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Ch.8 生物体、集団、超個体 

 

8.1 相互作用子 

□ 小さな狩りバチ類 wasp の Copidosoma floridanum1のメスのクローンには、繁殖する

通常個体と戦士モルフが存在する。 

Ø このクローンは物理的に散在しているにもかかわらず単一の生物個体（相互作用

子）であると考えるべきなのか？ 単一個体ではなく、別々の個体の集まりだと

考えると、戦士モルフの自己犠牲はどのように説明されるのか？ 

ð どのような生物学的実体が相互作用子2として認められるのか？ 

□ 本章では進化の階層論についてのある見解について考察する。そのなかで、ヒヒの群れ、

ライオンのプライド、ハチの巣、シロアリ塚などが「超個体 superorganisms」である、

すなわち、それらは相互作用子のただの集まりというよりむしろ相互作用子そのもので

あるとする考えについて考察する。生物の集まりが相互作用子であると考えられてきた

主な理由は、「利他行動 altruism」の存在であった。利他行動は長らく進化論にとって

謎であったが、近年は「集団選択 group selection」によって説明されると考えられるよ

うになっている。 

 

8.2 利他行動という難問 

□ 利他行動の説明：3 つの可能性 

(1) 利他行動はエラーである（見かけの上だけの利他行動である）。 

原因：認識システムの不完全さ 

例：同種の他個体あるいは他種の生物によって操作されること 

Ø カッコウに托卵されるロビン 

ð 選択圧における非対称性が存在するので、これは驚きではない（しかし、あ

る種の鳥はカッコウに「追いついている」）。 

Ø ハダカデバネズミの女王のホルモンによる操作 

Ø 他個体の子に授乳してしまう雌ライオン 

ð このタイプのエラーは、たかり屋を排除することの副次効果として自身の子

に授乳することを拒否してしまうエラーよりもコストは少ない。 

 

                                                 
1 ガの幼虫に卵を産みつけ、ガがイモムシに成長すると、卵はかえってイモムシを中から食べて
成長するという「捕食寄生者 parasitoids」である。 
2 相互作用子間の生存闘争がどの複製子系統が成功するかを決定する（Cf. Box 2.3, p. 40）。 
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＊ 操作によって引き起こされたエラーがどのようにして集団防衛や警戒音などを説明す

ることができるのかを理解するのは難しい。 

 

(2) 利他行動は錯覚である（利他行動は存在しないと説明し去る）。 

□ 他個体のために自身の利益を犠牲にしているように見えるが、損益比を十分に理解する

と、実際にはそうではない行動 

Ø カラスの若年個体は屍骸を見つけると大きな叫び声を上げて他個体を呼び寄せる。 

ð 叫び声を上げないと、なわばりの所有者によって追い出されてしまう。 

Ø ダチョウのオスは自身の子でない雛を含む共同保育場
ク レ イ シ ュ

を管理する。 
ð これにより、自身の子が捕食から逃れる確率が高まる。 

Ø 上等な食物を見つけたときに黙っているサルは、隠れてがっついているところを

見つかると罰せられる3（Hauser 1996）。 

ð 思慮深いサルは（正直さは彼にとって
、、、、、

最良の策であるので）食べ物を見つけ

たとき叫び声を上げる。 

□ いわゆる「互恵的利他行動 reciprocal altruism」は、利他行動を説明し去るこの戦略に

とって重要である。2 個体以上の動物が個別では得られない資源を協力することによっ

て得ることができるならば、個体選択は協力行動を進化させる。アフリカの野生のイヌ

は 1 個体では狩ることのできない獲物を共同で狩りをすることによって捕らえて、獲物

を分配する。共同の狩りは、それによって得られる利益が 1 個体で得る利益よりも価値

が高い限りは、各個体にとっての利益になる。この協力行動がモデルとなり、互恵的利

他行動は各個体が利益を同時に得ないケースにまで拡張される（例：チンパンジーの政

治的連合、吸血コウモリの血の貸し借り）。 

 

(3) 利他行動は集団選択によって説明される。 

□ ヒヒの群れやアリのコロニーなど、集団単位で選択がはたらくと考える。すなわち、集

団が相互作用子であり、集団間に変異が存在して生存・繁殖をめぐって競争をすると考

える。 

Ø 集団のために犠牲を払う個体が多い集団（利他的集団）は、そうでない利己的な

集団よりも生存確率が高く、自身に似た新しい集団を作る確率が高い。 

Ø 集団間の競争の結果、集団の利他的な性質への延長された表現型効果を有する遺

伝子の系統の複製が促進される。 

□ この集団選択説への批判 

Ø その 1；「利他行動」には隠された利益が存在するのかもしれない。ベルベットモ

ンキーの警戒音は実はタカへの警告であって、群れの仲間が利益を得るのはその

                                                 
3 罰による一次のフリーライダー問題の解決であるが、罰それ自体が集合行為であるため、二次
のフリーライダー問題が生じることに注意すべきである。 
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副次効果に過ぎないのかもしれない。 

