルキスト。「用不用説」「獲得形質の遺伝説」は認めた。た

だし、「定向進化説」は認めない。

現代の生物学の論理形式は完全に前成説である。つまり、ＤＮＡを根拠にする。

ウｵーレスとダーウィン：自然選択説を唱えた。両者ともマルサスの『人口論』を読んで

いた。ラマルクにはない分岐説の提唱は、ウォーレスとダーウィンが 初だ。

（参考） 超弦理論： イデア論に少し似ている。 重力・強い力・電磁力・弱い力の4つで世界

を説明する。成立には、時空は10次元必要であるとされる。できるだけ少ない同一

性で世界を解釈したいという科学の欲望が背景にある。



ダーウィン進化論
（１） 生物は変異する。変異のいくつかは遺伝する。

（２） 適応的な変異をもつものは、徐々に子孫を増やし、非適応的なものは、徐々に子

孫を減らす。

（３） 生物の集団は、適応的な変異をもつものが徐々に多くなり、 後にはもとの集団

から離れてしまうこともありうる。

それを促す要因は、生物が多くのしかし有限な子供を産むところにある。

変異とは、別の言い方をすると、形質だ。進化論は形質が時間とともに徐々に変化する

という学説だと言い換えられる。しかし、「形質ができる原因がわからなくても、形質が徐

々に変化する理屈は立てられる」というのだから、これまた変な話である。

逸脱を強力に進めるのが、自然選択だ。そういう意味では、ダーウィンの進化論は統計

力学的なものである。決定論ではない。また、予測可能性もない。

ポパーは、ダーウィニズムを反証不可能だとして初めは非難したが、自身の反証主義の

学説も反証不可能であることに気づいて、非難の矛を収めた気配がある。

擬態がダーウィニズムを支える有力な現象となった段階で、獲得形質の遺伝説はダーウ

ィニズムから除かれる必要があった。ネオダーウィニズムからは、獲得形質の遺伝説は、

理論系列から全部除かれる。



ネオダーウィニズムの台頭

1930～1940 ： ダーウィンの自然選択説とメンデリズムの合体

グラジュアリズム；

ダーウィンは連続的、メンデルは不連続、ネオダーウィニズムは段階的。

数式化： フィッシャー、ライト、マイア、ドブジャンスキーが現われ数式化を競った。突

然変異率と適応度がわかれば、集団の中のAとBの比率が計算できる。進化論は集

団遺伝学と重なった。その後、社会生物学に応用された。

1960～：分子生物学の成果

遺伝子がDNAとわかったのが1950年代、暗号が解明されたのは1960年代である。

1970～：遺伝子工学の成果

耐性菌（ペニシリン）のメカニズムを、ネオダーウィニズムはうまく説明した。

もう一つネオダーウィニズムをはやらせたのは、利他行動の原理の説明である。サファ

リパークでおじいさんが孫を助けるために進んで虎に襲われた説明。

また、働きバチは実はメスである。自分で卵を産んで一生懸命育てても、自分の遺伝子

は２分の１しか伝わらないが、自分の姉妹を育てれば、4分の３伝わる。姉妹を育てる方

がいいという説明。



ネオダーウィニズムの基本図式

ネオダーウィニズムは、1930年から1940年にかけてダーウィンの自然選択説と

メンデルの遺伝学説を融合する形で誕生した。主張の核心は次である。

「進化とは、偶然起こる遺伝子の突然変異が、自然選択すなわち、適応的

なプロセスで集団のなかに浸透していくことである。」

以降、中立説 （木村資生） との融合が図られた。中立説とは、中立の突然変異

が、偶然集団内に拡がって固定することにより進化が起こるという説。集団にお

ける 遺伝子の偶発的な頻度変化を「遺伝子浮遊」という。

現在では、ネオダーウィニズムに対する反証が多く挙げられている。

反証の例：

