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『「宇宙・生命・人間・世界」私たちは何処から来て、何処へ行く

のか？私たちは何をするものなのか？』2020 年 11 月 1 日 池田誠

（時空の旅人シリーズ１）宇宙と生命（左側）、人類（右側）の過去と未来

中央：哲学・心理学～未来予測の社会システム哲学（超簡易版）
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Ⅰ．宇宙と生命の誕生と最後（左側）

◇宇宙138億年前誕生1400億年後終焉？

◇太陽系 46 億年前誕生 50 億年後爆発？

◇地球の酸素は 9 億年後に無くなる！？

◇巨大隕石で月が誕生、自転が安定！！

◇地球の全球凍結 23 億年前と 7億年前

◇生命の誕生は RNA/DNA/タンパク質ワー

ルド仮説、隕石、深海の熱水噴出孔など。

●全生物の最初の共通祖先は「ルカ LUCA」

the Last Universal Common Ancestor

◇左のグラフは生物種の増減。５億年前

のカンブリア大爆発で急に増加・多様化

Ⅱ．人類の過去と未来（右側）◇石器時代

から宇宙時代へ（軍拡と覇権で必須）●グ

ラフは80万年間の気温変化で６℃は超え

てない●人工知能（AI）、ナノテク、ロボ

ット、バイオテク等を結合して人間を凌

駕するシンギュラリティの時代が2045年

に来ると予測されています。その前の

2030 年代に大量失業と食糧危機が来ます
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Ⅲ．生命の進化と性格と社会の文化価値の面白い関係

「私たち生命は何をするようにでき

ているのか？」私は「心理学の５つの

性格で理解できる」と考えています。

①危険に敏感か鈍感か、②活発か静的

か、③好奇心旺盛か保守的か、④集団

で協力か、個体で競争か、⑤合理的か

直感的かです。 私のコンピュータ・

シミュレーションで、生命が５つの性格を持つことによって、一つの種でも多

種多様な行動や生き方が可能になり、あたかもいくつもの種がいるように複

雑な環境変化に適応できることや、性格が完全に遺伝すると環境の変化で絶

滅してしまうことが分かりました。下の図の好きな色で性格判断ができます。

そのような十人十色の人々が似た者同士で集まると集団や社会の文化的な価

値の１０通りとなります。こ

の仮説では人の性格の半分く

らい、文化価値に至ってはホ

ンの少ししか分かりません。

それでも、生命の進化から人

の性格、文化価値とつながっ

ているのは面白いですよね。
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Ⅸ．地球温暖化と世界人口：あなたは、どのシナリオになると思いますか？

太陽の中のグラフは、実は私が国連等のデー

タをもとにコンピュータで予測したものです。

３つのケースに分かれています。ケース１は

温暖化と異常気象で食糧難になる中、世界中で国際的な食糧援助を行い、飢餓

や餓死を最小限に抑える未来です。その結果、2100年の人口は83億人と多く、

温暖化ガスの排出も多くなる

ので気温は＋5.2℃となります。

ケース２は、世界中で食料の囲

い込みや争奪戦が起き、飢餓も

餓死も多数で人口は 38 億人に

激減しますが、気温は＋2.6℃

と抑えられます。ケース３は、国際協力派と食糧争奪戦派の人々や企業や国な

どが入り乱れる世界で、人口は 60 億人、気温は＋4℃となります。

十人十色の性格や１０通りの文化価値から、ケースの１も２も支持する

人々などはいると思います。でも、スポーツや芸術、娯楽が中心で、世界のこ

とに無関心という人も多いでしょう。そうするとケース３が未来になります。

お読み頂きありがとうございました。ご質問・ご意見・ご感想などを直接

またはメールなどで教えて頂けたら大変うれしいです。お待ちしています。

mas2100mak@gmail.com 池田誠 2020 年 11 月 1 日
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「量子の世界から生命の世界へ」時の旅人シリーズ２

2020 年 9 月 26 日絵完成版 池田誠 超縮小版 F6=A3 サイズ

生命を創る量子の世界からナノレベル・ミクロレベルの生命の世界への旅
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Ⅰ．素粒子から高分子の世界へ

