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私達 を取 り巻 く生命現象 は､多 くの謎 に包 まれ てい る｡確 かに､現代 では分子生物学
等 の発展 に よって､様 々な生命現象 を分子 の言葉 で語 ることができるよ うになった｡ こ
れ 自体､輝 か しい成果 である｡ しか し､残念 なが ら､生命 の本質が理解 できた とい う満
足感 に浸 ることはできないD その原 因は どこにあるのだろ うか｡ また､ どの よ うにすれ
ば､生命 の本質 を捉 えることができるのであろ うか｡
E. シュ レ‑デ ィンガ‑は､名著 『生命 とは何 か』 の序文で､ ｢
学問はます ます細分化
し､知識 は多様 に広がってい る0‑人の人 が､特定 の分野 を越 えて全体 を統合す ること
は不可能 に近い｡ しか し､ この多様 な知識 を素材 と して､普遍的な解釈 を構成す ること
に挑戦すべ きである｡｣ とい う主旨を述べている｡私は､ このシュ レ‑デ ィンガ‑の述べ
た主 旨､すなわち､生命現象全体 を統一的に捉 える普遍的な解釈 の構成 に挑戦 してきた｡
そ して､ 15年余 りをかけた段階で一つ の解決 を兄 いだ し､表記 の書物 と して世 に問 う
こ とに したO
本稿 では､遺伝 ､進化 ､生命 の起源 ､発生､がん､免疫 ､老化 ､脳 とい う具体的な対
象 に即 して､現代生物学 にお ける研究の現状 と問題 を整理 してみたい｡ ここで指摘 した
問題 が､いかに して解決 を見 るかについては､拙書 をお読み頂 ければ幸いである｡

発生にお ける遺伝子 の役割
私達は､ 1つ の受精卵 の分裂 には じま る発生過程 を経て誕生す る｡ この発生過程では
受精卵が次 々 と分裂 を繰 り返 して､ 2個 ､ 4個､ 8個 ､ 16個 と増 えてい き､最終的に
10兆個の細胞 が生成す るのである｡もちろん､細胞 は分裂 を繰 り返す ばか りではない｡
筋 肉､神経 ､皮膚等‑ と､ 200種類 を超 える細胞 の型が決定 ･分化 してい く過程が同
時 に進行 してい る｡ この外見上､全 く異 なる細胞 が､実は どれ も同一の遺伝子 を持 って
い る｡ ただ､発現 してい る遺伝子が細胞 によって異 なってい るに過 ぎないのである｡ そ
こで､発生の研 究では､ どの遺伝子が どの順序 で発現す る と､細胞 の形 質が どの よ うに
変 わ るのかについて調べ られ ている｡ その結果 ､発生過程で重要 な働 きをす る遺伝子群
が次々 と発 見 されてきた｡
例 えば､筋 肉の分化過程 では､MyoD (
マス ター調節遺伝子) と呼ばれ る遺伝子が発
見 されてい るo この単一遺伝子 を､ さま ざまな細胞株 に人為的に導入 し発現 させ ると､
*)本稿は､編集部の方か ら特 にぉ願いして執筆 していただいた記事である｡
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その細胞 の形質 が筋肉の形質‑ と転換す るのである｡ この ことか ら､ このマスター調節
遺伝子は､筋 肉‑の分化 に必要な一連 の遺伝子群 を､一つの細胞 内で次 々 とカスケー ド
的 (
連鎖反応的)に調節 していると考 え られ た｡ それ では､ この よ うな遺伝子群のカス
ケー ド的調節機構 を筋 肉分化 の全過程 について明 らかに し､ さらに細胞分化 の全過程 に
つ いて も明 らかにす ることができれば､発生過程 を理解す ることができるだろ うか｡答
えは､残念 なが ら否である｡
その理 由を探 るために､筋 肉分化 がは じま る前段 階 を考察 してみ よ う｡受精卵が分裂
して増 えた細胞 は､外側か ら順 に､外腫葉､中腰葉 ､内腔葉 と呼ばれ る 3つの層 に配列
され る｡外腔葉 の細胞 は､皮膚や神経組織 をつ くり､中腫葉の細胞は､筋肉や骨 をつ く
る｡ 内腔葉 の細胞 は､腸管系 をつ くる｡つま り､細胞 が筋 肉‑ と分化す る前 に､まず ､
中腰葉が形成 されていなけれ ばな らない｡ ところが､脊椎動物では､中腰葉 の形成 は内
腔葉 によっては じめて誘 導 され るのである｡ これが､中腔菓誘導 と呼ばれ る古典的に有
名 な現象である｡
この中腔菓誘 導は､ 2つの重要な問題 を提起 してい る｡ 1つ めの問題 は､筋肉分化 に
は遺伝子群 のカスケー ドとは別に､細胞間の相互作用が寄与 しているとい う事実である｡
つ ま り､マスター調節遺伝子 が発現す る準備 を整 えるには､まず､中腰菓誘導が完 了 し
ていなけれ ばな らず､それは内腔葉 の細胞 との接触 が前提 なのである｡ つま り､分化 に
必要 な遺伝子群 を知 るばか りでな く､細胞 同士の コ ミュニケー シ ョンをつか さどってい
る因子 も知 らなけれ ばな らない｡その よ うな観点か ら､ この誘導因子探 しが続 け られ ､
今 日よ うや くその実体が明 らかになった｡
2つ めの問題 は､同定 され た中腰菓誘 導因子 にある｡驚いた ことに､ この因子は新 し
い物質ではな く､これまでに増殖 因子 (
成長因子 とも呼ぶ) として分類 されていた T
GF
‑
β群 であった｡増殖 因子 は､細胞 の増殖 に作用す る因子の総称 として使 われ ているが､
分化誘導因子 と して も作用 していたのである｡つま り､同一の因子が多様 に機能 してい
たのである｡