（１） 「進化の主因は自然選択である」 という仮定に対する反証

（２） 「突然変異が偶然に起こる」 とう仮説に対する反証

（３） 進化は自然選択か遺伝子浮遊が動力になるが、「そもそも変異の原因

は最初に遺伝子に起こる変化にある」 という理論に対する反証
28



反証例 （１） 進化の主因は自然選択
工業暗化： オオシモフリエダシャク （蛾） は、産業革命後、目立つ白いタイプが集団か

ら除去され黒化個体の比率が増えたが、環境浄化でまた白いタイプが回復した

（可逆的な小進化の例）。

擬態： オスジロアゲハ （毒蝶） の擬態は、自然選択説の好例とされた。しかし、自然

選択が成り立つための１つの条件は、擬態してない蝶も生き残れるところにある。

生き残れるからこそ擬態しているものに徐々に移行していくことができる。

共生： アリと共生する擬態 (アリノスシジミ ；蝶）は、一気に擬態せざるをえない。

化学擬態： クロシジミ （蝶）、アリスアブ （アブ）もアリと共生する。

免疫擬態： 日本住血吸虫 （ミヤイリガイが中間宿主でセルカリアが皮膚を貫く、卵は石

灰質でできているので、毛細血管で詰まり、肝硬変をおこす。）それは人の組織

適合抗原 （HLA） を体の表面につけてしまう。すると人の免疫系は、自己 （セル

フ） とみなしてしまう。

大腸菌： 大腸菌 （10億年の歴史） のなかのグルタミン合成酵素はタンパク質で、DNA

がコードしている。つまり、DNAがグルタミン合成酵素をつくる遺伝暗号をもって

いる。

ランダムに変異を起こしたグルタミン合成酵素遺伝子を大腸菌の中に組み込む

と突然変異型ができる。野生型と比べ、酸素活性が上がるものが１/５くらい生じ

る。つまり、野生型が 適とは言えない。
29



反証例 （２ー１） 突然変異は偶然

ケアンズ現象：

大腸菌は、ブドウ糖、アラビノース、ラクトース、フルクトースなどの基質を食べ

て生きている。これらを分解するには、分解酵素が必要だ。

アラビノース分解酵素の遺伝子の頭 （プロモータ；読み始め部位）に、意味の

ない介在配列を入れ、尻尾に頭のないラクトース分解酵素の遺伝子をつなげ

る。これを組み込んだ大腸菌を別の培地で増やす。

次に、その大腸菌をアラビノースとラクトースしかない培地に植えると、両方と

も分解できないので飢餓状態になる。すると、この大腸菌は介在配列を切り出

し、ラクトースの分解酵素が作れるようになり、生き続ける。

こういう突然変異は、ふつう 50億分の１の確率で起こるが、上記の変異は2分

の１の確率でおこる。

この場合の突然変異は、偶然ではなく適応的に起こっているとしか言いようが

ない。
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反証例 （２－２） 突然変異は偶然

細胞共生説とミトコンドリアDNA：

真核生物は今から10億年前 （原生代） 前に誕生した。それは、核膜をもち、

染色体をもつ。真核生物の起源は、もともと独立の生物であったいくつかの

原核生物が共生して生じたという細胞共生説をマーギュリスが唱え、 近の

通説になった。

ミトコンドリア、葉緑体、核などはもともと別の生物だったようだ。ミトコンドリア

はもともと別の生物なので自分のDNAをもっている。DNAは、自分の分裂に

は関係するが、細胞の生死には関係がない。変化してもしなくても、細胞の形

質や機能には無関係だ。したがって、自然選択が働かず変化が早く蓄積する。

だから、近縁な生物間の系統を調べるのに都合がよい。
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反証例 （３） 変異の原因は遺伝子の変化
遺伝子工学の実験：