Ø その 2；集団選択による説明はほかの説明（たとえば個体選択による説明）によっ

て書き換えることができるかもしれない。オーストラリアセイケイは階層社会を

形成して共同で繁殖や防衛を行い、支配個体は従属個体のオスとメスに繁殖を許

している。 

ð 集団選択説による説明；このような協調的・平等主義的な群れはそうでない

群れよりも有利である。というのも、従属個体は協調的・平等主義的な群れ

を離脱することでより利益を上げることはできないからである。 

ð 個体選択による説明；他個体が寛容な群れでは、他個体の繁殖に対して寛容

であることが引き合う。寛容でない群れに「亡命」することで利益は得られ

ない。寛容な鳥が類似する傾向性の鳥と通常群れを形成する限りは、寛容さ

が有利な形質として選択される。 

□ 集団選択説への批判その 1 は経験的なものであり、批判その 2 は概念的なものである。

後者は、同じ進化の出来事に対して複数の記述（集団選択による説明、個体選択による

説明、etc…）が可能である場合、どの記述を選ぶべきなのかという問題が存在すると

いう指摘である。ほとんどの場合、複数の説明は等しいが、個体選択による書き換え

redescriptions が妥当ではないケースも存在すると思われる。すなわち、進化は時に集

団間の選択を伴うのである。 

 

8.3 集団選択：テイク 1 

□ 1950 年代、60 年代に、影響力のあった進化生物学者のグループは、動物の社会行動を

社会集団の利益を促進する効果に訴えて説明していた。たとえば、つつきの順位やその

ほかの支配階層は集団内のむだな闘争を最小化したのだろう。オスの求愛ディスプレイ

は最良の最適者だけがメスを得ることを保証した。 

□ なかでも、ウィン＝エドワーズは、多くの種が資源基盤を過剰に搾取しないことを保証

するメカニズムを持っていると主張した。利他行動についての彼の主要な例は、繁殖の

抑制であった。鳥やそのほかの高等動物におけるなわばり制の「主要な機能は、一定の

生息地ごとの占有動物の数を制限することである」と主張した。支配階層や共同繁殖シ

ステムもまた集団を制限する。これらの社会メカニズムは集団の制御を主要な機能とし

て持つ。そして、ウィン＝エドワーズは、これらのメカニズムは集団選択によって進化

すると主張した。そのようなメカニズムを持たない集団は資源基盤を枯渇させて絶滅し

やすい。 

□ しかし、この繁殖抑制などは、個体選択によっても（より妥当に）説明されるし、個体

選択説に基づく対抗仮説は集団選択説とは対照的に経験的にテスト可能であった（例：

デイヴィッド・ラックの実験）。 

□ 膜翅目における利他行動を説明し去る上で重要な役割を果たしたのが、ハミルトンの
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「血縁選択 kin selection」説である。 

Ø アリ類、ハナバチ類、狩りバチ類などでは、メスは受精卵から生まれ、両親から

遺伝子を受け継ぐ倍数体diploidだが、オスは未受精卵から生まれる半数体haploid

であり、母親の染色体ペアの片方を受け継ぎ（どちらを受け継ぐかはランダムで

ある）、自身の遺伝子のすべてを娘に伝える。このような半倍数性の遺伝システム

haplodiploid genetic system では、母子間の遺伝的近縁度（1/2）よりも姉妹間の

遺伝的近縁度（3/4）のほうが高い4。したがって、ワーカーは自身が繁殖するより

も姉妹である女王（支配的な繁殖個体）の繁殖を助けることで「包括適応度

inclusive fitness」5を高めることができる。 

Ø 血縁選択は個体選択なのか、集団選択なのか？ →8.4 

□ ウィリアムズによるウィン＝エドワーズの集団選択説批判 

Ø 利他的集団は「内部からの転覆」（利己的個体の移住や突然変異による出現によっ

て起こる）に対して脆弱である。 

Ø 集団選択は繁殖の抑制を有利にし、個体選択が不利にするとしたら、どのような

結果になるだろうか？ 

ð 選択の力は世代時間と変異の量に依存する。有効な選択は累積的選択なので、

世代時間が短ければ短いほど、また、変異が多ければ多いほど6、選択の力は

強まる。個体の世代時間は集団のそれよりも短く、個体の変異は集団のそれ

よりも多いので、通常は個体選択が集団選択を圧倒すると考えられる。 

□ 集団選択の存在を支持する証拠 

Ø コクヌストモドキ（Tribolium castaneum）における実験（Wade 1976; discussed 

in Sober, Nature of Selection, pp. 264-6） 

Ø さらに、集団選択はいくつかの普通ではない性比を説明するとかなり広く考えら

れている。 

ð 個体選択は性比をおおよそ 50:50 にするようにはたらく（頻度依存選択, cf. 

3.3）が、これに対抗する集団選択がありうる。たとえば、次のような昆虫を

想像してみよう。広く分散している屍骸に卵を産みつけ、卵からかえった子

が屍骸をえさに成長し、交尾をしてから新たな屍骸を求めて分散していく。

                                                 
4 図で説明。式で描けば、（1/2×1）+（1/2×1/2）=3/4となる。 
5 個体は、それが持つ遺伝子のコピーを、自身の繁殖を通じて次世代に伝えるだけでなく、祖先
を同じくすることによって遺伝子を共有する他個体（すなわち血縁個体）の繁殖によっても次世
代に伝えることができる。遺伝子がコードする形質によって生じる利益を b、コストを c、ライ
トの血縁度係数を r、何もしないときの適応度を 1 とすると、包括適応度は 1-c+rb となる。こ
の形質をコードする遺伝子の頻度が増すのは 1-c+rb>1、すなわち b/c>1/rのときであり、この式
で表されるものが「ハミルトンの規則」である（Hamilton(1964)では、b/c を k で表している）。
以上の解説は、Dugatkin（1997）、長谷川・長谷川（2000）に基づく。 
6 多すぎる場合にも有効な選択は生じないので、ある一定の範囲内に収まっていなければならな
い。 
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屍骸は広く分散しているので、ほとんどの個体は見つけられずに死んでしま