GF
‑
βは､マスター調節遺伝子 My
o
D の発現 を
さらに困惑す ることには､増殖 因子 T
抑制 した｡筋肉‑分化す るには､まず 中腰葉がサイ トカイ ンと総称 され る T
GF
‑
β群によ
って誘導 され なければな らない｡ ところが､同 じ因子 が中腰葉 か ら筋肉‑の分化 に必要
なマスター調節遺伝子の発現 を抑制 して しま うのである｡
GF
‑
βの異な る作用が解 明
状況 はますます混沌 とす る. とい うのは､がんの研 究か ら T
GF‑
βの レセプター (
受容体)
され ていたか らである｡網膜芽細胞腫 の腫蕩組織 では､T
が欠如 してい る｡ この増殖 因子は､正常では レセプ ター を介 して分化因子 として働 き､
増殖 を抑制 しているQ そのため､ レセプター を欠如 してい る細胞 は増殖抑制 を受 けな く
な り､がん化‑ 向か うと考 え られている｡
この よ うに､同一の因子が異なる細胞 に働 きかけ､細胞増殖 の活性化 と抑制 とい う異
なる作用 をす るのである｡
前述の事実か ら､発生 は特別 な分子 によって制御 されてい るのではな く､成体におい
て普通 に使 われ ている因子 と同 じ､あるいは類似 の因子が巧み に利用 され てい る現象 で
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あることが明 らかになった｡ しか し､だか らといって､発生過程 を理解 できた とい う気
持 ちにはなれ ない｡それ は､遺伝子がわかったか らといって､その産物 が複雑 に絡み合
い､同 じ物質が状況に応 じて多様 に機能す るダイナ ミックな関係 は捉 え ることができな
い ことと同様である｡
細胞の分裂や分化パ ター ンは､全てが受精卵 の中にある情報 によって規定 されてい る
のではない｡細胞が分裂 ･分化 し､生体 とい う ̀
場 'を作 り上げる｡ こ うして作 られた
̀
場 'が､逆 に細胞の運命 を決定 し､分裂や分化パ ター ンを作 ってい く｡細胞 がた どっ
て きた系譜や､現在 占めてい る位置､あ るいはサイ トカイ ン と総称 され る種 々の増殖 因
子 の濃度 な ど､ これ ら全てが ̀
場 'の形成 と細胞 の運命づ けに寄与す るのである｡ どの
細胞 が､ どの よ うな ̀
場 'に置かれ るか等､それ ぞれ の段階で偶然性がい くらで も入 り
込む余地がある｡ もちろん､生体 を取 り巻 く外部環境 の存在 も忘れ るこ とはで きない｡
このプ ロセスは､環境 とい う偶然要因を巧妙に取 り入れ た 自己組織化 の過程 なのである｡
このよ うな発生過程 は､すべての生物 に必要 なのであろ うか｡例 えば細菌 には､発生
は見 当た らない｡細胞 は､細胞分裂 によって どこまで も増 え続 けることがで きるのであ
る｡渓流 に棲 むプラナ リアの よ うな単純 な体制 を持つ生物は､出芽 によって増殖す るこ
とができる｡ 同時に､ 1つの受精卵の分裂か らは じまる発生 を進 めることができる｡
なぜ､ 2つの独立 した成熟過程があるのだろ うか｡一体､発生の起源 は どこにあるの
だろ うか｡私達 と魚類 ､あるいは昆虫の発生パ ター ンは､ どこが違 うのだろ うかO この
答 えは､まだ明 らかになっていない｡

進化 における ̀
変異 'と ̀
選択 'の原理
1
950 年代か ら 60 年代にかけて発展 した分子生物学 の輝 か しい成果 によ り､全ての生
命 に見 られ る 3つの重要な共通性が､明 らかになった｡
第 1点は､遺伝子 を構成 している物質 である DNA は､すべての生命 に共通 である と
い うことである｡ (ウイル スには､RNA を遺伝物質 として用いてい るものがある｡ ウイ
ル スは結晶化で きるので生命 とは考 えない とい う立場 を とる研 究者 もい るが､私 は､ ウ
イルスを宿生生物 と捉 えよ うと思 う｡)
第 2点は､遺伝子配列 とア ミノ酸 との対応表 であ る遺伝暗号が､種 を問わず基本的に
共通であるとい うことである｡
第 3点は､ア ミノ酸 は､ これ までに合成 され てい るもので も数 百に ものぼるが､全て
の生命のタンパ ク質構成成分 として使 われ ているのは ､20 種類の共通なア ミノ酸だけで
あるとい うことである｡
これ らの事実は､私達 自身 が魚類 あるいは昆 虫を含 むあ らゆる生物 と共 に､共通の祖
先か ら 35億年 にもお よぶ進化の歴史を経て生まれてきた ことを物語 ってい る｡ところが､
こ うした成果が得 られ る 1
00 年 も前､ しか も､まだ遺伝子 とい う概念がメンデルによっ
て提 出 され る前 に､全ての生物種が共通の祖先か ら進化 してきた と推論 した偉人がいた｡
C.
Danv
i
n)である｡
チャールズ ･ダー ウィン (
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ダー ウィンは､多 くの人 々が考 えて きた ことを整理 し､可能 な限 り多 くの観 察事実 を
集 めて､抜粋 とい う形で 『種 の起源』 を刊行 した｡彼 の研 究態度か ら､私達は 2つの研
究上の示唆 を得 ることができる｡
第 1点は､モデル系 を用いて生命現象 を探 り､そ こか ら得 られた知見の妥 当性 を､ 自
然界 に見 られ る生命現象 によってチ ェ ックす る とい う､近代的な研究手法 を用 いた こと
である｡具体的なモデル系 とは､実 は飼育動物お よび栽培植物であった｡
第 2点は､複雑 な生命現象 をあ りのまま受 け入れ ることに よって､その背後 に隠 され
た単純な原理 を推論 した ことである｡つ ま り､個別 の現象 を詳細 に検討 しなが ら､同時
に全体的な視野 を持 ち､それ ぞれ の現象 に共通 した原理 を探求す るとい う研究姿勢 を貫
いた点である｡
遺伝子 とい う概念 が確 立 していなかった時代 に､現象の本質 を鋭 く洞察できた研 究方
法 は､現代 にお いて､私達が生命現象 を捉 えよ うとす る場合 に も､大いに参考 となる｡
そ こで､ダー ウィンが具体的 に どの よ うに推論 していったのか とい うことについて､ こ
こで少 し触れてお きたい｡彼 は､飼育生物が 自然界 にはない多 くの変異種 に満 ちてい る
こ とに興味 を持 った｡ これ は､飼育家が個体 の持つ少 し変 わった特徴 に注 目し､似 た も
のは似 た ものを生む とい う遺伝 の性質 を利用 して､その変異 を保存 し､蓄積 してきた人
為選択の結果 であると考 えた｡つ ま り､飼育家 は､直接 に生物 に手 を加 えて変種 を創 造
したのではな く､あ くまで も世代交代 を通 して間接 的に変種が生ず るよ うに生活環境 を
整 えただけなのである｡
ダー ウィンは､この飼育生物 に見 られ る ｢
個体に生ず る変異が選択に よって蓄積す る｣
とい う原理 が､ 自然環境 の下で も同様 に働 いてい る と考 えた｡ もちろん､ 自然 において
は､あ らゆる生物 の相互作用 が加 わ るた めに状況は さらに複雑 である｡例 えば､輸入 さ
れ た動植物 が､競争相手が少 ないために､た ちまちの うちに広 まっていった とい う事実
は､生存競争 が絶 えず行 なわれてい るこ とを うかがわせ るに十分である｡ これ らの競争
下 にあっては､競争 にたまたま有利 な変異個体が生 じれ ば､その個体は選択 され､その
変異は蓄積 し､ひいては新 たな種 になる｡つ ま り､ ｢
種は絶 えず変容 し続 け､その変種 は
環境 によって選択 を受 けて新種 となる｣ とい う結論 に至 り､それ を "自然選択説" とし
て提唱 した｡
このよ うに､ダー ウィンは､種 の変容 と環境‑の適応 に関 して機械論的な説明を与 え
ることに成功 したのである. これ に よって､種 は神 によって別 々に創造 され､一生不変
であるとい うそれまでの考 え方は一掃 されたのである｡