近の遺伝子工学による操作では、全然別種の生物の出現はありそうにもないという

ことに落ち着いたようだ。

ホメオボックスという、形を決める遺伝子がある。ホメオボックスというDNAの塩基配列

を共有している遺伝子は全部ホメオボックス遺伝子という。

動物の目を作る遺伝子に、ペアードボックスというDNAのかなり長い配列を共有してい

る遺伝子群があり、Pax遺伝子群と名づけられている。Pax6という遺伝子は、Pax6とい

うタンパク質をコードしている遺伝子で、目の形態形成に関与する遺伝子だ。それは、

DNAが変わらなくても、形がどんどん変わる。ショウジョウバエにアイレスという目がな

くなってしまう変異があり、アイレス遺伝子が発見された。Pax6遺伝子とアイレス遺伝

子は相同遺伝子である。

ショウジョウバエは、脚や触覚に強制的に目をつくることができる。マウスのPax6遺伝

子をショウジョウバエに導入して強制発現させるとちゃんと目ができる。

ショウジョウバエの目は複眼で個眼がいくつもある。人の目はレンズ眼で大きな一枚ガ

ラスがあってその奥に網膜がある。タコやイカに似ている。系統的にみると人の目とショ

ウジョウバエの目は独立にできている。

ダーウィニズムでは、進化のためにはDNAが変わることが前提であるが、目の進化では、

DNAが変わらないのに、形が変わってしまう。



相同と相似

節足動物の目と人の目は独立にできて、系統的には関係がない。もともと同じ

目をもっていて、そこからわかれたのではないのだ。それを、形態学の用語で

は、相似（Analogy）という。蝶の翅と鳥の羽根はまったく独立にできたから相

似である。

反対概念が、相同 （Homology） である。クジラのひれと人の手は、もともとは

脊椎動物の哺乳類の前肢だった。機能的には全然違うようにみえるが、相同器

官である。
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最近の反証例
DNAのメチル化：

獲得形質の遺伝がありうることを分子生物学が実証した。メチル化とは、

CGと並んでいるCにメチル基CH４が付着することをいう。メチル基が付着

すると近傍のDNAが機能しなくなる。発生の途中で、生物はメチル化を上

手に使って遺伝子の発現をコントロールし、正常に発育する。環境によっ

てもメチル化が時に促進され、場合によっては次の世代に伝わる。

同所的種分散：

地理的に同じ場所で種が分岐する。自然選択を経ない。

エレファントフィッシュ、ミバエ、蛾

また、近縁種同士の交雑により新種ができる事例が次々に報告された。

ミヤマシジミ （シェラネバダ山脈の蝶）、ヘリコニウス （毒蝶）

大進化：

門や綱や目の創設のような大きな進化は、遺伝子の使い方が変化した結

果生じることがはっきりしてきた。他の遺伝子たちを制御する発生遺伝子の

働き方や働き場所が変わることにより、遺伝子自体にはさほどの違いがな

くとも形が大きく変わることがあるのだ。偶蹄類の一部から生じたクジラが

その例。
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ウィルス

ウィルス： セントラルドグマ

ＤＮＡ → ＲＮＡ → 蛋白質

レトロウィルス：

ＲＮＡ → ＤＮＡ

種のなかで個体から個体へ移動する水平移動型ウィルスがある。

種を超え、種から種へ移動するウィルスもある。

進化は、戦争状態のときと平和状態のときでは違う。

遺伝子階層構造：

形態をやっている人は、複雑な構造を相手にするので、一瞬に全部バラバラ

になるとは考えない。ある種の階層的な積み上げ構造を考えざるをえない。

（１） 階層構造の下の部分 （えら）

（２） 先祖返り

（３） ネオテニー （幼形成熟、幼態成熟）

古生物学者は、分子時計を認めない。古生物学者の年代は１ケタずれても構

わない。 35



ソシュール

シニフィアン： あらわすもの 「犬」「猫」のような音韻または言葉

シニフィエ： あらわされた何らかの現象なり外界にあるもの

対応恣意性： シニフィアンとシニフィエの対応は恣意的だ。

分節恣意性： ① いくつかの対象を１つの同一性でくくるときの恣意性

② 対象を指すシニフィアンをどのようにまとめて対象にあてる

かあるいは、シニフィアン自体をどう作るかも恣意的である。

拘束性： 恣意的に決まった規則はその後のさまざまな事物をしばる。これが言

語の拘束性である。

アミノ酸は200種あるが、生物が使っているアミノ酸は20種のみである。
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進化の議論
形は、差異の検出に対しては、非常に敏感だ。そこへ通じるルールのようなもの