超弦(ひも)理論から

量子・原子・分子へ

RNA とモーター蛋白

細胞:電子顕微鏡写真

ひも理論：紐は電磁力、輪は重力、この二つが力

の全てとされています。量子は光子から様々な素粒

子等のクォークまで色々あります。原子・分子は略。

高分子は炭水化物、脂質、タンパク質等の有機物

で、これを創るのは RNA のリボ核酸、伝令 mRNA、運

搬 tRNA、製造役リボソーム rRNA です。

電子顕微鏡写真では、極めて細い細胞骨格やフィ

ラメントが無数に張りめぐらされています。

rRNA で創られた蛋白質は細胞骨格やフィラメン

トの上をモーター蛋白質のキネシンが人の歩行み

たいに運ぶのでとても驚きます。[ネットに動画]

鱗の色を変化させる回転

モーター蛋白質などもあ

り、分子ロボットへの応用が期待されています。

テトラヒメナは、老化や寿命に

関する発見の宝庫です！

人工細胞でも結合や

分裂ができることが

確認されています。
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Ⅱ．単細胞生物から地上最強の生物までと地球の磁場

ATP で動くナトリウム・ポンプ

ATP を創るミトコンドリア

高分子は細胞膜で取込み･排出

シアノバクテリアと葉緑素

光量子で行われる光合成

細胞性粘菌の生態変化

細胞には新陳代謝が必要で、それを行うのが

細胞膜のナトリウム・ポンプです。その動力源

は ATP（糖）で、陽子の濃度差を使ってミトコ

ンドリアで創られます。大きな分子は細胞膜で

取り込んだり、排出したりしています。

シアノバクテリア＝藍藻（ラン藻）は、34 億

年前の化石が発見されました。この光合成で大

量の酸素が供給され、大酸化時代をもたらし、

地球上の生命環境を激変させました。

植物の葉緑素は、シアノバクテリアが 10～20

億年前に灰色植物に共生したものです。葉緑素

は、生命活動に必要な炭水化物を光（光子・光

量子）のエネルギーを利用して、水を酸素と水

素に分解して炭水化物を合成しています。

単細胞生物と多細胞生物の分岐点を考える

上で細胞性粘菌の生活環は面白いです。胞子で

繁殖し、単細胞のアメーバーと細菌を食べ、餌

が無くなると集合してナメクジみたいな多細

胞生物になり、移動して胞子を創ります。
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ミドリムシ葉緑素鞭毛

ゾウリムシ繊毛で直進

地上最強生物クマムシ

植物と動物の分岐点も面白いです。ミドリムシ

は葉緑素を持っていますが、長い鞭毛で移動しま

す。ゾウリムシは口もあり細胞膜の繊毛で運動し

接合で生殖核を交換し遺伝子組成を変化させます

ただし、この接合は有性生殖とは違います。

クマムシは、外来遺伝子が 17.5%と極めて多く

極寒の世界や長期の乾燥・渇水、大量の放射線、

真空でも大丈夫な唯一の動物です。こんな生物が

いたら、どんな大量絶滅期が来ても、深海の熱水

噴出孔の生命など少しは乗越えられそうですね。

地球の磁場(地磁気)

絵全体の背景は地磁気です。北極と南極、磁石の

北と南、オーロラはこの地磁気によるものです。地

磁気は渡り鳥の長距離移動に関係していて磁気嵐に

合うと渡り鳥は道に迷います。磁気嵐とは、太陽で

生じた巨大な爆発（コロナ）が太陽風となって地球

の周りにある磁場を大きく乱すことを言います。

「量子から生命への繋がり」をご完読ありがとうございました。ご質問・ご

意見・ご感想などを直接またはメールなどで頂ければ大変ありがたいです。

mas2100mak@gmail.com 池田誠 2020 年 11 月 5 日 （超縮小版）



9

『鏡の世界にようこそ：私の起源』（時の旅人シリーズ３）

2020 年 10 月 12 日 池田誠

ミラーテストによる自己意識、計画性と自己制御、RNA による学習情報の伝達
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１．ミラーテスト（鏡像を自分であると認識する自己意識の有無の判別実験）