生命の起源

一化学現象 か ら生命現象‑の転換 一

分子生物学者 の ジャ ック ･モ ノー は､『偶然 と必然』 の中で､ ｢̀
生命 の起源 'は ̀
脳
の科学 'とともに将来に残 された問題 である｣ と述べてい る｡一方､ダー ウィンは､『種
の起源』の結びで､ ｢
創造主によって息 を吹 き込まれた生命 ･･ ･｣ と述べている｡生命
の起源 に関 しては､いかにダー ウィン といえ ども､科学的なメスを入れ ることがで きな
い神聖な領域だった よ うである｡
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今 日では､ ̀
生命 の起源 'は､化学現象か ら生命現象‑の移行 として位置づ け られてい
る｡ そ して､最初 に誕生 した分子は､遺伝情報 を持 った核酸 なのか､それ とも触媒機 能
を持 ったタンパ ク質なのか とい う､いわ ゆる ｢
タマ ゴが先かニ ワ トリが先か｣的な論争
が繰 り返 され て きた｡その後 ､情報能 と触媒能 を兼ね備 えた リボザイム と呼ばれ る RNA
が発見 され た ことか ら､核酸 が先ではないのか と思われ るよ うにな り､その よ うな世界
を ̀
RNA ワール ド'と呼ぶ よ うになった｡そ して､完全 な自己複製能 を持つ リボザイ ム
があるか ど うか に､熱 い視線 が注がれ てい る｡ しか し､現在 までの ところ､その よ うな
む しの よい分子 は発見 されていない｡
この よ うに､ これまでの生命 の起源 に関す る研究では､起源 に直結す る分子 を探す試
み がな され て きた｡ この研 究 プ ロセスをみ ると､私達は､いつの間にか分析 的な研究手
法 に引きず られ て しまってい るよ うに思 えてな らない｡
む しろ､生命 の本質 を探 るためには､非生命 か ら生命 が誕生す る原理 とは何 かを､ さ
ま ざまな生命現象 を考察 しなが ら問 う研 究方法が必要ではないだろ うか｡

