
『自然の不思議』・・・書き下ろしエッセイ 

2016 年盛夏、涼風の軽井沢で書きたいところなるも現実は柏市自宅の書斎にて、鈴木弥栄男 

 

今日は予約していた歯科医院に行き、処置椅子に座り処置を受けた。そのとき壁に素敵

な水彩画が掲示されているのを何気なく見ていた。歯科医に尋ねたら小学校時代の絵の先

生の作品だとか、個展に呼ばれて恩師の威圧を感じたのか購入してしまったそうだ。モス

クワの街を軽妙なタッチで描かれており、多少絵画を嗜む小生にも感動を与えてくれた。

つまりいつ歯の奥にある神経に研削器もどきが到達して痛い！と感じる不安を少しでも解

消してくれそうに思った。また室内にはクラシックの音楽が静かに響き渡り安堵感を与え

てくれる。別の部屋には森林の風景を印刷した壁紙が貼ってありこれまた患者さんの不安

心を和ませる効果があるなと思った。 

 

小生は太平洋戦争終戦の約 1 か月前に疎開地の遠野で生を受けた一応戦中派の一人であ

る。3 歳から焼野原が広がる池袋に引っ越しし、大学卒業までそこに住んだ。幼児の頃は、

まさに野原があちこちにあり、近くにはお金持ちのお屋敷がそれなりにあった。それこそ

毎日昆虫採集に明け暮れ、その野原やお屋敷に潜り込んで 1 日があっという間に過ぎたの

だ。焼野原とはいえ自然が豊かであって、池袋駅前では狸や狐も闊歩していたことを思い

出す。王子にある飛鳥山公園や川越街道経由、自転車で石神井公園にまで化石採集や昆虫

採集にも出かけたし、それなりの成果があって、友達にそれを自慢をしていたようだ。 

 

そして小学校時代にボーイスカートに入りたいと父親に駄々を捏ねたが受け入れてくれ

なくて、風呂敷を組み合わせ縫い付けて自製の天幕を作り、狭い家の中で張って憧れのテ

ント生活を強行したことを今思い出す。それだけに満足せずに、芝の庭にテントを張り憧

れのボーイスカートのテント生活を想像しながら父親に対して無言の抵抗をしたようだ。 

 

それらの幼少時代の自然とともに遊んだことが、高校時代の生物部入部のきっかけ（ワ

ンゲル部はなく、生物部は採集登山があると聞いて）となり、更には大学に入ったら、有

無を言わずにワンゲル部に入部したのかなと勝手に後付けしている。 

 

卒業後も自然が好きな人間にとってはピッタリの長野県大町市内に赴任したのである。

中古のホンダカブを運転して、五竜岳や鹿島槍が岳などを日帰りで登山はでき、更には北

アルプスの峰々をアパートの窓から紅葉が徐々に麓へおりる景色など身近に眺めることが

出来る環境に恵まれ、大いに自然の素晴らしさや美しさを愛でることが出来た。従って申

し訳ないがＯＢ会活動やＯＢ山行に参加するという発想が、当時ついぞ一度も浮かばなか

ったというのが正直なところの話である。 



前置きが大分長くなってしまったが本論にこれから入ろう。 

実は大分前に小生のエッセイ『自然の不思議』と称して、自分のＨＰで一般公開してい

るが、それから一部を引用してみたい。（2010 年 6 月執筆：英文併記の原文はこちらをク

リック） 

 

第１章：寿命を考える 

 

