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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 9 月 25 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
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はじめに

私たちの旅は、ゴーギャンの絵や古

代ギリシャの警句「汝自身を知れ」、

ルクレティウスの哲学詩『物の本質』

から出発したいと思います。ただし、

ここでの視点は「私たち（生物）は何

をするものか？」というちょっと変

わった切り口からなので、それを先

に紹介しておきたいと思います。

私たちは、①とても臆病で心配性

な性格を持った生物であると同時

に、とても大胆で向こう見ずな性格

を持った生物でもあります。また、私

たちは、②とても活動的で活発に動

き回る性格を持った生物であると同

時に、とても消極的でじっとしてい

ることが好きな生物でもあります。

さらに私たちは、③好奇心が旺盛

で新しいものが大好きな性格の生物

であると同時に、経験を重視しこれ

までどおりのことをしていることが

好きな生物でもあります。④時とし

て集団を好み仲間と協調し助け合う

ことが好きな生物でもありますが、

競争的で一番になることが好きな生

物でもあります。そして、何よりも⑤

自由気ままに自分の感性や直観を大

切にする生き物であると同時に、よ

り合理的・効率的に考え組織的に生

きることも好きな生物です。あなた

はどの性格ですか？このような矛盾

する性格や行動を持っているのが人

間です。その大元は生命の誕生時か

ら備わってきたものだというのが答

えです。それが本当かどうか一緒に

確かめる旅に出かけてみませんか。
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Ⅰ．宇宙と生命の誕生と最後

宇宙の誕生と膨張 約 138 億年前

宇宙の終わり 約 1,400 億年後

その後のことは、？？？

太陽系の誕生 約 46 億年前

宇宙は 138 億年前に誕生し、膨張

を続けていると言われています。無

からインフレーションとビックバン

を経て、様々な素粒子や原子が生ま

れ、多くの恒星や惑星、様々な銀河系

が生まれて現在に至っています。

その宇宙の寿命は様々な説があり

ますが、あと 1,400 億年位と言われ

ています。宇宙が誕生してから今ま

での10倍くらいの寿命があると言え

ます。気が遠くなるくらい先ですね。

太陽や地球が誕生したのは46億年

前と言われています。誕生したばか

りの地球には、巨大な隕石が次々と

衝突する重爆撃期といわれる時期が

ありました。そのような厳しい環境

では、生命が誕生しても生き延びる

ことは極めて困難だったのではない

かと言われています。
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太陽の寿命は後 50 億年位

地球の酸素が無くなるのは 9 億年後

超巨大隕石の衝突 何年後か不明

過去に起った超巨大隕石の衝突：月

生命の物語に入る前に、太陽や地

球の最後についてみておきましょ

う。太陽と同じような恒星の寿命は

誕生してから約 100 億年と言われて

います。このことから、私たちの太陽

の寿命は後50億年位と言われていま

す。しかし、安心するのは早いです。

なぜなら約 9 億年後には地球の酸素

が無くなると予測されているからで

す。もちろん嫌気性の生物などはそ

の後も生き続けられますが、人間な

どの酸素呼吸の生物は絶滅します。

更に地球と生物の危機は、超巨大

隕石の衝突という予測不能な事態に

よってもっと早く訪れるかもしれま

せん。未来は不確実に満ちています。

過去には、地球誕生後まもなくジ

ャイアント・インパクトという月を

誕生させた火星規模（地球の直径の

半分）の隕石の衝突がありました。
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全球凍結 23 億年前と 7 億年前

生命の誕生の場？熱水噴出孔

隕石によって宇宙から生命が来た？

コアセルベート仮説に始まって、

ＲＮＡ／ＤＮＡ／タンパク質ワール

ド仮説など様々な仮説があり、金星

にも生命がいるようです。最初の原

始生命は①自身の細胞を一定の状態

に保つ機能＝恒常性維持機能（ホメ

オスタシス）と②増殖の機能を持っ

ていることが必要な最低条件です。

地球を破壊し、生命を根絶するか

もしれないような巨大な隕石の衝突

ですが、この衝突で月が誕生し、地球

の地磁気と自転が安定し、潮の干満

など生命に良い環境になりました。

生命に影響を及ぼす地球の変化の

中で、次に注目されるのは地球全体

が凍ってしまう全球凍結です。23 億

年前と7億年前に２度も起きました。

生命の誕生がいつ、どこでどのよ

うに起こったのか？まだまだ謎です

が、深海の熱水噴出孔もその一つで

す。こういう場所なら全球凍結時で

も生命が生き続けられたとも思われ

ます。生命の元となる様々な有機物

質や原始的な細胞や、RNA、DNA など

が、いつ誕生したのかは今でも不明

です。しかし、最初の原始生命でも自

身の細胞を一定の状態に保つ機能や

増殖の機能は持っていたはずです。
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Ⅱ．ルカ（the Last Universal Common Ancestor:全生物の最初の共通祖先）

生命とは、

新陳代謝に

よる自己の

維持、増殖、

自己と外部

との分離な

ど、さまざ

まな性質を

もって「生

命」とする

ことが多いようです。

参考：生命の最小単位は細胞です。

分子生物学で、細胞とは、次の 4 つ、

①細胞膜、②ＤＮＡ（遺伝子の本体）、

③リボゾーム（タンパク質の合成装

置）、④そのほかの物質（水分子、ア

ミノ酸、糖、リン酸、塩基等）を最低

限持っているものです。

簡単にいうと、「代謝」は「食べる

ことと排泄すること」、「自己の維持」

は「自分の維持」、「増殖」は「ほぼ同

じものが増えていくこと」、「外部と

の隔離」は「単細胞～多細胞でできて

いるもの」というような意味です。

この中で特に注目するのは、「生命

は自己を維持しているもの」という

点です。自己とは、単細胞生物なら細

胞そのもの、多細胞生物ならその集

合体そのものを指します。分子生物

学などで生命を維持する様々な仕組

みが分かってきています。しかし、細

胞やその集合体そのものを全体とし

て維持する仕組みまでは分かってい

ません。そこで、その仕組みを「性格

や行動、感情」として捉えて「私たち

は何をするものなのか」という視点

から考えてみたいと思った訳です。
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参考：５つの性格、行動、感情

心理学では人間の行動特性あるいは

性格の主なものとしてビッグ・ファ

イブあるいはＮｅｏ－Ｅ－ＩＲとい

う５つをあげています。

①リスクへの対応：大胆か、慎重か

補：ルカの体内＝細胞内でも、有

益物質と有害物質があり、有益物質

は多過ぎれば貯蔵して将来に備える

慎重なルカと多少は有害な物質でも

排泄せずに体内に温存する大胆なル

カがいたかもしれません。でも、体内

の多くのことは、自律的・自動的に行

われているので性格の違いとは言い

にくいですがこの自動的な機能がど

のように生まれたかは疑問です。

そこで、私が取り上げるのは、①危

険・リスクへの対応、②活発かどう

か、③新しい物への対応、④仲間とい

るか一人がよいか、⑤直感で動くか

よく考えてから動くかの５つです。

全生物の最初の共通祖先である単

細胞生物（ルカ）にも５つの性格があ

ったのではないかと思っています。

①最初は危険やリスクへの対応で

す。ルカの周りには様々な物質が漂

っていたと思われます。その中には

有益な物質も有害な物質も混じって

いて、有益な物質だけ取り込む慎重

なルカは自分を維持し、増殖も順調

にしたと思います。その一方でたま

には有害っぽい物質を取り込んでし

まう大胆なルカがいたのではないか

と思います。大胆なルカは死んでし

まうかもしれませんが、何らかの耐

性を得られたかもしれません。
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②活発かどうか：活動的・静止的

ルカは最初の生物ですから、ルカ

を襲う生物がいたという仮定は無理

ですが、ウィルスは生命とは言い切

れない半生物なので、絵のように近

づいてきたかもしれません。活発な

ルカは、ウィルスを攻撃したり逃げ

たりしたかもしれません。

③新しい物への

対応：

好奇心対保守

３番目の性格は、新しいエサ（ルカの

頃には有機物）や環境への対応の違

いです。初めてのエサを食べてみた

り違う環境に行ってみたりするか。

それ以外にも、有害な液体が流れ

てきたり、温度が変化したりするこ

とは頻繁にあったと思います。その

時に、静止して危機をやり過ごすか、

動いて逃げるか、２通りの対応があ

ります。動く機能が早い段階から重

要だったように思われます。

ルカよりも少し後の世代では天敵

の感覚器官が振動を捉えるだけの原

始的な状態だったでしょうから、時

にはじっと死んだふりをすることは

それなりに効果的だったはずです。

そんなことは絶対にしようとしない

かどうか。といった違いです。

これまでのエサが無くなってしま

ったら、毒かもしれないエサでも取

り込んでみるルカの方が生き残れる

でしょう。試行錯誤と経験の蓄積を

もたらします。エサを取り込む能力

や移動能力の向上にも役立ちます。
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④仲間といるか一人がよいか：協

調的・集団的か、競争的・個人主義か

ルカが外敵への対応や増殖のため

などの理由で集団でいたほうが良い

場合はたくさんありそうです。

⑤直感で動くか考えてから動くか

直感的・反射的に行動する感性的

で自由気ままなタイプ、例えばエサ

が海藻などの先にある時に直進して

力で海藻を押しのけて食べようとす

るタイプです。それが無理だったら、

たぶん直感的に別の方法や別のエサ

を見つけるようなタイプです。

群れを作り、一つの個体のような多

細胞生物に近い集まりを作り出すき

っかけにもなりそうです。方や、外敵

から自分だけ助かろうといち早く逃

げ出すようなタイプです。この性格

の違いで、協力は子供や弱者に良い

結果をもたらし、競争は速くて強い

個体を残すのに役立つでしょう。

他方、ちょっと考えてから動くタイ

プは合理的に海藻を迂回して食べ物

にありつける省力型・効率的なタイ

プです。もし外敵が直ぐ近くに迫っ

ているような場合には直感的・反射

的に逃げる方がよいでしょう。しか

し、逃げた先にも別の外敵がいるか

もしれません。ちょっと周りを見渡

して外敵がいない方に逃げる合理的

なタイプは、見まわしている隙に食

べられてしまうかもしれません！

以上がルカの性格の話です。次にちょっとパソコンの模擬実験を紹介します。
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参考：コンピュータ・シミュレーションで生物の性格の組み合わせをいろいろ

