
医学のあゆみ（2012.12.8） 243 (10): 929-933, 2012 
 

1 
 

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 11回 ダーウィンのパンゲン説、あるいは科学が求める説明 

 

矢倉英隆 

 

「概念と観察の間には橋渡しできないほどの溝があります。観察結果を繋ぎ合わせることだけ

で、概念を作り出すことができると考えるのは全くの間違いです。あらゆる概念的なものは構

成されたものであり、論理的方法によって直接的な経験から導き出すことはできません。つま

り、私たちは原則として世界を記述する時に基礎とする基本概念をも全く自由に選べるのです」 

（アインシュタイン） 

 

 アリストテレス（384 BC-322 BC）の『形而上学』は、「人間は生まれつき知りたいと

いう熱 « la passion »を持っている」という有名な言葉で始まる。裏返すと、外界からの

刺激をもとに世界を理解したいという欲求を失った時、人間であることを止めることに

なる。この世界を理解するために、人類はいろいろな説明の仕方を発明してきた。それ

は神話であり、宗教であり、ごく普通に使われる日常の常識であったりする。それとは

一線を画すものとして、古代ギリシャに端を発すると考えられている科学が生み出され

た。哲学同様、科学の定義も実に多様である。その一つに、科学は世界を「記載、説明、

予測、改変」するというのがある。この中の説明という過程は、科学を特徴付けるもの

として例外なく含まれる重要な要素になるだろう。説明（explication）の語源は、折り

畳まれたものを恰も風呂敷を開くように広げるという意味のラテン語の動詞 explicare

に由来し、一般的には「もの・こと」を明らかにする、理解させることだが、より具体

的には、現象を原因や理由に置き換えることを意味している。説明が科学的であるため

の条件について、哲学は古代ギリシャの時代から考えてきた。 

 

こちらの大学で講義を聴き始めると同時に、新しい言葉の巨大な波に飲み込まれるよ

うな感覚に陥った。その中に記憶を刺激する懐かしい音が現れるとほっとしたり、それ

まで聞いていた音の意味するところを実は何も知らないことに気付いたりと、頭の中が

洗われるような爽快感を味わった。それとは別に、人間はどうしてそんな途方もないこ

とを考えるのかという新鮮な驚きを感じる瞬間もあった。その一つにダーウィン

（Charles Darwin, 1809-1882）のパンゲン説（pangenesis）がある。この説は、『種の起源』
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（On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life, 1859）の 9年後に出版された『栽培化植物および家畜化動

物の変異』（The variation of animals and plants under domestication, 1868）の第 27 章 

“Provisional hypothesis of pangenesis”（パンゲン説の暫定的仮説）で提唱されたものであ

る。彼はこう書いている。 

 

「体の構成要素である細胞は同じ性質を保ちながら分裂・増殖し、最終的には種々の組

織や物質に分化していく。・・・ここで細胞が微小粒子を放出し、それが全身に拡散す

ると仮定する。適度な栄養があれば、それ自体が分裂してそれぞれの由来のものに分化

する。・・・この微小粒子をジェミュール（gemmules）と呼びたい。これが全身から集

められて生殖を担う要素となり、次世代で発育すると新しい生物ができあがる。・・・

これがパンゲン説とわたしが名付けた暫定的仮説である」 

 

体細胞が遺伝に関わるという意味でラマルク的なこの説を聴いた時、全身の細胞から微

粒子が放出され生殖細胞になる生々しい映像が頭に浮かび、実に不思議な感覚が襲って

きた。今や実験的に可能になった体細胞が多分化能を有する細胞になるという夢のよう

な想像をしていたダーウィン。遺伝機構が明らかにされる前に人類が想像力を駆使して

その謎に挑んでいた姿を思い浮かべながら、もしその時代に生きていたならば一体どの

ような機構を考えたのだろうか、と自らに問い掛けていた。 

 