地球上に存在する生物の寿命を少し概観してみよう。 

先ず人間の寿命はというと、世界の中で長寿な国民として挙げられる日本人の例である

が、現在の平均寿命は約８０歳である。鎌倉、平安時代では恐らく２０歳～３０歳前後と

推定され、明治時代の初期でも４０歳くらいであったと言われている。 

動物をみると、例えば蝉や蝶など地球上に一番多く棲息する昆虫類のそれは数週間～１

年で、その多くが種保存のために産卵した後、はかなく命は果てているのが通例である。

ドッグイヤーならぬ犬のそれは７年～１５年、長寿命の代表格である象でも約１００年前

後と言われている。 

一方植物をみると、近くに生えている草類は１年草とか多年草とがあり、樹木は数十年

か数百年かと年輪から数えて分かる。 

わずか細胞一個の生命体である大腸菌の例を挙げると、その増殖は、二十分に一回分裂

する速さであるという（村上和雄著『生命の暗号』サンマーク出版、1997 年初版、２００

０年２３刷、１７８ページ）。この増殖を寿命と考えるならば恐らく最も短い寿命なのだろ

う。余談になるが、今まで大腸菌は人間にとって害あって益なしと考えられてきているも

のの、遺伝子工学の分野では、この増殖の早さを利用して導入遺伝子のコピー作成やＤＮ

Ａに基づいて蛋白質の合成に都合が良いそうだ。 

以上のような寿命例の差異を説明する説の一つに、「心拍数に寿命は凡そ反比例する」と

いうものがあるが、単に統計的にとって演繹して得たものであり、なにゆえに個体によっ

てそのような差異が生じているのかを十分に説明できていない。単に言い換えたに過ぎず、

なぜ心拍数に差異があるのかを説明できていないのは自明であろう。またなぜそんな多岐

にわたる種類、二百万種いや二千万種あると言われている生物が地球上に存在し、夫々が

生存し、寿命に大きなバラツキや範囲があるのか解明されていないのではないだろうか。 

生物学の研究は、分類学から始まり、細胞の発見から長い年月を経て分子生物化学へ、

更に生命科学や遺伝子工学へと急激に発達してミクロ化の一途を辿ってきている。既にＤ

ＮＡやゲノムに到達しているもまだまだ寿命そのものへの解析には更なる研究が必要であ

ることは否めない。 

がらりと対象を変えて人造物を見てみると、日本の木造建物の寿命は２５年から５０年

（奈良にある国宝・法隆寺など例外は沢山あるが）、原子炉は６０年とも言われている。鉄

骨や鉄筋コンクリート建造物でもせいぜい１００年前後であろう。これらの事例は、無機

http://yaeo.sakura.ne.jp/my_essay_on_2010.pdf


物にも実は寿命があるという命題を我々に突きつけている。温度や圧力や化学的雰囲気の

影響や、振動や撓み、つまり引張や圧縮や曲げや衝撃などの物理的な影響などでその寿命

が決まるが、近時のコンピュータの発達により短時間で種々の解析やシミュレーションで

もって寿命判断が可能になってきている。つまり解析が可能になり状況把握が出来てきた

ということであって、でも寿命そのものの中身、本質には立ち入っていない。ここで以下

に述べるミクロの世界に入り込む必要が出てきたのであるが、果たしてそれで自然の不思

議さを解明できるのであろうか。 

無機化学の分野とて、有機化学や生物学と同様に、光学顕微鏡の世界から先ず覗き込み、

電子顕微鏡やＸ線回折などの解析手法などでミクロの世界、電子の領域に入り込み、そし

て理論物理学者の思索による仮説を頼りに、これ以上小さなものには出来ない量子の世界

にまで到達した。でもなぜこれ以上に小さいものは存在しないのか、それに限界があるの

か無いのか、ゼロ（零であり、また空である）の世界にまでなぜ続かないのだろうか。金

属学では、転位論というものが発達して原子単位で議論し、空孔つまり原子１個分の挙動

が金属の寿命に関係するまで分かってきている。再溶解すれば、再生の可能性は秘めてい

ることは分かっている。つまり一旦ご破算にして、リセットすれば再生が可能になる。そ

こに寿命という定義そのものがぐらついてくることになる。 

では、逆に大きく出て、地球とか宇宙とかに目を向けてみよう。地球は太陽系の惑星の

一つであるそうだが、誰がその寿命を予測できるのであろうか。昔の人々は、自分達が想

像できる範囲でもって、且つ地球上に住む人間を中心に据えて物事の判断をしてきたので、

天動説が当然のこととして出現し、地球も球体だとは想像も出来ずに平らなものと勘違い

し、近視眼的に海の彼方は絶壁であるし、地獄があると考えたのであろう。世紀末思想、

末法思想が種々の宗教で編み出され、当時それを科学的な思索から否定できなかったのは

致し方ないのかも知れない。ルネッサンスを経て、いわゆる科学が発達して現象を解析す

ることで、今まで依存せざるを得なかった精神世界から物質世界への離脱を試みるように

なったのであろう。従って地球の寿命はどれほどかの議論は近世になるまで誰も予想する

ことが出来ていなかったと思う。 

エントロピーということばをご存知であろうか。物理化学に出てくることばの一つであ

り、秩序、無秩序の程度を測る尺度と考えたら分かり易い。参考事例として器にインクを

垂らしたら自然にそのインクが拡散していく現象をエントロピーが増大するといい、物質

世界で認められている一般普遍則である。逆にエントロピー減少の喩えとして、ある新聞

紙をいらいらして引き千切ったとして、それを元に戻す所作がそれに該当する、つまり無

秩序から秩序ある状態にすることを指す。生物に喩えれば、生を受けた瞬間から崩壊、死

へ、エントロピーの増大、無秩序に向うことが寿命であり、その駆動力は、遺伝子にその

設計図が組み込まれているからだと説明できる。その設計図を誰が書き込んだのか、謎が

深まるばかりである。 

 



第２章：自然の不思議を考える 

 

今のような科学が発達する前に地球上に住んでいた人間は、自分の目の前に現われる現

象の全てが神秘的で不思議に思ったことであろう。 

まずは霊長類の玉座に座っていると勘違いしている人類とやらを見てみたい。旧約聖書

の創世記１１節に「さて、全地は一つのことば、一つの話しことばであった」と書かれて

いる。人類は各地で夫々の「ことば」を創り、会話をし、「文字」まで創り出して今や他の

生物を、自然を征服しつつあるが果たしてそう見做せるのだろうか。人間には他の生物い

や無機物には無い「理性」が宿り、「知恵」があり、「意識」を認識できる、唯一の生き物

だと思い込んでいないだろうか。 

その他の生物とは人類は異なるものだと思っている「理性」「知恵」「意識」は、五感（視

覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）の内の視覚（見る、読む）、聴覚（聞く）、触覚（書く）を

通じて、つまりインプット及びアウトプットされ仲間とのコミュニケーションによって形

成されている。といっても果たしてその五感が他の生物と何処が、どう違うのだろうか。

最近になって漸く、生物には司令塔である脳の構造、いや生命の設計図、いやＤＮＡの構

造に差異があることに気づいたのである。 

生まれた赤ちゃんでも約三兆個の細胞を、成人で約六十兆個もあり、ヒトの細胞一個の

核に含まれる遺伝子の基本情報量は三十億の化学の文字で書かれているそうだ。（村上和雄

著『生命の暗号』サンマーク出版、１９、２１ページ） 

先ずは人間と他の生物の個体の差異を眺めてみる。鳥類や昆虫の一部が持っている機能

の一つの、可視光線以外の紫外線でもって識別できる能力が、人間には退化したといわれ

ている。蝙蝠が波長の違う音声を聞き分けることができるし、伝書鳩は放された後に１、

２回上空で旋回してから行き先を見つけるし、鮭は川を下って海に行ってその後産卵のた

めにまた川を遡上するなど例を挙げればきりがないほど、人間とはかけ離れた世界が現に

存在する。そのような事例の現象は解明されつつあり、なぜ進化して、そして退化してそ

うなったのかを進化論などで説明されているが、誰がそんな仕組みを創ったのか、までに

は立ち入っていない。 

別の観点から自然界、特に生物の不思議さを見回してみたい。人類だけが本当に高等動

物であると言い切れるのであろうか、疑問が湧いてくる。 

身近に接する犬は、喜びを表現するのに尻尾を激しく振る一方、威嚇のためには背筋の

毛を立たせて大きく見せかける仕草があるではないか、たとえ吠えるだけだと馬鹿にされ

るがどうかは不明だが・・・。 

また限られたごく一部の高山に住む雷鳥が積雪時期には羽毛が白色なり、夏季には周り

の岩の色の羽毛に変化するのは、単に周りの気温などを五感の一つだけで捉えてそうなる

のだろうか。ひょっとしたら第六感、何かが機能しているのかも知れない。 

更に都会人が嫌う烏を挙げたい。色の違う鳩は平和のシンボルとして受け入れられてい



るが、ゴミ収集場では烏は嫌われ者であり、見張役、伝達係、攻撃部隊、威嚇係、盗賊係

と、何役をこなすも役割分担して人々を小馬鹿にしているようにみえる。これは、彼らが

人間のとは違う「ことば」を持っているのではと思う位である。 

 

第３章：ダーウィンの進化論とは 

 

