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生物学の哲学勉強会[2006/07/04]田中泉吏 

Sterelny, K. and Griffiths, P. E. (1999) Sex and Death: An Introducton to Philosophy of 

Biology. The University of Chicago Press. 

Ch.4 生物体の逆襲 

 

4.1 遺伝子とは何か 

□ 「簿記論法」の非常に弱い解釈のみを受け入れる論者による遺伝子選択説の批判 

Ø すべての進化的変化には遺伝子頻度の変化が含まれるかもしれないが、遺伝子頻

度の変化を説明することによって進化を説明することはできない。 

□ 批判の根拠 

Ø 遺伝子は表現型と関係しているかもしれないが、その関係は間接的で変わりやす

いものなので、選択されるのは遺伝子ではなく表現型である＝遺伝子は選択にと

って「不可視」である。 

Ø ソーバーによる”selection for”と”selection of”の区別 

² Selection for: 形質そのものが選択されること 

² Selection of: 形質が結果的に選択されること 

この一般様式の論証はマイアにまでさかのぼり、最近でも多くの擁護者が存在する。その

論証のなかには、遺伝子の表現型上の発現が変わりやすいことを強調するものもあれば、

適応度への遺伝子の効果が変わりやすいことを強調するものもある。しかし、われわれは、

遺伝子が適応度に対して比較的不変的な効果を持つ唯一の仕方は遺伝子が世界において比

較的不変的な表現型効果を持つことによってであると見なしている。したがって、これら

の論証には異なる定式化が存在するが、われわれはそれらを本質的には同じものとして扱

う。 

（p. 78, 第 1 段落） 

 

□ 以下で扱う問題 

(1) どの DNA 配列が遺伝子とみなされるかという問題 

(2) 遺伝子と表現型の関係の複雑さに関する問題 

 

□ 遺伝子とは何か 

Ø 何らかの種類の機能的単位 

² コドン 

² 「読み配列」（分子生物学） 

Ø 「進化的遺伝子概念」（ウィリアムズ、ドーキンス SG） 

遺伝子であることとタンパク質構築において特定の役割を持つことの間のこの結びつきを

切断する……遺伝子は染色体上のかなり短い DNA 配列であればどれでもよい。配列は相当
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短くなければならない。なぜならば、長い配列は減数分裂における交叉によってしばしば

分解されてしまうからであり、それゆえ「潜在的に不死」ではないからである……進化的

遺伝子概念の特徴は、いかなる
、、、、

DNA 配列も遺伝子と見なされるということである： 

 

私が「染色体の任意に選ばれた部分」と言ったとき、私はそれで本当に任意というこ

とを意味していたのだ。私が選んだ 26 個のコドンは 2 つのシストロン［遺伝子作用の

機能的単位］の境界をまたぐものであってもよい。その配列はそれでもなお複製子の

定義に潜在的には合致しているし、それが対立自己複製子をもっていると考えること

さえ可能である……（Dawkins 1982, 87［邦訳 pp.173-4］） 

 

 「遺伝子」のこの公式の定義がはっきりと提示されると、批判者たちが「遺伝子」が選

択には不可視であると主張した理由が容易に理解される。もしも遺伝子が単なる任意の

DNA 配列であるならば、任意の記号列が本の意味に体系的に関係しないように、遺伝子の

ほとんどが表現型に体系的に関係しないことになるだろう。 

（p.78, 第 4 段落‐p.79, 第１段落） 

□ 進化的遺伝子概念における DNA 配列の適応度の定義（SG） 

Ø 「生物における遺伝子／8 人乗りボートにおけるクルー（こぎ手）」のアナロジー 

Ø ある DNA 配列の適応度は、その DNA 配列のコピーを持つ生物の平均適応度であ

る。 

「一貫して
、、、、

敗者側にいる遺伝子は不運なのではない；それは悪い遺伝子なのである」

（Dawkins 1976, 41?；強調ママ） 

（p. 79, 第 2 段落, ll. 8-9） 

 

□ SG における平均化による遺伝子の適応度の定義の難点 

Ø 「遺伝子はこぎ手のように一貫して不運であるということが可能
、、

なのである」（p. 

