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自然種に関する古典的な本質主義 

【自然種 natural kind】 

• 世界の側での固有の単位 

• 共通の本質により成立 

 ⇒ 必要十分条件（ → 分類） 
 

【古典的な本質観】 

• 内的な微細構造 

• 表面の共有性質がそこから派生 

 ⇒ 例外なき厳格な法則の成立 

  
原子構造 

色、光沢、展性、 
融点 etc. 

科学の達成のひとつ：本質の解明 



 生物種 species は自然種か？ 

生物種に本質はあるか？ 

 

 
 

しかし経験的に見ると、 

• 実際には、同種内でも多様 

• 種内の類似性は、相互交配の能力などにもよる 

 

  

×微細、内的 

Kripke 1980 

 遺伝子に関わる構造（微細で内的、共通） 



生物種に本質はあるか？ 

 

 
 

しかし経験的に見ると、 

• 実際には、同種内でも多様 

• 種内の類似性は、相互交配の能力などにもよる 

 

  

×微細、内的 

 古典的本質主義は 
 成立しない 

Kripke 1980 

 遺伝子に関わる構造（微細で内的、共通） 

×厳格な法則 

 生物種 species は自然種か？ 



本質の不在 

成員間の類似性 

成員間の多様性 

厳密な法則の不在 

時空的な限局性 
帰納的一般化は 
それなりに成立 

外的要因の関与 
（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 

生物種に見られる特徴 ※一部のみ 

 生物種 species は自然種か？ 



生物種に見られる特徴 

本質の不在 

成員間の多様性 

厳密な法則の不在 

時空的な限局性 

外的要因の関与 
（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 

 反自然種説を   
 採りたくなる 

 生物種 species は自然種か？ 



生物種に見られる特徴 

本質の不在 

成員間の類似性 

成員間の多様性 

厳密な法則の不在 

時空的な限局性 
帰納的一般化は 
それなりに成立 

外的要因の関与 
（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 

 反自然種説を   
 採りたくなる 

 個体説へ？ 

生物種は成員全体からなる個体（individual） 

 生物種 species は自然種か？ 



Ghiselinによる個体（個物）の特徴づけ 

①個体は具体的だが種は抽象的 

②個体のみが過程（進化など）に関わる 

③個体は定義的な特徴をもたない 

④種は事例［成員］をもつのに対し個体は部分をもつ 

⑤個体は時空的に限局されているのに対し、種は 

 時空的に限局されていない 

⑥自然法則やその必然性の支配は、種には適用 

 されるが、個体についての真理はまったく偶然的 

 成員（部分）相互の結びつき ⇒ 統合された全体 
                                                                     （Hull: cohesion） 

 生物種 species は自然種か？ 



もうひとつの方向 

生物種に見られる特徴 

本質の不在 

成員間の類似性 

成員間の多様性 

厳密な法則の不在 

時空的な限局性 
帰納的一般化は 
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外的要因の関与 
（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 



もうひとつの方向 

生物種に見られる特徴 

特徴の相互連関 ⇒ 統一性あり 

本質の不在 

成員間の類似性 
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それなりに成立 
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（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 



もうひとつの方向 

生物種に見られる特徴 

本質の不在 

成員間の類似性 

成員間の多様性 

厳密な法則の不在 

時空的な限局性 
帰納的一般化は 
それなりに成立 

外的要因の関与 
（相互交配、環境など） 

進化的変化の単位 

重視 

許容 

自然種論の改訂へ 
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恒常的性質群としての自然種 
 （ＨＰＣ：Homeostatic Property Cluster） 