第一章で述べた自然の神秘性や不思議さの中に何か法則性があるのではと解明し、「種の

起源」という書で有名な進化論を展開したダーウィンについて触れたい。参考文献は１）

江上生子著『ダーウィン』清水書院、１９８１年初版、１９８５年２刷版、２）今西錦司

著『ダーウィン論』中公新書４７９、１９７７年初版、１９９１年１６版である。 

英語版ウィッキペディアに「ダーウィンの宗教観」が掲載されているので先ずそれを見

ることにする。 

ダーウィンが抱いていた宗教観には我々は大いに関心があり、それが現代生物学へどう

展開し、ダーウィンの時代に宗教と科学について議論して進化論がどのような役割を演じ

たかを紐解く中心をなしている。そして二十世紀の始めには米国で「神による創造説」と

「進化論」との論争に火をつける結果となった。      

ダーウィンは非国教教徒であったのに英国教会の学校に通った。その後、牧師になろう

とケンブリッジ大学に入って英国国教の神学研究をしながら学芸学士の学位を取得した。

彼はナチュラル・ヒストリーに非常に興味を示し、ジョン・ハーシェルの科学哲学書に熱

中したといわれている。そのハーシェルの考えは、ウィリアム・ペイリーが唱えた「自然

神学」に基づいたもので、神が造り込んだ「自然則」という形を通じて自然適応（自然選

択）を説明するために、自然そのものを「神が設計したという議論」を展開している。                                     

ビーグル号による航海当初、動植物の分布を説明できるのは「天地創造説」だとダーウ

ィンは思っていたが、航海の終わりに近づくにつれて、「種」が固定されていることに疑問

を持ち始めていった。このときまでダーウィンは聖書が歴史物だという考えに批判的であ

ったし、すべての宗教はなぜ妥当なものではないのだろうかと不思議に思っていた。１８

３９年１０月に５年間の航海を終えて英国に戻ってから、地質学を自分の新しい考えを導

入して発展させると同時に「種の変異」とか「宗教」に関して思索を重ねた。    

ダーウィンは１８３９年１月にエマと結婚し、その後数年間二人はキリスト教について

良く議論した。前述のウィリアム・ペイリーと「人口論」を著したトーマス・マルサスら

の theodicy（悪が存在するということを考慮して、神の善性と全能性を弁護すること)が、

全体に良い効果が及ぶ博愛ある主が創った法則の一つの結果である飢餓のような悪を擁護

してくれた。ダーウィンにとって「自然選択」は適応という良いものを産み出すが、「神に

よる設計」の必要性を取り除く結果となると考え、ヒメバチ属スズメバチが毛虫を麻痺さ

せて毛虫の卵に産みつけるような全ての苦しみの中に、博愛の神性の働きがあるとは理解

できなかった。１８４４年までダーウィンはウィリアム・ペイリーが考える、生物は非常

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodicy


に僅かな不完全なところだけに完全に適応することに同意していたし、１８５９年までそ

の見方を部分的に修正しただけである。          

「種の起源」には神学的洞察が反映している。ダーウィンは宗教を種族生存の方策とし

て考えていたが、「神」が究極的な法則を与えたものと依然と信じていたし、造物主として

神の存在を固く信じ、有神論者といわれるに相応しいと当時は勇気を奮い起こしていた。

この見方は結果的には揺れ動くことになり、意識的に疑問を持つようになり、ある宗教的

な事柄に関しては固定した考えを持たなくなってしまった。 

ダーウィンは地方教会の教区の仕事を積極的に行なうようになり、１８４９年頃から彼

は家族が所属する教会へ日曜日には歩いて通うようになった。宗教に関する彼の見方は寡

黙であったけれども、１８７９年には神の存在を否定するような感じの無神論者では決し

てなかった、そして「不可知論者が自分の心理状態を最も上手く表現している」と答えて

いる。「科学の研究によってその証拠を認めながらも人間というものを創る傾向がある限り

以外、科学はキリストに対してはなす術を持たない。私自身に対していまだいかなる黙示

というものがあった例はない。これから先にも全ての人々は、漠然とした可能性との葛藤

の合間で、自分たち自身で判断を下さねばならない。」        

そこで、上述の江上生子著『ダーウィン』１９１ページからの「科学的な宗教観」を、

１９４ページから１９６ページの「自然選択説と神」を取上げて前者と比較して見たい。 

ダーウィン自身は、信仰の問題をどう考えていたのか。『人間の由来』の中に宗教に関す

る節があり、未開人の例を挙げて、心霊的なものに対する信仰の起原を説明している。キ

リスト教国のように、全能の神の存在について高貴な信仰を人間が本来的に付与されてい

る証拠は全くない。が、心霊的なはたらきに対する信仰は文明の低い人種に普遍的なよう

に思われる、という。「神を信ずることは人間と下等動物とのあらゆる違いのなかで最大の

ものであるにとどまらず、もっとも完全なものであるとしばしば言われてきた。だが・・・・

この信仰が人間に生得的なものであると主張することはできない。・・・・神への本能的信

仰の仮定は多くの人たちによって神の存在を説くための議論に使われてきたということを、

私は承知している。しかし、これは軽率な議論である。」 

ダーウィンはこのように宗教の起原を科学的に考察し、彼自身は信仰を失った。とはい

え、一般的に信仰を持っている生き方の上での役割については、どう考えたのであろう。

彼は信仰しない人についてこう述べている。「人格神の存在、あるいは応報のある来世の存

在を、確固としてまた永続的に信じているのでない人は、・・・・その生活の規則として、

ただもっと強い、あるいはその人にとってもっともよいものに思える衝動や本能に従うこ

とだけしか出来ない」という。 

「ペイリーが与えているような、自然の計画についての古い議論は、以前には決定的な

もののように私には思われたが、自然選択の法則が発見されたので、もう駄目である。我々

はもはや、たとえば二枚貝の美しい蝶番が・・・ある知的な存在によって作られたに違い

ないというふうに論じることはできない。・・・・自然界の全てのものは、確定された諸法



則の結果である。」（『自伝』） 

「適応」ということばで「神の計画の観念」を置き換えたダーウィンは、それでは、苦

痛についてどう考えるのであろうか。動物の苦しみや喜びと「自然選択」の関連について

彼は、快感が道案内の役を勧めるように発達してきた、と述べるとともに、苦痛も、生物

が自らの身を守るようにするためにうまく適応したものとなっている、と説明する。 

 一方、上述の今西錦司著『ダーウィン論』第十一章１５３ページ～１５４ページから引

用してみよう。 

ダーウィンは進化を自然現象とみたから、生物進化の法則を求めようとしたのであるけ

れども、進化を歴史の一環とみる私は、必ずしも法則性には拘泥しない。法則性も非法則

性も、あるいは偶然も必然も、あるいは適応できているものもいないものも、進化はその

すべてをそのなかにつつみこんだままで、時の流れとともに流れていく。 

進化といっても、それは３２億年前にこの地上にはじめてあらわれた生物の、自己発展

ではないか。すると、進化の結果、いかに生物の種のすべてをふくんだ生物全体社会とい

うものには、この３２億年を通じた、一つのシステムとしての自己同一性がなくてはなら

ない。そして、この点だけに着眼したならば、進化というのは我々の成長に比すべき、一

つのシステムの成長ではないのか、というように考えられてきて、この辺のところにも、

私がまえから進化をもって生物の歴史と見なしたい、と考えてきたことの根拠があるよう

に思われるのである。 

 こうして勉強不足ながらも引用して述べてきた進化論と自分が抱いてきている疑問とを

比較してみると、誰がこんなにも複雑な生物そのものの設計図を考え、刷り込んだのかと

いう疑問には、残念ながら答えてくれていない。自然現象を十分に観察し、解析し、実験

し、思索して、発見した法則をただ述べているだけであろう、勿論、私のくだらない疑問

に対してだが・・・。「自然の計画」、「ある知的な存在によって作られたに違いない」、「進

化を歴史の一環とみる」という「フレーズ」が虚しく響きわたっているのである。生物が

進化してきた過程の紐解きは大分進んできているものの、その創造の起源は何か？までに、

人間はやはり立ち入れないでいるように思えてならない。過去の偉大な哲学者たちの思索、

現代の脳生理学者や分子生物学者らの研究成果を以後の章で取上げ、できれば自分の抱く

妄想を映し出したいと思う。 

 

第４章：デカルトのいう物体と精神とは 

 

