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生物学における機能説明と機能階層 

大塚 淳（京都大学） 

 

 

1. はじめに：生命科学のモデルをめぐって 

 生命科学とは、どのような科学なのだろうか。 

 論理実証主義的な科学観にしたがえば、科学的理論は法則、すなわち必然性を持った真

なる経験的普遍命題からなる。実際、物理学や化学は、多くの法則を生み出してきた。し

かしながら生理学や神経科学、分子生物学などには、厳密な意味での法則といったものが

ない。確かに、地球上の生物の大半に妥当する真理というものは存在する。しかしそれは

法則といえるほど無例外的ではないし、また一般に自然法則の基準とされる反事実条件を

満たさない。 

このような事態、すなわち生物学における「無法状態」は、生命現象という研究対象そ

のものの成り立ちに起因している。生物学的形質の多くは、偶然的な要因によって形成さ

れ、引き継がれてきた。このことは、自然選択、突然変異、遺伝的浮動などといった進化

の主な要因が基本的に確率的プロセスであり、しかもその方向性も環境や個体群の状況な

どといった偶然的要因によって決まるということからも明らかである(Beatty 1995)。つま

り現存する生物は、たまたま生じた突然変異に、時と場所によって方向性が異なる進化的

力が働いて作り出された結果なのである。 

以上のような事情から、全生物に妥当する普遍的法則を期待することは難しい。また実

際にも、生命科学はそうした法則の確立を目指しているのではない。よって｢種々の法則か

らなる理論｣という科学観は、生命科学のモデルとしては不適切だといえる。むしろそれが

解明しようとしているのは、生物が持つ様々な形質の機能である。例えば、ワトソン・ク

リックによる DNA二重らせん構造の決定も、多くの生物がそうした構造物を有するという

ことよりも、その構造が遺伝と発現における DNAの機能を明らかにするために重要なので

ある。では機能とは何であり、それはなぜ生命科学において重要性を持つのだろうか。ま

た機能説明に注目した場合、生命科学はどのような科学的営為として理解されるのだろう

か。 

 

 

2. 因果役割機能と機能階層 

生物学における機能説明の論理的構造は、早くから問題にされ、起源説(etiological 

theory)・傾向性説(propensity theory)・因果役割説(causal role theory)といった複数の解

釈が提出されてきた。本発表で取り上げるのは、このうち最後の因果役割説である。 

因果役割説において、機能は次のように定義される（Cummins 1975を一部改変）： 
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システム Sの一定の性質またはふるまい ψの説明 Eにおいて、Sの部分 xが持

つ機能は φである iff Sにおいて xは φすることが可能であり、xの φに言及す

ることで、Eは Sの ψを適切に説明する 

こうした機能概念は、Salmon(1984)に代表される科学的実在論およびメカニズム的説明観

（Machamer et al. 2000）に根ざしている。そこでは、出来事はそこに含まれる諸要素間

の因果的連関を示すことで説明される。大まかに言って、因果役割機能とはこの一連のメ

カニズムにおいて責任を担う構成要素の作用である。したがってシステムSのふるまいは、

各部分x1,x2,…の機能φ1, φ2,…が切れ目ない仕方で明らかにされたとき、十全に説明される。 

 生命科学における説明の多くは、このような機能分析の形をとっている。例えば循環器

系の栄養分配能力は、心臓、血管、肺などの機能によって説明されるだろう。こうした機

能分析は一回で完結するのではなく、再帰的な仕方でさらに下位レベルへと続けられる。

例えば心臓の規則的な収縮運動では、心房壁における神経細胞のインパルス伝達が一定の

機能を果たしている。またその伝達では神経細胞内の電位依存性チャネルの開閉が、電位

依存性チャネルの開閉では電位センサーとよばれる特定のアミノ酸領域の性質がそれぞれ

一定の機能を有しており、そうした各機能が当該のふるまいを説明する。 

 機能分析を用いる探求戦略は、生命現

象はツリー状の階層構造によって最も良

く把握されるということを前提している

（左図）。ここで矢印は構成要素からシス

テムへの機能的な貢献である。一つの上

位ノードに接続された下位ノードのすべ

てからなる階層の各部分は、一つ一つの

機能分析的な説明 Eiを表す。この説明の

総体∑Ei が、最上位ノードに対する構成

的説明(Salmon 1984, p.270)を与える。こ

うした生命の捉え方を、生命の機能階層パラダイムと呼ぼう。生命科学的探求の多くは、

こうしたパラダイムに則っている。したがって機能階層は、現在の生命科学における知見

を要約するとともに、また今後なされるべき探求の指針を与えているのである。 

 

 