がんは進化 の産物 か
私達 は､進化 の歴史 を経て､ さま ざまな試練 に耐 え､生まれ てきた｡道具や言語 を使
い､高度 に発達 した文明を創 造 して きた｡ しか し､今 日､私達 は大 きな問題 に直面 して
い る｡ その 1つが､がん とい う病気 である｡
がんは､先進諸 国の死亡原 因の トップの座 を占めつづ けてい る｡ がん研究の大 きな成
果 の 1つ としては､がん遺伝 子 の発 見があげ られ る｡ この遺伝子 は､正常細胞 にすでに
存在 してお り､発生過程 で細胞 を分裂 に導 く成長 因子や､その レセプター をコー ドして
い る｡がん細胞 では､ このがん遺伝子 が異常に発現 しているのである｡現在 では､50 種
類以上のがん遺伝子が見つか ってい る｡ ところが､不思議 な ことに､がん遺伝子の異常
5
‑20%にす ぎない｡ この数 字か ら読み取
発現 は､がん全体で調べてみ る と､たかだか 1
れ ることは､がん遺伝子が関与 していない全 く別 の発 がん機構 が存在す るに違 いない と
い うことである｡
そ こで､新 たな発がん機構 として働 く ̀
がん抑制遺伝子 'の存在 が予測 され た｡ この
予測がな され た背景 には､正 常細胞 とがん細胞 を融合す ると､がん細胞 の悪性 な増殖力
がお さえ られ る とい う現象 の発見がある｡正常細胞 には､細胞分裂 を抑制 し､分化 を誘
導 してい るがん抑制遺伝子が存在 してい ると考 え られ る｡そ こで､融合 した細胞 では､
この正常細胞 由来のがん抑制遺伝子 が働 き､細胞の増殖 をお さえるのであろ う｡そ こで､
発 がん過程 では､がん抑制遺伝子が突然変異 によって欠失す るか､不活化す ることによ
って､分裂の抑制がはずれてがん化す ると考 えられ た｡実際､ヒ トの網膜芽細胞腫か ら､
がん抑制遺伝子 として Rも 遺伝子が単離 された｡全ての症例 を調べてみ る と､がん抑制
遺伝子である Rb遺伝子が欠失 してい ることが明 らかになった｡
さらに今 日では､がん ウイル スが全ての脊椎動物 か ら発見 されている ウイル スの遺
伝子が､RNA か DNA かに よって､ ̀
RNA がん ウイルス'と ̀
DNA がん ウイル ス'と呼
｡
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ばれている｡
RNAがん ウイルスの研 究は､ラウス (
P.Ro
u
s
)が､1
9
1
0年 にニワ トリの肉腫か ら渡
適性病原体の分離が発端 であるO今 日では､R
NA がん ウイル スは レ トロウイル スに限 ら
れ ることが知 られてい る｡ この種の ウイルスが宿主細胞 に感染す ると､ ウイル スの持つ
NAか ら DNAに遺伝情報 を逆転写 し､その DNAを宿主 DNAに
逆転写酵素 を使 って､R
組 み込み増殖す る｡ この組み込まれた ウイル ス由来のがん遺伝子産物が､細胞 の増殖 を
直接 に促進す る｡そ して､ 自己の ウイルスの R
NA を再び転写 し､被膜 タンパ ク質 を都
訳 し､宿主細胞 か ら出芽 してい く｡
ここで､疑問が生ず る｡ ウイルス性 がん遺伝子産物 は､宿主細胞 に とっては外来のタ
ンパ ク質であるにもかかわ らず､何故､宿主細胞 の情報伝達 を直接乱す のだろ うか｡ こ
の よ うな芸 当ができるのは､R
NA がん ウイルスが､遠い昔の出芽 の際に､宿主細胞 に存
在 していたがん遺伝子 を一緒 に取 り込んだか らであ る｡その後､その遺伝子 に変異が生
じ､細胞増殖促進作用が強 く働 くよ うに ̀
進化 ' したか らである｡
一方､DNA がん ウイル スは､全ての科 に見ることがで きる｡それぞれの ウイルスは､
独 自の ウイル ス性 がん遺伝子 を持 ってい る｡その遺伝子産物が､ どの よ うに して宿主細
胞 の情報伝達 を乱す のだろ うか｡実は､ ヒ トアデ ノ ウイル ス､ ヒ トパ ピローマ ウイル ス
の遺伝子産物 は､正常細胞 のがん抑制遺伝子産物 (
抑制 タンパ ク質) と結合 し､細胞の
増殖抑制 を解 除 し､がん化‑向かわせ ることが､今 日では明 らかになってい る｡ ごの よ
うに DNA がん ウイルスは､がん抑制遺伝子 をその遺伝子産物 に結合す ることによって
間接的にお さえ込み､細胞増殖 を促進 してい る｡
それでは､がんは､ポ リオや天然痘 と同様 に､感染 によって発生す るのであろ うか｡
がんの感染 による発生は､肝がんの発生に関連 してい ると考 え られている B 型肝炎 ウイ
ル スや､成人 T細胞 白血病 の病原因子である ヒ ト T細胞 白血病 ウイル スな ど､ ごく小数
の例が報告 され てい るにす ぎない｡ しか も､ほ とん どの場合 には､がん ウイル スは､が
ん発生の因子ではない ことが明 らかになってい る｡ とい うのは､私達 はすでに多 くのが
ん関連遺伝子 を､正常細胞 の中に持 ってい るために､喫煙 ､太 陽光に含 まれ る紫外線 ､
食 品に含 まれ る発がん物質､その他 の環境要因に よって､がんが発生す る危険性のほ う
が圧倒的に多いため と考 え られ るか らである｡
それ では､ ここで､改 めて ｢
がん とは何か｣ と問 うてみ よ う｡す ると､ ｢
がん関連遺伝
子 が突然変異 を起 こ し､増殖 の調節機能 が狂 った状態｣ とい う答 えが返 って くる｡ この
答 えで､本 当にがんを理解 できた といえるであろ うか｡次に示す症例 は､ どの よ うに解
釈すれ ばよいのだろ うか｡
感染す るとがんに罷 る危険性の高い B型肝炎 ウイル スについては前述 した｡ところが､
逆 に､がん患者 が細菌 に感染す ることに よって､がんが 自然治癒す ることがある｡ これ
はニュー ヨー ク記念病院の外科医コ‑ リー (
W.B.C
o
l
e
y
)が､1
8
9
0年頃に発見 した症例
であ り､坑生物質が発見 され る 5
0年 も前の ことである｡ この ̀
治療 'の効果は ヒ トによ
って実に多様 で､がんが治癒す ることもあったが､その効果が全 く現われ ない ことも多
か った｡ そのため､ 当時､ この治療報告 に誰 も関心 を払 わなかった｡ しか し､ この よ う
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な症例 にこそ､がんの本体 を理解す る鍵 が隠 され てい るのではないだろ うか｡
がんは､全ての脊椎動物 に観 察 され てい るD それ では､脊椎動物 の原型 と して捉 え ら
れ る扇形動物 のプラナ リアや ､高等植物 に もがんはあるのだ ろ うか｡ も し､がんがある
な らば､そのがんは どの よ うな特徴 を示す のか｡ さらに､がんの系統発生的な起源 を ど
こまで さかのぼることができるのか｡新 たな疑問が､次々 とわいて くる｡
臨床面の状況 を見渡 してみ よ う｡ 胃がんや子宮がんは､早期発見 と早期治療 の効果 が
あ り､死亡率は年々減少 してい る｡ ところが､ 4大がん と呼ばれ る､肺がん､大腸がん､
乳がん､前立線 がんは､逆に死亡率が増加 してい る｡ しか も､がんの治療 を受 けた人が､
別 のがんになる可能性 は一般 の人 に比べ て 3割 も高い｡特に深刻 なのは､幾つかの抗 が
ん剤 を併用す る､いわゆる併用化学療法が､小児 白血病やホジキン病 に対 して高い治癒
率 を示 したにもかかわ らず､先 にあげた 4大がんでは､何の効果 も見 られ なかった点で
ある｡
これ らの間鹿 を解決 し､新 しい治療 の方 向性 を兄いだすためには､がんの本体 を探 る
ことが近道 ではないだろ うか｡