この章と次の章で有名な哲学者、デカルトとスピノザが言っている内容について、ヨー

スタイン・ゴルデル著『ソフィーの世界』NHK出版１９９５年１２月第５０刷発行２９７

～３２４ページ、並びに原著２３３～２６６ページからポイントを引用して紹介したい。 

デカルトは近代哲学の基礎を固めた、といっても大袈裟ではない。ルネッサンス時代に人

間と自然が再発見されて、人びとは興奮状態にあったけど、それが収まると、同時代に考



えられたことを一貫した「哲学体系」にまとめる必要が出てきた。その体系をつくった偉

大な人物の第一号がデカルトなのだ。そのあとにスピノザ、ライプチッヒ、ロック、バー

クリー、ヒューム、カントが続く。 

 デカルトがまず取上げたのは、我々は何を知ることができるのか、ということだ。「我々

の認識の確かさ」の問題だ。デカルトの心にかかっていた次に大きな問題は、「身体と心の

関係」だ。この二つの問題が、続く百五十年の哲学のテーマになったのだ。 

 新しい自然科学は、物質の本性とは何かを追究していた。つまり、何か自然の物理的な

過程を決定づけるのか、ということだ。機械論で自然を理解する人がどんどん増えていた。

でも、機械論で自然を解釈すればするほど、身体と心の関係はぬきさしならないものにな

ってくる。十七世紀までは、魂はふつう、生きているすべてのものを生かしている生命の

息吹のようなものとされていた。ついでに言っておくと、「魂」や「精神」のもともとの意

味も、「息」とか「呼吸」だった。それはインド－ヨーロッパ語に共通している。アリスト

テレスは魂を、一つの有機体のすみずみまで行き渡たった生命原理、従って肉体から切り

離すことなど考えられなかった。だからアリストテレスは、植物の魂や動物の魂なんて言

えたのだ。十七世紀になって初めて、哲学者たちは心と身体をすっぱりと切り離した。 

 デカルトはまず、それが真実だということが「はっきりと精確に」認識できないうちは、

なにも真実とはみなしてはならない、と言っている。はっきりとした精確な認識にいたる

には、まず、こみいった問題をできるだけたくさんの部分にばらすことだ。そうすれば、

いちばん単純な観念から出発できる。一つひとつの観念が「秤にかけられたり物差しをあ

てられたり」すると言ってもいい。ガリレイがすべてを計ろうとした、計れないものは計

れるようにしようとした、あれとだいたい同じだね。哲学者は単純なものから始めれば複

雑なものへと進める。・・・・デカルトは「数学の方法」を哲学に応用しようとした。言っ

てみればデカルトは、哲学上の真理を数学の定理のようにきちんと示そうとしたのだ。デ

カルトは私たちが計算する時に使う道具、つまり「理性」を用いようとした。なぜなら、

理性だけが確かな認識をもたらしてくれるからだ。感覚に頼ったものは、ぜんぜん確かで

ない。 

でもデカルトは違った。何もかも疑わしいというこのゼロ点から、更に先へ進んだ。デ

カルトはすべてを疑ったけれど、たった一つ信じていいことがある、と思いついた。それ

は、彼がすべてを疑っているということだ。疑っているということは、疑わしいと考えて

いるということだ。だから、疑わしいと考えている自分が確かに存在するのだ。これをデ

カルトのことばで言えば、「コギド・エルゴ・スム」つまり「私は考える。だから私は存在

する。」・・・・・デカルトは考える「私」と同じくらい直感的に確実なものが他にないだ

ろうか、と考えて、心のなかにある色々な観念をこの基準で吟味してみた。すると「完全

なもの」つまり神という観念が見つかった。この観念は気づいた時には既にもうあった。

だから彼が自分で作り出したものではない。第一、彼という不完全なものが完全なものと

いう観念を作り出せたはずがない。完全なものという観念は完全なものそのものから、つ



まり神から出ているに違いない。だからデカルトは、神が存在するということは、考える  

「私」が存在するということと全く同じくらいはっきりしている、と認識したのだった。 

デカルトはソクラテスやプラトンのように、思考することと存在することはつながってい

ると考えた。デカルトはここから出発して先へと進んだ。我々が感覚を通して外の現実か

ら受け取るすべて、例えば太陽や月なんかを含めた、何もかもはただの夢かもしれない。

色とか匂いとか味のような「質的存在」は我々の曖昧な感覚器官に結びついていて、外の

現実なんか表していないのだ。でも外の現実にも、我々が理性で認識できる特性はある。

それは数学に関わるもの、つまり長さとか幅とか高さとかの、計ることができる特性だ。

理性にとってこの「量的特性」は、私は考える存在だ、と同じくらいはっきりしている。・・・・ 

もしも我々の理性が何かを、つまり外の現実の内の数学に関わることをはっきり認識した

ならば、事実そのような状態が存在するはずだ。だって完全な神が我々を騙すはずはない

のだから、デカルトは、我々が理性で、つまり数学で認識することが現実と一致すること

には「神の保証」がある、と言っている。 

で、外に存在する現実と思考のなかに存在する現実は、まったく違った性質を持つ。そ

こでデカルトは、二つの異なった形の現実、「実体」がある、ということを主張し始める。

一つは「思惟するもの」あるいは精神、もう一つは「外延」あるいは物体だ。精神は意識

するだけで、空間のなかに場所をとらない、だからもっと小さな部分に分割されもしない。   

一方物体はただ広がっているだけで、空間に場所をとり、だからどんどん小さな部分に

分割される。でも何かを意識することはない。デカルトは、両方の実体は神から出ている、

なぜなら神だけが他の何かに頼らないで存在するからだ、と言った。でも例え思惟するも

のと延長が神に由来するとしても、二つの実体は互いに独立している。思考は物質から自

由だし、その逆も言える。だって物質の過程は思惟するものに関係なく進んでいくのだか

ら。神の創造物は二つに分けられる。デカルトは二元論者と呼ばれるけれど、それはデカ

ルトが精神の世界と外延の現実の間にくっきりと境界線を引いたからだ。例えば、人間だ

けが精神を持っている。動物はそっくり外延の世界に属するだけだ。 

 デカルトが辿り着いた結論は、人間は考えもすれば、空間に場所を取りもする二重の存

在だ、ということだ。だから人間には精神と空間的な身体があるのだ。これとちょっと似

たことは、アウグスティヌスとトマス・アクィナスが言っている。彼らは、人間は動物の

ように肉体を持ち、だけど天使のように魂も持っている。デカルトは人間の身体を精密機

械と見ていた。・・・・・精神は身体のどこかにあって、特別な脳組織によって身体とつな

がっている、とデカルトは考えた。そして松果腺がその脳組織に違いない、と。この組織

で精神と身体は絶えず働き掛けあっているのだ。デカルトによれば、そのため精神は、身

体の欲求に結びついた感覚や感情に絶えず掻き乱されることになる。目指すは精神が主導

権を握ることだ。 

 １６世紀に生きて、生涯ヨーロッパをあちこち旅して回り、若い頃から人間と宇宙の本

当の姿を知ろうとし、中世から伝えられている知識は必ずしもあてにならないと見極めを



したデカルトの考えを概観してきた。遂に脳組織に言及するまでに至ったのであるが、小

生の関心のある生物の起原、生物の寿命、なにゆえに神が存在するのかに関しては何も言

っていない、彼は５４歳と若くして死んでしまった。寧ろ人間は理性を持つ唯一の生物で

あるとしてしまっている点に大いに疑問が残る。 

 

第５章：スピノザのいう自然とは 

 

