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日本の海洋 －漁業生物研究の歴史的過程と

その発展に関する研究

第 2報 漁業生物の基本的諸性質および生物的生産に関する

諸理論の歴史的発展について

佐 藤 栄

STUDIES RELEVANT TO HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE 

OCEANOGRAPHY AND FISHERY BIOLOGY IN JAPAN-2. 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THEORIES ON CHARACTERISTICS 

OF USEFUL ORGANISMS AND BIOLOGICAL PRODUCTION. 

By 

Sakae SATO 

A literal consideration shows how theories and their systems on biological production in Japan were 

born through criticism and succession of their precursors, and how they have been modified and developed 

The present author outlines, at first, how scientists conducted studies on some basic characteristics, 

e. g. nutrition, growth, breeding, reproduction, migration, reaction etc., of useful organisms. And his 

discussion covers relationships among these characteristics. 

Then his interest went to clarify the origin and producers of cl巴velopmentof the th巴oriesand their 

systems that were born from, and have lead, the individual studies. 
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I はじめに

生命あるいは生物の運動はそれを提える視点のちがし、によって，さまさまの姿をみせてくれる．事実，科学の諸分

科はそれぞれの視点にたって，生命あるいは生物的生産について，数知れない莫大な現象とすく守れた法則を捉え，説

明してきた． しかし事実と法則が泣かになるにしたがって，いろいろな視点から得られた諸法則が現実の生物の生活

において，相互にどのような関係で統一されているかということが問題になってくる

i長－林 －水産などの分野ではこれらの諸法則は，とくに生産手段の要素の lつである“生産対象H の実体として統

一されることが必要となる．しかしいろいろな視点から得られた諸法則をそのまま総計しても， 対象の運動過程の

実体を具体的に反映することにはならない．というのは，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をとりむすびな

