あまり深く考えずに，
なし崩しに物事が行なわれている現在。
人間に関する技術は一度使われるとそれを否定することは困難になる特殊性をもつています。
科学の成果の社会への活用を経済的価値だけで判断せずに，
本質は何かを考え，
次の世代につないでいきたいという願いをこめての話し合いです。

つくった時に，過去の記録フィルムをたくさん見ました。

るいと思っていた。人々の価値観というのは難しい。

ベルリンの壁が破れて皆が喜ぶ場面と，ヒットラーの演説

金森―――純粋に悪いことなど誰もやらないですよ。純

に群衆がワーッとなる場面で，映し出される人々の顔が

粋によいことも存在しない。善意のつもりが結果的に悪

同じなのに驚きました。

くなったとか，悪いと思っているんだけど少しくらいいい

金森―――それはすごい話だ。

だろうと思ってやるとか，そういうことなんですよね。

中村―――今になれば，あれは歴史の汚点と思うけれ

中村―――科学は新しい知識を人に役立てようと考えて

ど，その時その場所にいた大衆は自分たちの未来は明

いるけれど，ナチスの優生学は最先端遺伝学が教えて

「価値観をつく
文化の切れは
し」
と
「自然」
ていくために
つ

金森 修 東京大学大学院教育学研究科助教授
中村桂子 JT生命誌研究館副館長
中村―――急速に進んでいる生命科学研究を歴史・哲

是認する声がありますが。

学の面から検討することの重要性を話し合いたいと思っ

中村―――人が生きるということを考えてほしい。3 歳ま

ておいでいただきました。

で生きた女の子の思い出や存在はどうなりますか。その

金森―――科学的概念の変遷を分析するフランス哲学

3 年は消せないでしょう。もしあえて消したらその人生を

を専門にしてきましたが，書斎で古い文献に埋もれてい

否定することになる。一方，クローンで生まれた子どもは

るのではなく，現実の問題に向き合い，哲学を役立てた

代替品であって，その子どもの人権も否定している。子

いと思ったのです。そうしたらやはり面白いのは生命科

を亡くした一時的悲しみはわかりますが，後悔するでし

学でした。

ょう。
金森―――ヒットラーが100人揃うからクローンはいけな

いなどという論はナンセンスです。私は，娘を亡くした悲

優生学と生殖技術

しみもまた人生のひとつの成分であると思うのです。そ
金森―――最近気になって追跡しているのが優生学で

れを技術によって和らげるという考え方は文化史への侵

す。優生学というとアルコール中毒者の断種やナチスの

害になる可能性がある。

大量虐殺のイメージが強く，決定的に否定されたものと

中村―――日本ではクローン人間については罰則つき法

考えられてきた。ところがここ数年，興味深い傾向が出

律ができましたが，法律があれば安心ということではあ

ています。国家が公的権力により個人の生殖の自由を

りません。クローン人間が一人誕生したらその技術は否

E 奪するというかつての優生学とは違う形での優生志向

定できなくなります。体外受精がそうでした。人間の誕生

です。

に関わる技術はこういう特殊性があって，怖いと思う。最

中村―――個人がいわゆる よりよい人間 を求める風潮

近では体外受精はややファッション化さえしていますの

ですね。とくにアメリカは，
「誰にも迷惑かけないなら何を

で，こうなったら止まるところはないと思うのです。これ

やってもいい」
という考えが強くなりましたね。

に対応するのは，もう倫理ではないでしょう。

金森―――本当にそう。ごく健康な子どもの背を高くし

たいとか，女の子の顔をきれいにしたいとか。サイバー

社会の中の生物学

スペースで，美人で知能指数の高い人の卵子が競売さ
れる時代です。個人が自分の子孫に自主的に介入する

金森―――社会の大きな流れの中でいろいろなことがな

んだから，遺伝子改造もクローンもやってもいいじゃない

し崩しにやられている。私は臓器移植に反対の立場で

かと言い出した時，それを止める論理をどうつくれるか。

すが，もはやマスコミが反対派の声を取り上げなくなった

中村―――もはや体外受精は金銭的にも技術的にも日

状況で，命のリレーなどというきれいごとになった。それ

常医療ですからね。この技術の特徴は，科学者や医師

でも，私は「ノー」
を言うべきだと思う。もちろん社会の価

の意識よりむしろ生活する人，とくに女性が望むかどうか

値観は，いろいろな人間がいろいろな考え方をもってい

が決め手になるところにあります。

るリベラルな状況であるべきでしょうが。

金森―――生殖技術の先進国アメリカでは，交通事故で

中村―――私もリベラルが基本と思いますが，リベラル

死んだ 3 歳の女の子の体細胞からクローンをつくる，そ

と言いながら流れができるでしょう。最近，崔在銀さん

れで親の悲しみが和らぐのならよいという論でクローンを

（韓国のアーティスト）
と一緒に国境をテーマにした映画を
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生命誌研究館の展示室に
て。

「文化の切れはし」
と
「自然」

021

ね。科学技術政策もアメリカとの競争に眼を向けすぎる

BRH Salon

のはまずい。アメリカの生命倫理学者は70年代頃からあ
れこれ議論した結果，迷惑かけなければよいというタイ
プの考え方になっているでしょう。日本ではその変化を

「ことだま」
を探求する
安生 健

い。大事なのは，やはり幼児期の人間をも含む「自然」
と
の接触でしょう。大人になってからの知識の伝達では対
応できない限界があります。
金森―――なし崩し的な社会の流れの中で，我々は価値