うが、少数の個体は見つけることができる。このとき、メスに偏った性比が

有利である。というのも、交尾したメスは単体でもそこにコロニーを作るこ

とができるが、オスはそうはいかないからである。このような条件下では、

個体選択が引き続きはたらくにもかかわらず、集団選択によってメスに偏っ

た性比が進化しうる。 

Ø このように、集団選択はありうるのだが、集団選択はかなり特殊化した状況にお

いてしか有効でない、というのが最近までの定説であった。 

 

8.4 集団選択：テイク 2 

□ 現代の集団選択説（D. S. ウィルソンと E. ソーバー） 

Ø 彼らは相互作用子を、その諸部分が複雑な機構 organization を形成する実体とし

てよりもむしろ、その諸部分が運命を共有するような生物学的実体であるとして

定義した。 

Ø 生物体は細胞の集合以上のものであるが、それは生物体の細胞が諸器官の複雑な

システムを形成するからではなく、（繁殖上の）運命を共有するからである。一つ

の巣に棲むビーバーの集団も運命を共有するのであれば相互作用子である。 

Ø 「運命の共有」は程度問題である。一つの巣に棲むビーバーの集団には、個体の

細胞とは違って、適応度のばらつきがある。それにもかかわらず、巣内のビーバ

ーのいくつかの形質は巣内のすべてのビーバーに同じ仕方で影響を与える。ウィ

ルソンとソーバーは、共有される運命は形質ごとに定義されると提案している。

ビーバーがダムと巣の構築と維持で協力するのならば、その行動形質は巣内のす

べてのビーバーに共通の影響を与える。そして、巣内のビーバーはこの形質に関

して運命を共有していると言える。 

Ø ここで、ウィルソンとソーバーは「形質集団 trait group」の考えを導入している。

形質集団とは、ある形質に関して各個体が他個体の影響を感じているような生物

の集団のことである。形質がダム構築であれば、その形質集団は同じダムに住む

ビーバーの集団である。異なる形質は異なる集団を取り出すだろう。典型的事例

では、これらの集団は問題の形質に関して均質的だろう。しかしながら、均質的

である必要はない。ダムに住むすべてのビーバーは、たとえ少数がたかり屋であ

っても、形質集団である。 

Ø ウィルソンは、形質集団は選択の単位であると主張した。利他的な動物から成る

形質集団は利己的な動物から成る形質集団を競争で打ち負かすことができる。こ

れは、たとえすべての形質集団内で
、、、、、、、、、、

利己的個体が利他的な個体に競争で勝つとし

ても、真でありうる。ソーバーは、ウィルソンの選択はすべての集団である方向

にはたらき、集団の集合ではその反対の方向にはたらきうるという考えは「シン
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プソンのパラドックス」7の一例であることを示した。 