と変えて、様々な環境で生存したり繁殖したりできるかを実験してみました。

実験を始めると直ぐに、ある特定の環境の時に、どちらか一方の性格が生き

残りに有利に働くことが分かりました。性格が遺伝する場合は特定の環境に

適合した性格の個体ばかりになってしまいます。それでよいのでしょうか？

反対の性格が有利になるような環境すると、性格が遺伝する設定では絶滅

する危険性が増します。そこで性格は遺伝しないということが進化のために

必要なことだとわかります。当座の環境に不利な性格で生まれても、学習で行

動や性格を少し変えることはできます。これらのことから、同じ生物種の中で

の性格の違いは、同一種の中にいくつもの異なる行動をとる種がいるような

ものだということがこの模擬実験（以下「ＰＣ実験」）を通して分かりました。

コントロールパネルで、①悲観・楽観と②活動的・静止的の割合、③エサ、

④メタカ（被捕食生物）、⑤カリス（捕食生物）の初期値を変えられます。

捕食者が多い危険な環境や、逆に捕食者が少ない安全な環境など、様々な環

境下で、生物の種としての生存・持続可能性を実験できます。
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Ⅲ．生物の進化と５つの性格

カンブリア大爆発約 5 億 4200 万年前

（海藻とキンベレラ、三葉虫）

魚の形をしたメタスブリッギナや

いかにも怖そうなアノマロカリスな

どさまざまな生物が食うか食われる

かの生存競争を繰り広げていた。（前

のページの実験に登場した生物たち

です。）ここでも５つの性格は重要な

役割を果たしていたと思います。

最初の生命ルカの誕生がいつか

は今でも不明です。しかし、化石か

ら 25〜30 億年前には光合成を行う

シアノバクテリア（ラン藻）が大量

に発生していたとされています。従

ってそれよりもかなり早い段階で

生命は誕生していたはずです。

このラン藻の大量繁殖で地球上

の二酸化炭素が急減し、酸素が急増

しました。これが 23 億年前の全球

凍結の一因かもしれません。

５億年前のカンブリア紀に突如

として貝類、三葉虫、魚類などの多

様な生物が出現しました。その背景

には、コラーゲンによる骨格の形成

や眼などの発達がありました。

この頃の生物には性格の違いに

よる天敵からの対処法の違いは確

実に生まれていたと思っています。
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D.ファインバーグ、J.マラット著『意

識の進化的起源』で、カンブリア爆発

で心は生まれたという。現存する生物

では、ヤツメウナギまで遡ります。

オルドビス紀末の大量絶滅（Ⅰ）

4億年前、有毒金属が海中で急増

デボン紀後期の大量絶滅（Ⅱ）

寒冷化と海洋無酸素事変の発生

参考：鏡に映った姿を自分だと認識

する能力は魚にもあることが、幸田

正典・大阪市立大教授（動物社会学）

らの研究チームによって明らかに

されました。体の一部に寄生虫に似

せた茶色い色をつけたところ、鏡を

見た後に水槽の底に体をこすりつ

けて、その後また鏡を見てそれがと

れたかどうか確認する動作を繰り

返していました。

とっても面白い実験ですね。

その後、オルドビス紀末に海生動

物の大量発生で酸素が減少し、有毒

金属が溶け出し大量絶滅（Ⅰ）を迎

えます。その結果、海から陸へ生物

の移動が加速しました。

さらに、その後のデボン紀末の寒

冷化と海洋の無酸素化という大量

絶滅（Ⅱ）を乗り越えて。爬虫類と

大型の昆虫が陸上を支配しました。
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陸上に上がった爬虫類と巨大昆虫

巨大噴火ペルム紀末の大量絶滅(Ⅲ)

三畳紀：トリアス紀末の大量絶滅(Ⅳ)

石油の生物由来説では、このときの

地殻変動でできたと言われています。

恐竜の時代：ジュラ紀

森林も増大して、現代社会とも深

い関係を有する「石炭紀」という時

代を形成することとなります。

石炭紀の次はペルム紀となりま

す。

絶滅の危機：2.5 億年前のペルム

紀末にスーパーブルーム（シベリア

の超大規模噴火）が発生し、地球全

体が噴煙に覆われて気候が急激に

変化しました。パンゲア大陸を分裂

させ、大西洋を形成するような大規

模な地殻変動と連動した巨大な火

山活動が絶滅をもたらしました。

これらの環境激変を経て、ジュラ

シックパークで有名になった恐竜

の時代＝ジュラ紀を迎えます。

当時の哺乳類はネズミくらいの

大きさで昆虫を食べて細々と生き

ていたとされています。
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白亜紀の大量絶滅（Ⅴ）巨大隕石

哺乳類の時代になってから 6,550 万

年、人類が誕生してから 700 万年しか

経っていません。

大量絶滅は

①海で有毒

金属が急増

②寒冷化と

海の無酸素

化、③超巨

大噴火の煙

で寒冷化、

その恐竜も6,550万年前の巨大隕

石がメキシコとインドに落下し、大

規模な火災が発生し、その煙と塵で

地球規模の寒冷化に襲われて絶滅

します。

恐竜が絶滅して、ようやく哺乳類の

時代を迎えます。飛べない鳥類＝鶏

等は恐竜の生き残りだそうです。

700 万年前には人類（ヒト亜族）

の祖先がチンパンジーなどと分岐

して誕生したとされています。

絵の左側のグラフは、海生生物の

科数の変動を表しています。大量絶

滅期は５回とも６回ともいわれて

います。それらの危機を経て、生態

系の覇者が交代してきました。

カンブリア大爆発の5.5億年前か

ら５～６回ということは、１億年に

１回ぐらいの割合で大量絶滅期を
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④大陸移動の地殻変動、⑤巨大隕石が

２度などとされています。

これらの激変期を乗り越えて、次の

時代に適応するためにも５つの性格

は重要な役割を果たしたと思います。

地球温暖化による砂漠化や食糧危機

北極・南極の氷の融解と海面上昇、

巨大噴火や超大型台風など異常気象

巨大な隕石や小惑星の衝突！しかし、

それを回避する計画もあるそうです。

迎えています。その間隔で考えると

３～４千万年後に次の大量絶滅期

が来るかもしれませんが、それはあ

まりにも遠い未来なので、とりあえ

ず安心して良さそうです。

ただ、その前に、温暖化や人口増

加による食糧危機や感染症による

パンデミック、核戦争、格差、不平

等、人間性の喪失、権力に固執する

指導者たち、原理主知、テロリズム、

真実の歪曲、人工知能（AI）など、

様々な脅威が待ち受けています。

人類が自ら蒔いた種によって、大

量絶滅する可能性期は意外と近い

のかもしれません。

しかし、私の仮説では、生命の最

初から備わっている５つの性格が、

一見すると矛盾・対立するような

様々な対策や解決策、適応策などを

探し出すと期待できると思います。
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Ⅳ．人類の過去と未来

石器の進歩：右側⇒左側 300 万年

最初の火の利用：170～

20 万年前

洞窟画 7 万年前(サン)

ビーナスの小像

2万 5千年前

小麦や稲の栽

培、牧畜開始

12,000 年前

古代都市（トルコのチャタルヒユク

9,300 年前）

700 万年前にヒト亜族が誕生して

から初期の石器(260～330 万年前)が

作られるまでの 400 万年も気が遠く

なるような長さですが、それからさ

らに高度な石器(40 万年前)に至るま

での 250 万年も凄まじい長さです。

最初の火の利用は 170 万年前～20 万

年前まで、幅があります。自然の火事

かヒトによる火の使用か判別が難し

いことがその理由です。芸術に関し

ては洞窟画(サン、7万年前）、ビーナ

ス(2 万 5 千年前)などがあります。

氷河期が終わりに近づくにつれて

羊や馬や牛などの小型の動物も増え

牧畜も始まり、小麦や稲の栽培も

12,000 年前くらいから始まりまし

た。人類はそれまでの狩猟採集生活

から農耕牧畜生活へと大きく移行し

ました。
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ハンムラビ法典 3,800 年前

アメリカ大陸発見・殺戮と略奪・植民

地化の時代・奴隷貿易などの時代

蒸気機関、産業革命、化石燃料時代

食糧＝穀物＝富の蓄積は、人の大

規模な集住化と富の争奪などを起こ

し、古代都市（トルコのチャタルヒユ

ク 9,300 年前）を生み出しました。

私のＰＣ実験では、人が集まり過

ぎるのを防がないと村や町、都市な

どはできないことが分かりました。

都市の生活を律する法律（ハンム

ラビ法典 3,800 年前）ができました。

15 世紀末のアメリカ大陸発見とそ

の後の大航海時代は、殺戮と略奪、植

民地化、奴隷貿易等、地球上の混乱と

同時に一体化をもたらしました。

17 世紀以降の自由や人権をめぐる

宣言や革命は、民主主義や人権思想

が世界に広がる礎となりました。

18 世紀に始まった産業革命は、石

炭・石油等の化石燃料時代の幕開け

となり、人類の活動能力を生産面で

も破壊面でも急激に拡大しました。
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原子力の利用

核兵器・原子力発

電・医療など

宇宙開発時代（スペースシャトル）

月面開発や宇宙観光の時代へ

人工知能（AI）は

ナノテクノロジ

ー、ロボット、バ

イオテクノロジ

ー等と結合して大転換期を迎える。

2045 年シンギュラリティで人類は？

さらに破壊的な能力を極限まで高

めたものは 20 世紀の原子力利用で

す。人類を何度も絶滅できる大量の

核兵器が拡散し続けています。

20 世紀には人類が宇宙空間にまで

活動の領域を広げた時代でもありま

す。当初の国力を掛けた宇宙開発競

争は、宇宙船地球号という人類の一

体感を実感させる契機にもなりまし

た。21 世紀に入って宇宙は安全保障

上の重要領域になるとともに、民間

企業による宇宙観光など経済活動の

場にもなりつつあります。

21 世紀は、人類の活動が地球規模

に達しただけではなく、ナノレベル、

量子レベルにまで達し、これまで未

知であった領域の知識や工学的な利

用の可能性を広げています。人工知

能が人類を超えるシンギュラリティ

時代は何をもたらすのでしょうか？
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Ⅴ．近未来を考える一つの視座（シンギュラリティ）