79, 第 3 段落, l. 1） 

Ø ドードーのイントロンとゴキブリのイントロン 

Ø ドーキンスの定義は「科学的説明の中心的特徴（すべての相関が説明的なわけで

はない）を無視している」（p. 80, ll. 1-2） 

Ø 相関が偶然なのか因果関係の現われなのかを区別するテスト：「反事実的」力をも

っているかどうか 

本当に任意に選ばれた進化的遺伝子はこのテストをパスしない。ゴキブリがその遺伝子の

中にドードーが持っていたようなイントロンをより多く持っていたとしたならば、ゴキブ

リはより大きな絶滅のリスクにさらされるだろう、と言うことはできない。 

（p. 80, 第 1 段落, ll. 17-20） 

□ 進化的遺伝子概念から不合理な結果が生じてしまうことは、ドーキンスも認識していた。 
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Ø 「利己的なヌクレオチド」理論 

「ちょうど 4 つの遺伝子（4 つの DNA ヌクレオチド、A、T、G、C）が存在し、

その相対適応度が存在するすべての DNA の構成を説明し尽くす」（p. 80, 第 2 段

落, ll. 3-5） 

ドーキンスは『延長された表現型』においてこの「利己的なヌクレオチド」理論を論じて

いる。この議論において、進化的遺伝子概念は静かに、そして（われわれが思うに）正し

くも葬り去られているのである。ヌクレオチドは選択の標的ではない。なぜならば、ヌク

レオチドが競争関係にあるということにいかなる意味も存在しないからである。ヌクレオ

チドは、それらを、あるいはそれらのコピーをより複製されやすくさせるような表現型へ

の影響力（phenotypic power）をまったく行使しない。 

 

単一のヌクレオチドは…シストロンにおいて、それを囲むほかのヌクレオチドの文脈

を外れてしまうと表現型効果を持っているとは言い得ない。アデニンの表現型効果に

ついて話すことは意味がない……ゲノム内のシストロンの場合はこれに類似しない。

ヌクレオチドと違って、シストロンはそれが染色体上にあるところとは比較的…独立

に、一貫した表現型効果を持つのに十分なほど大きいのである。（Dawkins 1982, 91-92

［邦訳 p.181］） 

（p. 81, 第 1 段落） 

 

□ 遺伝子の定義の再整理 

(0) 「進化的遺伝子概念」 

表現型への影響力を持たないヌクレオチドを遺伝子概念から排除していない。 

 

(1) 「能動的な生殖系列複製子」 

第一の道筋は、遺伝子を実在する機能的な生化学的単位であるとみなすというものである。

人間は 100000 より少ない遺伝子を持つということを見聞きするとき、数えられている「遺

伝子」とはこれのことである。これらの分子的遺伝子
、、、、、、

は、分子生物学者がそれについて発

見をするところの遺伝子である…ドーキンスが「能動的な生殖系列複製子」を遺伝子と定

義するとき、彼はこの戦略のようなものを採用している。 

（p. 81, 第 3 段落, l. 9‐p. 82, 第 0 段落） 

 

(2) 「差異生産者」（difference maker） 

遺伝子選択説が取ることのできる第二の道筋は、遺伝子を世界に対する効果の観点から定

義することによって、遺伝子が世界に対して一貫した効果を持つことを保証するものであ

る！ サンカノゴイの縞模様の羽毛のための「遺伝子」、カササギの攻撃のための「遺伝子」、

寄生者によるおぞましい操作のための「遺伝子」と書いたとき、われわれはすでにそのよ
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うな定義を用いていた。この考えには胡散臭い、あるいは循環的なものは何もないことに

注意されたい……それらは上述した反事実条件文のテストに合格する……この意味での遺

伝子は「差異生産者」である：それは、特定の遺伝的・環境的文脈においてそれが存在ま

たは欠如することで、ある表現型形質と別の表現型形質との間に差異が生じる
、、、、、、

ような DNA

配列である（Sterelny and Kitcher 1988）。 

（p. 82, 第 1 段落） 

 

□ (1)と(2)の違いは、「表現型への影響力」をどのように考えるかの違い。 

□ 不可視性論法への応答の仕方も、(1)の定義を採るか(2)の定義を採るかによって異なっ

てくる。 

 

4.2 遺伝子は能動的な生殖系列複製子である 
ドーキンスは能動的な複製子を以下のように定義している。 

 