ð このパラドックスは、利他的集団は利己的個体をある程度含むが、より多く

の利他的個体を含むという仮定に依拠している。ある形質を持つことと、そ

れと同じ形質を持つ他個体と相互作用することの間に相関がある場合8（すな

わち、形質集団が存在する場合）にはいつでも、シンプソンのパラドックス

が出現しうる（表 8.1, 8.2 参照）。 

ð パラドックスを起こす原動力は、利他的集団では利己的集団にいる場合より

も誰もが
、、、

適応度が高いということであり、そしてほとんどの利他的個体が利

他的集団にいるのである。 

Ø ウィリアムズなどは血縁選択を集団選択の代替モデルであるとし、血縁選択は利

他行動を説明し去ると考えたが、ウィルソンは、血縁選択は対抗仮説であるとい

うよりむしろ形質集団選択の特殊なケースであると主張した。家族のメンバーが

家族外の個体に対する扱いと対照的な仕方で互いを扱うのならば、この家族とい

う血縁集団は形質集団である。たとえば、チンパンジーが子どもとだけ食物を分

け合うのならば、この親子は形質集団を形成する。もしもすべてのチンパンジー

の母親がこのようにふるまえば、食物分配に関して局所集団は母親中心の家族集

団に分割されるだろう。この種の分割は利他行動の進化につながりうる。血縁集

団内でも、協力という規範から「逸脱」する利己的な個体が利他的な個体よりも

成功を収めるだろうが、利他行動の利益が十部の大きく、コストが十分小さいな

らば、利他的個体の平均適応度は利己的個体の平均適応度よりも大きくなりうる。

ゆえに、血縁集団が次の繁殖ラウンド前に混合されたとき、利他的個体の割合は

増加しうるのである。したがって、遺伝的近縁度が重要なのだが、それは遺伝的

近縁度が「ある形質を持つこと」と「それと同じ形質を持つ他個体と相互作用す

ること」の間に相関を生み出すことができるという理由においてのみ重要なので

ある。血縁者は互いに類似する傾向があるので、血縁者が形質集団を形成すると

ころでは、血縁選択が重要な進化上の帰結を持ちうる。血縁者が互いに際立った

相互作用を見せないので形質集団を形成しない場合には、生物はそれでも包括適

応度を有するが、そこからは何も出てこない（利他行動は進化しない）。 

□ ウィルソンとソーバーは互恵的利他行動も同様に集団選択の一形態であると考えた。す

なわち、互恵性は互恵的集団がそのほかの集団よりも有利なときに進化するというので

                                                 
7 全体としてのクロス集計表の結果と、ある変数について分類しクロス集計表を作ったとき（利
己的個体と利他的個体ごとにクロス集計表を作成したとき）の結果を比較した場合に、結果が変
わってしまう、または結果が逆になってしまうこと。調査対象に異質なものが混在している場合
に生じがちである。（Cf. Simpson, E. H. The interpretation of interaction in contingency table. 
Journal of the Royal Statistical Society B, 13: 238-41. 山田・村井『よくわかる心理統計』, ミ
ネルヴァ書房, 2004 年.） 
8 統計学の用語で言えば、「層別相関」が生じている場合、である。 
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ある。 

Ø ウィルソンとソーバーの思考実験（1994） 

ð 池に散在しているユリの花を食物とするコオロギの集団を想像してみよう。

コオロギにとっての問題はユリの浮葉から浮葉へと移動することである。コ

オロギのペアが枯葉の舟を漕ぐ能力を進化させるとき、協力的な航海が進化

する。単体のコオロギは上手く漕ぐことはできない。必要とされる協調性が

ペアにはたらく選択によって進化する。協調性の高いコオロギは不器用なコ

オロギよりも適応度が高いが、選択はあくまでもペアにかかるので、適応上

の有利さはペアの航海上の能率の増加によってのみ選択に対して可視となる。

このとき、ペアが相互作用子である。たとえ、航海が唯一の協調的相互作用

であっても；たとえ、同じパートナーと再び航海することがまれであっても；

たとえ、航海がコオロギの生活環のほんの一部であっても、そうなのである。 

ð 航海の終わりにパートナーを溺れさせる利己的な突然変異体が生じたとして

みよう。この変異体はパートナーが通常の個体であるときはユリの花を独り

占めできるので有利だが、パートナーも利己的な変異体のときは不利である。

ペア内選択は突然変異体を有利にし、利己的行動を進化させる。 

ð しかし、利己的な変異体を（目的地に着いたときに抱きつくことによって）

抑制する変異体が生じるとしてみよう。この変異体はペア選択のみによって

集団中に広まる。というのも、パートナーの性質がいかなるものであろうと

も、2 匹のコオロギは航海から等しい利益を得るからである；ペア内で適応度

の違いはない。この進化ダイナミクスの全体を通じて、ウィルソンとソーバ

ーはペアを単位として考えている。 

□ ウィルソンとソーバーの進化の描像においては、生物が形質集団に分かれることが多く

の異なる系統における広範な行動の進化において重要である。また、彼らによれば、形

質集団選択は形質の進化に作用する唯一の力ではなく、「混合」集団が存在するときに

は集団内選択と集団間選択の両方の力が作用し、結果はその和に依存する。このため、

形質集団モデルは時々、初期の「デーム間集団選択モデル」と対比されて、「デーム内

集団選択モデル」と呼ばれる。デームとは、自由に交配する個体の集合のことである。 

□ 彼らは個体選択による「内部からの転覆」の力を認めてはいるが、集団内選択が集団間

選択を圧倒するという予想を強く否定する。そのような予想は、集団は小数であり、個

体と比べて世代時間が長く、転覆に対して有効な防衛手段を持たないという仮定に基づ

いているが、血縁集団、コオロギのペア、チンパンジーの連合などがすべて形質集団で

あるならば、これらの仮定は正しくないことになる。 

□ デーム間集団選択（古いモデル）とデーム内集団選択モデル（形質集団選択）の違い 

Ø デーム間集団選択（図 8.1） 

ð 利己的集団の絶滅→利他的集団がその分コロニーを増やす 
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Ø デーム内集団選択（図 8.2） 

ð a) 形質集団内でそれぞれ繁殖 → b) 全体で見ると利他的個体が増加 → c) 

「混合」フェーズ → d) 形質集団再形成 

ð a→d の繰り返しで利他的個体が増加 

ð 利他的個体の増加は、その絶滅耐性ではなく、より大きな生産力による。 

□ ウィルソンの主張 

Ø その 1；集合的相互作用子は高度に共適応していたり、物理的に統合されていたり、

真社会性昆虫のように相互に協調の取れた集団である必要はない。メンバーの適

応度が結び付けられた集団が形質集団であり、形質集団は（潜在的な）相互作用

子なのである。 

Ø その 2；協力を説明するものとしての集団選択の主要な代替モデルは、実は集団選

択の一形態である。 

Ø その 3；集団選択は個体選択に比べて弱いに違いないという見解の基底にある仮定

は正しくない。 

 

8.5 集団構造と進化 

集団選択についてのこの新しい見方は興味深く重要なものだと思う。形質集団の考えは多

くの進化の歴史における非常に重要な要素を明らかにしていると考えられる。しかし、形

質集団は本当に相互作用子なのだろうか？ これに代わる見方（広義の個体選択説）は、

形質集団を生物個体の運命を決める環境の重要な一部だと考える。この見方は、翻って、

決定的に重要な問いを投げかける：進化の出来事を記述する唯一の最良の方法が存在する

のだろうか？ 集団選択については 2 つの考え方が存在し、形質集団選択はこのうちの一

方の考え方しか特徴づけていないと思われる。 

 