観をつくっていくことを考えねばならない。私はこれまで
金森修さん

哲学を中心に本を読んだり勉強してきて，直感的な自分

イ ク ナ ー ト ン

事物の性質のみに気をとられ，その名称に無関
心で，事物の「ことだま」を意に介さないものが，

命

のだろうが，日本人の発見が世界的共通名となら

タ

ン

カ

ー

メ

なかったのは大変残念に思う。

ン

戻し，Tut-ankh- Amenと改名した。

さて，ボク用の地学と生物の参考書として作成

そのAmon神神殿沿道の植物から精製された

代名称徹底追究事典」なるものを授業で配布し，

物質は，ラテン語でSal ammōniacusと呼ばれ，

都内の図書館などを利用して調べ上げた成果だ。

名称の重要性を生徒たちに訴えている。つぎの

薬品として使われていたが，二千年後の1774年，

生徒に語源探求の面白さを伝えたい，そしてボク

問いかけはそのひとつ。

酸素の発見者のイギリス人Priestleyは，この塩化

自身の「ことだま」を探求したいという一心からの

物精製時に発生する刺激性の気体を抽出し，歴

仕事だ。

塩

【質問】アンモナイト，ツタンカーメン，アンモ
ニア，ヴィタミン，これらに共通するものは？

ア

モ

ン

神

したこの事典も，版を重ねて第 5 版。7 年間に

の

史的呼称に因んでammoniaと命名した。

（やすお・けん／学校法人巣鴨学園理科教論）

かっ け

【解答】古代エジプトのAmon神。

どんなに困難でも私自身の「文化の切れはし」
を信用し，

米

ィタミンB1だ。oryzaにvitaほどの力感がなかった

理科好き人間には多い。これはまずいと「地質時

【解説】Amon神とは，らせん状にまいたヒツジ

金森―――問いかけるものは，重いですね。

教Aton信仰を廃止，国教を多神教Amon信仰に
ツ

の切れはし」が，私にこれは醜いんだぞ，これは美しい
んだぞ，といった価値を感じさせていると考えるのです。

じくするammoniaに由来する。これが現在のヴ

唯 一 神

なりの価値判断をもっている。この私の背景にある
「文化

くれることと当時の人々には思われたわけですね。

エジプト第18 王朝の王Tut-ankh-Aton は，

BC1343年頃，伯父Ikh-n-Atonが信仰した一神

見ずに生命倫理という言葉が飛び交っています。経済や
政策とからめて社会にしくみをつくらなければ効果はな

ランス語でammoniteと命名したのだ。

のようなツノをもつ半獣神。
アンモナイトはそのような形をしているので，
角

ア モ ン 神 の

1910年鈴木梅太郎は，玄米から脚気の特効薬