を発見するのは、目は非常に不自由だ。

進化そのものについて考える（過程論、プロセス論）立場は、進化を事実として扱

う。むしろ、進化をどのように考えるのかを考えた方がむしろ早いのではないか？

→ 認識論的進化論 （養老孟司）

進化の要因、つまり進化がなぜ起こったか、どんな面が働いているか議論は、進

化を事実として扱うのとは違う面がある。

どういう議論に人が納得するか？ダーウィンの時代でも古生物学者は納得しなか

った。 近は居直って中間型はないのだとはっきり言う。

減数分裂をして受精をするのは、ものすごく不思議だ。

遺伝子だけではどうにもならない。遺伝子があるためには遺伝子を合成する系

がとにかくひととおり必要だ。その系には酵素（蛋白質）が入ってしまう。性の問

題も全く同じだ。（養老孟司）

液性免疫 → 抗原抗体反応 → 細胞免疫（哺乳類）
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構造の布置と進化

構造は分節恣意性と対応恣意性をもつルールである。そのルールによってい

ろいろなものが拘束されて、ある安定な配置をとる。その配置を構造の布置と

いう。

いったんできたルールは、周りのものをそのルールに引き込み、そのルールが

定立する空間ができる。膜ができ、輪郭ができれば、そこに閉じ込められた空

間のなかでそのルールは定立する。

布置を拘束する情報系をもたない構造（システム）は構造のルールの許容範囲

のなかで外部からの情報により布置変化を起し形が不安定で不定形だったろう。

核酸（DNA、RNA）のような塩基配列の形式で布置を拘束する情報系ができると、

生物は初めて安定的な形態をもち、それを子孫に伝えられるようになった。

DNAは構造の布置を安定させる装置といえる。DNAは複製されて子孫に伝わる

が、もっとも重要な遺伝は、構造そのものがつたわることだ。別の言い方をすれ

ば、「生きていること」が遺伝するのだ。

生物の進化は、DNAの塩基配列だけが判明しても進化プロセスはわからない。

DNAというコトバを使うなら、生物の進化はDNAの制御システムの進化のことだ。



大進化と小進化
ネオダーウィニズムには、生物のシステム（構造）、個体のシステム（ 構造）、種

のシステム（構造） という視点がほとんどない。

システムには情報系と解釈系がある。同じ遺伝子Pax 6 に対して、人とショウジ

ョウバエのシステムは違うから、人では単眼、ショウジョウバエでは複眼ができる。

また、情報が違っても、同じものが作れる。これをフェノコピー（表現型模写）

という。ショウジョウバエにDNAとまったく違うエーテルを与えても、同じ形のショウ

ジョウバエができる。

突然変異といえども、システムに拘束されているはずだから、勝手には変われな

い。細胞内のDNAの総体をゲノムという。ゲノムは細胞内の情報系の総体である。

DNAの突然変異はこのゲノムシステムに拘束されている。

もっとも重要な大進化は解釈系が新しいシステムになることである。ベーシックな

ルールの変更（構造変換）は高次の大分類群（例、門）の起源になり、ルールの

付加（構造付加）は低次の綱といった分類群の起源になったのであろう。ゲノムシ

ステムという情報系のルールの変更は、属や種のようなさらに低次の分類構造の

起源である。単なるDNAの変化は、情報系の構造の布置変換にすぎず、後戻りが

できる。種内における小進化は、この 後の類の進化である。小進化が累積して

大進化が起こるというネオダーウィニズムはナンセンスである。



２．『唯脳論』（１）
素朴に考えれば、一番不思議なのは、視覚によるものも聴覚によるものも一緒くたにして

「言語」と称していることだ。･･･ 視覚の特質は、「ひと目で見てとる」 ことにある。写真は

それを典型的に示す。・・・音ということになると、画像とは違って、時間軸上を単線で進む。

・・・視覚は時間を疎外あるいは客観化し、聴覚は時間を前提あるいは内在化すると言っ

てもよいであろう。･･･

この関係はすでに述べた構造と機能の関係に、じつによく似ている。構造では時間が量

子化され、機能では流れる。この２つの観念がヒトの頭の中に生じるのは、いわば脳の視

覚的要素と聴覚的要素の分離ではないのか？構造と機能は、どう考えても、同じ要素の

異なる面と思われるからである。同じ要素を、ヒトの脳の都合で２つに割っている。

外界の事物はただなにげなくそこに存在している。しかしわれわれの脳はそれを、聴覚や

運動系に依存して、時を含めてとり込む。あるいは、視覚系に依存して、時を外してとりこ

む。この２つが脳の中で「連合」するのはそう簡単ではなかろう。

ヒトの意識的思考が、この２項対立にいかに影響されているかは、物理学の基礎にも、こ

れが顔を出すのを見てもわかる。つまり、光は粒子でもあり、波動でもある、という話がそ

れである。視覚系の脳の方から話を詰めれば粒子だが、聴覚系の脳の方から話を詰めれ

ば波動になる。こういう話では、当方の脳がやはり２項対立を生じてしまう。だから、納得し

づらい。



『唯脳論』：言語中枢
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『唯脳論』（２）
「飛んでいる矢は止まっている」 というツｴノンの逆理は、まさしく視覚における考察を、