スピノザは、聖書は一字一句まで神の霊感に満ちている、ということを否定した。聖書

を読む時は、それがどんな時代に書かれたのか、しっかり見極めなくてはならない、とス

ピノザは考えた。この批判的な読み方をすると、聖書の色んな書や福音書の間に矛盾がぼ

ろぼろ出てくる。しかしそれでもなお新約聖書のテクストを深く探れば、神の代弁人とし

てのイエスに出会う。イエスのメッセージはまさに、コチコチになってしまったユダヤ教

からの解放を告げていた。イエスは、愛がなによりも貴いという理性にもとづく宗教を説

いた。スピノザはこの愛を、神への愛であり、我々人間同胞への愛だ、と考えた。でも、

キリスト教も瞬く間にコチコチの教義と空しい儀礼に凝り固まってしまった。 

スピノザがレンズ磨きで食べていたということは象徴的だ。哲学者の仕事は、人びとが存

在を新しい視点から見る手助けをすることだからね。スピノザの哲学の根本にあったのは、

ものごとを「永遠の相のもとに」見たいという願いだった。 

スピノザは、存在するものはすべて自然だと言っただけではない。神と自然をイコール

で結びもした。だから「神すなわち自然」という言い方をしている。スピノザは存在する

すべての中に神を見た。そして、存在するすべてを神の中にあるものとして見た。・・・・・

スピノザにとって神とは、かってある時この世界をつくって、それからは自分の創造した

世界をただ傍観している者ではなかった。違う、神は世界であるのだ。スピノザはちょっ

と違う言い方もしている。世界は神の中にある、と言ったのだ。スピノザはアレオパゴス

でのパウロの話を引用している。パウロは「なぜなら私たちは神のうちに生き、動き、存

在しているからです」と言った。だけど、スピノザ自身の考えの道筋を辿ってみる。彼の

一番重要な本は「幾何学的方法にもとづく倫理学」・・・・スピノザがそこで明らかにした

のはまず、人間は自然法則のもとに生きている、ということだった。だから我々は感覚や

感情から自由になって自然法則を知らなければならない、それでこそ初めて我々は安らぎ

を得て、幸せになれる、とスピノザは考えた。 

デカルトが、現実は二つのまったく別々の実体、思惟と外延で出来ていると考えたが、

スピノザはこの分け方を受け入れなかった。スピノザは、あるのはたった一つの実体だ、

と考えた。存在するものすべては、元を辿れば一つのものだ、と考えた。そしてこの一つ

のものをズバリ「実体」と名づけた。他のところでは「神すなわち自然」とも呼んでいる。

スピノザはデカルトのような二元論で現実をとらえなかった。だからスピノザは一元論者

と呼ばれている。全自然とすべての生命をたった一つの実体へと遡らせた、ということだ。 



ところが、デカルトとスピノザの違いは、それほどではない。デカルトも、自分の力で

存在するのは神だけだ、と言っていた。ただしスピノザが神と自然を、あるいは神と世界

を同じものと見た時、デカルトからぐんと離れてしまったし、キリスト教やユダヤ教の考

え方とも離れてしまった。・・・・スピノザが自然と言った時、彼の頭にあったのは空間に

広がる自然だけではなかった。スピノザは実体とか、「神すなわち自然」ということばで、

精神的なものまで含めておよそ存在するすべてのものを考えていた。 

スピノザによると我々人間は神の二つの特性、あるいは二つの現われ方しか知ることが

できない。スピノザはこの特性を「属性」と呼んでいるけれど、スピノザの二つの属性は

デカルトの思惟と外延そのものだ。神即ち自然は我々人間には思惟として現われるか、外

延として現われるかのどちらかだ。神は思惟や外延の他にも無限に多くの属性を持つけれ

ど、人間はこの二つの属性しか知ることができない、ということだ。 

スピノザも同じように考えた。我々を取り巻いているものや、我々の周りで起こっている

あらゆる物質的な現象は、神すなわち自然をあらわしている、とね。人の心に思い浮かぶ

すべての考えも、神すなわち自然の考えなのだ。なぜならすべては一つだからさ。あるの

はただ一つの神、あるいは一つの自然、ただ一つの実体なのだ。 

 神が、それとも自然がね。あるいは自然法則が、と言ってもいいかな。スピノザは神が

すべての出来事の「内なる原因」だと考えた。神は外にある原因ではない。神は自然法則

を通してしか、語ったり現われたりしないのだ。・・・・・神は人形使いではないってこと

だ。糸を引いて何がどうなるかを決めるのではない。人形使いは外から人形を操るから、

彼は「外なる原因」だ。でも神はそういうふうに世界を操らない、神は自然の法則を通じ

て世界を操る。だから神すなわち自然は、この世に生じてくるすべてのものの「内なる原

因」なんだ。ということは、自然界のすべては必然的に起こっているということだね。ス

ピノザは決定論的な自然のイメージを持っていた。 

 

第６章：そもそも生命とは何か 

 

