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書評

Alessandro Minelli and Thomas Pradeu
Towards a theory of development (Oxford University Press, 2014)

本書は発生生物学（developmental biology）における理論の存在・役割・地位に関

する議論をまとめた論文集である．従来，科学分野や研究プログラムはしばしばそれ

が掲げる理論によって特徴づけられてきた．だが編者のMinelliと Pradeuは，現在の

発生生生物学において理論にははるかに小さな存在感しかないように見えると述べる

（p. 1）．そうだとすれば，発生生物学にとっての理論とはいかなるもので，どんな役割

を持つのか．こうした問題について，生物学者と哲学者が様々な観点からの議論を提

出している．本稿では本書を構成する 17の章の全てを扱うことはせず，主題に基づい

て 7つの章のみに焦点を当て，その内容を紹介する．

やや長くなるが，まずは本書の章立てを提示しておこう．

Foreword: A biologist’s view (B. K. Hall)
Foreword: A philosopher’s view (R. M. Burian)

1 Theories of development in biology—Problems and perspectives (A. Minelli and T.
Pradeu)

2 Regenerating theories in developmental biology (T. Pradeu)
3 The erotetic organization of developmental biology (A. C. Love)
4 On the concept of mechanism in development (J. Jaeger and J. Sharpe)
5 The epistemological resilience of the concept of morphogenetic field (D. Vecchi and I.

Hernández)
6 Physico-genetics of morphogenesis: The hybrid nature of developmental mechanisms

(S. A. Newman)
7 The landscape metaphor in development (G. Fusco, R. Carrer, and E. Serrelli)
8 Formalizing theories of development: A fugue on the orderliness of change (S. F.

Gilbert and J. Bard)
9 General theories of evolution and inheritance, but not development? (W. Arthur)

10 Cell differentiation is a stochastic process subjected to natural selection (J. Kupiec)
11 From genes to gene regulatory networks: The progressive historical construction of a

genetic theory of development and evolution (M. Morange)
12 Reproduction and scaffolded developmental processes: An integrated evolutionary

perspective (J. Griesemer)
13 Comparison of animal and plant development: A right track to establish a theory of

development? (M. Vervoort)
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14 Towards a theory of development through a theory of developmental evolution (A. P.
Moczek)

15 Developmental disparity (A. Minelli)
16 Identifying some theories in developmental biology: The case of the cancer stem cell

theory (L. Laplane)
17 Animal development in a microbial world (S. V. Nyholm and M. J. McFall-Ngai)

本書で問われている問題・採られている立場は章により様々だが，ここでは各章を

議論の主題と形式に基づいて分類しよう．第一に，発生生物学の営みを観察・記述し，

この分野にとっての理論とは何か，この分野は理論を持つか，などの問題を考察する

メタ科学的な観点からの議論がある．これには 2・3・9・16 章が該当する．第二に，

発生の理論の候補をより具体的に提示しているいくつかの章があり，4・6・10章がこ

のグループに含まれる．本稿ではこれら二つのグループのみを取り上げる．その他，

発生生物学の知識を整理する方法を提案したり概念を定義し直したりすることで発生

の理論構築の足掛かりを得ようとする議論（8・12・13・14・15章）や，特定の理論

に関する概念的・認識論的問題についての議論（5・7・11章），発生生物学内部のま

だ体系化されていない新興領域に関するレビュー（17章）などがあるが，紙幅の都合

上これらは本稿では扱わないこととする（なお上述の通り，第 1章は編者らによる本

書全体のイントロダクションである）1．

初めに理論の存在と役割に関する議論を見ていこう．第 2章の著者 Pradeuはまず，

しばしば語られる「発生生物学は理論を持たない」という主張に対する反論を以下の

三つの観点から行う．（1）発生生物学と同じくメカニズムの科学である他の分野がし

ばしば理論を持つ，（2）発生生物学とその前身である発生学（embryology）は様々な

理論を提案してきた，（3）現在でも影響力の大きな発生生物学者の中には理論を提案

している者たちがいる（pp. 16–22）．その上で Pradeuは生物学者による語の使用に適

合する理論の定義が必要であると述べ，そのような定義として「テスト可能な説明的・

予測的仮説の構造化された集合」を提示する（pp. 22–25）．この定義の下では発生生

物学は現に理論を提出しているというのが本章の結論である．

これに対し，第 3章の著者 Loveは発生生物学において理論が果たす役割は限定的で

あると考える．Loveは他の分野と比べて発生生物学では理論という語があまり用いら

れないことを強調し，「認識論的透明性またはアクセス可能性（epistemic transparency

1 ここで採用しているグループ分けは飽くまで便宜的なものであり，実際には複数のグループに含まれ
うるような章もある．また，より適切なグループ分けの方法がある可能性もあるだろう．
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or accessibility）」（p. 37）と自身が呼ぶ基準に基づき，発生生物学者たち自身が用いる