人は２歳以降でテストを通過！

乳幼児に口紅をつけて実験。

カササギは鳥類では唯一合格！

ホンソメワケベラは砂地で擦る動画

動物では、寄生虫などの色を体に

付けて、それを取ろうとするかどう

かで実験。哺乳類で合格するのはボ

ノボやオランウータン、チンパンジ

ー、アジアゾウ、イルカ、シャチ、鳥

類ではカササギ、魚類ではホンソメ

ワケベラ、オニイトマキエイなど。

逆に不合格となる動物は、イヌは

嗅覚と聴覚が敏感なため、ゴリラや

サルは鏡像を脅威と見なして直ぐに

攻撃的反応をすることが原因です。

２．自己抑制（計画性と自己制御能力）や道具の利用

イカやタコなどの頭足類は、脳に

5 億個を越える神経細胞を持ってい

ます。一般的な軟体動物は 2 万個、

ラットは 2 億個です。犬の 5 億 3000

万個に匹敵する数字です。

タコはヤシの殻や貝殻を持ち歩い

て身を隠す道具としたり動画、ビン
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アオリイカは、「夕飯の好物のエビ」

のために「昼食のカニ」をセーブでき

ることが５日間の実験で確認されま

した。同じレベルの自制心を持つ動物

は、カラス、霊長類、イヌだけです。

の蓋を開けて餌を取り出したり、

様々な能力があります。

（なお、イカとタコはミラーテスト

に反応は示すものの、合格したとい

う明確な情報はありません。）

３．学習した反射を RNA の移植で別の個体に伝えられる！

アメフラシの RNA で記憶を移す！

軽い電気ショックを与えて防衛的

収縮を高める訓練を行ったところ、

訓練前は約 1 秒間だった収縮が平均

50 秒間持続するようになった。

訓練された個体からRNAを抽出して、

訓練されていない個体に移植すると

防衛的収縮を平均 40 秒間持続させ

た。RNA(リボ核酸)は、遺伝情報に限

らず情報を運搬する分子であり、こ

れを移植することで、訓練の記憶も

移転できることを明らかにしまし

た。（腹足類の脳神経は１万個以下）

４．ナメクジウオには人の遺伝子の 9 割！

ナメクジウオは、瀬戸内海など浅い

海底にすむ３～５センチほどの生物

背骨が未発達の脊索動物であるナ

メクジウオから、５億２千万年前頃

にホヤや魚類が分岐して進化してき

た。そのような原始的生物に人の遺

伝子の９割があるのは驚きです。
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５．学習した情報を遺伝で伝える！

線虫 C エレガンスは、毒の細菌＝緑

膿菌を食べると数日内に死にますが

その情報をRNA経由で卵に入れます。

生まれた線虫は３～４世代にわたっ

て、緑膿菌を避け続けます。

このことは、「餌として食べた細菌

の中でドレが毒だったかを判別し

て、食べる前のその細菌の特徴（臭

い）はどんなだったかを記憶から取

り出して、その臭いがする細菌を食

べるなという情報を卵に入れる」と

いうのはスゴイ仕組みです。（線虫は

ヒトとほぼ同じタンパク質の合成に

必要な遺伝情報を持っています。）

６．胚の細胞はバラバラにされても復元する！一つ一つの細胞の意思かも？

ヒトデの胚の再構築現象

胚とは、受精後に分割を始めた比較的

初期の細胞のことです。

団まりな氏の著書では、ヒトデの胚

をバラバラにして、その後の様子を

観察すると、胚の細胞たちが元の配

置＝外側と内側などに再集合してい

く様子が見られるとのことです。

お読み頂きありがとうございました。ご質問・ご意見・ご感想など頂けました

ら大変ありがたいので、直接あるいはメールなどでお教え頂ければ幸いです。

mas2100mak@gmail.com 池田誠 2020 年 10 月 26 日縮小版作成