聴覚－運動系に対して提示して見せたものである。・・・ある特定の座標を占めているも

のを、いくら つないでも「運動」は生じないではないか。運動は時間性を内在しているか

らである。これは視覚が発する聴覚－運動系への問い掛け、と言ってもよい。 「時間は

どこで生じるのか」 と。視覚と聴覚が漠然と、あるいは明瞭に、統一を保っている人に

は、これは逆理でもなんでもないはずである。話がピンとこないだけであろう。ツｴノンの

逆理はすべて、基本的には、これと類似の問い掛けになっている。・・・

脳の変化が、どのような法則性にたつかは、発生や老化の機構がわからない以上、わか

らない。しかし、いくつかの考えはある。もっとも新しいものは G・M・エーデルマンの神経

ダーウィニズムであろう。彼は神経細胞、シナプスなどの脳の個体発生における要素の

変化は、進化における遺伝子の集団遺伝学的取り扱いと同様に扱うことができるとした。

エーデルマンの理論の内容はともかく、この取り扱い自体は、きわめて興味ある唯脳論の

実例を供給する。･･･時間の経過にともなって、数や形が変化する生物学的な系について

脳が提出する仮定とは、いかなるものか？その典型がネオダーウィニズムである。この説

明方式は進化に妥当し、神経系の個体発生についても妥当する可能性がある。進化がネ

オダーウィニズムに従う以上、脳も同じ原理によって進化するはずである。その脳が、同じ

原理で個体発生を経過し、その脳が、考え方としてネオダーウィニズムを採用する。ここで

円環は閉じる。



「唯脳論』 （３）

問題は、どこが出発点かである。自己の認識の変化が、自然選択的であると「無意識に

考えている」から、「生物が自然選択によって進化する」と考えるのではないか？それな

らダーウィニズム的考え方は、すべて投影である。自己の脳が外界に投射されたもので

ある。すなわち、進化論的認識論 とは、おそらく逆説なのである。自己の認識の変化が

進化のモデルだった。認識が先だったのだが、それは前提すなわち 「無意識」に入って

いただけのことである。

ダーウィンが40億年について語った原理が正しく、その後から、自己の認識が同じ原理

で進歩すると考える。それはダーウィンを神とする思考である。・・・

要するにそれが 「かれらの考え方」なのである。さもなければ、一個人が40億年を語れる

はずがない。それが 「等身大の思想」というものである。わたしはヒトだから、等身大しか

信じない。それ以上もそれ以下も、たぶん誇張である。

ダーウィンは、キリスト教会とぶつかった。それは当然である。キリスト教もまた、典型的

な「等身大以上の思想」だからである。・・・ダーウィンの思想に、当時の敬虔な人たち

は、ある傲慢さを見たに違いない。ヒトが感情的に反発するところには、なにかある。その

反発は、自分と同質なものをもっていることから生じる。それはすなわち 「等身大以上」の

思想である。
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『唯脳論』（４）

進化論的認識論：

人の認識は、自然選択と同じ過程によって「進化する」とみなす。

認識を選択するのは、経験である。

認識はいわば 「種」であり、「経験」である。

認識は経験によって「選択」される。

神経ダーウィニズム：

進化論的認識論の生物学版である。

認識の内容だけでなく、個体における脳の構造変化そのものが、自然選択

過程によって規定されることを説くからである。

（注： 「わたしの議論は生物学的認識論である。生物学を知識論や言語学

に組み入れなくてはならない。」 『脳から心へ』 G・M・エーデルマン）



『唯脳論』（５）

進化とは、数10億年に達する時間過程である。・・・それだけの長い時間経過

を、われわれはどのように「考える」のか？・・・なぜか進化論者は「考えている

のは自分の脳だ」という但し書きを忘れてしまう。何10億年を人は経験できな

い。それを遺伝子が経験してきたと強弁することはできる。しかし、人は遺伝子

で考えているのではない。

わたしは人が経験から学ぶことは認める。しかし、40億年は、私の経験にはな

い。考えることができるのは、アナロジーによっている。なんの類推か。自分の

一生の、である。わたしは等身大の思想しか信じない。・・・

唯脳論からすれば、自然選択原理 は視覚系から発したものではない。おそら

く、運動系から発したものである。視覚系の原理は試行錯誤ではない。視覚系

の原理は「濾過」である。運動系のそれは「試行錯誤」である。自然選択説とは、
基本的にこの機構の投射であろう。

19世紀のイギリス人は生物の多様性を、運動系の原理を応用して説明したの

だ。だから、三葉虫の視覚系の進化をこの原理は説明できないのである。進化

の対象を運動系に絞ればよかったのだ。



『唯脳論』（６）