①性質群の恒常性（ホメオスタシス）  

• 共起しがちな性質の安定的なまとまり 

• 一部が出現していない成員・サンプルを許容 
 

②帰納的一般化の成立 

• 非偶然的なものなら十分 

• 厳格な法則でなくてもよい 
 

③基底的メカニズム 

• 上記の①と②を支える 

• 外的要因を含んでいても構わない   

R.Boyd 



恒常的性質群としての自然種 
 （ＨＰＣ：Homeostatic Property Cluster） 

①性質群の恒常性（ホメオスタシス）  

• 共起しがちな性質の安定的なまとまり 

• 一部が出現していない成員・サンプルを許容 
 

②帰納的一般化の成立 

• 非偶然的なものなら十分 

• 厳格な法則でなくてもよい 
 

③基底的メカニズム 

• 上記の①と②を支える 

• 外的要因を含んでいても構わない   

R.Boyd 

理論的統一性 
世界内の固有の単位 

必要十分条件を欠いても 
経験的探究が可能な対象 



改訂前後の比較 

【古典的本質主義にもとづく自然種の見方】 

① 成員はあらゆる性質を共有 

② 例外のない厳密な法則の成立 

③ 本質＝共通の内的な微細構造：上記①②を説明 

【恒常的性質群（ＨＰＣ）説】 

① おおむね類似した成員・サンプルが繰り返し出現 

② それなりに帰納的一般化が成立 

③ 基底的メカニズム：上記①②を説明 

 

Relax 

    （元素などは例外的に古典的見方に近い） 



ＨＰＣとしての生物種 

①性質群の恒常性 ⇒ 成員間の類似性  

• 観察される性質群はおおむね安定的 

• 多様性を許す 
 

②帰納的一般化 ⇒ それなりに成立 

• 時空的に限局された範囲 

• 例外あり 
 

③基底的メカニズム ⇒ ①②を支える 

• 交配による遺伝子間相互作用システム 

• 生態的条件の類似性  など 

R.Boyd 
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個体説を包摂した十分な理論的統一性 

外的 
関係的 
歴史的 
巨視的 
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相同をめぐり生物種についての論争が持ち越される 

• 個体説（Ghiselin 2005, Grant and Kluge 2004, 

                            Ereshefsky 2009） 

 

 

• ＨＰＣ自然種論（Boyd, Brigandt 2009,  

                              Rieppel 2005, cf. Pearson 2019） 

 

• ＰＲＭｓ（ Suzuki and Tanaka 2017） 

–継続的再生成可能モジュール 



相同個体説 
（Ghiselin 2005, Grant and Kluge 2004, Ereshefsky 2009 ） 

• 進化的変化の単位： 

–相同物は形態、機能、発生過程に関して変化（進
化）する 

–例：脊椎動物の前枝 

• 本質の不在 

• 厳密な法則の不在 

• 時空的限局性（系統発生に依存） 
 

⇒ 形而上学的には、×種 ○個体 
 

問題１：連続相同の扱い  問題２：ＨＰＣでＯＫ？ 

 



問題１：連続相同の扱い（Suzuki and Tanaka 2017）   

 

 

 

 

時空的限局性を欠く 

⇒ 単なる成因的相同（homoplasy）に 

 

問題２：ＨＰＣでＯＫ？ 

相同個体説 
（Ghiselin 2005, Grant and Kluge 2004, Ereshefsky 2009 ） 



相同ＨＰＣ自然種論 
（Boyd, Brigandt 2009, Rieppel 2005, cf. Pearson 2019） 

• 探究の対象としての理論的統一性は十分 

– クジラの胸鰭について： 

• 相対的な位置 

• 初期発生（胚）における特性 

• 発生・発達のステップとそれを駆動する遺伝子ネット
ワーク  

–偶然的だが比較的安定：探究を可能にしてくれる 
 

• 個体的な特徴も収容 

–実践的な目的に応じて、自然種としても個体とし
ても捉えられる  

– （ただし系統発生よりも個体発生重視？） 
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相同ＨＰＣ自然種論への批判 
（ Suzuki and tanaka 2017, Ereshefsky 2009 ） 

問題１：形而上学的におかしい 

• 種／個体、自然種／機能種、の区別が曖昧になる 

– 境界が曖昧でもそれらが形而上学的に区別可能な存在
者であることを排除しない 

– 個体は部分が相互に因果関係を取り結んでいるが、金な
どのサンプル同士はそうなっていない 

• 世界の形而上学的な多様性を過小評価 

 
 

問題２：実践的にもよくない 

• 相同現象について生物学者を誤った方向に導く 

–   Deep Homologyの例（後述） 



ＰＲＭｓとしての相同物 （Suzuki and Tanaka 2017） 

• 継続的再生成可能モジュール  
          （persistently reproducible modules） 

①相同物の反復生成（repetitive generation） 

相同物は進化的プロセス（系統発生）を通じて、各世代
に繰り返し発生する（個体発生） 

 ②自律的である（autonomous）： モジュール的 
 

• デフレ的（？）見解 

形而上学的なインフレを避けて現象面を捉えよう 

• 個体説とＨＰＣ自然種論の調停 

• ①＋② （core position）のみ：余計な形而上学をカット 

 