 いままでの考察から少し脇道に逸れて、生命そのものは一体何だろうかと考えてみたい。

この２月までエッセイを書いてきたが、一旦筆を下ろして勉強しようと関連する書物を探

し、『生命４０億年全史』リチャード・フォーティー著、渡辺政隆訳、草思社、２００３年

3 月初版、5月７刷を買い求めた。その原著も併せて購入した。 

この本は１３章で構成され、①悠久の海②塵から生命へ③細胞、組織、体④私のお気に入

りと仲間たち⑤豊饒の海⑥陸上へ⑦森の静謐、海の賑わい⑧大陸塊⑨壮大なものと控えめ

なもの⑩終末理論⑪乳飲み子の成功⑫人類⑬偶然の力である。訳本が４９３ページ、原著

で３４６ページになるので各章のポイントを選り抜いて紹介したい。 

 ①１９ページ；歴史との出会いをとりもってくれたのは、すべて偶然に次ぐ偶然の結果なの

である。偶然であれ必然であれ、一個の三葉虫化石が語るのは地質年代の一瞬に関する物



語である。北極海に臨むその海岸に露出した岩層には、それに前後する何千もの瞬間が記

録されていた。３９ページ；人間の感情表現は動物がうなったり顔をゆがめたりすることと対

応しているし、すべての哺乳類をひとくくりにする遺伝的な絆は、ＤＮＡ分子の塩基配列

以上の意味を持っている。生物には共通する属性があり、それを認めることに何ら不都合

はない。また偶然が介在して、隕石の衝突のようにランダムに、突然の逆転が演じられる

場合もある。ちょうど、思いがけない衝撃の通知が届いたときのように。 

 ②８７ページ；葉緑体は、現在もすべての緑色植物の細胞の中でその機能を果たしている。

つまり共生は永続的なものとなったわけだ。葉緑体をもつ真核細胞は化学エネルギーで動

く一種のエンジンということもできるが、少々違うのは、わざわざ燃料を入れてやらなく

ても勝手に回るモーターから動力を得ている点である。生命は、独力でその前途を切り開

いたのだ。９５ページ；多様化の動きは、性の分化によって加速された。別個体の両親の細胞

に由来する遺伝情報が組み合され、子の世代には遺伝情報の新たな組み合わせが寄与され

るという新機軸が決定的な重要な役割を果たすことになったのだ。遺伝情報を互いに半分

ずつ持ち寄って次世代に伝える仕組みは、変異が生じる可能性を飛躍的に高め、新しい有

用な遺伝的変異が集団中に急速に広まることを可能にした。 

  ③１０６、１０７ページ；動物とはいかなる存在なのか。まず言えるのは、食物を食うことだ

ろう。動物は、直接間接のいずれにせよ、植物を食物として生きている。動物は、自分の

食い扶持を他人に頼る居候みたいなもので、光合成生物の苦労の賜物をさらってゆく。植

物を直接食べるか、植物で育った他の動物を狩るか、もとを正せば植物によってつくられ

たオーガニック・スープから栄養分をとっているかのいずれかなのだ。・・・・・代謝過程

を動かすために、藍藻類や原核緑藻類が始生代初期から何十億年もかけて大気中に蓄積し

てきた酸素を利用しているのだ。有機物を食べるということは、いうなれば酸素を使って

食物を燃やすということである。なればこそ、栄養価はカロリーという熱量の単位で表さ

れる。酸素を僅かずつ大気中に放出し続けてきた光合成生物の気の遠くなるような努力な

しに、動物は出現しえなかった。 

 ④１４７ページ；カンブリア紀初期に見られる変化が急速なものだったことは疑いない。こ

れは後にも先にも例を見ないほど多様なデザインが動物界に出現した時代であり、おそら

くそれは、当時の生物の遺伝的性質が他のどんな時代よりも融通性に富んでいたからなの

だろう。 １５０ページ；カンブリア紀の化石に関して相異なる解釈が提出されているのは、

真理とは相対的なものであることの例証でもある。・・・カンブリア紀に出現した動物のデ

ザインの意味を問う場合にも、それと同じ、曖昧な二面性が問題となる。１５７ページ；生命

の歴史のなかで起きた重大な事件が地球に起きた出来事の影響を受けているのは明らかだ

し、逆に生物界の出来事も地球環境に影響を及ぼしてきた。生物と環境は連係した一つの

システムであり、両者は切っても切れない関係なのだ。それらのデザインは、考えように

よっては、珍妙とも、妙ではあるが珍しくないとも受け取れる。珍しいとか珍しくないと

いう言葉をどういう意味で使うかによって、解釈が逆転してしまうのだ。 



 ⑤１７９ページ；およそ二億二千万年の三畳紀に、パンゲアという一つの巨大な超大陸があ

ったことは殆ど常識である。１９８ページ；独自の生態的関係を擁する海洋生態系がその姿を

確立したのはオルドビス紀、すなわち今からおよそ四億九千万年前から四億三千万年前の

ことだった。２００ページ；多くの種類の動物がこの時代にはじめて出現し、なかには今日ま

で存続しているものもいる。・・・海は甲殻類の大群で溢れていた。魚も出現していたが、

まだ本当の顎を持たない小型の種類だった。２０３ページ；どうやら地球は二、三億年ごとに

寒冷化してきたようだ。それは周期的に訪れる危難などだ。たえず変貌を遂げつつある地

球では、大陸が固定されることはなく、熱帯域から極地へとゆっくり移動しうる。どうや

ら世界は、永遠に変化を免れないようだ。 

 ⑥２１０ページ；地球上における進化の歴史は、その歴史を形成した生物にとって不可欠な

ものだったと同時にその生物たちによって作り出されたものであるとすれば、新しいこと

が起こらねばならないともいえる時期だったのだ。大気も気候も準備万端。あとは主たる

原動力である偶然の到来を待つばかりだった。 ２３１ページ；植物や動物が、必ずしもすみ

やすくはない環境にどんどん進出していったのはなぜかという疑問に対して満足のゆく説

明は、一つしかない。そのようなチャレンジは、先住者のいない環境での繁殖が大成功を

もたらしたことで報われたのだ。かれらはより多くの子を残し、次世代は更に繁栄しとい

うことが続き、繁殖はどんどん楽になっていった。それらの種は、ひとことで言えば適者

だった。これぞ自然淘汰の作用である。 

⑦２３４ページ；ただしそれは、母なる自然の導きがあったとか、何らかの超自然的な力が

働いたというように、設計者の存在を認めることと同義ではない。設計原理が設定された

のは、気孔を備えた葉が進化すると同時に、光をめぐる競争が生じたことの論理的帰結と

でも言うべきことだからである。生物が進化の過程で何度となく発揮してきた創造性に当

然支払うべき驚異の念を、過小評価しているに他ならない。 

 ⑧３０５ページ；そうした変化のなかでも重要だったのが絶滅である。地球の歴史上最大の

絶滅が起こったのがパンゲアの時代だったことについて異論はない。それは、今から二億

五千万年前のベルム紀末に起こったすさましい大量絶滅と、今から一億年前の三畳紀末に

起こった大量絶滅というダブルパンチだったようだ。・・・その結果として、ベルム紀末の

絶滅は、現在の世界を支配している動物の大多数が登場するきっかけとなった。メンバー

の交代が最も著しかったのは海である。 

 ⑨３４９ページ；白亜紀は、花を咲かせる植物（顕花植物）が植物相で重きを占めるように

なった時期でもあった。昆虫と顕花植物との関係は、人間社会の複雑な関係により一層似

通っている。協力と侵害、張り合いと報酬との混ざり合いである。・・・・舞台劇を彩る愛

憎関係は、顕花植物と昆虫の協調した進化を説明するうえで格好の比喩である。 

 ⑩しかし、すべては失われてきた。琥珀と同じで、絶滅は永遠に保たれるのだ。隕石衝

突説論争の行方とは関りなく、世界の純粋無垢さが失われたことは確かである。破壊的な

天体の衝突によるガスが地球を覆ったのが一回だけだったのか、それとも千回以上あった



のかは問題ではない。地球は、あくまでも太陽系の一部だし、もっと広い宇宙の一部なの

だ。これは過去においても変わらない事実だった。・・・・生命は地球の表面についた染み

にすぎず、桃の表面の白蝋ほど儚いものだった。大気という繭にくるまれた星に住む我々

は、その外の荒涼とした空間に怯え、地球を外宇宙の干渉から隔離したいと願う。しかし、

我々は自分たちの起源から目を背けるわけにはいかない。なにしろそれはまだ、我々の運

命に介入しているのだ。 

 ⑪３８９ページ；哺乳類とは、汗腺が変化した分泌腺で雌が子供に授乳する動物である。・・・

陸上を支配していた大型爬虫類が滅んだことで、一億年以上にわたって日陰の存在だった

温血性の哺乳類が表舞台に立つことになった。 

 ⑫４５７ページ；生命が辿ってきた歴史は、境界を越えることだったとも考えられる。境界

を一つ越えるたびに、生物として更なる成長と変化を遂げる可能性が開けていった。先ず、

自己複製をする分子が細胞を生み出し、複数の細胞が集まって組織や生物体をつくりだし、

やがて性の分化が起こったことで変化を起こす率が高まった。生物は、水中から陸上へ、

陸上から空中へという移住もやり遂げた。そこで最後に残された境界が、意識である。細

胞の中だけに閉じ込めておくのでなく、遭遇したことのない状況を探るために想像力を働

かせるのが意識である。自己意識や理性こそ、人間だけに特有の性質であると、我々は思

いたがっている。 

 ⑬４６９ページ；誰しもが知っているように、生命はギャンブルだ。歴史の気まぐれで、幸

運は膨らみもするし萎みもする。突然変異すなわち遺伝暗号の突然の変化に関しては、偶

然によって決まる組合せの計算とのアナロジーが適用されてきた。４７４ページ；意識が、か

っては生物の進化をすべからく束ねていた規則を悉く変えてしまったことは間違いない。

なぜなら、意識には選択が付き物だからである。歴史物語と個々人の物語は、最終的に意

識の中で結合する。個々人が受け継いでいる遺伝子や環境破壊の現状を変えようとする選

択は、人間の意識全体が未来の物語に対して発揮しうる影響力に他ならない。人間の未来

は、世界の未来を巻き込むことになる。従って、自分たちをコントロールできるならば、

未来のコントロールも可能だ。 

本題の「進化」に関する内容とは多少ずれたが、生命の出現を概観するのも決して無意

味とは思われない。進化も退化を論じる場合先ずは生命誕生が必ず存在していることが前

提であり、その変化を過去に遡って探求し、どう変化を成し遂げたのかを検証する過程は

大切である。それと連動して、次章以降は現在時点でどれだけ生命の本質という命題に果

敢に科学者が研究に取り組み、その仕組みやからくりを解きほぐしてきているかについて

述べたい。 

 