時の観念は、いかに発生したか？時間を特徴づけるものは２つある。１つは変化であり、

もう1つは繰り返しである。変化がなければ、時間はない。それが絵や写真である。しかし、

変化のみであれば、ふたたび時間はないであろう。そこでは時間は変化と同義になってし

まう。そこで繰り返しが必要になる。繰り返しから、時の「単位」が発生する。

外界の変化と繰り返しは、日周活動として、たとえば、睡眠の周期を引き起こす。あるいは、

四季として記録され繁殖期として発現する。もっと短い時間は、脈拍すなわち心臓の鼓動

として現れる。前頭葉には計時細胞が一定の時間間隔で放電している。こうした「短い繰

り返し」は、時というより、「単位の繰り返し」すなわちリズム として感じられる。・・・

長い時は記憶に関連している。われわれは過去を想起する（と自分で思う）。時を逆行する

ことは、過去を映画で見るような一種のシミュレーションを除けば、現実との対応関係はな

く、脳内でのみ成立する一種の特殊な「経験」である。・・・

われわれは、何種類もの時をもつ。一つはもちろん物理時間である。生物学的な時の「短

い単位」は現在とか瞬間とか、リズムとか言われる単位的な時である。これについては、視

覚と聴覚－運動系の間に、明確な差があることを既に指摘した。視覚はコマ送りの形で時

間＝運動を構成する。それが映画である。したがって、視覚の時間にはいわば量子が存在

する。これをわれわれは瞬間という。・・・この量子を固定し、それに対して他の感覚を「流せ

ば」、「永遠」という観念が生じる。



閉じた議論（養老孟司・吉本隆明）

生き物の体系（総合説）そのものがあまりに膨大で気に入らない、息苦しい。こ

れは、論理的に閉じたものの特徴じゃないか？ 論理は中に入ると、捕まってし

まう。生き物はオープンだ。入口には刺激、出口には動きがあり、相手に働きか

けてしまう。

時間をもともと含んだ運動のような感覚と時間を切ることができる目の感覚、

この２つを組み合わせると、時間という観念が出てくるのではないか？

時間も空間も「絶対」にしないで、光速をもちだしたのがアインシュタインだ。

時間の中身に入ると難しくなる。時は、運動の感覚から目の感覚を引いて頭の

中でなりたっているとしてしまおう。中身を追いかけてもどうせ本体はないのだ。

視覚系は空間の受け入れだ。了解というのは空間という観念を他の感覚がどう

処理するかという意味づけだ。色や音色の意味づけは難しい。了解系は時間系

だ。空間化を経た時間化だ。（吉本）

眼は本質論にはならない。（養老） 価値は本質論に言及する。（吉本）

日本語にこだわって、抽象思考をすると仏教になる。（養老）



形（養老孟司・中村雄二郎）

総合学説（ネオダーウィニズム）は、発生と形の問題を無視する。

人にとって、概念とはまさに形だ。鶏の親概念は、「近くにいて、ある程度の大き

さの動くものに過ぎず、形と色はない」 はずだ。

どういうふうに、違う形の抽象化をやっていくか？発生過程をいじれれば、進化の

過程を短縮できるはずだ。

「視覚的なものは証明がいらない。脳の機能や構造の問題だ。」 としてしまうと、

素朴唯脳論モデルになってしまわないか？自明性は脳と外界が関わるところ、両

者を仕切るスクリーンでなりたつのではないか？（中村）

形というものは、人の側がもっているものが強く出てしまう。そうでないものは、ラ

ンダムとかアモルフといってしまう。眼のほうを変えてやれば、アモルファスなもの

も形として見えてくるのではないか？（ 縦縞を見ないで育った猫。）

遺伝子の百科事典をつくって、発生の過程で身体のどこに絡んでいるかを調べる。

ヘッケル（個体発生は系統発生を繰り返す）は一種の進化説。発生を飛ばしている。

理解、わかるということは共鳴ではないか？もうひとつのわかりかたが、包含関係。

（中村） 48



種（養老孟司）

アプリオリに種はあるのではないか？

それは論理ではない。『種の起源』 の一番インチキなところは、種の起源とい

う題をつけたことだ。変種、亜変種、… 中間段階を無限に認めていく。だから、

近は漸進説という。

漸進説は、ニュートニアン的に言えば、連続的と考えられる。量子力学的には、

不連続に考えるしかない。生物の量子というのは、種にあたる。人は、なぜか２

通りの考え方をする。１つは連続、もう１つは不連続、つまり、アナログとデｲジ

タル。

ダーウィンに味方をすれば、種の重み（重量）を考えればいい。人間と大腸菌を

分類学は種として同じ重みにしてしまう。これはたぶんおかしい。

ゲーテは、時の観念について迷っていたから、ダーウｲンのような進化論を立て

られなかった。そこで、原型（ウルテｲプス）を追及する。つまり、構造だ。同時に、

メタモルフォーゼ（永遠に変換する）をいう。
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発生（養老孟司）