その性質がコピーされる確率に何らかの影響を与えるすべての複製子。たとえば、あ

る DNA 分子は、タンパク質合成を通じて、それがコピーされるかどうかに影響を与え

る表現型効果を発揮する。（Dawkins 1982, 83［翻訳 p. 165］） 

 

 不可視性論法は、遺伝子／表現型の関係の変化のしやすさに依存している。この論法を

配備する論者たちは、それは進化的遺伝子だけでなく分子的遺伝子にも当てはまると考え

ている……特定のタンパク質を作る遺伝子配列にとってさえも、その…表現型効果は同定

可能ではない、と彼らは非難する。所与の生物体が特定の遺伝子を持つことの広範な効果

は非常に多様である。単一のタンパク質でも非常に異なる使用に付されうる。たとえば、

リゾチームは（涙液中で）溶菌酵素として、消化酵素として、あるいはミルクの生産のた

めにとさまざまに利用されるタンパク質である（Geoff Chambers、私信）。さらに、遺伝

子の諸効果はゲノム中に存在するほかの遺伝子に依存するだろう。血色症を引き起こす対

立遺伝子は男性に鉄の過剰な蓄積をもたらすが、月経によって鉄を失い、一般的に貧血を

起こす危険がはるかに大きな女性には概してもたらさない。……鎌状赤血球貧血症のケー

スですでに見たように、生物体の実際の適応度に対する遺伝子の効果は、ほかの遺伝子を

含む多くの要因に依存しているのだろう。 

（pp. 82-3） 

 

□ 遺伝子選択説の批判者は、「一貫した表現型効果」が大部分の遺伝子を排除してしまう

ものとして解釈している。 

グールドやソーバー、ルウォンティン、ウィムサット、ブランドンによって異なった仕方

で表現されている不可視性論法の一般的な形式は以下のようなものである： 
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前提 1. 遺伝子の作用が強固で恒常的である場合、そしてその場合にのみ、遺伝子にか

かる選択が存在する。遺伝子 G*が選択されるのであれば、G*の個々のコピーが生存と

繁殖に一貫した効果をもたなければならない。さもなければ、それらは選択圧に「不

可視」になるであろう。G*は確かな表現型上の帰結を持たなければならない。そうで

なければ、G*の複製率は多くの無関係な過程の単なる平均になるであろう。…… 

 

前提 2. 「豆袋の遺伝学」（各々の形質がその形質のための特定の遺伝子の作用によっ

て説明されるという考え）は間違っている。遺伝子と表現型現象の間には一対一の相

関関係のようなものはまったく存在しない。すべての形質が多くの遺伝子の作用を必

要とし、多くの遺伝子が 2 つ以上の形質の発生に貢献する。 

 

したがって、 

 

結論 1. 遺伝子は恒常的な効果をもたない；ある遺伝子のタイプが一つのことを行い、

そのおかげでそれが選択に可視になるということはない。 

 

結論 2. たぶんある特殊なケースを除いては、遺伝子は選択の単位ではない。 

（p. 83, 第 1 段落） 

 

□ 不可視性論法への反論（ステレルニー＆キッチャー） 

Ø 「恒常的な表現型効果」を要求することが選択による説明の要点を台無しにして

いる。 

Ø 選択による説明は特異なシナリオを平均化して集団の力学における中心的な傾向

を把握するものである。 

□ フクロモモンガにおけるアルビノ（先天性色素欠乏症）の例 

Ø アルビノは不利だが、動物園では愛育されており、実際の適応度は低くない。 

Ø それでもアルビノの（傾向性解釈としての）適応度は低い＝アルビノに対して不

利な選択が存在する。 

Ø したがって、アルビノが生じるあらゆる環境において、それが同一の効果を恒常

的に持つということにはならない。 

Ø そうすると、「アルビノは不利である」という類の仮説は立てられなくなることに

なってしまう。 

Ø これを避けるために、環境をより微細に細別するという戦略が考えられる（これ

はすなわちソーバーらの戦略であり、以下で説明する「現実の順序の説明」であ

る）。すなわち、「動物園や積雪地域を除いては白化を不利にする選択が存在する」
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という言い方をすることになるが、これだと動物園などの通常の選択圧を逆転さ