免疫系にお けるダー ウィニズム
私達は､高度 に洗練 され た免疫系 を持 ってい る｡ この免疫 系は､外来 の病原微生物 を
攻撃す る一方 で､私達 自身の細胞や組織 には寛容 である｡免疫系に よる ̀自己' と ̀
非
自己'の認識 は､ どのよ うな機構で成 り立 っているのであろ うか｡ 1
9
5
0年代以前は､免
疫 系の もつ無限 とも思 える多様 な坑体産生 は､坑原 が鋳型 と して働 く結果 であると考 え
られていた｡
しか し､ この考えでは､次の 3つの現象が説明できない｡
第 1点は､ 2次免疫 といって､ 1回 目の坑原刺激 を施 した後で同量の坑原刺激 を 2回
目に行 な うと､産生 され る坑体量が多い こ とである｡ なぜ､坑体産生量 が鋳型 である坑
原量を簡単に越 えて しま うのかが大 きな問題 とな る｡
第 2点は､追加免疫 といって､同 じ坑原 を続 けて与 えてい くに従 って坑体 と抗原 の親
和性 が高まることである｡鋳型 である坑原 の質が同 じに もかかわ らず､なぜ坑体の質が
高まるのだろ うか｡
第 3点は､胎児期 に大量の坑原 に接触す る と､免疫寛容 になることが全 く説明できな
い ことである｡鋳型である坑原 が存在す るにもかかわ らず､坑体が産生 され ないのは何
故なのだろ うか｡
実は､これ ら全ての問題 は ､1
9
5
0年代後半にバーネ ッ ト(
ど.M.Bu
me
t
)によって見事
に解決 された｡ まず､坑体産生細胞 であ る リンパ球 は､ 1種類 の坑体 を細胞表面に レセ
プター として持つ｡免疫系が無限に多様 な坑体 を作 り出すのは､ リンパ球の発生過程 で
変真珠 が偶然作 られ るか らで ある｡つま り､は じめに多様 な リンパ球が存在 している と
考 え､その多様 な リンパ球の 中で､坑原 との親和性 が高い坑体 を レセプター として持つ
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リンパ球が､偶然その坑原 に遭遇す る｡す ると､その リンパ球が選択的に刺激 を受 けて
クローン性増殖 を行 う｡ クロー ン性増殖 とは､単一の祖先細胞が分裂 を繰 り返 して多数
の均一細胞群‑ と増殖す ることである｡ そ して､ このクローン性増殖 した細胞群が､大
量の坑体 を産生す ると考 えた｡バーネ ッ トは､ この よ うな考 えを "クロー ン選択説" と
呼んだ｡
この "クロー ン選択説"は､前述の問題点 を全 て解決す る｡
第 1点の 2次免疫 では､ よ り多 くの リンパ球が動員 され ると考 えればよい｡
第 2点の追加免疫では､坑原刺激 が重 なるにつれて､坑原 との親和力が強い変異株 が
選択 され ると考 えればよい｡
第 3点の免疫寛容では､ クロー ン選択が正ばか りではな く負 にも働 く｡つま り､ この
場合は､クロー ン除去 として作用 していると理解すれ ばよい｡
坑原 に結合できる坑体 を産生す る リンパ球が生 き残 ることが､正の選択である｡一方､
坑原 に結合できる坑体 を産生す る リンパ球が死滅す ることが､負の選択 である｡バーネ
ッ トによると､坑原 との遭遇 によって対応す る リンパ球が､正に選択 され るか負 に選択
され るかは､個体の発生段階に依存す ると考 え られている｡つま り､胎児期 に大量に接
触す る坑原 に対 しては免疫寛容 とな り､それ以後の発生過程で接触す る坑原 に対 しては
免疫反応 をす ると考 えたO今 日では､負 の選択は リンパ球の DNA 切断を伴 う､いわゆ
るアポ トーシスによって引き起 こされていることが明 らかになっている｡
その後､バーネ ッ トは､"クI
p‑ ン選択説"がダー ウィンの "自然選択説"を細胞集団
に適用 していた ことに気づいた｡ このよ うに､全 く異なる生命現象に､ ̀
変異 と選択 'と
い う共通原理が発見 された ことは､実に象徴的である｡そ して､バーネ ッ トが正 しい仮
説 を提出できたのは､複雑 な現象 をあ りのまま受 け入れ､その背後に隠 されていた単純
な原理 を探求 したか らであるO
バーネ ッ トの卓越 した "クロー ン選択説'
'が､発表 されて 40年余 りを経た今 日､免
疫学は どのよ うな進展 を見せ ているであろ うかD ここでは､その一端 を眺めてみ よ うo
これまで リンパ球 と呼んでいた坑体産生細胞は､現在では B 細胞 と呼ばれている｡ こ
の B 細胞 を坑体の合成‑ と向かわせ るためには､別 の リンパ球である T細胞か らの因子
が必要である. この因子 は､一昔前までは B 細胞刺激因子 (リンフォカイ ン) と呼ばれ
ていた｡ ところが､ この因子 は､マ クロファージ と呼ばれ る造血細胞 (
広義の 白血球)
が作 り出す炎症 に関係す る分子 (
モ ノカイ ン) と同一であった｡その よ うなことか ら､
この因子は 白血球間で働 くためにイ ンター ロイキンと呼ばれ るよ うになった｡ さらに研
究が進む と､線維芽細胞､ある種 のがん細胞 をは じめ とす る､免疫 とは関係 のない様 々
な細胞が産生す る因子 と同一 であることがわかって きたDそ して､この よ うな因子 を総
称 してサイ トカインと呼ばれ るよ うになった｡
このよ うに､たかだか 1
0年程の間に､同一物質が次々 と名前を変えて呼ばれてきたの
である｡ このよ うな出来事は､混沌 とした状況 を象徴的に示 しているといえよ う｡つま
り､異なる細胞 が同一の因子 を産生 し､その因子は様 々な細胞 に働 き､様 々な作用 をす
る｡逆に､共通 の作用 を持つ異なる因子が､同時に働 くと､全 く異なる作用が現われ る
とい うことである｡
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ところで､がん患者 の場合 は､細菌 に感染す る と､がんが 自然治癒す ることは既 に述
べ た｡ ところが､健康 な ヒ トが ウイルスや細菌の感 染 を受 ける と､免疫 系が 自己の組織
や細胞 を ̀
非 自己'と誤認 して攻撃す る とい う､いわゆる自己免疫疾患 に躍 ることが報
告 され たのであ る｡ この 自己免疫疾患は､ どの臓器 に も起 こ りうる｡ がん と同様 ､ ヒ ト
を死 に至 らしめ る恐 ろ しい病気 である｡ この病気 には､ どの よ うな原理 が働 いてい るの
であろ うか｡
この よ うに､今 日､私達は､免疫 系の全体像 をなかなか捉 えることができない｡それ
では､私達 は どの よ うな視点 を持てば よいのであろ うか｡私 は､バーネ ッ トがダー ウィ
ニズムを免疫 系 に適用 した よ うな大胆な視点が必要 と考 える｡ もちろん､ダー ウィニズ
ムには､大 きな限界がある｡ それは､ ｢
は じめに多様性 あ りき｣ とい う前提か ら出発 して
い る点である｡ 多様性 の存在 を仮定す る以上､多様性 自体の起源 を問 うことはで きない
か らである｡
それ では､ どの よ うな機構 に よって多様性が発現す るのであろ うか｡ また､免疫系の
起源 は何か｡ さ らに､免疫系 は､生物 の系統発生 に ともなって どの よ うに進化 してきた
のか｡ どれ も､魅力的な問題 である｡