アシロマAI ２３原則(2017年)では、

次のような項目があります。

第 10 項 価値観の調和：高度な自律

的人工知能システムは、その目的と

振る舞いが確実に人間の価値観と調

和するよう設計されるべきである。

第 11 項 人間の価値観：人工知能シ

ステムは、人間の尊厳、権利、自由、

そして文化的多様性に適合するよう

に設計され、運用されるべきである。

私見ですが、以上の２つの項目は、

「人間の価値観が矛盾を含んだもの

である」という基本を忘れています。

シンギュラリティ（技術的特異点）

は 2045 年と予測されていますが、そ

の前の2030年頃から大量失業時代が

到来するといわれています。このよ

うな変化に対応するにはベーシッ

ク・インカムなど普遍的・人道的な社

会システムに移行できるかがカギに

なると思います！既に、その社会的

な実験を行っている国や地域の動向

に注目していく必要があります！

この予測に対して、理論的に超絶

ＡＩができても、人間そのものを超

えられないという意見もあります。

「人間そのもの」が定義できそうに

ないので、越えられないかもしれま

せんが、技術的には「現在の多くの人

間的な労働」をＡＩが行うような、ほ

ぼシンギュラリティに匹敵する社会

が到来するのは確実だと思います。



20

Ⅵ．未来への希望(温暖化の上限は＋６℃？ 現生人類の寿命は１０万年？)

80万年間

の地球の

温度変化

のグラフ

０℃を超

えたのは

４ 回 、

５℃を超

えたのは

３回、し

かも６℃

程度以上

の温暖化

はありま

せん。

６℃以上の温暖化を抑制する自然の

自動メカニズムが何かあるのかもし

れません。私たちが極めて稀な温暖

な時代にいることが分かります。

700 万年前に誕生した人類の中で、

アウストラロピテクス・アファレン

シス（410～280 万年前）のルーシー

という女性が共通祖先といわれてい

ます。それ以降、数種を経てハイデル

ベルゲンシス（60～25 万年前）、ネア

ンデルターレンシス(35～3 万年前)

と進化しました。

ホモ・サピエンス（20 万年前～）

では、ミトコンドリア・イヴ（16 万

年前）が多くの人の共通祖先とされ

ています。13.5 万年前と 9 万年前に

は急激な氷河期の寒冷化で数千人程

度にまで激減したようです。

現在の私たち、即ち現生人類は、い

つ頃まで生きられるのでしょうか？

直近の３つの人類種から類推すると

平均的に30万年くらいの生存期間な

ので、あと10万年位と考えられます。
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Ⅶ．人の性格と社会としての文化価値

この『時の旅人』の絵の

中心テーマは、「生命その

ものの５つの性格（行動

や考え方の特徴）が、進化

の長い年月を経て高度化

されたり洗練されたり、

逆に狂暴化・暴走化した

りして、今日に至ってい

る」というものです。そし

て、一人一人の性格（行動や考え方の特徴）が十人十色となって異なる行動や

考え方をもたらしています。さらに、その一人一人の異なる行動や考え方の人

が集団として社会の文化的な価値の１０通りの元となっています。５つの性

格のプラスとマイナスで十人十色と簡略化していますし、社会の文化価値も

１０通りと簡略化して説明しています。たった５つの性格では、人の性格の半

分くらいしか説明できていないというのが心理学の見方ですし、文化価値に

至っては半分よりも少ないと思います。それでも、たった５つの性格で、人の

性格の半分くらいが説明できるということから心理テストの基本的な分類と

なっています。文化価値についても、さまざまな分類が可能ですが、この分類

は人の性格とつながった面白い分類であると思っています。
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Ⅷ．動物による文化価値のイメージ（動物との関連付けの根拠は私的直観）

あなたの家族やグループ、会社や地域社会、国はどんな文化価値でしょうか？

①刺激・快

楽：スポー

ツ、芸術文

化、娯楽な

どを大切に

する平和を前提とする価値観の社会

② 自 主 独

往：リスク

軽視で冒険

的、活動的、

独断的な行

動でも賞賛する社会

③能力・達

成：競争的で

外向的な客

観的基準で

１位になることを賞賛するような競

争重視社会

⑥創造・革

新：科学技

術や学問、

新たな取組

みなど様々

な革新を重視する価値観の社会

⑦人権・普

遍主義：自

由・平等・

博愛など、

弱者救済

や協調を賞賛する社会

⑧環境・自

然：協調的

で利他的

でもやや

内向的、主観的な価値を大事にする

自然環境を重視する社会
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④富と権力：

競争的で利己

的な利益を組

織的かつ効率

的・合理的に追及する企業的な社会

⑤ 安 全 保

障：リスク

に敏感で集

団的な安全

を組織的かつ効率的・合理的に重視

する軍事力重視の社会

⑨伝統・保

守：消極的

で内向的な

傾向を持ち

現実的、経験重視、権威主義な社会

⑩調和・安心：

リスクに敏感

で現実的で経

験的な安心・

安定を重視する権威主義的な社会

動物の絵の中心は自尊心、自己中心

性、自文化中心主義：自尊感情を重

視する社会です。個人的には心身の

健全性やバランスを維持するため

に必要不可欠な性格です。また、社

会的にも家族や自分が所属する集

団・企業・社会・国家・国際機関・

NGO などに帰属意識や一体感を持つために必要不可欠な価値です。ただし、

特定の価値と強固に結びついてしまうと暴走する危険性も秘めています。
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参考：世界価値観調査からみた文化価値

今の世界を特徴づける一番目の文化的差異は、横軸の富と権力対普遍主義

です。右側のグループは「富と権力、能力や達成、刺激等を重視する国々」

です。左側のグループは、「人権などを重視する普遍主義の国々」です。

二番目の差異は、縦軸の安心・安全重視の保守的国々に対して個人的な幸福

や満足を求める国々です。ほぼ中央に位置するグループは、「安全保障や伝統、

調和、仁愛、環境などを重視する国々」です。中央より下の方のグループは、

「自主独往的な個人の幸福や満足、娯楽や快楽などを重視する国々」です。

日本は左下に位置していて、横軸では欧米と同じ普遍主義ですが、縦軸では

米国や中国とは反対の下側で北欧やラテンアメリカに近い国と言えそうです。

あなたは、どのような価値観の国に住みたいと思いますか？

注：多重コレスポンデンス分析（複数の質的変数の間の関係性を分析する最新の手法）で

世界価値観調査（世界 60か国の 2010 年～2014 年の意識調査）の結果を国単位で分析した

結果です。（2018 年池田誠作成）
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Ⅸ．人類の技術や政治・経済・社会・文化・制度等の未来

世界の未来（2018 年池田誠作成）

参考

温室効果物質の内、水蒸気４８％

と雲１９％が合計６７％を占めてい

ます。(地球環境研究センター資料)

意外な内訳ですが、水田の蒸発が

温暖化の一因とも言われています。

国連やIPCC,OECDの資料から人口・

経済・エネルギー・ＣＯ２・気温変化

の総合的なシミュレーション・モデ

ルで私が予測した結果です。

この予測では、温暖化による食料

危機が 2030 年頃から顕著になり、

餓死者数は年間 1,500～5,000 万人、

温暖化は 2100 年に 2.6℃～5.2℃程

度という結果になりました。

備考：食糧危機による餓死者数の幅

は、ライフスタイル（食品ロス、ペッ

ト、肉食等）や国際協力（食料援助、

食料貿易等）の程度に依存すると考

えられます。超異常気象による自然

災害がもたらす人的被害や経済的損

失などもモデルに上乗せする必要が

あります。いずれにしても相当大き

な影響が生じる事態が待ち受けてい

ると考えられます。
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地球温暖化と世界人口の予測：あなたはどのシナリオが良いと思いますか？

１：短期的には理想的・人道的な世界を想定するシナリオＡ

異常気象による食

糧危機に世界各国が

相互協力で支援を行

い、餓死者数を低く

抑える世界です。こ

のシナリオでは、現

状での餓死者数が年間 1,500 万人ですので、その２倍、年間 3,000 万人にな

ると想定しました。このように餓死者を低く抑える人道的な世界では結果と

して、人口増加は継続して 2100 年には約 83 億人になります。人口の増加が

続きますので、温暖化ガスの排出も増大し続け、温暖化も加速して 2100 年に

は＋5.2℃程度までに達し、異常気象等で状況は悪化し続ける世界となります。

２：短期的には最悪の食糧争奪や温暖化戦争を想定するシナリオＢ

経済的・軍事的な

強国だけが食料を確

保し、弱小国では食

糧難や餓死が増大す

る世界となります。

新たに増加する餓死
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者数は現状の３倍強、年間 5,000 万人と想定しました。結果として、人口は急

激に減少し 2100 年には約 38 億人、現在の 77 億人のほぼ半分になってしまい

ます。その結果、温暖化ガスの排出は減少し、温暖化は今よりも減速し、2100

年に＋2.6℃程度と低く抑えられ、異常気象そのものもかなり少なく抑えるこ

とができるという世界となります。温暖化戦争は、食糧だけでなく海面上昇や

自然災害で増大する難民を排除し、国を守る残酷で悲惨な世界となります。

３：両方の勢力が拮抗して生み出される最もありえそうな世界のシナリオＣ

温暖化戦争のよう

な大国や軍事的強国

が猛威を振るう悲惨

な世界にあっても、

中には人道的なＮＧ

Ｏなどの団体や国連

などの国際機関が積極的な食糧援助を行い、世界的な飢餓や餓死から貧しい

人々を救う活動は行われるだろうという希望の光を持つシナリオです。

このシナリオＣでは、シナリオＡほど多くの人々を餓死から救うことはで

きませんが、それでもシナリオＢよりもはるかに大勢の人々を餓死から救う

ことができると思われます。その結果、2100 年の人口は約 60 億人、温暖化

は＋４℃程度に抑えることができる中間的な予測結果になると思われます。

(参考：現在の飢餓人口 8 億 2100 万人、発育阻害児童数 1億 5000 万人以上)
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まとめ