Deep Homology に関して１ （Suzuki and Tanaka 2017） 

• コイの頭の斑点 

–相同物 

–金魚にも同様の斑点が現れる 

• 発生メカニズムの探究 

– ＨＰＣ: Deep Homology（本質）で説明しようとする 

– しかし、本当は収斂進化の結果 

• ＰＲＭなら性急な一般化は避けてＨＰＣを収容 

1. 歴史性：コイと金魚の斑点は別起源の別物 

2. 予測的・説明的な役割を担わせることが可能： 

  ただし本質ほどでなく穏健なメカニズムでよい 

  → Deep Homologyで無理する必要はない 

問題２： 
実践的にもよくない 



Deep Homology に関して２ （Suzuki and Tanaka 2017） 

• 昆虫と脊椎動物の外肢の例 

–系統的には独立 

–脊椎動物の外肢どうしは通常の相同 

–昆虫と脊椎動物の外肢どうしでは Deep Homology 
（GRNで） 

 

• ＨＰＣ：ほとんど区別しがたい 

  → 明確な境界線がない 
 

• S and T では： 

–進化的な過程から区別がつく 

– PRMs：進化／発生の双方を収めている 

問題１：形而上学的に 
おかしい 



目次 

１． 自然種と生物種 

２． 恒常的性質群（ＨＰＣ）という見方 

３． 相同についての個体説／自然種論 

４． Suzuki and Tanaka 2017 の議論 

５． 応答と個体性再考 



Reply to Suzuki and Tanaka ① 

• コイと金魚の頭部斑点の例（実は収斂進化） 

– ＨＣＰ:Deep Homologyに向かいがち 

–生物学者（科学的実践）をよくない方に導く 
 

• 応答 
–必ずしも Deep Homologyに向かわなくともよい 

–外的要因・制約・関係的性質という形でメカニズム
を考えてもよいから 

–ただし、内在的な性質（古典的な意味での本質）か
らスタートするのは、発見法（ヒューリスティック）と
して位置づけられるかもしれない 

– うまく行かなければあとで変更 

– これが高コストな悪い発見法の可能性は認める 



Reply to Suzuki and Tanaka ② 

• 昆虫と脊椎動物の外肢の例 
–脊椎動物の外肢どうしは通常の相同 

–昆虫と脊椎動物の外肢どうしでは Deep Homology 
（GRNで） 

 

• ＨＰＣ：ほとんど区別しがたい 
  → 明確な境界線がない：形而上学的におかしい 

 

• 応答の例 

1. 境界が曖昧という世界の実相が明らかにされた 
（→ 科学という営為の統一性） 

2. 個体的な側面（間断なき系統的連続性）は相同に
とってどのくらい重要なのか 



個体性について再考する 

• 生物種の場合 

–間断なき系統的連続性 

–分岐したら系統外（種分化） 

–部分（成員）相互の結びつき → 統合的な全体 
 

• 相同物の場合（cf. Pearson 2019） 

– 系統内で分岐 

• 種よりも高階のタクサに近い 

• 刺胞動物の刺胞の例：30種類以上に分岐 

– 成員相互の結びつき？ 統合的な全体？ 

      
  生物種／相同はパラレルなのか？ 



個体性について再考する 

• 相同物の場合（cf. Pearson 2019） 

– 系統内で分岐 

–   統合的な生物学的全体（個体）？ 
 

• 可能な方向 

Ａ：Pearson：個体的な側面は考慮不要 

   ⇒ 相同は心置きなく自然種と考えてよい 
 

Ｂ：個体概念の明確化／改訂 

– 従来の生物学的個体とは異なる個体の概念？ 

– 何らかの歴史的存在者のはず or 規約的対象かも 

⇒ 相同ＨＰＣ自然種説がどこまで残れるか？ 



Concluding Remarks 

 

• 相同の存在論的身分を考えるには、個体とは 

 何なのかをあらためて考えねばならない 
 

 

• 「PRMsとしての相同」という見方は、出発点に 

 立ち返って考察することを動機づけてくれる 

–相同にまつわる形而上学な議論の前提（ここでは 

 個体の捉え方）の再考を促すものとして 

–でも再考後はまた形而上学的にインフレさせたい 