がら，その基本的諸性質を総体的にうまく実現していく一連の運動過程には質的変化が伴ない，個別の諸法則の相互

関係もまた特殊化していくからである．たとえばいろいろな種が無機的自然、や同種あるいは異種の生物とのあいだに

特殊な関係をとりむすびながら，生物の基本的活性質ーたとえば栄養－生長・増殖 －自己再生産 ・移動・反応などー

を総体的に展開していく一連の生活の過程は，発育段階や生活年周期の各段階によって質的に異なるものである．した

がって，科学の諸分科，あるいはし、ろいろな理論体系にしたがって，異なった視点から得られた諸法則の相互関係は，

生物と生活諸条件のあいだに起る質的変化の一連の段階にしたがって，統一されなければならないものである．

著者はこの第 2報において，主と して水産分野で行なわれてきた諸研究を素材と して，まず生物の基本的諸性質一

栄養 ・生長 ・増殖 ・自己再生産 －力学的運動（移動など〉 ・反応（被刺戟性〉などーの特性を考察し，それらのあい

だの相互関係を問題とした．ついで，それらの研究を土台として生れ，育ってきた，生物的生産に関する主要な理論 マ

体系の歴史的発展過程を吟味した．そして最後に，生物的生産の原理すなわち，自然において生物が生活諸条件との

あいだに特殊な関係をとりむすびながら，その基本的諸性質をうまく実現していけるように，総体の運動を推進して

いる原動力は何にか，という問題を論議した．

ところで，科学の諸分科をつうじて，ちがった視点から捉えられていく諸法則の土台にある理論と理論体系は，そ

れぞれの時代の歴史的産物である．科学者はその生活した時代の社会的経験にもとづいて，世界を解釈し，理論を生

みだしてきた．科学あるいは理論の発生と発展は，社会の経済的土台と密接に関係している．このことは，科学研究

が産業に従属することを意味するものではない．まずこ，技術の進歩が一方的に生産力を規定するという意味でもない．

科学の発展は歴史的には社会の経済的土台に規定され，経済的土台の歴史的発展の諸段階に対応して，科学と技術と

生産様式がそれぞれ特殊の関係をとり結んで‘きたというこ とである．

上にのベた観点からいうと，この研究が現代的意義をもつためには，少なくもつぎの 2つの観点から問題を捉えるこ

とが必要である．第 1の観点は，主要な理論や理論体系が，どのような経済的土台のもとで生みだされ，それとどの

ように関係しながら変化・発展してきたかということである．第2の観点は，それらの理論や理論体系が，先行する

理論をどのように批判しまた維継して生れ，変化 －発展してきたかとい うことである．科学の発展過程において，

2つの側面は別々にあるのではなくて統一されているものである． しかし，統一されている内容を科学的に，具体的

に捉えるためには， 一定の手続きをふんでまず別々の側面からそれを捉えなければならない．

著者はこの研究報告の第1報において， 日本の資本主義の歴史的発展の諸段階にしたがって，海洋 －漁業生物研究

が，どのようにつみあげられてきたかということを眺めてみた．それは，上にのべた第 1の観点から問題を捉えるた
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めの準備であった．この第2幸19.は，第 2の観点からの考察である．すで十このべたように， 2つの観点は統ーされなけ