せる環境に関する説明のポイントは（まだ）ない、ということになる。 

Ø しかし、選択による説明はそもそも、上記のように環境を細別していくものでは

なく、「強固なプロセスの説明」なのである。 

「現実の順序の説明」（actual sequence explanations）とは…世界の因果的な歴史の微

細な差異を説明しようとするものである。それはわれわれの現実の歴史とそれに近い可能

な世界の歴史の間の差異を説明する。そのような目的のためには、説明がより精密であれ

ばある程、それはよりよいものということになる。……「強固なプロセスの説明」（robust 

process explanations）は、現実の歴史のいくつかの特徴に対して個別の結果が鈍感
、、

である

ことを明らかにするものである。たとえば、ヨーロッパの政治的分裂に訴える第一次世界

大戦の説明は強固なプロセスの説明であり、第一次世界大戦にある程度似た出来事が非常

に起こりそうだったということを示そうとする説明である。外交戦略と軍事作戦の詳細な

解明は現実の順序の説明であり、現実の第一次世界大戦がいかにして起こったかを示すも

のである。これらの説明は対立するものではなく、一方に特有の制約は他方に特有の制約

ではない。とりわけ、詳細さは現実の順序の説明に特有であるが、それは強固なプロセス

の説明の要点を台無しにするものである。われわれはすべての可能な「第一次世界大戦」

世界を特徴づけたいのであって、このうちのいくつかではグレイがイギリスの外務大臣で

はないかもしれないので、われわれはこれらの世界を彼が行ったことに訴えることによっ

て説明したいとは思わないだろう。 

（p. 84, 第 1 段落） 

□ 選択による説明は強固な説明である。 

Ø 野生化したオーストラリアのネコにはたらく縞模様を有利にする選択についての

記述（2.3）は、ネコの集団の多くの可能な進化の道筋に見られるであろう傾向を

明らかにしていた。縞模様の固定を説明する上で重要なのは現実の歴史の多くの

特徴ではなく、選択圧（子ネコがタカによって捕食されること）なのである。 

Ø 環境を細別すればするほど、選択による説明を局所的集団のミクロな歴史の微妙

な差異に依存する現実の順序の説明に変えることになるのである。それは選択に

よる説明の要点を切り捨てることになる。 

 

□ 遺伝子の定義をめぐる問題 

Ø 遺伝子概念はヌクレオチドを排除しなければならない。 

Ø しかし、「遺伝子は恒常的な表現型効果を持つ」という要求は強すぎる。 

Ø 「表現型効果を持つこと」がヌクレオチドを排除するほど十分に強く定義される

のならば、遺伝子選択は深刻な経験的問題に直面することになる。遺伝子選択説

の擁護者は、ほとんどの遺伝子が複製の成功の歴史を説明するような効果を持つ

ということを示す必要がある。しかし、キナーゼ・タンパク質遺伝子やヒストン
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遺伝子のタイプには強固な説明がなされ、それゆえ選択に可視であるとしても、

その特定の種（particular kind）に強固な説明がなされる（その特定の種が選択

の標的である）ということはまったく明らかではない。 

 

□ 結局、遺伝子選択は以下のような問題に直面する。 

以下の 3 つの条件を満たすような表現型効果の概念を定式化する方法があるということは

まったく明らかではない。その 3 つの条件とは、（1）分子的遺伝子が表現型効果を持つと

みなすこと；（2）個別のヌクレオチドのような偽者を排除すること；（3）（遺伝子が表現型

効果を持つとき）遺伝子の表現型効果は遺伝子の複製傾向を説明する。 

（p. 87, 第 0 段落, ll. 1-5） 

 

4.3 遺伝子は差異生産者である 

遺伝子選択説論者が進化的遺伝子概念の失敗に応答することができるもう一つの方法は、

遺伝子をそれが世界に対して作り出す差異によって定義することである。形質のための遺

伝子というものは実際にはないのであって、形質の差異
、、

のための遺伝子のみがあるのだと

いうことは遺伝子についての議論でよく言われることである。……さらに言えば、差異が、

そして差異だけが自然選択に可視であるのだ。 

（p. 87, 第 1 段落） 

□ ステレルニー＆キッチャー（1988）による「差異生産者」としての遺伝子の定義 

Ø 遺伝子は、それが作り出す差異のおかげで選択に可視である。 

Ø 「～のための遺伝子」という言回しに形式的再構成を与えた。 

人間におけるある対立遺伝子は「茶色の目のための対立遺伝子」である。なぜならば、標

準的環境においては…それに代わりうるほかの対立遺伝子ではなく、むしろその対立遺伝

子を持つことが、あなたの目が青ではなく茶色であるだろうということを意味するからで

ある。 

（p. 87, 第 2 段落, ll. 5-8） 

□ しかしながら、「遺伝子は文脈依存的な差異生産者である」ということに注意すること

は重要である。遺伝子の効果はその環境の遺伝子や細胞などの特徴に依存する。 

 