3. 機能階層が示すもの 

 生命科学における機能階層の探求は、基本的に還元主義的である。そしてその性質ゆえ

に、このパラダイムには固有の限界がある。以下この点を見ていこう。 

 

3-1) フィールドの統合と還元 

 生命科学における探求の多くは、複数のフィールドにまたがっている(Cf. Darden 2005)。
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例えば遺伝学はその初期から細胞学的研究と不即不離であり、今日の神経科学メカニズム

の研究には分子生物学の成果や手法が欠かせない。こうして遺伝学、分子生物学、生化学、

神経科学、生理学、免疫学などといった各フィールドは、相互に密接に連関している。し

かし法則中心的な科学観では、このような統合的関係を十分に把握することができない。

というのもよく主張されるように、たとえ各フィールドの知見を形式的体系にまとめ上げ

ることができたとしても、多重実現あるいは多対多関係により、各々の体系間の関係をつ

けることが不可能だからである(Cf. Hull, 1974)。一方、生命科学を機能階層の探求と捉え

れば、こうした問題は解消する。つまり各々の研究活動は、この機能階層構造の様々な領

域の探求として、統一的な仕方で位置づけることができるのである。 

こうした統合は、還元主義的である。ただしここでいう還元は、理論間の形式的構造の

間の関係ではなく、諸科学理論において想定されている対象の間になりたつ関係にスポッ

トを当てる（Cf. Sarkar 1998, p.19）。こうした還元的説明においては、ある一つの科学探

求フィールドにおいて想定されている現象や規則性が、他の（一般的にはより詳細な対象

を扱う）フィールドに属する存在物や規則性によって説明される。一方機能分析は、説明

対象を構成要素の機能によって説明する。そして、対象に含まれる構成要素とは何か、そ

してそれがどのように相互作用するのかといったメカニズムを規定するのは、上位レベル

の現象を扱う理論とは別の理論である場合が多い。例えば、遺伝学における交差

(crossing-over)は、シナプトネマ構造、セントロメア、コヒーシンタンパク、動原体微小管

などといった分子生物学的な道具立てによって説明される。実際、生命科学において起こ

っているのは、このような機能的な還元(Wimsatt 1976)だと考えることができるだろう。 

 

3-2) 機能的還元の限界：ネットワークと創発現象 

 機能分析の還元主義的性格は、ツリー状機能階層パラダイムにおける、説明の非対称性

に端的に現れ出ている。つまりそこでは、上位レベルの現象は、構成要素の機能のみに注

目することによって説明されるものと期待されている。 

しかし生物界の現象の探求のすべてにおいて、こうした想定が有効なわけではない。多

細胞動物の細胞のふるまいは、細胞内要素の機能の列挙だけでは説明がつかないものの好

例である。それらの細胞の分裂・成長・存続には、細胞内メカニズムのほかに、細胞外か

らのシグナル分子による複雑な制御が必要とされる。よってここでは、一方向的な機能階

層は説明のすべてたりえない。この説明関係を図式化しようとすれば、それは他の階層か

らの因果的影響を含んだ、ネットワーク的なものにならざるをえないだろう。 

また、そもそも機能的な分析が全く適さないような現象が存在する可能性がある。複雑

系生物学でしばしば主張される（強い）「創発(emergence)」は、機能的還元へのアンチテ

ーゼとして捉えることができる。例えば Kauffman(1993)のブール関数ネットワークによる

細胞の遺伝子調節モデルにおいて、遺伝子発現のパターンを説明するのは、個々の要素に

あてがわれた機能ではない（そこでは各ノードのふるまいはランダムに割り当てられてい
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る）。むしろ各ノードがどのような発現パターンを示すかは、ネットワーク全体の性質（す

なわちノードの接続数 K と、各ノードのふるまいを規定する関数の一般的性質）によって

決まってくる。ここでは、システム全体のふるまいを諸構成要素の機能に分解して説明す

るという、因果役割機能分析の手法そのものが破棄されているのである。 

 

以上のように、生物の探求手法としての機能階層パラダイムは、常に有効なわけではな

い。しかしその限界においても、それは一定の有用性を持っている。例えば創発現象はし

ばしば、生命の還元不可能性を示すものとして引き合いに出されるが、上述の観点からす

れば、これは存在論的全体論ましてや生気論の復活に直結するものではない。複雑系にお

ける創発は機能分析の実行可能性からの議論であり、それは第一義的には方法論に関する

ものなのである。 

生命は複雑であり、その探求においては、対象がどの程度の複雑さを持っているかが重

要な意味を持っている。機能階層は、こうした複雑さを評価する基準を提供するだろう。

発表では、実例を交えつつ、このパラダイムが持つ有効性と含意、またここでは触れるこ

とができなかった、他の機能概念との関わりを考えていきたい。 
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