あなた自身は、飢餓に苦しむ世界の人々を助けたいと思うシナリオＡタイ

プの人でしょうか？それはとても尊敬に値すると思います。あるいは、世界の

ことよりも自分や家族、友人たちとの楽しい食事や快適な暮らしを優先する

タイプでしょうか？それは知らない内にシナリオＢを選択していることにな

ってしまうかもしれません。シナリオＢが良いという人も多いと思います。

ここで紹介した 10 の文化価値に照らして考えると、シナリオＡは普遍主義

的な価値である人権重視（ハト）や環境重視（シロクマ）の社会や国家が創り

出す世界です。シナリオＢは国家の安全（ワシ）や富と権力（ライオン）、競

争（サル）などを重視する社会や国家が創り出す世界です。

その中間にいる革新派（ネコ）、娯楽派（ウサギ）、独往派（トラ）、そして

伝統派（コアラ）、安心安定派（イヌ）などの社会や国家が、どちらよりの世

界を望ましいと考えるか、例えばスローライフや自然に帰る生活様式重視か、

経済成長や物質的豊かさ重視かで、暗黙裡にシナリオのＡかＢかを選んでい

る可能性があります。

もちろん、ここに挙げた 10 の文化価値以外にも、さまざまな価値があるこ

とは明らかです。従って、これしか文化価値がないとか、これが絶対的なもの

であるとか、これ以外は取るに足らないものとかと主張している訳では決し

てありません。この 10 の文化価値の分類もシナリオＡ，Ｂ，Ｃも、かなり、

漫画チック、ファンタスティックな宇宙観、世界観、生命観、社会観と悪夢の
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ような未来予測であるということを承知のうえで自分なりにまとめてみたと

いうのが、この表紙の絵とこの解説書です。

そのうえで、改めて、性格による世界観が何らかの次のステップを見つけ出

すためのカギになるとすれば、次のような点が考えられます。

隣あっている文化価値はお互いに親和性が高いので相互に理解を深め協力

を行っていくことによって、全体をある方向へ動かしていくことは可能であ

ると思われます。そして、その可能性を示唆すると思われる根拠の一つが下の

グラフです。（ただし、限られた人数の日本の調査ですので超拡大解釈です。）

①協調的・利他的な人が全世代ともに多いので、多数意見が尊重されるよう

な社会や国家であれば、シナリオＡが実現しそうです。

Big5 の世代別違い（男女計）

資料：「主要 5因子性格検査の世代別標準化」村上宣寛・村上千恵子『性格心理学研究』1999

年、第 8巻第 1号 p.32-42 から池田誠作成
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②年齢が上がるにつれて、合理的で勤勉な傾向の人の割合が多くなるので、

高齢化が進むと世界はシナリオＢの傾向を強めるかもしれません。

③②の様子から、若者世代と高齢者世代の価値観の違いが、社会や国家を分

断したり、国の政策を右往左往させたりすることになるかもしれません。

④合理的勤勉さほど世代による差は大きくありませんが、情緒的安定性や

遊戯性や知性にも世代による違いがみられます。若い人ほどリスクに敏感で

経験や権威に頼りがちのようです。温暖化のリスクや現在経験している異常

気象や難民問題、格差問題などに敏感なようです。ただし、それらへの対応が

主張されたり実施されたりする権威ある主体が、環境や人権のＮＧＯや国連

などと考えてシナリオＡをとるのか、自国優先主義や極右的な勢力などと考

えてシナリオＢをとるのかによって、若い世代も分裂する可能性は高いです。

⑤外向客観性に関しては若い世代だけが少しですが高い割合になっている

ので、かれらの行動力がシナリオのＡを目指すのか、Ｂを目指すのかは特に注

意が必要です。

以上のような超拡大解釈に基づく予想で

すが、人々はかなり協調的で利他的で集団的

ですので、ハトの絵をもっと大きくしてハト

が優勢であることを示しても良いような気

がします。つまり、民主主義のような多数の

人々の意見が社会を動かすとすれば、世界は
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少しずつ基本的人権などを重視する普遍的な価値の方へ動いていくのではな

いかと思われます。歴史的にもハンムラビ法典などの法治的な社会の形成か

ら世界人権宣言へと理想を重視する方向に動いているような気がします。

他方では、世界は全体的に高齢化しつつあ

ります。そのことは、年齢が増すにつれて、

ライオンやワシのような合理的・効率的・組

織的・統制的になる傾向があることも示して

います。ネコやウサギ、ハトやシロクマのよ

うな感性的・感覚的・自由放任的な非効率的・

反組織的で統制を嫌う人々にとっては、やや生きにくい社会になっていくと

いえるかもしれません。

いずれにしても、未来に向かって、人類を敵・味方、強者・弱者、邪悪・善

良などで２分する思考方法は分かりやすいのですが、単純な対立関係を助長

するだけで、人間への深い理解や社会システムへの多様な理解、人々による変

化の多様な可能性への理解を妨げてしまいます。例えば、環境か経済か、軍事

か援助か、保守か革新か等の二項対立だけは避けていきたいと思います。

このような十人十色的な一人一人の多様な性格や価値観の人間からなる社

会システムがどこへ向かうかは不明であり、まだまだ様々な新しい知識や考

えを吸収して深化させていくことが大切であると思っています。
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参考：色による性格判断（絵の中央の円盤の右回り順）

黄色：好奇心、試行錯誤、逸脱妄想

桃色：協調的、利他的、集団的

青色：協調的、利他的、集団埋没的

紫色：消極的、内向的、臆病

黒色：現実的、経験重視、権威主義

茶色：リスク敏感、情緒的、神経質

赤色：合理的、効率重視、組織的

灰色：競争的、利己的、敵対的

緑色：活動的、外向的、無謀

橙色：リスク軽視、情緒安定、鈍感

行動特性から導き出される 10 の文化価値類型（シュワルツ） ①刺激・快楽、

②自主独往、③能力・達成、④富と権力、⑤安全保障、⑥創造・革新、⑦人権・

普遍主義、⑧環境・自然、⑨伝統・保守、⑩調和・安心（この１０分類では多

様な文化価値の半分も説明できていないので、社会を見る時の一例に過ぎま

せん。このほかにも文化価値は沢山あります。この図のポイントは、社会シス

テム（人類社会、国家、地域、企業、グループ、家族等）は、個人の矛盾対立

する性格と関連した10の文化価値から構成されているとみることができる点

です。つまり、「社会システムは本来的に相反・矛盾対立している価値観によ

って成り立っている」ということの理解に役立つのではないかという点です。）
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補：性格の詳細

これまでの説明では、性格を悲観・楽観とか活発・消極などと単純化して表

現していましたが、心理学で実際に性格判断の調査の際に使われる言葉は、下

の表のような様々な言葉が使われています。従って、５つの性格で、それぞれ

の性格を２分割した 10 種類の性格と言っても、かなり色々な特徴が含まれて

いることが分かると思います。十人十色というのは超単純化したものです。

さらに、２分割の組み合わせで１人の性格を考えると２５で 32 通り、「どち

らでもない」という中間的な性格もいれて３分割で考えると３５で243とおり、

更に「悲観的、少し悲観的、中間、少し楽観的、楽観的」というように５分割

では５５で 3,125 通りとなります。同じ性格の人を探すのは大変なことです。

人間の行動特性５因子（コスター＆マクレーの Big５）
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参考：シュワルツの文化価値類型と行動特性(性格、Big5、Neo-PI-R)の図化

10 種類の文化価値と動物

のイメージを文字で表すと

右のようになります。

例えば、黄色が好きな人

は好奇心が強く、橙色が好

きな人は楽観的な人が多い

ということを黒い文字は表

しています。

好奇心が強い性格と楽観

的な性格は、他の性格より

も近しい関係にあり、双方

の性格から刺激や興奮を求

める社会になる傾向があり

ます。このような傾向をシ

ュワルツは各国の調査結果

から導き出しています。

簡略版：４種類の動物

「未来へのまなざし」

（タカ派とハト派、ネコ派とイヌ派）

2020 年 6 月 池田誠

左上ネコ：刺激や快楽主義の方向(娯

楽、スポーツ、ゲーム、趣味的社会)

右上ハト：人道的・普遍的方向（協調

的で感性的、好奇心旺盛な社会）

左上イヌ：伝統や調和を求める方向

（保守的、安心平穏な家庭や社会、

スローライフ的な社会）

右上ワシ：富と権力、安全保障、能力

主義的な方向（競争的で合理的・効率

重視、危機感が強く客観的で積極的

な行動重視の社会）
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私たちの未来はどこへ向かうのか？

次の図のように１０の文化価値で考えると１０通りの方向があります。

１０通りのどの方向に進んでも、その中の文化価値は１０通りのままです。

それでは、全く同じではないかと思うかもしれません。

しかし、ずいぶんと違った世界になっているのです。

例えば、右上の人権や民主主義などの普遍的なハトの方向に進んだとします。

その時には、独裁的な権力者でも、自分の地位を正当化するためには形だけで

も民主主義的な手続きを踏むことが必要になってきます。一党独裁で党員だ

けの選挙でも、立候補者を妨害したり結果を操作する不正選挙でも、何でもあ

りの民主主義でも、一応は選挙の形をとらざるを得なくなってくるのです。

それが、この絵でお話してきた社会の変化の結論です。

時がどれだけ経っても、最初の生命から人類までの基本的な５つの性格は

変わらないというのが私の仮説です。従って、その５つの性格を基にした１０

の集団的な価値＝文化価値も基本的には変化しないと思っています。

５つの性格が、最初の生命から備わっていたという仮説は、なぜ必要なの

か？その本当の理由は、自分でもよく分かっていません。例えば、量子レベル

から意志があるものとして考えている科学者の人たちがいます。また、ヤツメ

ウナギのレベルの魚の祖先から意志は誕生したという科学者もいます。これ

らの中間あたり、つまり生命の誕生時から意志があり、その意志には反応の違

い則ち性格の違いがあったら面白そうだというのが当面の理由です。
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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？

注：この小冊子で紹介してきました生物進化や考古学的年代は、新たな化石や遺跡等の発

見・発掘等で日々変化し続けていますので注意が必要です。

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 9 月 25 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 日改訂版 池田誠

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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はじめに