□ 遺伝子選択に関するほとんどの議論は、遺伝子を表現型上の差異によって定義している。

しかしながら、このように遺伝子を定義することはあいまいである。というのも、「遺

伝子＝差異生産者」の解釈には 2 通りのものがあるからである。 

(1) 白眼のショウジョウバエ（突然変異体）について、赤眼（正常）ではなく白眼を持つと

いう差異を作った DNA 配列を意味するために「白眼のための遺伝子」という言葉が用

いられるかもしれない。また、この呼び名はその DNA 配列のそのほかのすべてのコピ

ーに対しても用いられる。たとえもし「そのほかのすべてのコピー」が正常個体の標準
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的環境下で白眼を作らないとしても、それらは「白眼のための遺伝子」である。この「～

のための遺伝子」の理解の仕方は、「遺伝子＝能動的な生殖系列複製子」の別ヴァージ

ョンである。この定義では、遺伝子タイプが分子的統一性を持つということが保証され

る（遺伝子タイプはすべて同じあるいは類似した配列からなる）。しかし、表現型レベ

ルでいかなる統一性が存在することも保証しない。 

(2) 「白眼のための遺伝子」についての、(1)に代わりうる純粋に機能的な解釈では、ある遺

伝子座にそれが現れることが実際にそれを眼の色に関して差異生産者にしている DNA

配列のみが眼の色「のための遺伝子」である。この意味においては、白眼のための遺伝

子を、白眼を実際に生じさせるすべての DNA 配列、そしてそのような DNA 配列のみ

であると単純に定義しているのではない。特定の個体において表現されない劣性の対立

遺伝子と、個体において発生に失敗する対立遺伝子もなお、「のための遺伝子」とみな

される。 

(ア) 遺伝子が実際に自然選択にさらされると確信できる。なぜなら、差異生産遺伝子

は恒常的な表現型効果を持つと確信できるから。 

(イ) しかし、遺伝子タイプが分子レベルで統一性を持つことを保証しない。 

(ウ) また、遺伝子のコピーが複製子の系列を形成することを保証しない。 

□ (イ)(ウ)は(2)の解釈の不利な点である。というのも、遺伝子選択説は累積的選択を重視

する考え方から生まれたのであり、かつ、累積的選択は分子的統一性の何らかの形態を

持つ遺伝子系列を必要とするからである（白眼のための遺伝子の個別的トークンは互い

のコピーでなければならない）。 

 

まとめ 

□ 「能動的な生殖系列複製子」としての遺伝子と「差異生産者」遺伝子のいずれにも問題

があるということをここまで見てきた。注目すべきことは、どちらの概念を採用するに

しろ、遺伝子選択説は遺伝子と表現型の関係について「経験的な賭け」をしている（し

てきた）ということである。 

 したがって、遺伝子選択説は、表現型レベルで記述することができる現象（カササギの

攻撃、ショウジョウバエの眼の色）と表現型上の差異を引き起こす遺伝子の間に何らかの

種の模範的な関係が存在するという経験的な賭けをしてきたように見えるのである。この

ように見ると、継続する遺伝子選択説の研究プログラムは概念的かつ経験的な難問に直面

する。その概念的課題は遺伝子選択説がコミットする遺伝子型／表現型の関係を明細に述

べることである。その経験的課題はその存在を確証することである。 

（p. 93, 第 1 段落） 

□ そして、進化的遺伝子概念の採用は、こうした経験的な賭けを避ける戦略だったのであ

る。しかし、それは同時に遺伝子選択説からの逸脱になってしまった。遺伝子選択説の

立場に立つ限り、上記のような経験的な賭けは避けられない。 
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