形質集団：相互作用子なのか、それとも環境なのか？ 

□ 「広義の個体選択説 broad individualism」 

Ø アリのコロニーなどにおいては、利他行動をする個体は平均的に有利である（包

括適応度が高い）。これは、コロニー内の個体が遺伝的に近縁であるということよ

って保証されている。そして、アリの集団 population がそのようなコロニーに分

割されているという「集団構造 population structure」を持つということが利他行

動の進化を説明する上で重要な要素である。このとき、コロニーは「選択が起こ

る環境 selective environment」の重要な特徴なのである。 

Ø ウィルソンとソーバーのコオロギの思考実験をこの線に沿って再定式化すること

ができる。すなわち、協力行動（協力的な航海）は個々のコオロギにかかる頻度

依存選択によって進化するとも考えられるのである。抱きつき行動はたかり屋が

一般的なときにのみ適応的である。一見、協力的な集団が有利に選択されている
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ようだが、（協力個体が環境に十分多ければ）実際は協力的な個体が有利に選択さ

れているのである。 

 

正しい説明は一つか？ 

□ 上記の 2 つの再定式化が可能であれば、広義の個体選択説による説明と形質集団選択に

よる説明が等しい（Dugatkin and Reeve 1994）という可能性について考察しなければ

ならない。もし両者が等しければ、ウィルソンの分析は利他行動の進化の適切な説明の

一つであるという意味で正しいが、それが唯一の正しい説明でなければならないという

わけではない。ウィルソンとソーバーは、ある重要な意味で
、、、、、、、、

9多元主義者である。彼ら

の見解では、すべての進化の出来事において支配的な役割を果たす単一の進化の機構は

存在しない。したがって、選択の単位となるのが生物体の場合もあれば、遺伝子や形質

集団の場合もあり、さらには選択が複数のレベルに同時に作用する場合もある。しかし、

彼らは同じ出来事
、、、、、

に対して 2 つ以上の記述があるという考えに懐疑的である。彼らによ

れば、広義の個体選択説による書き換えは、遺伝子選択主義者が犯したとして責められ

たのと同じ種類の「平均化の誤謬 averaging fallacy」に陥りがちであると主張する。 

□ ウィルソンとソーバーは、広義の個体選択説は選択の結果を予測するが、過程について

不適切な説明を与えていると主張する。協力的なダム構築はビーバーの集団において進

化する。広義の個体選択説の説明では、すべての集団中の協力個体の適応度がただ平均

化されて、それがたかり屋の平均適応度と比べられている。しかし、両者の平均適応度

は 3 つの異なる選択過程（純粋な協力者集団における選択、混合集団における選択、純

粋なたかり屋集団における選択）の結果の和である。この和からは選択の結果しかわか

らない。平均化をすることによって、過程についてのすべての情報が失われてしまう。

協力行動に（たかりよりも）大きな適応度を生むことを可能にさせている機構について

の情報は言うまでもない。確かに、これがダム構築の進化の描像としてミスリーディン

グであると見なすことには大きな正当性がある。ダム構築は明らかに断熱効果などとは

かなり異なる種類の適応であり、その違いが明らかにされるべきである。 

□ 進化的変化の適切な説明は、平均された結果を報告するだけでなく、その変化の過程に

ついての情報を保持しなければならない。しかし、広義の個体選択説はすべてのタイプ

の適応度をただ平均化しているわけではないということを理解する方法が一つ存在す

る。それは、ビーバーの適応度には 2 つの要素があると考えることである。 

Ø 一つ目の要素は、適応度は社会環境から導かれる。ダムを構築するビーバーと一

緒に住むビーバーは、その事実によって適応度が高くなる。というのも、自身が

                                                 
9 選択過程が複数存在することを認めているという意味で、多元主義的である。しかし、各々の
選択過程に対しては、ただ一種類の妥当な記述のみしか認めないので、彼らの説は「階層的一元
論」と呼ばれる。他方で、ステレルニーらは、いかなる過程に対しても多くの適切な記述が存在
することを認めるという意味で多元的である。（Cf. Sterelny, K. and Kitcher, P. (1988) The 
Return of the Gene. Journal of Philosophy 85, 339-61.） 
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ダム構築に貢献しようとしまいと、個々のすべてのビーバーがダム構築の受益者

だからである。 

Ø もう一つの要素は、適応度は社会環境におけるビーバーの役割から導かれる。た

かり屋は、ダム構築のコストと危険から逃れている。したがって、最も適応度が

高いビーバーはたかり屋である。たとえそうであっても、平均的に見てダムを構

築するビーバーは構築しないたかり屋よりも適応的でありうる。なぜなら、ダム

を構築するビーバーのほとんどが一緒に住んでいるからである。この事実によっ

て、彼らの社会環境内における彼らの役割（ダム構築という利他行動）から適応

度を導き出すことがまったくできないという事実にもかかわらず、彼らの平均適

応度が増加しているのである。ほとんどのたかり屋は同じたかり屋と一緒に住む

ことになるので、これらのビーバーは集団内で彼らが果たす役割によって不利に

はならないという事実にもかかわらず、適応度を下げることになるのである。 

Ø 以上の 2 つの見方は両方とも、ビーバーの集団 population の形質集団への分割の

重要性を認めているし、生物の適応度がそれ自身の特徴と集団の特徴の双方に依

存するということを認めている。われわれは、これらの 2 つの見方が等しいと考

える。したがって、ウィルソンとソーバーが多元主義を拒否する理由は納得のい

くものではない。広義の個体選択説による一つの説明では、選択の結果だけでな

く、その過程も捉えられる。形質集団という考え方はしばしば社会進化を研究す

る上で一つのよい発見法ではあるが、それが進化の出来事の唯一の正しい見方で

はない。 

 