第７章：生命科学の進歩から老化と寿命を学ぶ 

 

  私は門外漢の分野に現在頭を突っ込んでいるような気がする。私が４１歳のときに「脳



の話」時実利彦著、岩波文庫、１９６２年８月第１刷、１９８６年９月第３７刷を購入し

た後、その本はずっと書棚に置かれて埃が溜まっていた。今回このエッセイを纏めるため

に、久し振りに手にとって読み返してみた。それから約半世紀経った現在、新たに最新の

生命科学に関する書籍を三冊購入した。それらは 1)『文系のための生命科学』東大生命科

学教科書編集委員会編、羊土社、２００８年３月初版、２００９年３刷、2)『生命学の基礎

－生命の不思議を探る－』野島博著、東京化学同人、２００８年３月初版、3)『わかる実験

医学シリーズ 老化研究がわかる』井出利憲編、羊土社、２００２年１月初版である。そ

れらを読んで如何に進歩が為されたのか驚いたのが正直な感想である。 

 野島博はその著書２）の第６章・２にて「なぜ老化するのか？」を論じている。老化や

寿命を説明する仮説にはエラー説とプログラム説の二つがあるという。前者の仮説は、環

境からの損傷刺激によりエラーが蓄積してやがて破綻が起きるというものであり、後者の

仮説は、老化していくようにもともと遺伝子によって決定されているというものだ。前者

をもっと詳細に説明すれば以下のようになる。生物は環境から降り注ぐ紫外線など破壊的

な刺激に常に曝されている。そして確率は少ないがＤＮＡの複製エラーや修復ミスなどが

起きている。特に生体の活動によって細胞の中では活性酸素が常に作られており、その作

用で細胞内に様々な障害を与えている。後者の説を支持するものに、若くして老化する病

気の存在や、細胞レベルで生物種に固有の分裂寿命があるなどがあげられる。 

 一方１）の第５章・発生と老化のコラムには以下の内容が記述されている。私たちの体を

構成している細胞には明確な寿命がある。その寿命を決めているのが、細胞の染色体に存

在するテロメアと呼ばれる構造である。その構造により細胞の寿命（細胞分裂できる回数

の限界）が決められているため、私たちの寿命には避けられない限界がある。テロメアは、

すべての染色体の両端に存在している特別なＤＮＡで、染色体の構造の保持と、その機能

の安定化のために働いている。しかし、ＤＮＡの複製が行なわれるたびに、テロメアの一

部が失われてしまう。その状態になると染色体異常の発生の可能性が高くなるのでそれを

避けるために細胞分裂が出来ないようにされてしまう。その細胞はやがて寿命を終える、

つまり寿命の限界となる。その例外が生殖細胞と癌細胞である。 

３）の基本編・第４章に「進化に共通した老化・寿命のメカニズム」が記されている。

マウスとヒトでは同じ哺乳類でも寿命の長さは全く異なるのに、それぞれの老化は果たし

て同じように起こるのだろうか。酵母、線虫、ショウジョウバエといった生物の寿命や老

化の表現型は更にかけ離れているのに、それらを用いた老化・寿命の研究に普遍性を求め

ることができるのだろうか。これらはいずれも非常に重要な疑問であり、その背後には、

生物は「なぜ」老化し、寿命をもっているのかという本質的な問いが横たわっている。そ

れには、色々な生物種を見渡して老化・寿命の進化の本質を探ることが重要になってくる。

その後医学専門的記述による展開がなされているが、進化的共通項として、エネルギー代

謝、特にグルコース代謝の調節系の重要性を取上げている。 

３）の基本編・第１章に「臨床の立場からみた老化」があり、種々の老化学説を紹介し



ている。 

Ａ）プログラム説：寿命は遺伝子によって制御されており、老化は遺伝子にプログラムさ

れているという説。これを支持する事実としては①動物はその種によって最大寿命が異な

る②動物の交配により、長命種、短命種、早老種などを作成しうる③一卵性双生児の寿命

の差は２年以内と短い④ヒトの細胞培養で胎児由来の腺維芽細胞は約５０回分裂するが、

成人由来の細胞では２０回、ウェルナー症候群などの早老症の細胞では２回である。 

Ｂ）エラー説：ＤＮＡ－ＲＮＡ－蛋白質合成系が突然変異、化学修飾により変異し、この

集積によって細胞の機能障害、老化をもたらす。 

Ｃ）クロスリンキング説；複数の反応基を持つ物質が架橋となり相異なる複数の高分子と

結合して新しい高分子を作ることをクロスリンキングというが、こうした物質は分解され

にくく細胞障害を起こす可能性があり、このような物質が老化の原因であるという説。 

Ｄ）フリーラジカル説：遊離電子をもつ分子を遊離基（フリーラジカル）という。生体内

では、喫煙、紫外線、正常細胞の酸素反応の過程で作られる。 

参考文献にある「老化・寿命」というテーマだけに絞って私が眺めてみても、まだまだそ

れらは研究中の段階であり、諸説あるこということがわかった。そう簡単にこの問題、疑

問が解明されるはずはないことは明らかであるが確実に進歩していることが分かった。 

 

第８章：誰が複雑なものを創ったのか 

  