この「量子の世界から生命の世界へ」時の旅人シリーズ２は、生命の世界を

ナノレベル（百万分の 1 ミリ）、ミクロレベル（1,000 分の 1 ミリ）から眺め

てみた絵です。

また、ご一緒に「私たちは何処から来て、何処へ行くのか、私たちは何者な

のか？」そして「私たち（生命）は何をするものなのか？」という「時の旅」

に出かけてみましょう。

最初は「ひも理論、超玄理論」から素粒子、原子、分子、高分子の世界です。

生命を創るこれらの物質の内、最も一般的なものがタンパク質です。

それを生命が、最初は一つの細胞の中で、必要なある特定のタンパク質だけ

を、必要な時に、必要な量だけ創り出しています。そして、それを必要な場所

に届けるという複雑極まりないことを行っています。

電子顕微鏡で見た細胞の中は、光学顕微鏡で見ていた数十年前とは全く別

の世界です。細いフィラメントなどが張りめぐらされ、その上をモータータン

パク質が、巨大なタンパク質をヒトが歩くみたいに運んでいきます。

ひも理論では電磁力と重力が世界の力の全てであるとされています。絵の

背景となっている地球の磁場と太陽風と磁気嵐、小さなひもが大きな宇宙を

動かしています。
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Ⅰ．素粒子から高分子の世界へ

ひも理論・超弦理論から原子まで

（ひもの大きさは１０－３５ｍ）

ひも理論・超弦理論によると「宇宙

はとても細い紐で出来ている」との

ことです。突然、そう言われても、直

ぐには信じられないですよね。でも、

音は音符の点で表せるのに音は空気

の波だと言われると、何となくそう

いうものがあるかもしれないと思え

てきますよね。その発想の続きでク

ォークなどの量子の世界も点であっ

てしかも波であると言うと少し分か

るような気がしてきます。紐は電磁

力で両端にゲージ粒子（光子、ウィー

クボソン、グルーオンなど）をつけて

様々な粒子を表したり、弦の振動と

して粒子を表したりすることができ

るとされています。輪は重力を表し

ていて、重力子という量子の一つと

して捉えられるとされています。ひ

も理論では電磁力と重力が世界の力



40

参考：超弦理論は、ブラックホールな

どの宇宙論から物体の体積を表すホ

ログラフィック原理など様々な成果

があります。しかし、まだ未確定な理

論でノーベル賞をとっていません。

個人的には、超弦理論が 5 つあり、

各理論の整合性のため10次元時空が

必要ということで、私の生命の５因

子と社会の10次元モデルと重なるの

で何となく親近感を感じています。

超弦理論による宇宙の誕生

の全てであるとされています。

量子の大きさは光子のゼロから下

記の様々な素粒子を含むクォークの

１０－１８ｍまでいろいろあります。

原子核は陽子と中性子で出来てい

ます。陽子はアップクォーク２個と

ダウンクォーク１個、中性子はその

逆です。原子核の周りをひも状の電

子が跳び回って原子となります。

備考：素粒子の分類

１．ボソン(2 種):[1]ゲージ粒子

(力,4 種):①光子(フォトン),②ウィ

ークボソン(弱,2 種),③グルーオン

(強,8 種),④重力子(グラビトン)、

[2]ヒッグス粒子(質量)

２．フェルミオン(2 種)：[1]クォー

ク(強,6種),[2]レプトン(2種):a)ニ

ュートリノ(3 種):①電子、②ミュー、

③タウ、b)荷電レプトン(3 種):①電

子、②ミュー、③タウ
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原子から分子、水へ

水の分子は液体、気体、固体に変化

グルコース（ブドウ糖）

グルコースは葉緑体で作られます。

1960 年頃の鉄腕アトム世代の人は

電子が軌道上を跳び回るイメージ

で、次の世代では、電子の波が雲にな

っているイメージでしょうか。

水素と酸素の原子が結びつくと水

の分子Ｈ２Ｏとなります。その大きさ

は１０－９ｍ＝１nm（ナノメール）の

世界になります。さらに、たくさんの

水の分子が集まると水滴や水玉とし

て手で触ることができます。

同様に原子や分子の結合で多種多

様な高分子が作られます。例えば、細

胞を構成する炭水化物（グルコース

＝ブドウ糖など）、核酸、脂質（脂肪

酸、グリセリン、リン脂質）、タンパ

ク質などの有機物です。グルコース

が多数結合した高分子化合物は、デ

ンプン（主に植物）やグリコーゲン

（主に動物）、セルロースなどです。
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備考：アミノ酸とタンパク質

肉、魚、穀物などを食べると、その

タンパク質は、20 種類のアミノ酸に

分解され、カラダの中で再び、必要な

タンパク質に組み換えられます。

その際、11 種類のアミノ酸は他の

アミノ酸から体内で合成することが

できます。しかし、残りの 9種類のア

ミノ酸は食事で摂取する必要があり

ます。

アミノ酸は生命の誕生時に化学物

質から合成されたとする化学進化説

があります。その場所は原始の海や

大気、深海の熱水噴出孔や大深度地

下５Km などの説があります。宇宙で

誕生したという説は、1969 年にオー

ストラリアのマーチソンに落下した

隕石からアミノ酸等が見つかり、地

球外に生命が存在していたと考えら

れています。

これらの有機物はほとんどが炭

素、水素、酸素と少量の窒素、リン、

硫黄で出来ています。原子は 109 種

類もあるので、有機物のほとんどが

たった６種類の原子で創られている

というのは驚きです。

人の身体で水分に次いで多いタン

パク質（約２割）は、アミノ酸から合

成されています。自然界には約500種

類ものアミノ酸がありますが、人体

を構成しているタンパク質はわずか

20 種類のアミノ酸です。たった 20 種

類と言っても、その組み合わせでで

きるタンパク質の種類は、例えば 100

個のアミノ酸で 20１００という膨大な

種類になります。

そうなると、生命活動に必要な特

定のタンパク質を、必要な時に必要

なだけ正確に作り出す仕組みが必要

不可欠ということになります。
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Ⅱ．高分子から細胞へ

３種類の RNA とその働き（リボザイ

ムは酵素と思われていた時の名称）

注：酵素とは、触媒作用を持つタンパ

ク質の一種で、良く知られている消

化酵素のほかにも、ミトコンドリア

の脱水素酵素群や ATP 合成酵素など

様々な酵素があります。

タンパク質を創る仕組みがリボソ

ーム（rRNA）です。この rRNA がなけ

れば生命に必要な特定のタンパク質

を創ることが出来ません。そのため、

RNA からなる自己複製系の誕生こそ

生命の始まりであるという「RNA ワー

ルド仮説」があります。

RNA はリボ核酸（ribonucleic acid）

の略で、RNA には３種類あります。

伝令＝メッセンジャーmRNA が設計図

運搬＝トランスポンダーtRNA 運び役

製造役＝リボソーム rRNA

モータータンパク質キネシン

rRNA で創られたタンパク質は、細

胞骨格フィラメントの上をモーター

タンパク質キネシンによって所定の

位置に運ばれていきます。キネシン

はアデノシン三リン酸（ATP）で動

きます。キネシンのネット動画は、

まるで人が歩くみたいで驚きです。
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キネシンと深海生物由来の TMAO

鱗の色変化とモータータンパク質

もう一つのモータータンパク質の

ダイニンは、線毛や鞭毛の動きにも

関係しています。

キネシンに深海魚由来の浸透圧調

整物質であるTMAOを添加して人工的

に再構成すると、広い温度範囲で安

定になり、分子ロボットの応用が期

待されています。例えば、微小回転モ

ーターを作成して、液晶画面やマイ

クロディスクを作ることなども行わ

れています。

電子顕微鏡で細胞の中を見ると、無

数の細胞骨格（微小管やフィラメン

ト）を見ることができます。

キネシンが歩くのは電子顕微鏡で

見ると微小管や２種類のフィラメン

トの上です。これらの細胞骨格が細

胞核から張り巡らされています。少

し前までは、光学顕微鏡の限界（光の

波長）のため、細胞の中はいくつかの

器官と水だけだと思われていた時代

に育った私のような人にはとても大

きな驚きです。
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生命科学の宝庫：テトラヒメナは、

リボザイムやテロメア（真核生物の

染色体の両端にあり、細胞分裂の回

数、老化や寿命に関連）の発見等ノー

ベル賞受賞に２度も貢献していま

す。

細胞骨格は、細胞の形態維持や変

形、運動、細胞小器官の配置、細胞分

裂、筋収縮、繊毛運動などを行ってい

ます。

細胞骨格のこれらの働きが細胞の

生命維持に総合的に秩序だって行わ

れていることを考えると、やはり細

胞核の中で総合的な判断や意思決定

がなされて、何らかの指令が順序良

く次から次へと出ているような気が

します。

骨格細胞が細胞分裂にも関わって

いるということは、細胞骨格がない

段階で生物はどのようにして細胞分

裂をして増殖したのでしょうか？

その答えの一つが、次の研究です。

人工細胞による結合と分裂

人工的な細胞膜の中に高分子を入れ

ると、細胞どうしが結合したり、分裂

したりすることが確認されました。

原始の海で、このように単純な細胞

膜の結合や分裂の途中で RNA などの

生命の元となる小器官が取り込まれ

て最初の生命が誕生したのかもしれ

ません。

それでもまだ謎は残ったままです。
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Ⅲ．単細胞生物から地上最強の生物まで

シアノバクテリア（藍藻）

参考：藍藻は酸素発生型光合成能を

獲得した生物群です。この 0.01mm 以

下の原核生物も RNA を持っていて、

現在でも地球上の様々な場所で繁殖

しています。藍藻という名から植物

であると思われがちですがバクテリ

ア＝細菌です。なお、ウイルスは、細

菌とは違い単独では増殖できず感染

した生物のタンパク質で増殖するの

で生物と非生物の中間的存在です。

原始生命の中で最も画期的な役割

を果たしたのはシアノバクテリア＝

藍藻（ラン藻）でした。34 億 6500 年

前の化石が発見されました。この藍

藻の光合成によって、地球上に初め

て酸素と有機物が安定的かつ大量に

供給されるようになりました。この

変化は「大酸化事変」と呼ばれ、現在

の地球生命圏や自然生態系の基礎に

なっています。その代表例は、大気中

に酸素が供給されたので、酸素呼吸

を行う生物が増加したと考えられて

います。さらにオゾン層の形成によ

る紫外線の減少や土壌の形成など地

球環境は大きく変化しました。

生命の最も原初的な形態は細胞で

す。その細胞が生命活動を維持する

ためには、新陳代謝が不可欠です。

体内から不要な物質を出したり、体



47

細胞膜のナトリウム・ポンプ

細胞内のナトリウム・イオン Na+を排

出し、カリウム・イオン K+を取り込む

ATP を作るミトコンドリア１０－８ｍ

（ミトコンドリア・イブは有名人！）

高分子を代謝する細胞膜の機能

Ｈ２ＯとＣＯ２の分子工場！葉緑体

内に有用な物質を取り込んだりする

必要があります。その役割を担うの

が細胞膜のナトリウム・ポンプです。

その動力源となる ATP（糖）は細胞

内のミトコンドリアで創られます。

ミトコンドリアは独自の DNA を持つ

生物で、酵素による陽子の濃度差を

利用して ATP（≒エネルギー電池）を

作っています。

より大きなタンパク質などの有用

な高分子物質を取り込んだり、体内

の不要な老廃物を排出したりする働

きも細胞膜が行っています。

生命活動に必要な炭水化物を細胞

内で、水と二酸化炭素の分子を分解

して合成しているのが葉緑体です。

光（光子）のエネルギーで水を酸素

と水素に分解して、二酸化炭素と水

素原子からグルコースやデンプンな

どの炭水化物を合成しています。
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単細胞と多細胞の生物 細胞性粘菌