高等動物にみ られ る老化
私達 を含む高等動物 は､なぜ老化す るのだろ うか｡ プ ラナ リアの よ うな単純 な体制 を
持つ扇形動物や 高等植物 ､あるいは細菌 に代表 され る全 ての原核生物 は､なぜ老化 しな
いのだ ろ うか｡
"クロー ン選択説"を唱えたバーネ ッ トは､｢
過去に輝か しい名声 を得 た多 くの生物学
者 が､老化 の理論化 を試みて､科学者 と しての評判 を下げた話 は よくあ る｣ と述べてい
J
.Ma
y
n
a
r
dS
mi
h) は､ ｢
t
老化の問題 には､ ときどき誤
る｡ また､メイナー ド･ス ミス (
った答 えが与 え られ ることで も興味 をひ く｣ と述べている｡
この よ うに老化の問題 は､今 なお､大 きな謎 に包まれている｡

ダー ウィンの "自然選択説" による と､個体 において生存 と繁殖 に少 しで も有利 な変
異 は選択 され ､個体集 団に蓄積 し､環境 に適応す る｡そ うであるな らば､年 を とるにつ
れ て生存率が減少 し､ しば しば繁殖率が落 ちる老化現象 が､個体に現われ るのは何故 な
のであろ うか｡
1
8
9
0年頃､ ワイスマ ン (
A.Wei
s
ma
m)は､ ｢̀
長生き した'個体は ̀
若 い'個体 と生
存競争す るため､個体集 団全体に とっては利益 とはな らない｡従 って 自然選択 の結果､
若 くて よ り適応 してい るであろ う個体が生 き残 る｣ と考 えた｡ この考 えは､ 自然選択 の
対象 を個体 に求 めるのではな く､個体集 団に適応す る､いわゆる集団選択 とい う概念 と
して分類で きる｡
ワイスマ ンの考 えには､ 3つの問題点が指摘で きる｡
第 1点は､論理 が循環 してい ることである｡長生 き した個体が若 い個体 に比べて生存
上不利 にな るには､長生 き した個体が､ よ り低 い生存率 をもつか､ よ り低 い繁殖率 を持
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つ と考 えざるを得 ない｡ ところが この現象 は､老化現象その ものなのである｡老化 の原
因 につ いて論 じてい るに もかかわ らず ､その前提 として､老化 をアプ リオ リに仮定 して
い ることになる｡そのために､論理 は循環 して しま う｡
第 2点は､長 く生 きてきた とい う自分 の成長過程 を､個体は どのよ うに して ̀
知 る'
機構があるのだ ろ うか｡つま り､時間経過 を どの よ うな機構 が捉 えてい るのか とい うこ
とである｡ その本体は､全 く不明である｡
第 3点は､野生動物 では､老化 はほ とん ど観察 されない ことである｡野生動物の死は､
捕食者 の餌食 になることがほ とん どで､老化 は飼育動物 に見 られ る程度である｡つま り､
老化の延長 として死が訪れて くるが､死 は老化 とは独 立に訪れ る とい うことである｡死
と老化 を混 同 してはな らない｡
̀
ェラ
今 日まで､上記の第 2点に関 して､実に多 くの説が提出 されている｡それ らは､̀
ー説" と ̀
̀
プ ログラム説"に大別 され る｡"エ ラー説" とは､体細胞 に突然変異が生 じ､
それが蓄積 し､様々な機能障害が現われ るとい う考 えである｡ ̀
̀
プ ログラム説'
'とは､発
生 と同様 に老化や死が遺伝子 によって厳密 にプ ログラム され てお り､そ の遺伝子の発現
が老化や死 を招 くとい う考え方である｡
もちろん､ 2つの説 を厳密 に区別す ることはできない｡ なぜ な らば､"エ ラー説'
'で想
定 している体細胞突然変異の最終ターゲ ッ トが､̀
̀
プ ログラム説"でい うところの老化や
死 を規定 している遺伝子 に働 くとい う考 え方 が成 り立つか らである｡
この よ うに見て くる と､老化 に関 しては今 の ところ､ほ とん ど何 も分 かっていない と
い うことにな る｡ もちろん他 の生命現象 と同様 に､遺伝子が､老化現象 の根底 に働 いて
い ることは考 え られ る｡ しか し､老化や死の起源 は どこにあるのだろ うか｡挑戦的な問
題 である｡