自分なりに解釈している自分の進化過程を振り返ってみたい。６０年以上前から現在ま

でに自分がどう意識して生きてきたのか簡潔に述べることは難しいと知りつつトライして

みる。今でも何かを記憶しているということは、良い面であれ悪い面であれその当時はか

なりの衝撃、印象があったものと理解できる。 

先ずは、３歳の頃、三輪車を乗り回していて転げたことと、そして正確な年齢を思い出

せないが、家族で旅行した際に旅館から河原に出て水遊びをしていたとき苔の生えた丸石

から滑り落ちて怪我をしたアクシデントであろうか。自己主張をし始めたのは、三歳のと

きに家族が引越しする段に小型トラックの助手席にどうしても座りたいと親にせがんで実

現したことと、４、５歳の頃に兄弟からのお下がりの洋服を着るのは絶対嫌だと柱時計が

掛っている柱下の板床に坐って数時間泣き通した事例が今でも脳裡に焼きついている。そ

れらは実に些細なことであるが幼児にとっては一大決心であったのであり自立したい一つ

の表れ、大袈裟に言えば自意識が深まったと言えるであろう。 

今度は自然現象に関心を持ち始めたのか幾つかの事例を紹介したい。小学校時代に、化

石を採集し、昆虫採集（特に玉虫や蝉や地蜘蛛などが好きであった）をし、夕方の野原や

プラネタリウムで星を眺めることで何か自然の仕組みと不思議さに関心が向き始めた。つ

まり家族や友人が学校という社会、人間関係とは違った単なる不思議な自然に対して興味

を持ち始めたのである。更にもの作りの世界にも挑戦し始めた。おもちゃを自分で作り、



リアカーを自転車の廃品と木材で、顕微鏡の鏡座を紙粘土で作ったりした。中学校時代に

は性に目覚めて人間はどうやって生まれてくるのかの興味津々であった。 

自分の目で見る世界から道具を使って見るミクロの世界への移行も始まる。高校時代に

は、大腸菌を培養してどう増殖するのか、草履虫や緑虫など微生物の動きと詳細な構造を

顕微鏡で眺めてミクロの世界に魅力を感じはじめた。大学時代は、光学顕微鏡や電子顕微

鏡で金属のミクロの世界を知るようになった。勿論、学校で教育を受けて基本的な知識を

与えられてはいたが、高校時代は生物部に入って昆虫採集や植物の植生を自分の目で観察

することで自然が常に共生していることに感嘆したのである。大学時代は、ワンダーフォ

ーゲルクラブに所属して全国を歩きまわり、自然の美しさや凄さに惹き付けられるととも

にそれはどうやって出来たのか、何でそんな複雑なものを誰が創ったのかなど根源的な問

題を知りたいと曲折しながら更に前へ進んでいった。 

４０億年をかけて生命が進化してきたものと、比較することは不可能に近いようなたっ

たの６０年という歳月でもって、自分が進化してきたものを論ずることが全くナンセンス

であることはわかっている。 

人間は六十兆もの細胞で構成され、その一つの細胞にはたった四つの化学文字(A, G, C, 

T)の組合せで表される三十億もの情報が書き込まれているという。即ち過去の４０億年か

けて進化した内容を包含しているらしい。そして一番単純な細胞一個の生命体である大腸

菌ですら、こんなに分子生物学が発達しても作ることはできていない、つまり生命を作り

出すことができないのである。村上和雄は以下のことを述べている。「遡っていけばその先

の親の元、命の親のような存在があっても不思議ではない。・・・それは目に見えないけれ

ど、生命の連続性からいって、存在することは確かです。そういう人間を超えた大きな存

在によって、私たちは生かされているという事実をしっかり見つめることが大切だ。」（前

出『生命の暗号』２０２ページ）彼はそれをサムシング・グレイトと称している。 

一方、『文系のための生命科学』の第３章‘生命の設計図’３５ページによると、「現代

の技術では、A, G, C, Tの塩基を化学的につなぎ合わせ、自由に配列をしたＤＮＡを人工的

につくることができる。それをもとにヒトという生物を人工的に作れるか、現代の科学技

術では、ヒトどころかごく単純に思われる細菌でさえ、作るのは不可能である。その大き

な理由として構造物としての細胞を再構築できないことがあげられる。器としての細胞を

用意できなければ、いかにゲノムの配列が明らかになろうが、それらがＤＮＡ情報として

機能することなど考えられない」と書かれている。つまり同じ結論である。 

以上述べたことから、‘元’、‘最初’とは果たして何か、‘存在’そのものは何か、の議

論に戻ってしまうというか、行き着いてしまう気がしてならない。第４章でのデカルトや

第５章のスピノザに舞い戻りかねない。そこで最近「神の意思」‘究極なる存在の意味を科

学的に研究する’(“The Mind of God” Science & Search for Ultimate Meaning by PAUL 

DAVIS)を買い求めて読み始めた。がしかし、なかなか満足ゆくような答えを見出せていな

い。 



私が前に述べた本「神の意思」（１３ページ）から良い答えなるものを引用して紹介しよ

う。“私が小さい頃に親に何故なのと続けざまに聞いて怒らせたことがある。なぜ今日は外

で遊べないの？雨が降っているからなのよ。だって天気予報のおじさんがそう言っている

のよ。何故そういっているの？だってフランスから大嵐が来るって言っているわよ。何故

嵐があるの？等など。”このような矢継ぎ早の質問には、普通こうやって終わらせるのだ。

「なぜなら神様がそうしているからなのさ。それでおしまいさ！」と。“ 

 

第９章：何が分からないのか 

 

 星占術家、天文学者、生物学者らを含む科学者、哲学者、神学者たちの多くが、有史以

来この宇宙、地球、生物とりわけ人間について思索し、議論し、仮説をたて、真理や公理

を見出し、自然の謎や現象を解き明かしてきたのは事実であろう。一方、歴史家らを含む

社会科学者らが、生きることを探索して今や６０億人にも膨れ上がった地球上に住む人間

が今後どうすべきかを提言してきている。 

  生を受けて６４年しか地球上に住んでいない私、でも親やその先祖、いや地球に生命が

誕生したその瞬間から延々と遺伝子の糸が繋がっているらしいことだけは理解できた。し

かしその地球は、太陽系は、宇宙は、どうして存在してきているのか、どうして時間は無

限なのか、物質の存在はいつから存在しえたのか、ゼロの状況は果たしてあったのか、な

どまで探求していかないと、私が当初持っていた疑問は解消できない。なぜなぜ問答が始

まってしまい、最後の明快なる答えを見出すことは困難である。 

  思索するプロセスは個々人異なり、切り口が違うから、引き出される結論は異なるのは

当然である。同じテーマに興味を抱く学者らは、現代では学会や権威ある雑誌に論文（Ｄ

ＮＡの螺旋構造を解いた論文が有名な「ネイチャー」に掲載されているので、付録に添付

する。なお著者はノーベル賞受賞者である）を掲載して議論をして進化していくが、古代、

中世時代も含めて昔はそれこそ学者は孤独に閉じ籠り、印刷物が出来る時代までは口述で

自分の理論を伝えたのであろう。最近とみに進展の大きい分子生物学に焦点を当ててみる

と、第８章で述べたように、生命の仕組みは大分解明されたものの、究極の生命の根元で

ある単一細胞を複製は出来るものの、作成することや創り出すことは未だに不可能である

ようだ。 

  従ってスタートラインの誕生が分かっていないのだから、寿命つまり終わりが分からな

いのは当然の帰結であろう。哲学者が自分の頭で「自然の尊厳さや人間のみが持つ知性」

について先ず考え、その探求の道案内をしてきているが、その後、科学者が事象を観察し、

分析し、解析し、仮説を立てて検証して理論を打ち立ててきたのが大方の道筋であろう。

それらはニュートンやアインシュタインらの天才が出現して一大飛躍を成し遂げてきては

いるが、地道な学者、研究者らの作為の積み重ねてきた基礎、土台作りを忘れてはいけな

いし、文系と理系とがある面で融合してきているのを理解しなければならない。 



  進化、発展（持続的発展）、成長戦略といった言葉が常に我々の前に転がっている。それ

は便利、便益、幸福、快楽といったプラス面を人間は、より欲して追い求めるのと同意語

である。しかし退化、老化、寿命、陳腐、頽廃、苦痛といったマイナス面も反作用の如く

存在することを忘れがちである。進化のプロセスは大分解明されてきてはいるものの、そ

の肝心の開始点である“存在”そのものが、“誰が遺伝子の情報を埋め込むための設計をし

たのか”が、退化した私には残念ながら未だに分からないでいるのである。退化した私が

いまでも抱いているのは、素朴な「なぜ、なぜ」である。まだまだ探求しなければと思っ

ている。 

 

完 

 

 