遺伝子の百科事典をつくって、発生の過程で身体のどこに絡んでいるかを調べ

ればいいのだが、いまだに道遠しだ。ヘッケル（「個体発生は系統発生を繰り返

す」）は、一種の進化説だ。

総合説は発生を飛ばしている。形の問題を扱う限り、発生現象というのは、絶対

抜けない。発生過程を変更するから、生体の形が変わってくるわけである。総合

学説はそこを全部自動過程ですっとばす。

モルフォロジー（形態学）をゲーテのように、原型動物とか原型植物を持ち出すと

自然科学は困る。

科学が詰まらないのは、プロダクテｲヴでクリエイティブな問いかけがなくなった

からだ。

三段跳びはすでに向きがきまっている。人より先にとんだかどうかしか問題にしな

い。 50



免疫系（養老孟司・多田富雄）
免疫系の3大問題： ①と③はまだ未解明。

① セルフとノットセルフをどう区別するか？

② ノットセルフと反応する抗体やレセプターの多様性の起源はなにか？

③ 多様性をもつ複雑怪奇なシステムがどのように調節されるのか？

②は、GOD（Generation  of  Diversity)  問題： 1000程度の抗体遺伝子が100億の抗原に

どう対処できるのか？（利根川進）

増殖過程でDNAの組替えにより、Bリンパ球が、ちがう抗体遺伝子を発現し、多様性が生じ

る。抗原が攻めてくると、鍵と鍵穴の関係で、抗原の構造にぴったりと合う抗体を表面にくっ

つけているBリンパ球だけが、選択的に増殖する。つまり、抗原を環境とみなして、環境に選

ばせる。これが第一段階の異変。

もうひとつの変異と選択は、抗原が決まると、つぎに高速な突然変異が入るメカニズムが

活性化され、さらにいろいろな変異株ができて、前よりもさらに構造がよくあう抗体を産生

するBリンパ球だけが、また抗原による選択で特異的に増殖してくる。

たかだか100をオーバーする対立遺伝子、それが細胞上に表現される場合に、数種類まあ

６～７種類の蛋白となって、その組み合わせ。これでセルフの話が済むはずがない。

セルフ（自己）はふつう実体と錯覚されるが、よく考えると、関係性の上だけで成り立ってい

る。免疫系が免疫系として機能するのは、要するに他との関係だけだ。

自分が入ってくると、話がややこしくなる。 → 自己言及性 リシャール数



場・述語（中村雄二郎）

理解、わかるということは共鳴ではないか？もうひとつのわかりかたが、包含関係

だ。

主語主義でなく述語主義の構図で考えると、基本的なものは原始感覚に結びつ

いたものではなかろうか？「場所」とか「述語」という領域で捉えられるのではなか

ろうか？ただそれを言葉にするのは非常に難しい。ことばはなんといっても ロゴ

スだから。（？）

言葉は階層構造に関係する。下位のものほど上に持ちあげにくい。不思議なこと

に 「腹ができている」 「腹芸」 「臍下丹田」 とも言う。下位の中枢から上にあがっ

ていくルートがなければおかしい。言語化されるときには、どうしても視覚なり聴覚

なりを経由しなければならない。

内臓感覚は、ロゴス化ではなく、予感すべきものだ。
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破局システム