形質集団と超個体 

□ ここまで論じてきた多元主義的見解は、相互作用子を客観的に特徴づけることができる

のかどうかという問題を提起する。この問題を心の哲学とのアナロジーで説明する。 

Ø 「志向的行為者 intentional agent」（信念、欲求、目的を持った複雑なシステム）

を同定する問題において、ほとんどの人間の大人は志向的行為者であると一般に

考えられているが、個体発生のどの段階で行為者となるのだろうか？ 人間以外

の動物に志向的行為者としての資格を持つものはいるのか？ 志向的行為者を作

ることは原理的に可能なのだろうか？ 適切にデザインされたロボットは志向的

行為者なのだろうか？ そうでないとすれば、なぜなのだろうか？ 

Ø デネットは、志向的行為者を客観的に特徴づけることはできないと主張した。彼

の見解では、志向的行為者の同定は観察者に（観察者の知識と目的に）相対的な

のである。たとえば、チェスをするコンピューターをチェスについての信念と目

的を持った行為者として扱うことは、その行動を予測して試合に勝つためには有

益かもしれない。デネットの用語で言えば、われわれはよくデザインされた複雑

なシステムに対してそのような「志向姿勢 intentional stance」をとるのである（な
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ぜなら、そうすることが有益だから）。しかし、原理的には、そして実践において

もしばしば、そうすることは強制
、、

されない（Dennett 1987）。 

Ø デネットは志向的行為者についての多元的な考え方を徹底している。いくつかの

システムについては、志向姿勢は通常避けられない。人間（の大人）は非常に複

雑なので、ほとんどの状況で互いの行動を予測することができる唯一の方法は、

互いを志向的行為者として扱うことである。ほかのケース（例：チェスをするコ

ンピューター）では、志向姿勢のほかにも行動を予測・説明・操作する方法が入

手可能である。サーモスタット、自動ドア、単純な生物などの行動を説明するの

に、志向姿勢は余計に見える。それゆえ、それは正当化できない擬人化であるよ

うに見える。こうした違いがあるにもかかわらず、デネットは、あたかも志向的

行為者であるかのように扱うことができ、それが有益であるシステムと、真の客

観的な志向システムの間に質的な区別があるとは考えない。デネットによれば、

志向姿勢を持つことが余計なシステム（サーモスタットや単純な生物）から、志

向姿勢を持つことができるがそのほかの説明オプションも存在するシステム（チ

ェスをする機械）を通じて、志向姿勢以外では予測が困難なシステム（人間の大

人）に至るまでのグラデーションがあるだけで、志向的行為者を客観的に特徴づ

けることはできない。異なる必要性と能力を持った異なる観察者が異なる特徴づ

けを与えることができ、異なる特徴は等しく正しいのである。 

□ 相互作用子についての多元主義的見解も同様の可能性を提起する。この見解に従えば、

ビーバーの家族、ヒヒの群れ、チンパンジーの連合などに対して「相互作用子姿勢

interactor stance」をとることがしばしば有益でありうる。これらは相互作用子として

扱うことができるが、そうしなければいけないわけではない。 

□ しかし、ある生物システムが相互作用子かどうかについて考えるにあたって、多元主義

はつねに可能性なのだろうか？ それとも、あたかも相互作用子のようにふるまうにす

ぎないもの（例：一時的な連合）と真の客観的な相互作用子の間に客観的な区別がある

のだろうか？ 

Ø 上記のデネットの見解とのアナロジーから示唆されることは、コオロギのペアと

個体のコオロギの間に根本的あるいは質的な差はないということである。人間の

見方と認知的限界のために、コオロギの個体を相互作用子として扱うことはペア

を相互作用子として扱うことよりもたやすいのである。これにより、コオロギの

個体は真の相互作用子で、ペアはあたかも相互作用子のようにふるまうにすぎな

いと自然に考え込んでしまうのである。しかし、この考え方では、人間と人間の

限界についての事実が生物学的実在についての事実であるかのように扱われてし

まっている。 

Ø われわれは、このラディカルな多元主義を拒否したいと考えている。われわれは、

あたかも相互作用子 as-if interactors と生物体の間には（グレーゾーンは当然ある
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だろうが）真の質的な違いがあると考えているのである。ラディカルな多元主義