ミドリムシは葉緑素と鞭毛を持つ！

（水中で浮いたり沈んだりするとき

は細胞内の気泡で制御しています。）

葉緑素は、シアノバクテリア＝藍

藻が 15 億年以上前に、真核生物の細

胞内に共生して、できたものです。

単細胞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

ーバーとして動き回ります。餌であ

る細菌が無くなると、集合してナメ

クジみたいな多細胞生物になり移動

して胞子を創り次の繁殖をします。

植物と動物の分岐点も面白いで

す。「単細胞生物は動物／植物の区別

が難しい」と言われています。

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。鞭毛の

付け根には感光点があります。光合

成にとって光が最も大切なので、移

動が重要な機能だったのではないか

と思われます。もし、今も植物が動き

回ったら面白いですね。
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ゾウリムシ：

直進しかでき

ない繊毛で覆

われた動物？

（注４：有性生殖のパラドックス：

遺伝子の交換で進化が加速されたと

言われます。しかし、配偶者を探す手

間やエネルギーを考えれば繁殖には

不利です。その意味で、有性生殖は個

体レベルでは非効率です。

外来遺伝子で地上最強の生物となっ

たクマムシ

ゾウリムシは細胞膜の繊毛で運動

し、栄養を外部から取るための口を

持っています。有性生殖の起源では

ありませんが、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、その時に個体の増加はしません。

別の生物の遺伝子を取り込んで役

立てているのは人間も同じです。約

8％がウイルスなどからの外来遺伝

子であると言われています。

クマムシは、外来 DNA が 17.5%と極

めて多く、凍えるような寒さや長期

の乾燥や渇水、大量の放射線などに

耐えられ、真空でも生き延びられる

唯一の動物です。

このような生物がいると、大量絶

滅期でも乗り越えられそうです。
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Ⅳ．宇宙規模の素粒子

地球の磁場(地磁気)と太陽のコロナ

備考：太陽風は、太陽から吹き出す

極めて高温で電離した粒子（プラズ

マ）のことです。時々強くなって、

地球の磁気を乱す磁気嵐を引き起こ

します。

絵の全体的な背景は、地球の磁場

（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ます。ただ

し、鳥のどの部分で地磁気を捉えて

いるのかは現在わかっていません。

しかし、磁気嵐に合うと渡り鳥が道

に迷うことが分かっています。

磁気嵐というのは、太陽で巨大な爆

発（コロナ）が発生すると強い太陽

風が地球まで届き、地球の周りにあ

る磁場が大きく乱れることを言いま

す。
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Ⅴ．素粒子と生命の関係（補足解説）

今回の絵は「量子の世界から生命の世界へ」ということで、一昔前の光学顕

微鏡でしか見ることができなかったミクロの世界（１０－７ｍ：μmマイクロメ

ートル）から、電子顕微鏡でみられるナノレベルの世界（１０－１０ｍ：nm ナノ

メートル）など、生命を大きさのレベルでみてきました。

ひも理論から光子、ニュートリノ、クォーク、電子、陽子、中性子、原子核

などは、あまり生命に関わりのない量子の世界を見ているようです。しかし、

ミトコンドリアでは酵素が陽子の濃度差を作り出して ATP 生成を行っていま

す。また、葉緑体では光子のエネルギーを使って水の分子から水素の電子を分

離して炭水化物を合成しています。そして、この葉緑体を持ったシアノバクテ

リア＝藍藻が約35億年前に地球上に初めて現れた酸素発生型光合成生物です。

このラン藻によって、地球上に酸素があふれオゾン層が形成され有害な紫外

線も緩和され、さらにラン藻が乾燥地帯や高熱の場所、寒冷地帯など繁殖する

ことで土壌も改良され生物が生息できる環境が形成されました。

もちろん、植物の光合成によって地球生態系がとても大きな恩恵を受けて

いることは量子論の陽子や光子などを知らなくても理解可能です。ちなみに、

250 位前の生物学ではどうだったかを知ることは、科学の発展を知るうえでと

ても興味深いです。その時代には、まだ植物の光合成で酸素が発生することを

知りませんでした。火の灯ったロウソクやネズミなどを別々のガラスの大き

な容器に入れて空気を遮断するとロウソクは消え、ネズミは死んでしまいま
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す。そこで、それぞれのガラスの容器に植物を一緒に入れると、ロウソクの灯

もネズミも直ぐに消えたり死んだりすることはありませんでした。当時の科

学者は、植物がロウソクの火やネズミの生死に何らかの影響を与えているこ

とを発見しましたが、酸素のことも光のことも知りませんでした。

さらに、別の科学者が、この実験を昼（明るい場所）と夜（暗い場所）で行

うと昼（明るい場所）のときだけロウソクの火も消えず、ネズミも死なないと

いうことがわかりました。光が植物に何か影響を及ぼして、特別なものを生み

出していることが分かったのです。このような積み重ねが今日の量子レベル

の理論や実験と結びついて、光子が酸素原子の電子を弾き飛ばして、二酸化炭

素と水素原子をもとに炭水化物を作っているという量子レベルの理解へとつ

ながっているのです。面白いですよね。

さらに、量子論の世界から生命の世界に視野を大きく広げてくれたのが、電

子顕微鏡です。それまでの光学顕微鏡では、光の波長が数百ナノメートル（nm）

なので、それ以下の空間を分解してみることができませんでした。数百 nm と

はミクロレベルでいると 0.5 マイクロメートル（㎛）位ということですので、

ミクロの世界、即ち千分の 1mm 程度までの観察しかできません。細胞内の小

さな組織までは見ることができても、あとは水のような液体しかないのだろ

うと思っていました。それが電子顕微鏡でとても細い微小管 25nm やフィラメ

ント 10nm などがあり、しかもそれで細胞の大きさを膨張圧力や縮小圧力から

支える細胞骨格の役割を果たしているだけでなく細胞の中の核やミトコンド
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リアなど様々な小器官を結び、細胞の伸縮や移動などにも関わっていること

が分かってきました。つまり、細胞全体を支える物理的構造体として、また細

胞の運動と細胞内の情報のネットワークとしての機能も果たしています。

科学的には「意識がある」という仮定から話をしてはいけないそうです。「意

識はない」という仮定から出発して、似たものがあるかもしれないという視点

から観察や実験などで実証的に研究を行っていくことが重要だそうです。

しかし、これまでのように細胞の働きを見てくると、ファンタジー小説のよ

うですが、「単細胞生物にも感覚や感情や意識がある」ような気がします。

そこで、次の「時の旅人シリーズ３」では、細胞や生物の行動に関する最新

の実験や観察などから「情報伝達と自己意識」についてもっと詳しく見ていく

ことにします。
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Ⅵ．性格の違いと文化の違い

既に時の旅人シリーズ１でもご説明してきたとおり、私の最大の関心は「性

格（心理学の Big5）」が生命の最初からあり、その性格の違いから派生した集

団の性格＝文化によって、人類がどのように進歩しても、ヒトや家族や社会や

国家、世界の基本的な価値の違いとして残り続けるのだろうということです。

快楽主義･刺激・興奮

好奇心・革新的人と楽観

的・冒険的な人の集団の

特性・社会的文化的価値

知的自律性・創造性

好奇心・試行錯誤・革新

的人と感性・直感・ある

がままの人の集団の特

性・社会的文化的価値

自主独往･独立･大胆

楽観的・冒険的な人と積

極的・活動的・客観的・

外向的な人の集団の特

性・社会的文化的価値

普遍主義・平和・平等

感性・直感的な人と協調的

利他的・集団的な人の集団

の特性・社会的文化的価値

達成・野心・成功

積極的・外向的な人と

競争的・利己的・個人主

義的な人の集団の特

性・社会的文化的価値

環境保護

協調的人と思

索的人の集団

の特性・社会

的文化的価値

権力・富・影響力

競争的・利己的・個人

主義的な人と合理的・

効率的・組織的な人の

集団の特性・文化価値

保守主義・伝統

思索的・内省的な人

と経験・権威主義・

保守的な人の集団

特性・社会文化価値

安全保障・秩序

安全重視・情緒的な

人と合理的・組織的

な人の集団特性・社

会文化価値

同調・安心安全

経験的・保守的な

人と安全重視・情

緒的な人の集団特

性・社会文化価値
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Ⅵ．付録：大きさの話

ちょっと細かな話になりますが、これまでに登場した「ひも」から「モータ

ータンパク質」などまでの大きさを知りたいと思いませんか？

光の波長が 0.2 マイクロメートル（㎛）なので、光学顕微鏡ではそれよりも

小さな世界は見ることが出来ません。マイクロメートルとは、10－６ｍのこと

です。１ｍｍは 1,000 分の１ｍですから、10－６ｍとは 1,000 分の１ｍｍです。

0.2 ㎛とは１万分の２ｍｍということです。

最近のナノテクノロジーのナノとはナノメートルｎｍ、即ち１０－９ｍのこ

とですので、㎛のさらに 1,000 分の１の大きさのことです。このレベルにな

ると光学顕微鏡では無理なので、電子顕微鏡が必要になります。電子顕微鏡で

は 0.2nm、つまり１千万分の２ｍｍまで観る？ことが出来ます。

開いたひも 閉じたひも

素粒子（電子、クォーク、

ニュートリノ等）の大きさ

ひもの幅＝大きさは、１０－３５ｍです。（ひ

も理論・超弦理論） 閉じたひもは重力(重力

子)、開いたひも(ゲージ粒子、光子)は電磁気

力です。電磁気力は磁石や静電気などから原子

核や分子を結びつける力など重力以外の全て

の力の源です。

素粒子は、ニュートリノ、電子、レプトン、ク

ォークなどは１０－２６ｍ～１０－１８ｍくらい

の大きさです。
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水の分子の大きさ

陽子（左）や中性子（右）は１０－１５ｍ

これは 1fm(フェムトｍ)＝1000 兆分の 1ｍ

原子核は約１０－１４ｍ

原子の直径は約１０－１５ｍ＝100pm(ピコｍ)