脳研究 一認知神経科学の幕 開け一
知覚 ､学習､記憶 ､運動の制御 ､ さらには心 とい う精神活動 まで も､物質である脳 の
機 能 として挙 げることができる｡脳 には､1
000億個 もの神経細胞が存在 している｡ これ
らの神経細胞 の構造 と機能 は､非常に多様性 に富んでい る｡それ は､全 ての神経細胞が
同 じ 1セ ッ トの遺伝子 を持 っているに もかかわ らず ､構造的に も機能的 に も異なる神経
細胞では､遺伝子発現に違いがあると考 えられているか らである｡
この よ うに､多様 な神経細胞 は､脳 内で連続 的にネ ッ トワー クを形成 してい るのでは
ない｡ シナプス と呼ばれ る接触部 を介 した､不連続 的なネ ッ トワー クなのである｡その
ために､神経細胞で発 生 している活動電位 は､シナプスで一旦神経伝達物質 に変換 され､
その物質 を受 け取った次の神経細胞が､再び活動電位 を伝 えるのである｡
シナプスの構造 (
数や位置) と機能 (
伝達効率) は､固定的に決まってい るのではな
く､過去の使用頻度 に応 じて変動す る､いわゆる可塑性 を示す｡ しか も､その変化 は､
短期的に生ず る場合 と､長期的に持続す る場合があ る｡後者 の場合 は､長期 にわた り比
EG(I
m e
d
i
a
t
eEa
r
l
yGe
n
e
) と呼ばれ
較的安定 した変化を引き起 こす必要がある. 実際 ､I
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る一連 の遺伝子群 は､短い連続 した電位発火 の後､速やかに発現す るこ とが知 られ てい
る｡ さらに､神経細胞 の生存 ･維持 に必要 な栄養 因子 をコー ドしている遺伝子が､神経
活動によって促進 され ることも明かになって きた｡
この よ うに､遺伝子発現が､神経細胞 の構造 と機 能 を決めてい る｡ また逆 に､神経細
胞 の活動状態が遺伝子発現 を制御す ることによって､神経細胞 の構造 と機能 を微調整 し
ているのである｡神経細胞が連絡 して､脳 とい う内部環境 をつ く り､ この内部環境 とし
ての脳 が､ さらに外部環境 の下で機能す るに従 って ､神経細胞 の連絡がつ くられ るO こ
の過程 は､発生の場合 と同様､ 自己組織化の過程 なのである｡
研究の進展 に ともなって､個別 の細胞 が持つ機 能 もかな り明 らかになってきた｡視覚
野 にある単純細胞 と呼ばれている神経細胞 は､視野 内に提示 され た線分 の方 向に選択的
に反応す るo側頭葉 にある顔細胞 と呼ばれている神経細胞は､顔 に選択的な反応 を示す｡
また､運動野では固定 され た行動パ ター ンを指示す る､司令細胞 の存在 が指摘 されてい
る｡
また､ さま ざまな神経伝達物質が知 られ るよ うになってきた｡最初 の伝達物質が 1
920
年代初頭に発見 され､今 日では 50種類程 にまで達 してい るD しか も､一酸化窒素や一酸
化炭素 といった､大気汚染 の原 因 として知 られ る物質までが､伝達物質の新たな候補 と
なっている｡
この よ うに､現在の認知神経科学 の発展 に よって､脳 にある特定の都城 の神経細胞 の
構造 と機能が次 々 と明 らかになって きた｡ これ に よ り､精神活動 の物質的な基盤 が次第
に鮮 明になって きている｡ それでは､ この延長上で脳 の理解 が達成 できるであろ うか｡
不可解 な現象 として､幻肢体験がある｡ これ は先天的 に (
あるいは事故 によって後天
的 に)腕や脚 を失 った ヒ トが､存在 しないはずの腕や脚 が存在 してい るかの よ うに感 じ
る体験である｡ しか も､幻肢 に焼 けるよ うな痛み を感 じるのである｡ この幻肢痛の治療
のために､末梢神経 の切断や大脳皮質感 覚野 の除去等が試み られ た｡ しか し､ これ らの
治療は､全て何 の効果 もなかった｡
なぜ幻肢痛が生ず るのであろ うか｡ これ も､現代 にお ける大いな る謎 であ る｡ この現
象 は､脳 の機能が局在 してい る とい う考 えを安易 に受 け入れてはな らない ことを警告 し
ている｡