をとると、生物の集団 population における進化的変化には以下のような 2 つの説

明が可能であり、それらは見かけ上は異なるが等しいということを認めてしまう

からである。 

ð 一つの説明では、生物個体にかかる選択によって表現される。この際、選択

の基準となるのは相対適応度である。 

ð もう一つの説明によれば、個々の細胞
、、

が相互作用子であり、その適応度は以

下の 2 つの適応度成分の合計である； 

l 細胞の局所集団内における役割に帰すべき適応度成分（個体内選択） 

l 細胞集団（すなわち生物体）の特徴から導かれる適応度成分（個体間選

択） 

ð ゆえに、ラディカルな多元主義をとると進化における生物体の重要性を認め

ることができなくなってしまう。 

Ø 人間のような典型的な生物体と、コオロギのペアのような典型的でない相互作用

子の間の違いの一つは、人間は構造化・統合され、凝集的であるということであ

る。 

Ø しかし、シロアリの巣やアリのコロニーなどもまた、構造化・統合され、凝集的

である。生物体とあたかも相互作用子の間に質的な区別があるのならば、シロア

リ塚などは生物体の方に入るのだろうか？ 

ð シロアリ塚が正真正銘の超個体であるという考えに本質的に嘘くさい点は一

つもない。（細胞が進化し、その後、細胞の集合、すなわち生物体が進化した。

より複雑な、層を成した相互作用子は初期のより単純な相互作用子から進化

した。）したがって、超個体が存在するという考えを認めないのであれば、生

物体の集合であるいっそう複雑な相互作用子が進化するのがどうして不可能

だったのかを説明しなければならない。 

ð 他方で、ともかく超個体が存在するのならば、それらは明らかに相当まれな

存在である。 

ð ゆえに、生命の歴史で生物学的機構 biological organization のレベルとして生

物体の何が特別なのかを説明する必要がある。 

Ø コオロギのペアとシロアリ塚の間のこの対比からわかることは、集団選択に関す

る論争にあいまいさがあるということである。形質集団選択と広義の個体選択説

によって構造化された集団の選択（population-structured selection）に等しい定

式化が与えられるとすでに提案したが、構造化された集団の選択は真の（複数の

生物個体からなる）相互作用子の進化の前提条件に過ぎないのであり、そのよう

な相互作用子のレベルではたらく選択を「超個体選択 superorganism selection」

と呼ぶことにする。次節では超個体を特徴づけて、超個体選択を構造化された集
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団の選択から区別することを試みる。 

 

8.6 生物体と超個体 

□ 単なる生物体の集合と超個体の対比 

Ø 群体制物：管クラゲ類（カツオノエボシ等）（Cf. 2.1, pp. 24-5） 

Ø 地衣類は単一の生物体と見なされるが、実は菌類と藻類が共生している植物群で

ある。ハキリアリとある種の菌類は同様の無条件的共生の例だが、この場合はそ

れぞれ別々の生物体と見なされる。この違いは何なのか？ 

□ 3.4 節では生物体の定義について論じられ、「生物体 organism」がかなり論争含みな概

念であるということが明らかになったが、以下では超個体についての議論のために少し

おさらいをする。 

Ø 生物体についての常識的な見方があるとすれば、それは、生物体とは複雑で、共

適応しており、物理的に統合されているという考えであろう。生物体は特殊化し

た諸部分からなる。また、物理的に統合されており、内側と外側が存在する。多

くの代謝過程がこの内側／外側の区別に依存するので、生物体はしばしば外側の

変化に対して内側を安定に保つためのホメオスタシスのメカニズムを備えている。

この定義の主要な問題の一つは、植物にはほとんど当てはまらないという点であ

る。 

Ø 物理的統合に代わって生物体を定義する性質として提案されたものの一つが、遺

伝的同一性である。ダニエル・ジャンセンのタンポポについて言えること（Cf. 3.4, 

p. 71）が Copidosoma floridanum についても言うことができる。ジャンセンの見

解では、遺伝的に同一なタンポポの増殖は成長であって、複製ではない。個々の

タンポポは、進化にとって意味がある仕方では競争関係にないと言える。進化的

に意味のある結果は異なるクローン間の競争からのみ生じる。 

Ø ジャンセンに応答してドーキンスが提出した定義は、生物体とは単細胞ボトルネ

ックから単細胞ボトルネックまでの発生サイクルを通じて持続するものである、

というものであった（Cf. 3.4, pp. 71-2）。しかし、この定義にとって不利な事例が

数多く存在する。生活史において生物体の大掛かりな再編成が行われるときには

いつでも、突然変異などの遺伝的変化でなくても、発生カスケードに影響を与え

る変化が全体的な変化につながりうる。 

Ø すでに見たように、ウィルソンとソーバーは、運命を共有する細胞の集合を生物

体だと考えている。レオ・バス（1987）の個体性の進化についての研究は、この

考えを若干強めた見解を擁護するものとして読める。バスによれば、生物体はク

ローン複製によって作られた細胞の集合である。生物体の統一性は細胞のゲノム

がクローン複製される過程の正確さに依存する。複製が不正確だったとしたなら

ば、それは生物体ではなく、異なる複製子を含み、それゆえ異なる進化上の利益
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を有する細胞群のモザイク的集合である。すでに見たように、遺伝子の複製は複