水の分子は約１０－９ｍ＝１nm（ナノｍ）

分子量：大きさに関して新たな単位がありま

す。統一原子質量単位 u、またはダルトン Da で

す。炭素原子の質量 12Da を基準として、水素

は約 1Da、酸素は約 16Da などと示されます。

従って、水の分子Ｈ２Ｏは 18Da となります。

ＲＮＡ（リボ核酸）：mRNA 伝令と rRNA リボソ

ームは 10～100 万 Da、

tRNA 運搬は 1 万 Da。
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シアノバクテリア＝藍藻は原核生物であり、

DNA は核膜に包まれず、また葉緑体やミトコン

ドリア、ゴルジ体などの細胞小器官をもたな

い。細胞内で生体膜に包まれた構造としては、

光合成における光化学反応の場であるチラコ

イドのみが存在する。チラコイドはふつう重な

ることなく、細胞内で同心円状、放射状または

不規則に配置する。藍藻では、酸素呼吸におけ

る呼吸鎖の酵素もチラコイド上に存在するこ

とがある。チラコイドは、細胞膜と直接つなが

ることはないと考えられていたが

シアノバクテリア（藍藻）の細胞は直径 1µm 以

下～100µm と原核生物としては大型のものが

多い。µm は 10－６m なので、0.001mm～0.1mm と

いうこと。髪の毛は 0.05～0.08mm。

真核生物の細胞には、電子顕微鏡で観察でき、

3 種類の細胞骨格がある。

マイクロ(アクチン)フィラメント 5～9nm

中間径フィラメント群 8～12nm

微小管 25nm
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注１：生命の誕生にはその元となる糖やアミノ酸、炭水化物、有機塩基、脂肪酸、脂質、

タンパク質などの高分子が必要です。特に重要なタンパク質は 20種類のアミノ酸からでき

ています。そのほとんどが炭素Ｃ・水素Ｈ・酸素Ｏの３種類の原子で出来ていて、ときど

き窒素Ｎ、リンＰ、硫黄Ｓなども入り込んでいます。原子は 109 種類もあるのですが、そ

の中のたった６種類だけで生命のもととなるタンパク質が創られているというのは驚きで

す。

注２：タンパク質の６種類：①構造タンパク質（コラーゲン等）、②酵素（代謝の触媒）、

③収縮（伸縮運動）、④調節（ホルモンとその受容、細胞の働きを調節）、⑤防御（免疫、抗

体、抗原に対応）、⑥輸送（ヘモグロビン等）

注３：モータータンパク質：ミオシン、ダイニン、キネシン

ATP を使って細胞骨格上を動くタンパク質はモータータンパク質と呼ばれ、運動や物質

の輸送に関与しています。ミオシン、ダイニン、キネシンの３種類がある。（細胞骨格は、

微小管、マイクロ（アクチン）フィラメント、中間径フィラメントの 3種類）

①ミオシン：筋肉を構成し。アクチンフィラメントをたぐり寄せる。ミオシンは ATPase 活

性を持ち、ATP を加水分解しながら、－端から＋端に向かってアクチンフィラメント上を

移動する。ミオシン VIは-端側に向かって運動する。

②ダイニン：神経細胞では軸索末端から細胞体の方へ物質を輸送する。微小管の上を移動

する。また、鞭毛を構成する。

③キネシン：神経細胞において、細胞体から軸索末端へ物質を輸送する。

注４：生命起源説には化学進化説による半世紀前のコアセルベート仮説やマリグラヌール

仮説から、現在の RNA／DNA／タンパク質・ワールド仮説、深海熱水噴出孔、大深度、宇宙

起源説など様々な説があります。これらは今後の課題です。

注５：有性生殖のコストとパラドックス（ウイキペディア）

有性生殖と比較して、少なくとも短期的には無性生殖の方が有利な繁殖方法とされてい

ます。すなわち、個体数と繁殖スピードが同じ個体群なら、子供を生まない雄がいる個体

群よりも、子供を生む個体ばかりの個体群の方が繁殖速度は速くなります。例えば雌雄が

1：1である集団の場合、無性生殖による繁殖速度は有性生殖の 2倍となります。また、異

性を探し回り、交尾をするなどの繁殖行動には時間や体力が必要である上、交尾中は無防

備です。それどころか動植物以外の生物では、多くの場合において有性生殖は個体数の増

加とは直接関係しません。

有性生殖は個体数の増加や個体の成長には直接結びつかないにもかかわらず、上で述べ

たように必要な資源を消費する事は明らかです（※これを指して「有性生殖のコスト」と

言う）。このように多大なコストがかかるにも関わらず、多くの生物は有性生殖を行ってい

ます。これは有性生殖のパラドックスと呼ばれています。よく見逃されるが注意が必要な

点として、これらの理論は「性（遺伝子の定期的な交換）」の存在はよく説明しているもの

の、性別（雌雄）の存在は説明していないことに注意を払う必要があります。上記の性の

2倍のコスト、つまり繁殖に限定的な関与しかしない「雄」の存在を説明するものではあり

ません。ちなみに、雌雄別が主流な生物群は動物のみであり、他の生物群では雌雄同体（同

一個体が大小 2 種類の配偶子をつくる）ないしは性差がない（配偶子の大きさがほとんど

変わらない）が主流です。いずれの場合でも自家受精を行うことはまれで、ほとんどは、



59

同種の別の個体との間で生殖を行うのが普通である。雌雄同体の例として、カタツムリ、

アメフラシ、ミミズなどが有名である。その場合でも異なる個体と生殖を行う。

雌雄別株とも言う。種子植物で雌花と雄花をそれぞれ別の個体につける。個体に雌株と

雄株の別のあること。イチョウ，ソテツ，ネズ，クワ，ホウレンソウ，アマチャヅルなど

にみられる。種子植物以外でも，雌雄の生殖器官を別々の個体に作ることをいい，アオミ

ドロ，ゼニゴケなどにみられる。

参考文献

私の絵の世界観とかなり近い考え方をしているのが、①京都大学名誉教授の岸根拓郎著

『量子論から科学する 見えない心の世界 心の文明とは何かを極める』2017 や②立命館

大学名誉教授の山田廣成著『量子力学が明らかにする存在、意思、生命の意味 電子にも

意志があるとしたら貴方はどうしますか？』2011 などがあります。ただし、この絵におい

て表現した私の仮説は「心」とか「意志」というレベルではなく、単純に「行動の特性、パ

ターン、性格」というレベルです。しかし、心理学で「性格」という用語は「人格、パーソ

ナリティ」とほぼ同義的に使われることがあります。つまり、ある意味ではこの絵の私の

仮説も「心や意志」即ち「人格」を持つ単細胞生物という見方をしていると捉えて頂いて

も良いかもしれません。

③T.E.ファインバーグ（マウント・サイナイ医科大学教授、意識科学）と J.M.マラット（シ

カゴ大学准教授、分子系統学）著、鈴木大地訳の『意識の進化的起源 カンブリア爆発で

心は生まれた』（原著 2016、和訳 2017）（本著ではヤツメウナギ以降の生物から意識の原型

が出来てきたということです。）

④それよりももっと前から感情や意識が生まれていたとするのは、A.ダマシオ（南カリフ

ォルニア大学教授、神経科学者の第一人者）著、高橋洋訳『進化の意外な順序 感情、意

識、創造性と文化の起源』（原著 2018、和訳 2019）です。（本書では、快・不快という感情
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⑤生命を情報でとらえ直そうとする P.ディビス（アリゾナ州立大学教授、物理学）著、水

谷淳訳『生物の中の悪魔 「情報」で生命の謎を解く』（原著 2019、和訳 2019）では、タ

ンパク質の合成などの物質的な側面から生命の発生を研究するのではなく、生命を組み立
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『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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はじめに

シリーズ３では、私の起源について考えてみたいと思います。

自己意識と自己制御、学習情報の伝達がいつから、どの生物でどのように始

まったのかという疑問について、ヒントを探す旅をしてみます。

もともとの旅の目的は『私たちは何処から来て、私たちは何処へ行くのか、

そして私たちは何者か。私たち（生物）は何をするものなのか』です。

普段使っている「私（たち）」は、「人間としての私（たち）」という意味で

す。しかし、「時の旅人シリーズ」で私たちが探しているのは「生物・生命と

しての私（たち）」です。その始まりをシリーズ１では、最初の生命ルカから

であると仮定しました。ここでは、本当はいつからなのかを探してみます。

歴史的には、デカルトは人間だけ、ルソーは動物までと考えていました。

デカルトは『方法序説』(1637)で、動物は精神を持たず考える事も苦痛を感じる事もな

いと主張していました。これに対しルソーは『人間不平等起源論』(1754)の序文で、人間

は「知性と自立した意思を欠いた存在」でこそないものの、出発点は動物である。さらに

は、動物は感覚を持つ存在であるため、「自然権を持つものに含まれるべきであり、人間は

動物に対して責務を負っている」、とりわけ「無益に虐待されることのない権利を有するも

のである」と述べています。動物福祉の先駆的な考えですが、ルソーでさえも、「動物」に

限定しています。

最近の神経生物学の研究では、今日でも生きている最も原始的な脊椎動物

で「意識」があると考えられるのは「ヤツメウナギ」であると指摘しています。

それよりも（一段階？）原始的な「ナメクジウオ」や無脊椎動物（タコやイ

カを含む）には、意識は無いものと主張しています。（『意識の進化的起源 カ

ンブリア爆発で心は生まれた』T.E.ファインバーグ、J.M.マラット著、2017 年。
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カンブリア爆発は、５億４千年前の現象です。）簡単に言えば、「カンブリア紀

に登場した魚類以降の生物には意識がある。」ということです。

では、無脊椎動物には「意識」は無いと言ってしまって本当に良いのでしょ

うか？欧米などでは「甲殻類（ロブスター・イセエビ・カニなど）の人道的な

殺し方」というような規則が法律などで定められています。2012 年には、科

学者による宣言も出されています。（意識に関するケンブリッジ宣言）

エビやカニよりも、もっと飛び抜けた考えとしては、「量子にも意識がある」

（ペンローズほか）とか、「細胞にも意識がある」（団まりな著『細胞の意思＜

主体性の源＞を見つめる』2008 年）というようなことを主張する人もいます。

答えを先に明かすと、RNA を持つ単細胞生物が生命の共通祖先ルカであると

すれば、ルカには意識のもとになる仕組みが既にあったと考えることが出来

そうです。RNA を制御する細胞組織（核）には、「記憶し、特定の記憶を抽出

し、RNA を通じてその記憶を子孫や別の個体に伝える機能をもっている」可能

性があります。これを「条件反射」と呼ぶには複雑すぎる機能です。

団まりな氏の「意思」の定義を応用すると、「自己意識とは、ある主体が他

者によって強制されることなく、自己の純粋な立場において何らかの分析や

計画などを想起し、行うこと」を観察・観測することで捉えられると言えそう

です。そのような定義で判断すると「自己意識は細胞レベルから」と考えられ

ます。



64

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歳以降でミラーテストを通過

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ります。

乳幼児を対象にした実験では、口

紅などをつけて試します。この実験

を通過できるようになるのは２歳前

後と言われています。

動物では、寄生虫などの色を体に

付けて、それを触ったり取り除こう

としたりするかどうかという方法で

実験されます。哺乳類ではボノボや

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です。

逆に不合格となる動物の実験で

は、イヌは嗅覚と聴覚が敏感で視覚

は三番目の手段であるためテストで

失敗すると考えられています。ゴリ

ラやサルなどは自身の鏡像を、脅威

と見なして、即座に攻撃的反応をす

ることが原因のようです。
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このように一部の生物だけがミラーテストに合格して「自己意識」を持って