米

を抽出し，ラテン語oryzaにもとづいてoryzanin
と命名した。しかし 1 年後，この画期的新薬が海
外に広く知られる前に，ポーランドのFunkが同一
命

ア ミ ン

醜いと思ったら醜いんだぞ，美しいと思ったら美しいん

¯ ammōnisと呼ばれてい
西洋古典時代からcornu

の物質を抽出し，vita（ラテン語）のamineの意味

ムの配列が決定し，ゲノムから個人の体質を知り医療に

だぞ，と言い続ける。それが社会に受け入れられるかど

た。その古来の名称からBruguièreが，1932年フ

でvitamineと命名した。語源は，基本構造を同

筆者
（生徒の手による似顔絵）
。

つなげる可能性が広がっており，医療の質の向上は当然

うかは別にしても，何らかの起爆力になってほしい。

望みますが，突っ走らずに考え考えやらなければいけな

中村―――「文化の切れはし」
と
「自然」
とのつながりに，

男冥利

け，庭は山野から採ってきた幼虫の食餌植物で賑

撮影は共著者の埼玉大学仏文教授奥本大三郎氏。

村田泰隆

わった。ここ15年ほどは野外での生態写真撮影

ルーペで拡大すると右手中指に赤いクジャクチ

中村―――優生学は過去の話ではないのです。ヒトゲノ

いと肝に銘じなければ。

すべての文化に共通するものと日本らしさがありますで

金森―――ゲノム研究はアメリカの企業がイニシアチブ

しょう。リベラルな社会を求めるなら一人一人が考える

を取り，日本のジャーナリズムは研究の遅れを取り戻せ，

人である必要があります。センスのある質の高い人，考

特許を取れ，と大騒ぎですね。生物学は長い間基礎的

える人が社会をつくっている状況にして，生き生きとした

なもので来たはずなのに，それがもっとも商業的になっ

未来へつなげたいですね。

（写真＝桑島昌志）

ている。知の総体全体の中の位置づけを考えると，研究
者個人の面白さや知的好奇心が二次的なものになり，巨
大科学化していくゲノム研究の姿が見えてきます。
中村―――「知」
は本来，一人一人が，面白いとか大事

とかよく考えながら進めていくものであり，巨大プロジェ
クトといえどもそれを忘れてはいけないと思います。ゲ

かなもり・おさむ
1954年札幌市生まれ。パリ第一大学哲学博士。東京水産大学教
授等を経て現在，東京大学大学院教育学研究科助教授。フランス
系エピステモロジー（認識論）研究に加え，日本の現代科学論を成
熟させたいと奮闘する。主な著書に『フランス科学認識論の系譜』
（勁草書房）
，
『サイエンス・ウォーズ』
（東京大学出版会）
，
『遺伝子
改造社会あなたはどうする』
（洋泉社）
などがある。