語を用いてこの分野の知識の在り方を理解すべきであると述べる．発生生物学の代表

的な教科書の構成の分析に基づき，彼はこの分野の知識は理論によってではなく，む

しろ探究すべき問題のリスト（彼はこれを problem agendaと呼ぶ）によって組織化さ

れていると主張する．さらに，発生生物学の problem agendaは「細胞分化」「パター

ン形成」「形態形成」「成長」の 4つの大きな問題からなり，その各々がより具体的な

問題によって構成されると指摘する（pp. 39–49）．

第 9章も理論に関する否定的見解を提示するが，議論の展開は Loveのそれとは異

なる．Arthurは生物学における理論の例として「自然選択が進化的変化の主な原因で

ある」という「理論」を挙げる（p. 145）．彼によれば，この理論は広く適用可能で，か

つ進化に関するテスト可能なメカニズムを提示する．Arthur はそれと比較する形で，

発生生物学においてテスト可能なメカニズムを与えるような単一の一般理論はありう

るかを問う．そうした理論の候補として彼は遺伝子調節のネットワークモデルを挙げ

るが，遺伝子間の調節関係はある程度解明されており，今後研究が進展したとしても

そこから発生の一般理論が出てくることはないだろう，と予想する（pp. 152–153）．

第 16 章はまた異なるアプローチを採る．理論は事実を説明・予測できる点で単な

る仮説とは異なる，と著者の Laplaneは強調し，そのことから「よく確立された事実

の集合から導かれた仮説で，かついくつかの独立した事実の集合を説明ないし予測で

きると示されているもの」という科学理論の定義を提示する（pp. 248–250）．そして

この条件を満たすものの例として「癌幹細胞理論（cancer stem cell theory）」2 を挙げ，

それが実際にいくつかの独立した事実の集合を説明し予測できることから，上記の意

味での理論として認められると述べる．以上より著者は，発生生物学は癌幹細胞理論

という少なくとも一つの理論を持つと結論づける．

ここまで，本稿が提示した第一のグループに属する四つの章の内容を概観してきた．

以下ではもう一つのグループ，すなわち発生の理論の候補となる研究をより具体的に

提示している章を簡単に紹介していこう．初めに第 4章について，本章は様々な発生

メカニズムを（最終的に作られる構造や機能ではなく）発生過程で働く因果関係に基

づいて分類する理論を作ることを提案する（pp. 56–57）．そのための道具立てとして

Jaegerと Sharpeは力学系理論（dynamical systems theory）を採用する．発生メカニズ

2 Laplaneによれば，癌幹細胞理論は以下の文で表現されるような三つのモデルからなる．（1）癌は癌
幹細胞によってのみ形成され維持される，（2）癌幹細胞は治療への抵抗性が強く再発を引き起こす，
（3）癌を治療するためには癌幹細胞を殺すことが必要かつ十分である（pp. 251–252）．
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ムに対する力学系理論の適用の例として，互いに調節関係にある複数細胞間の遺伝子

発現の変動の過程が分析される．

第 6章は発生の進化に焦点を当てる．Newmanは生物組織と非生物に共通して見ら

れる「一般的（generic）」性質（粘性・弾性・拡散性など）に注目し，生物体を構成す

る組織のこうした性質が発生の進化において果たしてきた役割について論じる．こう

した研究は多細胞生物の進化過程を明らかにするだけでなく，発生過程に関する非歴

史的な理論を構築するための基礎をも与えうると Newmanは指摘している（p. 109）．

第 10章は発生を本質的に確率論的過程として捉えるモデルを提案する．それによれ

ば，細胞の状態は周囲の細胞との相互作用により誘導を受けるが，ある確率で不安定な

状態にとどまる細胞が生じる．そうした細胞は細胞間に働く「自然選択」によって淘

汰される．このモデルを前提することで，系統発生と個体発生をともに自然選択とい

う作用の下で一元的に扱う理論（Kupiecはこれを「個体系統発生（ontophylogenesis）」

と呼ぶ）が可能になるという（p. 156，pp. 169–170）．

以上，駆け足ではあるがいくつかの章を紹介してきた．取り上げた議論の中には批

判の余地が大きいものもあるように思われるが，個別の議論の検討は本稿の目的では

ないためここでは論じない．最後に本書全体について簡単に述べよう．

「発生の理論へ向けて」というタイトルとは裏腹に，本書は発生の理論構築へ向けて

一致団結して進んで行こう，というような本ではない．これは大部分，「発生の理論」

という言葉で何を意味するかが，具体的なレベルではもちろん，抽象的なレベルにお

いてさえ論者により大きく異なっていることに起因するだろう．例えば第 4章や第 9

章ではほとんどの発生メカニズムを扱うような強い一般性を持つものとして理論とい

う概念を用いているのに対し，第 16章はむしろ理論を仮説と対比し，予測能力・説明

能力を持つものとして理論を捉えている．だが，こうした概念の不一致を単に不備と

して認識することは本書の価値を見誤ることになる．そもそも論者ごとの解釈と立場

の多様性は本書の第 1章でも指摘されており（p. 1），寄稿者・編者ともに認識してい

る事実であろう．執筆者らは「発生の理論」という言葉をキーワードにして発生生物

学という分野の今後の方向性を各々異なるやり方で提示しているのであり，それらの

様々な提言が一冊にまとめられていることこそが重要である．発生生物学とそれに関

連する分野がこれから進むであろう，ないし進むべき道に関心がある者にとって非常

に示唆に富む一冊であると思われる．

（吉田善哉，京都大学大学院文学研究科 yoshinariyoshida@gmail.com）