いるということから、それ以外の生物には「自己意識」が無いと考える必要は

ないと思います。視覚によるテストに不合格でも「自己意識の前段となる能力

や自己意識と同等の能力を持っている可能性はある」と考えられるからです。

２．自己抑制（計画性と自己制御能力）や道具の利用

例えば、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実験で確認され

ました。イカと同じレベルの計画性と

自己制御能力を確認された動物は、カ

ラス、霊長類、イヌ、そして人間の大

人だけです。（人間の子供は、イカに

匹敵する自制心はありません。）

イカやタコなどの頭足類は、複雑

な脳構造をしており、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

しかなく犬の5億 3000万個に匹敵す

る数字です。タコはビンの蓋を開け

て餌を取り出したり、ヤシの殻や貝

殻を持ち歩いて身を隠す道具とした

り、様々な能力があります。「計画性

と自己制御能力（自制心）」があると

いうことは、「自己意識」即ち「私」

が理解できているということだと思

います。（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。）
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道具の利用はサルやカラスなど様々な動物でも確認されています。このよ

うに、異なる種でも進化が進むと同じような能力を持つようになることがあ

ります。こういう進化は「収斂進化」と呼ばれています。

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割がある！

ナメクジウオは、浅い海底にすむ体

長３～５センチほどの生物で、日本

では瀬戸内海などにいます。

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

にホヤが分岐し、背骨を持つ脊椎動

物（魚類）も分岐して進化を遂げてき

た。そのような生物に人の遺伝子の

９割があるということが驚異です。
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５．学習した情報を遺伝で伝える！

線虫のゲノムには、ヒトゲノムと

ほぼ同数の遺伝子、つまりタンパク

質の合成に必要な遺伝情報がある。

線虫の神経系は学習後、RNA の一種

である siRNA や piRNA を介して、情

報を生殖細胞に伝達することが明ら

かになりました。

しかも、子孫の生存に有益だと思

われるこれらの記憶は、3～4 世代も

子孫に継承し得ることが研究により

判明しています。

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んでしま

います。死ぬ前にその情報を 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

け続けました。「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 RNA として死ぬ

間際に卵に入れる」というのはスゴ

イ仕組みです。つまり、有毒物の特

定、そのものを食べる前の特徴を記

憶しておいて一致させる能力、それ

を遺伝で伝える能力はスゴイです。

以下は、2019 年 7 月 5 日の『ネイチャー』に掲載された、秋山サナエ氏の

『「学習行動」は RNA を介して子孫に遺伝する：線虫の研究から明らかに』

wired.jp › 2019/07/05 › inherit-learned-information から引用です。



68

緑膿菌に独特の「におい」にさらされただけでは遺伝的要因にはならず、死

に至る感染を経ることで危険回避行動を子孫に継承することが分かっていま

す。

▲回避行動の学習により発現する神経関連遺伝子

回避行動は、いくつかの神経関連遺伝子の発現と関連しています。これは、

感覚刺激を伝達する感覚ニューロン経路、つまり脳神経系が遺伝的回避行動

において重要であることを示唆しています。緑膿菌に曝露した母線虫とその

子孫において発現した遺伝子を、無害な大腸菌に曝露した線虫のものと比較

すると、感覚ニューロン（ASI ニューロン）における「daf-7」の発現が遺伝

的回避行動と強く関連していたことがわかりました。

遺伝子操作によって「daf-7」を無効化すると、親の回避行動に違いは見ら

れなかったものの、その子どもに回避行動が受け継がれませんでした。つまり

「daf-7」は子孫の回避行動に不可欠であり、これが継承されるには何らかの

RNA 調整因子が生殖細胞に組み込まれなくてはならないということです。

この危険回避を受け継ぐプロセスには、piRNA と呼ばれる小分子 RNA 活性が

必要です。piRNA（PIWI-interactin RNA）は、世代間のエピジェネティック遺

伝経路に関与しており、遺伝子発現を抑制し、間接的に DNA のパッキングを

調節していると考えられています。

piRNA に関連するタンパク質の量が緑膿菌の曝露によって著しく変化する

ことが確認されています。さらに piRNA 関連のタンパク質は子孫の「daf-7」
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発現の増加にかかわっており、遺伝的回避行動に重要であることが分かって

います。「daf-7」の発現による回避行動はその後 4 世代にわたって確認され、

子孫の生存に直接影響し得ることが報告されています。しかし5世代目には、

そのような回避行動の情報は薄れたとみられ、線虫は再び緑膿菌に引きつけ

られるようになりました。この場合、「daf-7」の発現も基礎レヴェルに戻って

いました。

しかし、「daf-7」がいったい「どこで」発現するのかは、謎のままでした。

緑膿菌の感染に対する反応そのものが生殖細胞の piRNA の変化を直に促すの

か、あるいは緑膿菌が生命を脅かすものだと「学習」したときに神経系で発現

するのかによって、意味合いも違ってきます。

▲神経細胞内で合成される小分子 RNA

この「学習による遺伝子の発現起源」について、飢えや気温などの環境的ス

トレスが引き金となり、子孫の栄養関連の遺伝子発現に関わることが知られ

ていた「siRNA」と呼ばれる別の小分子 RNA に焦点を当てた研究があります。

線虫は、必須な栄養素をもつ食物を効率よく探り当てるために、その「にお

い」に引きつけられます。そのためには線虫の神経系で siRNA が合成されな

くてはならないことが発見されました。言い換えると、神経系で siRNA が合

成されないように遺伝子操作された線虫は、食べ物を効率的に探すことがで

きなかったのです。

また、食物探索行動を学習した個体の生殖腺を、食物探索行動に欠陥のある



70

遺伝子操作されたものと比較すると、1,200 を超える量の siRNA 増加が見られ

ました。さらなる実験の結果で、このうち 189 の siRNA は 3 世代目の子孫に

まで受け継がれたことが報告されています。

この発見は、現代生物学における最も基本的な信条のひとつを覆すもので

す。長いあいだ、脳活動は子孫の運命にまったく影響を及ぼさないと考えられ

ていました。「ヴァイスマン・バリア」と呼ばれる生物学の法則は、かつて生

殖細胞への情報は環境による影響から隔離されていると提唱されていました。

しかし、前述の危険回避行動の遺伝と同様、この食物探索行動の遺伝は少なく

とも 3 世代に渡って持続することが確認されています。

神経系からの複世代にわたる情報伝達の発見は、まさに生物の適応におけ

る遺伝子学的真髄です。神経系は体の反応だけではなく環境からの反応まで

統合できるという点で独特です。

線虫という小さくシンプルな生物の遺伝的メカニズムは、環境に適応する

ための「学習」が、子孫の生存にかかわるほどの影響力があることを教えてく

れます。すべての生命は、このように「経験」という名の環境適応方法を、RNA

を通じて後世に伝えてきたのかもしれません。おそらく生物は、生存に有利な

体験をゲノムに綿々と蓄えながら多種多様に進化し、現在のような豊かな生

態系をつくり出してきたのです。

このように、情報伝達手段が RNA であれば、ルカ（原始の共通祖先となる細

胞）でも使われていた可能性が出てきます。たくさんの遺伝子の RNA の加工
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が組織や細胞の種類に応じて巧妙に制御されるしくみは未だに完全には解明

されておらず、RNA 加工の「細胞暗号」と呼ばれています。今回の線虫での研

究成果は、RNA の加工だけではなく、多様な機能を明らかにしています。

以上、秋山サナエ氏の文章を要約・抜粋・加工して作成しました。

６．胚の細胞はバラバラにされても復元する！

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。

団まりな氏は、これらの研究結果から、『生きようとする細胞の「意志」、周

囲の状況をいち早く把握しょうとする細胞の「監視行為」、死に抵抗する細胞

の「創意」』などが、胚の再構築を可能にしている。・・・胚の『「最終的な姿」

の情報は』（遺伝子DNAではなく）『細胞に内在するのだろうと考えています。』

『この考えは、とても大きな抵抗にあうものなのですが、・・・DNA が世代

から世代に受け渡される現場は、必ず細胞分裂の現場であり、細胞自身も、前

の世代のものと同じであり、こちらはコピーどころか、そのものずばりを二つ

に分けたものだということ・・・です。』と語っています。
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まとめ

団まりな氏の『細胞の意思』は、2008 年の著書で、それ以前に実施した研

究の成果をまとめたものです。しかし、その直前の 2005 年 9 月には、マウス

の全遺伝情報(ゲノム)を解析した結果、これまではガラクタ遺伝子と呼ばれ

ていたものが、実は遺伝子の発現を指令するなど重要な機能を持つ約2万3000

種類もの RNA が作られていることが発見された。RNA は DNA の遺伝情報からた

んぱく質を合成するだけの「脇役」と考えられてきたが、この考えを根底から

覆す成果です。その後のアメフラシの学習を転移させる実験は 2017 年、線虫

の有毒な細菌を回避させる遺伝的転移の研究は 2019 年ということで。RNA の

特殊な役割が次々と発見されています。次回のシリーズ４では、ヒトの脳細胞

のシナプスも RNA によって選択的に強化されていること（2017 年）や、記憶

や分析、計画、伝達を司る細胞内の RNA の役割をもう少し調べてみたいと思

っています。いずれにしても、「私（たち）」という自己意識が、原始生命ルカ

の誕生の時から生命と一体になったものであるような感じが強くなってきま

した。そうすると、ルカにも性格があって、５つの性格の違いがルカの生存や

繁殖に作用していたというシリーズ1の仮説も正しいような気がしてきます。

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 25 日改訂