ノム研究は科学者だけでなく社会全体の問題ですから，
誰でもが考えられるようになっていないといけない。生命
誌研究館は，個人が知的であることの重要性をもとに，

に力を入れている。魚眼レンズを多用するのに

ョウが止まっているのが見える。このひとコマを

蝶とつき合って45年になる。昭和30年頃の日

は，棲息環境を一緒に写し込むことで，環境保護

撮りながら奥本氏は「芸者をはべらせて」という

本は昆虫があふれていた。昆虫採集は，今のTV

の大切さを理解してもらいたいという気持ちもあ

説明をつけましょうよと言われた。日本産クジャ

ゲームと同じくらい少年たちの間で人気があった。

る。さらに10年ほど前から，蝶の化石調査も始め

クチョウの学名の亜種名はgeishaである。美しい

私も例外ではなく，初めて採ったカラスアゲハに

た。世界中の博物館の古生物学部門をまわり，化

蝶たちに囲まれての趣味はまさに男冥利につきる

舞い上るほど感動し，友人の標本箱に整然と並

石の写真を撮り，文献収集している。蝶がいつ頃

と思う。

んだ蝶に目を見張り，夏休みはいつも蝶を追っ

地球上に現れ，どのように分布を拡大したかを知

ていた。そして，その気持ちをいまだに引きずっ

りたいのだ。そして，ついには蝶のミトコンドリア

て，夢と憧れをもち続け，感動は絶えることがな

DNAの分析結果の文献にまで目を通すようにな

い。

った。楽しみが増え続けるのはじつは困ったこと

成虫の採集に始まった私と蝶とのつき合いは，

写真は，今年 3 月に出版した蝶の写真集『飛

は，採集だけでなく卵や幼虫からの飼育を手が

（集英社）
の著者紹介に使ったものである。
ぶ宝石』

川端育夫

のです。しかけが大事でしょう。

社長）

である。なにぶん本職もあるのだから。

時の経過とともに増えていった。中学・高校時代

「ゲノム伝」をつくって

多くの人が知的になれるしかけづくりをしているつもりな

（むらた・やすたか／株式会社村田製作所代表取締役

クジャクチョウ
geisyaと共に。

てきた38億年の歴史を巻物に仕立てよう，説明

る，何かを秘めた蛙かもしれません。親は「蛙の

フリップは食べ物など身近なものを使おう……す

頬被り」にならないようにと思っています。

べてが順当に決まっていきました。この時点で，

ゲノム伝が完成して 1 年。こんなふうに文系思

昨年 6 月にJT生命誌研究館のビデオブースに

私の仕事はほぼ終わったようなものです。映像と

考と理系思考を行ったり来たりさせて，文学的表

登場した「ゲノム伝〜大胆に変化してきた38億年

いう芸事に携わる私は，今や文系思考そのもの

現を科学的に解釈する遊びに興じています。

〜」の構成・演出をさせていただき，本来抽象的

人間ですが，子供の頃は理科大好き少年だった

中村―――経済価値だけで進んだら，遠からず危機的状

なものである科学をいかに具象的に表現し，映

ので，
「ゲノム伝」はその双方を満足させてくれる

況がやって来るような気がして。生命に関して知的に敏

像として定着させるかということを勉強しました。

素晴らしい仕事でした。

感であるためには幼児期に生きものとしての感覚を身に

制作中は，ほとんどこの検討に明け暮れたといえ

つける教育しかないと思っています。金森さんも教育学

ます。中村桂子副館長から「昔話仕立て」という

「鳶が鷹を産む」と「蛙の子は蛙」
。鷹はよいので

部にお移りになったのを機会に。

科学作品としては非常に斬新なアイデアが出さ

すが，いつまでも心配なのが蛙です。この蛙，何

金森―――教育はまったく素人ですが，私なりの問題意

れ，これをどう料理すればいいのか大いに悩んだ

を言われても平気，
「蛙の面に水」ですし，何をや

末，
「ゲノム伝」となりました。ゲノムが受け継が

るにもまっしぐら，
「蛙の行列」です。でも，ビデオ

れてきた38億年間を，伝習録に見立てたのです。

に登場するタンパク質（HSP90）のように変異を

これが決まれば後は早いもの。大胆に変化し

ため込み，時期が来ればそれを一気に開花させ

価値観をつくっていくために

識を少しでも若い人たちに伝えて，彼らの興味の中で考
えてもらいたいと思っています。
中村―――皆でていねいに本質を考えるべき時ですよ
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中村副館長

BRH Salon

（かわばた・いくお／映像監督）

じつは，私の二人の子どもへの周囲の評価は，

023

「ゲノム伝」を編集中の筆者。