『精神と自然」グレゴリー・ベイトソン

自然選択を信頼して、自由放任を主張することがいかに甘く、ナイーヴなことかを感じ取

っていただくために、システム破壊的なパターンの数々をご覧に入れよう。

１． システム内の革新的変化が起きると、その変化を不可逆的にしてしまうことがある。

２． システムがランナウェイ現象（注：無拘束現象、熱散逸、・・・）を起こすことがある。

３． 変革がシステム内部に複数の変化を引き起こし、新たな適応を強いることがある。

４． システムの柔軟性（正のエントロピー；秩序づけ）が消尽されることがある。

５． 適応種が蔓延って、自分の生態的地位を破壊することがある。

６． 短期的好ましさが長期的な破壊を招くことがある。

７． 変革を遂げた種や個体がまわりの種や個体に依存する必要がなくなったように振舞

い始めることがある。

８． 変革を遂げると、耽溺のプロセス（軍拡競争、中毒、･･･）にはまることがある。

どの破局例にも、論理レベルの誤算が関係している。これらのプロセスがどのようなダイ

ナミックスに従って進行するのか、われわれは何１つ体系的知識をもっていないのだ。



言語は相互反応の片側だけを強調する。
『精神と自然」グレゴリー・ベイトソン

「石が硬い。」

特性も属性も、つまりどんな 形容詞 も、時間上で起こる 低 ２組の相互作

用の結果に根ざしているのだ。

「この石は停止している。」

観察者または何か別の物体（動いていても良い）に対する石の相対的位置

についての言及である。同時に、その石の内的な事情－慣性の存在、内部

に歪曲の力が働いていないこと、表面に摩擦が働いていないこと等－に関

する言及である。

言語（注、英米語）は主語・述語という構造によって、「もの」がある「属性」を

「持っている」のだと言い張ってしまう。もっと精密な表現手段であれば、「もの」

がその内的な諸関係、およびほかの「もの」や語り手との関係の中での振る舞

いから産み出され、ほかの「もの」と区別して見られ、「実在」させられるのだと

いう点をきちんと表現できるはずだ。



システム論の言葉づかい
『精神と自然」グレゴリー・ベイトソン

＜説明＞

記述の断片をトートロジーへ写像すること。 トートロジーの網を張る作業。

＜記述＞ ＜トートロジー＞

映画フィルム（事実はあるが関係はない） 論理 含意関係

コミュニケーション・メタコミュニケーション ロジカルタイピング

＜形態：キャリブレーション＞ アブダクション ＜プロセス：フィードバック＞

（隠喩・夢・寓話・詩・科学・トーテミズム）

＜空間：視覚系；濾過＞ ＜時間：聴覚ー運動系；試行錯誤＞

類型・パターン（形・対称性・・・） リズム 変化と反復（繰り返し）

＜システム：構造；時間はない・機能；時間を内臓＞ ＜論理＞

同一性・差異性 反復

＜関係性：場・述語・創発・再帰＞ ＜属性：主語・述語＞

因果関係（人の判断） 論理関係（トートロジー）

＜進化：確率論的過程；自然選択・学習・順化＞

情報系・エントロピー（秩序）・エネルギー系

遺伝子（ジェネテｲック) レベル 対 体細胞（ソマテｲック） レベル
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