ダーウィンがパンゲン仮説を発表する 3 年前の 1865 年には、モラヴィアの修道僧メ

ンデル（Gregor Mendel, 1822-1884）が遺伝の法則に関する論文を発表していた。しかし、

その仕事が注目を浴びることはなく、オランダのユーゴー・ド・フリース（Hugo Marie 

de Vries, 1848-1935）、ドイツのカール・エリッヒ・コレンス（Carl Erich Correns, 1864-1933）、

オーストリアのエーリヒ・フォン・チェルマク（Erich von Tschermak, 1871-1962）によ

り独立に再発見される 1900年までの 35年間眠りにつくことになる。また、ダーウィン

の時代には体細胞と生殖細胞の区別はされておらず、アウグスト・ヴァイスマン（August 

Weismann, 1834-1914）による生殖細胞と体細胞を分ける生殖質説（germ plasm theory）

を待たなければならなかった。このような背景を考えると、ダーウィンの仮説は途轍も

なくおかしなものには見えなくなる。この仮説が発表されると、ダーウィンの従兄で優

生学の生みの親であり、日本語の「氏か育ちか」に当たる “nature vs. nurture”を最初に

使ったフランシス・ゴルトン（Francis Galton, 1822-1911）が興味を示す。彼は、もし体

内を巡っている血液中にジェミュールがあるとすれば、黒いウサギの血液を灰色のウサ



医学のあゆみ（2012.12.8） 243 (10): 929-933, 2012 
 

3 
 

ギに輸血すると、何世代か後には両者の特徴が混じり合った仔が生れるのではないかと

考え、ダーウィンに共同実験を提案する。自らの仮説が証明される可能性を見たダーウ

ィンはその提案を受け入れ、3年に及ぶ共同実験が行われたが、想定された表現型は観

察されなかった。そして、ゴルトンはその結果を発表してしまう。1871 年、ダーウィ

ンは自分の説にはジェミュールが血液中にあるとは言明していないと Nature 誌に弁明

を発表するが、それ以降パンゲン説に触れることはなかった。 

 

 

チャールズ・ダーウィン 

ダーウィン生誕 150周年記念祭 Darwin 2009にて 

（ケンブリッジ大学、2009年 7月 6日） 

 

なぜダーウィンはこのような説を発表したのだろうか。それを理解するためには、ダ

ーウィンが哲学と科学の関係をどのように捉えていたのかを振り返る必要があるかも

しれない。1830-40 年代のイギリスの哲学は、ジョン・ハーシェル（John Herschel, 

1792-1871）とウィリアム・ヒューウェル（William Whewell, 1794-1866）の影響を強く

受けていた。ダーウィンは若き日にハーシェルを読み痛く感じ入っており、それに匹敵
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するのはフンボルト（Alexander von Humboldt, 1769-1859）だけだったと後に書いている。

一方のヒューウェルは、それまで “natural philosopher”と呼ばれていた学者に “scientist”

という名前を与えた他、“physicist”や異なる知の統合を意味する“consilience”などの言葉

を造っている。この二人の哲学者は科学を次のように考えていた。すなわち、最良の科

学はニュートンに代表される天文学、物理学であり、最も優れた科学者の仕事は自然を

支配している法則を見つけること、そのためにはヒューウェルが仮説演繹法

（hypothetico-deductive method）と名付けた方法を採るのが最良である、というものであ

る。科学における代表的な説明として、帰納（induction）と演繹（deduction）がある。

イギリスの経験主義の伝統を引き継ぐ帰納は、観察により集めた多くの事実から法則を

導き出そうとする方法である。一つひとつの事実が同じ価値を持つため民主的であると

も言われる帰納であるが、そこにはこれまでがそうだったからこれからもそうだろうと

いう考え方が内在しており、デイヴィッド・ヒューム（David Hume, 1711-1776）の時代

から問題視されていた。一方の演繹は普遍的な原理や法則を設定し、その法則が正しけ

ればある条件を与えた時に結果を予想できるというもので、前提に仮説を当て嵌めると

その誤りを検討するのが仮説演繹法である。生物学におけるニュートンを目指していた

ダーウィンは、最良の科学を完成するためにこの仮説演繹法を使うことを考えたのでは

ないかとの指摘がある。つまり、ダーウィンはどうしても観察には基づかない仮説から

始める必要があったというのである。冒頭のアインシュタイン（Albert Einstein, 

1879-1955）の言葉に倣うならば、ダーウィンは世界を記述するために基本概念へと一

気に飛んだ可能性がある。その意図がどうであったにせよ、パンゲン説は誤りであるこ

とが明らかになり、今では科学者の頭から消え去っている。 

 

しかし、このような見方はできないだろうか。ダーウィンは遺伝の素子としてジェミ

ュールという物質を想定した。そのほぼ 20年後の 1889年、ダーウィンの説に霊感を受

けたユーゴー・ド・フリースが核にある遺伝物質パンゲン（pangen）が細胞質で活性化

されるとする細胞内パンゲン説（intracellular pangenesis）を唱えることになる。さらに

その 20年後の 1909年には、ウィルヘルム・ヨハンセン（Wilhelm Johannsen, 1857-1927）

が遺伝を担う物質を “gene”と命名し、“genotype”と“phenotype”を区別する。それらが

1953年の DNAの構造解明へと繋がることになった。このような歴史の流れを振り返る

時、ある現象を全的に説明できる仮説を提唱することは、極言すれば、たとえそれが誤

りだったとしても科学にダイナミズムを与える重要な要素になるのではないかという

思いが湧いてくる。もう 4年前になるが、出版されたばかりのダーウィンの自叙伝の仏

訳 L’Autobiographie（Seuil, 2008）を読む機会があった。その序文にあったダーウィンの
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孫娘ノラ・バーロー（Nola Barlow, 1885-1989）の何気ない次の言葉が印象に残っている。 

 

「この自叙伝は、彼が自らの成果を誇ったり、急激に古い因習を破壊するのではなく、

理解することを求め、思慮深い判断によりヴィクトリア朝の考え方を変え、更なる研究

のための広大な領域を開いていった様子を明らかにしています」 

 