生命記述‑の挑戦
本稿 では､発生､進化､生命 の起源 ､がん､免疫 ､老化､脳 を対象 として取 り上げ､
現代生物学 にお ける研究の現状 と問題 点 を､私 な りに整理 してみたo ここで､私達は思
考の転換 に迫 られているよ うに思われ る｡ それは､健康 を維持す るにせ よ､病気 を発生
させ るにせ よ､その根底 には同 じ生体反応機構が作用 してい る とい う考 え方であるO健
康や病気 と､外 面的に相反 して見えるのは､生体反応機構が働 いてい る生体内外の環境
を反映 しているにす ぎないのであるo
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さらに､私達 を取 り巻 く生命現象 が､謎 めいて見 える原 因の 1つ として､次の事実 を
指摘す ることができる｡ つま り､全体 と してみ る と生 きてい る状態であって も､それ を
構成 してい る要素は無生物 である物質か らで きてい ることである｡視点 を個体 ･組織 ･
細胞 ･タンパ ク質 ･遺伝子‑ と次第 に移 してい くと､ある レベルか ら無生物 になって し
ま うか らである｡
現代の分子生物学 は､遺伝子の配列 を決定 し､そ の遺伝子が コー ドす るタンパ ク質 を
同定す ることができる ところが､ひ とつの遺伝子 が多数 のタンパ ク質 の相互作用 に よ
って発現制御 を受 け､また逆 に､ひ とつ のタンパ ク質が多数 の遺伝子の発現制御 に関わ
っているo この よ うな､物質 レベル の複雑 なネ ッ トワー クは､細胞の状態 を変 え､ある
ときは分裂 を､ またあ る ときは分化 を誘 導す る｡ この よ うに して､細胞 は細胞接着 因子
を膜表面に提示 した り､遊離物質 を細胞外 に分泌 した り､直接 ･間接 に複雑 な細胞 間の
ネ ッ トワー ク‑ と発展 してい く｡ そ して､生命活動が営まれてい るのである｡
このよ うな複雑 さのために､無生物 である遺伝子や タンパ ク質 な ど分子の知識だけを
た よ りに､その集合体 に見 られ る生 きてい る状態 を理解す ることは不可能 に近い｡ それ
では､両者 のギャップを埋 め るには どの よ うな考 え方 をすれ ばよいのであろ うかo
先 に､生命 に対す る理解 が概念 的に深 まった例 と して､ダー ウィンの "自然選択説'
'
やバーネ ッ トの ̀
̀
クロー ン選択説" を挙 げた｡彼 らの研究方法 を見る と､複雑 な生命現
象 をあ りのまま受 け入れ ることによって､背後 に隠 された基本原理 を探求す ることに成
功 してい る｡つ ま り､個別 の詳細 な知識 を積み重ね なが ら､生命 の全体像 を探 るとい う
洞察が必要だ とい うことを示唆 してい るのである｡ ダー ウィンは多様 な種の存在 に関 し
て､バーネ ッ トは多様 な免疫応答 に関 して､それぞれ全体的な視野か ら現象 を捉 えよ う
とした｡ しか し､ダー ウィンは､生命 の起源 を創造主にゆだねた｡また､バーネ ッ トは､
生命 の起坂 を論 じなかったO これ らの ことは､残念 なが ら､彼 らの視点 は生命 の全体像
か ら見 ると､まだ部分 を対象 に していた とい うことを示 していると考 え られ るo
の

私の 目指す道 は､で きる限 り個別 の現象 を詳細 に検討 し､生命 を全体的な視点か ら眺
め､その根底 に隠 され た普遍 的な原理 を探求す るこ とであるOそれが､拙書で詳 しく論
じた "自己 ･非 自己循環原理"なのである｡
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本稿 の 目的 は ､数年 前 に著 作活動 を開始 した時点 での問題 意識 を､ 当時 の原稿 か ら再
構 成す る こ とに あ るo 実 は､私 は､本稿 で紹介 した著作 の完成 に至 るま で､執筆 のや り
直 しを 3回行 い ､その都 度 ､数 百枚 に及 ぶ原稿 を全 て被 棄 して きた｡ そ のた め､ 出版 予
定 の最 終稿 と､数年前 の問題 意識 を比較 す る と､多少変容 してい る と思 う｡ それ に も関
わ らず ､本稿 を掲載 した理 由は､結論 が全 く見 えない時期 に書 いた問題 意識 を提示す る
こ とに よ り､著 作 の 中で展 開 した問題解 決 ‑ 向 けての方 法論 の探 索過 程 か ら最 終 的な結
論 に至 る ̀
一研 究 の歴 史 'を､その ̀
始 ま り'の段 階 か ら跡付 けてお きたい と考 えたか
らであ るn
著作 の脱稿 後 ､そ の内容 に関 して､ ｢
老化 とは､進化 であ り､認識 であ る一 自己 ･非 自
己循環理論 の提 唱 ‑｣ とい うタイ トル で､以 下の よ うな 日程 でセ ミナ･
‑を行 った0

1
999年 1
0月 29日 京都 大学理学部物理第一教 室談話会
1
999年 11月 1
2日 立命館 大学理 工学部集 中セ ミナー
1
999年 11月 25日 京都 大学理学部化学教 室セ ミナー

(
世話人 :山田耕作)
(
世話 人 :池 田研介)
(
世話 人 :吉村 ‑良)

その時のセ ミナー の主 旨は､次の通 りであ る｡
｢このセ ミナ ー の 目的 は､生命 の本質 を既 に出来 上 が って しまった ̀
存在 ' と して捉
えるのでは な く､新 しい構造 をつ く り続 ける ̀
過程 ' として捉 える視 点 を基 に､"自己 ･
非 自己循環理論 " を提唱す ることで あ る｡ ここで､重 要 な点 は､ ̀
新 しい構造 'が創造的
発 展 に寄与す る とは限 らず ､破壊性 を も引 き起 こ しかね ない こ とで あ る｡ しか も､生命
の本 質 を ̀
過 程 ' と して捉 え るために､部分 に全 体 の措像 が ̀
入れ子 '的 に構造化 され
てい る生命 を､一つ の全体 と して理解 す るこ とが可能 とな る｡ これ が､私 の理論 の特徴
で あ る｡ 生命 現 象 を理解 す るた めには､ まず ､理想 生命 モデル を構 築す る｡構 築 したモ
デル が本 当に生命 現象 を捉 え る ことがで きるな らば､そ のモデル は対象 の理解 に とどま
らず ､主体 の理解 ､さらには対象 と主体 の相互作用 の理解 に も役 立たなけれ ばな らない｡
つ ま り､̀
理解す るこ と'を理解 で きるこ とが､理想 生命 モデル の最終的 な 目標 で ある｡｣
上記 のセ ミナー は､ ̀
一研 究 の歴史 'の ̀
終わ り'に相 当す る｡本稿 ､著作 の内容 ､セ
ミナー とい う一連 の過程 があっては じめて､私 の著作活動 とい う生命 現象 は､ ̀
始 ま り'
と ̀
終 わ り'が あ る､一つ の 自己完結性 を持 った生命 単位 とな るので あ る｡ そ して､ま
た ､一つ の過程 の ̀
終 わ り'は､新 たな過程 の ̀
始 ま り'で もあ る 現在 ､私 は､次 の
著作‑ 向けて歩 み始 めてい るo
｡
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