雑で間接的である。（5.3; 5.5; 6.3; 6.4）。バスは、これらの複雑性は生物体内部で

の遺伝的な多様性を抑えて、多様化が生じたときにこれを制御するための適応で

あると主張した。アポトーシス（プログラムされた細胞の自殺）もまた細胞系列

間の競争を抑えるように機能する（Legrand 1998）。ドーキンスの発生上のボトル

ネックは、生物体内のどんな DNA もほかの DNA の複製を助けることによってし

か複製できないということを保証する適応の一例と考えることができるだろう。

発生上のボトルネックがなかったとしたならば、別々の細胞系列が独自に複製す

ることが可能になってしまうだろう。 

□ 以上の生物体についての異なる考え方を見た上で、われわれには多くの選択肢が与えら

れる； 

Ø その 1；以上の考えの一つが正しくて、生物体であることの本質的な特徴を特定し

ていることを示そうとする。 

Ø その 2；生物体を多元主義的に定義する。以上の考えのどれも十分ではないという

ことを認める。 

Ø その 3；生物体という単一の概念は存在しない。 

□ その 3 の選択肢に沿ったある考え方が重要に思われる。というのも、それによって、生

物体について進化論的に考える上での重要な対立が説明されると考えられるからであ

る。 

Ø 生物体を生物界の独特な、そしてとりわけ重要な特徴であるとして特徴づけるこ

とと、典型的な生物体によってとりわけ明確に例示される役割（相互作用子とし

ての役割）を特徴づけるものとして生物体概念を用いることの間には、ある緊張

が存在する。 

ð 一方のアプローチは、生物体の何が生物界の組織レベルとして特別なのかと

いうことを明らかにしようとする。ドーキンスがこのアプローチの代表であ

り、「乗り物
ヴィークル

」概念によって生物体に特有の進化上の役割を特徴づけようとし

ている。 

ð もう一方のアプローチは、何が生物体を「相互作用子」というより一般的な

カテゴリの典型的な例としているのかということに焦点を当てている。ハル

がこのアプローチの代表である。 

□ これらの問題は未解決で、非常に難しいものだと思う。しかし、生物体が確かに相互作

用子であり、いくつかの個体の集合は重要な点において生物体に類似しており、それゆ

え超個体であり、相互作用子であるのだ。これらの考えを展開して擁護する 2 つの方法

が、「生物体の定義」についての以上の議論から示唆される。 

Ø 第一の方法は、物理的凝集の重要性と、生物システムとそれ以外の世界の間の物

理的境界を強調することである。物理的境界は 2 つの意味で重要である。 
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ð 第一に、物理的境界は進化過程の明白かつ自然的な区分を与えてくれる。ヒ

ヒの表現型と、その表現型を適応的にさせている環境はたやすく区別できる。

適応と環境の間の客観的な境界がない進化上の出来事が存在すれば、多元主

義的定義が有効になる。コオロギの進化を考えるとき、「境界をシフト」する

ことができる。あるコオロギタイプ（抱きつき行動をする変異型）に焦点を

当てて、パートナーを含めた残りをすべて環境と見なすことができる。ここ

からシフトして、ペアに焦点を当てて、それ以外のすべてを環境と見なすこ

ともできる。一方の境界が正しく、他方が間違っていると決定する基準はな

いように見える。しばしば、適応的変化について考えるときには、相対的な

安定性がこの境界を決めることができる。小型の哺乳類による乾燥への適応

について考えるとき、気候は固定的で表現型は変化可能であると考えること

ができる。しかし、これは社会的形質の進化については正しくない：抱きつ

き行動の進化はコオロギの環境を変化させるのである。これらのケースでは

生物システムと環境の間に客観的な区別をする方法がないので、ある重要な

意味において、ヒヒの群れ、血縁集団、一時的な連合は明確な表現型を持た

ない。そういうわけで、形質集団選択を特定の集団構造において個体にかか

る選択として再解釈することができるのである。しかし、同じことがすべて

の個体の集合について言えるわけではない。シロアリ塚、ハチの巣、アリの

コロニー、群体の海洋無脊椎動物などは境界を持ち、内側と外側が存在する。

シロアリ塚は統合されており、凝集的で、物理的境界を持つ。 

ð 第二に、物理的境界が発達すると、境界内の単位がお互いにますます重要に

なっていく。お互いがお互いの環境の支配的な要素になるのである。細胞に

対する環境からの直接支配がなくなると、細胞に対して選択が起こる環境が、

細胞が属する共同体（すなわち生物体）に変化するのである。ある生物体内

の細胞はその生物体外の細胞とは、間接的な（自身が属する生物体に影響を

与えることを通じた）場合を除いては、相互作用をしない。対照的に、ヒヒ

の群れ、コウモリのペア、オオカミの群れなどのメンバーは、彼らが属する

集団外の多くの生物と直接的に相互作用し続ける。このような集団は、ある

選択要因に関しては生物体の単なる集合として、ほかの選択要因に関しては

個体として相互作用する。集団は、そのメンバーがお互いの環境の支配的な

特徴になるにつれて、生物体のようになっていく。 

Ø 物理的境界の存在は、集団内の競争を抑える適応の進化を促進する条件の一つで

ある。物理的境界のこの役割が、客観的な相互作用子とあたかも相互作用子を区

別する第二の戦略につながるのである。自分自身の生活を持つこと（ほかの生物

個体と直接相互作用すること）と自分自身の運命を持つこと（他個体の繁殖上の

運命と取り返しがつかないほどほど結び付けられていない、自分自身の繁殖上の
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運命を持つこと）の間にはつながりがあるのではないかと思う。ウィルソンとソ

ーバーは共有される運命という考えによって相互作用子を定義した。彼らの見解

では、超個体は集団内の競争が抑制されるときに進化する。異なる形質が集団を

異なる形質集団に分けるとすでに述べたが、競争が抑制されるにつれて、より多

くの形質が同じ生物集団を抜き取るようになるだろう。集団内競争が最小化され、

制御され、あるいは取り除かれるにつれて、複雑性、統合性、集合的な適応が徐々

に現れてくるのだ。 

□ したがって、問題は解決されていない。形質集団と超個体の間にはある重要な、理論的

に動機づけられた区別があると思うが、超個体の本性と、その進化理論における位置づ

けは、あまりよく理解されていない。 

 