仮説を用いて根源的な原因（vera causa）を探り、自然全体の動きを理解しようとした

ダーウィンの営みがよくわかったような気がしたからである。その後の生物学だけでは

なく、幅広い領域に大きな影響を与え続けている思想を生み出したダーウィン。そこに

哲学的科学者の見事な典型が見えてくる。 

 

 

高等師範学校中庭のヴォルテール 

 

ところで、ダーウィンが進化を漸進的な過程であるとしたのに対して、化石などの解

析から進化は比較的安定した時期と急激な変化に富む時期が交互に起る過程であると

した学者がいる。断続平衡説（punctuated equilibrium）をナイルズ・エルドリッジ（Niles 

Eldredge, 1943-）博士とともに提唱したスティーヴン・ジェイ・グールド（Stephen Jay 

Gould, 1941-2002）博士である。彼は 60歳という若さで亡くなっているが、進化論や科

学の普及に大きな功績を残した。また、“The Spandrels of San Marco and the Panglossian 
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Paradigm”（Proc. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 205: 581–598, 1979）という影響力ある論文を

リチャード・ルウォンティン（Richard Lewontin, 1929-）博士との共著で書いている。タ

イトルにあるパングロスは、言うまでもなくヴォルテール（Voltaire, 1694-1778）の『カ

ンディード、あるいは楽観主義』（Candide, ou l’Optimisme, 1759）に登場するライプニッ

ツ（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716）の哲学を主人公の若きカンディードに教える

哲学者である。ライプニッツ哲学の特徴は、この世界は完全なる神が創造した最善のも

のであり、悪も含めたすべてに必然性があるとする「予定調和」に代表される。ヴォル

テールはこの物語において人間には世界を改善する力があるとする楽観主義を説き、運

命論の色濃いライプニッツ哲学を批判したのである。そのことを象徴的に示す« …mais 

il faut cultiver notre jardin. »（でも、われわれの庭を耕さなければなりませんから）とい

うあまりにも有名な言葉を、この物語の最後でカンディードに語らせている。ジェイ・

グールド博士は、上記論文でヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂のスパンドレル（二つ

のアーチに挟まれた三角形の部分）を例に取り、その部分は装飾を施すために作られた

ものではなく、構造上の副産物として生まれたところに装飾したに過ぎないとして、今

あるもののすべてに必然性があるとするパングロス的な考え方、すなわちすべての機能

を進化の結果とする過度の適応主義を批判したのである。 

 

このシリーズの初回で、わたしがどのような経過で科学から哲学に入ってきたのかに

ついて、こちらに来た当時を思い出しながら説明した。それを簡単に言うと、「科学を

やった後に科学という営みについて知りたくなり、科学と科学を行う人間について考え

るために哲学を始めた」ということになるだろう。ところがつい先日のこと、運命論に

陥りがちな性向からか、このような説明が浮かんできたのである。それは、「科学をや

っていたのは、実は哲学をやるためだった」というものである。このライプニッツ的な

後付けの説明もヴォルテールの批判を浴びそうである。しかし、そう説明を変えただけ

でわたしにとっての哲学の意味、現在の持つ意味ががらりと変わってくるから不思議だ。

最初の説明では感じることのなかった「哲学をやることが使命」というニュアンスを帯

びてくるからである。科学的には見えない説明が人間の心理に与える無視できない効果

である。 

 

フランスのジャーナリストにして哲学者でアカデミー・フランセーズ会員でもあった

ジャン・フランソワ・ルヴェル（Jean-François Revel, 1924-2006）氏は、哲学者はもはや

職業でも身分でもなく、ソクラテスが語り、モンテーニュがやったように、精神を完全
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に自由な状態に置き熟考する人は誰でも哲学者になると考えていた。彼は、長い間の人

間観察からこう言い残している。 

 

「人間は、たとえそれが自分の利益に反することになるとしても、自由や真実を大切に

する気持ちを持っていないのではないか。人間はしばしばそんなことはどうでもよいと

思っているのである」  

 

デカルト嫌いを自認するルヴェル氏が指摘するように、人間は深いところでは極めて非

科学的に動く生き物なのかもしれない。確かに、人類の歴史を見ればその繰り返しで溢

れている。われわれの社会においても非科学的、非論理的な説明が堂々と罷り通ってい

る。その背景には、論理性を重視しない人間の心があるだけではなく、本来説明の非論

理性を指摘すべき科学者や哲学者などの専門家、あるいはルヴェル氏の考える哲学的人

間の不作為があるように見える。ソフィストと闘うソクラテスがいないのである。この

ような状況がわれわれに齎すことになる不利益の大きさを考える時、起こっている「こ

と」について何ものにも囚われることのない議論によりその実態を科学的、論理的に説

明しようとする作業の大切さに思いが至る。科学的説明を日常に降ろすこと、それはわ

れわれに課せられた責任であり、社会貢献にもなるはずである。専門家の一人として考

えていかなければならない問題になりそうである。 

 

（2012年 11月 6日） 

 