ればならない．著者は，それを第3報でおこなう予定である．

著者はこの研究を進める過程で，幸いなことに，水産学あるいは水産資源学とは何にかという命題について，多くの

人々と討議する機会に恵まれ，いろいろな点で教わるところが多かった．とくに，北水研 －北水試生態研究談話会，

林試札幌支；場生態研究談話会， I B P海洋生産力班仙台湾グループ，京大水産学科夏季大学組織メンパー，東水大 ・

東大・東北大水産院生連絡会，北大水産学部院生協議会のブ3・々 に，深く感謝の意、を捧げたい．

E 研 究 の方法

この研究が，分析の対象と して用いた主な素材は，第 l戦（佐藤 1970）と同じし わが国の海洋 ・漁業生物研究

が明治いらい，ニシ γ サケ・マス・イワシ 氏f;~＼ サソマ ・カツオ ・マグロなどについておこなってきた多くの研

究報告である．

これらの諸研究が内包している理論の特性を考察する方法はいろいろあるが，こ ζでは 2つの側面からそれを捉え

た． 第 l は，生物の基本「！＇.／諸性質のなかから，栄養生長 ・ 桶殖 ・ l~I 己再生産・移動および被刺戟性（反応〕をとり

あげ，上にのべた日木の海洋・漁業生物引究が，これらの諸性質をどのような観点から捉え，研究を展開してきたか

という面からの分析である．第 2は， 生活史研究（個生態〉 環境論 ・平衡理論 ・生態系理論および歴史的方法（弁

証法的唯物論）など，一定の自然観あるいは学派的流れをもって発展してきた体系的理論が，先行する理論をどのよ

うに批半I]I~均に縦糸して生れ， 発股してきたかという蘭からの分析である．そ して 日本の海洋・漁業生物研究が，これ

らの体系的理論をどのように展開したかとい うこ とを眺めてみた．そして生物の基本的諮性質についての認識と，体

系的理論が問題にする生物的生産の原理についての認識が，どのように関連しているかということに留意した．

皿 生物的生産に関する生物の基本的諸性質の特性

1 栄養

(1) 日本の水産分野の研究

栄養形態についての研究は日本の水産研究の分野では，lつの流れはコイ ・ウナギなどの研究にみられるように，

伝統的な淡水養魚において， J交官ll効果の経済的，技術的問題を契機に，まず食餌lの研究から1±1発し， やがてそれは栄

養効果を問題とする生化学的研究へと発展したー一方において，ニシン ・イワシ サケ ・マスなどの研究にみられる

ように，他の lつの研究の流れは，生活史研究における食性の問題，および魚群ーの集合 ・分散を支配する環境要因の

1つである場の餌料源、の問題を契機に，プラソFトン学者およびその協力によって，生態学的見地から産業種の食物

関係の研究が発展したー

上にのベた第2の研先の流れをつうじて，重要な産業種の胃内容物の分析が，漁場別 ・漁期別に，また生活史にし

たがって年令 －大きさJ]ijにおこなわれ，一方に漁場J]ijのプラソクト／.fn成が季節，時間別（昼夜など〕に観察され，

これらの仕事は海洋 漁業生物研究における定型的調査の主要な柱の 1つとなっている しかし戦中 ・戦後をつう

じて出版された日本の代表的漁業生物学書，たとえば水産資源学（相川 1941），水産資源学総論（相Jll 1949），水産

資源学（久保 1957〕，資源生物学（相川 1960〕などにその典型がみられるように， 栄養あるいは食物の問題は，

漁業生物学の理論体系の主要な柱としては全く，あるいは殆んど展開されていないことが特徴的で、ある．たとえば，

わずかに相川 (1960）が， ＂）~~撹の分析”の部門の＂生物l拘環境”の掌で， 食物関係、に数頁をさいているにすぎな

かくして， 日本の海洋 ・漁業生物研究における栄養形態あるいは食物関係の研究は，個別研究として大きな蓄積が

あるにも拘わらず，生物的生産の原迎に関する理論的支柱の lっとして討議されはじめたのは，ょうiゃく戦後にはじま

る それは1956年3月に， 8海区水研資源担当官会議の日食性シソポジウム”としてあらわれた．このシンポジウム

の開催は，戦後の日本の生態学が重視しは じめた生態系理論，および生物群集理論が，当時ようやく漁業生物学へ導

( 4 ) 
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入されはじめられたことと関係が深い．

このシンポジウムでおこなわれた論議をつうじて，私たちは日＊の海洋・漁業生物研究が生物の基本的性質の 1つ

である栄養を，どのように捉えてきたかということを知る手がかりが得られるであろう．このシンポジウムで．林は

生物群集論の見地から，従来の漁業生物研究において食餌調査のしめる位置と重要性を問題にした．そして食物関係

は消費者段階から逆に，低次段階へとその関係をさぐることが実際的であると主張し瀬戸内海とそれにつながる大

陸棚の魚、食性魚類について，食う食われるの食物連鎖と生活型の関係を論じた．

横田は魚類の生物群集の構造が， preyとpredatorの関係によるものであるという Elton(1927）の観点にたって，

つぎの提案をおこなった．つまり， preyの卓越穏と predatorの車越種のあいだの盛衰によって他の魚種の盛衰が決

まると仮定し，研究の方向は第1に，各魚種について食餌の調査をする必要があり，つぎに dorninancy を決定する

要因群の決定が必要である，と彼はいう．そして南西区海域の底魚の食性調査から，捕食種の卓越種はホシエ ソや ミ

ツエソのように摂取する餌料種の1[1屈がひろく，餌料種の卓越種は回遊性の魚類のように恩われると報告した．

畑中は魚の食生活を，魚が餌をとる習性と，それをとおして表現されている生態系の生物社会構造とから考察した．

とくに摂餌の休止（サンマ・サパ・カレイ〉，食餌の選択性， 底魚類の集団構造， 飼育実験による摂餌率と生長率な

どの考察を展開した．

青山はわれわれの食性調査は，対象生物が棲息する水界の生態系内において， 1111食関係によっておこるエネノレキー

の移動状況を調べることにあるという．そして東海 ・黄海産底魚63種の胃内容調査の資料を総観して，食性の傾向，

魚種間持！？食秩序，生長 －漁場 漁期による食性の変化を報告した．

渡辺・中江は，個体群の研究においては食性調査（食物連鎖あるいは種間競争〉をつうじて，群集生態の研究を導

入することが必要であると主張した．そして山陰沖のカレイ類9種について，棲息環境（底質 ・水温餌生物の分布

など）， および食性とその類型を考察した その結果，資源の相対的大きさは自然、要因として水温（それは棲息水深

を規定し，発生量・餌の量を左右する〉および食性によって左右され，後者は食物の量と競争者のあるばあいとが分

けて考えられる． またカレイ類の棲息水深は一見して overlap していて競争があるようにみえるが， 食性の類型わ

けから推定すると，それほどの競争がないように恩われる．逆にいえば，長い歴史的な時間経過のうちに，競争と環

境の選択がおこなわれ，現在のように適応したのではないかと思われる，と結んでいる．

三河は底魚類の胃内容調査から， plankton, benthos，および nectonfeederを区別し，同一種でも生長の度合によ

って餌がちがう事実を指摘した．また安井はスノレメイカの胃内容調査から餌生物の種組成に経年変化のある事実を指

摘した．それは胃内容におけるプランク トンの減少，イカナゴおよびスノレメイカ（共喰い〉の相加とし、う種組成の変

化によってしめされ，この変化は漁場におけるスルメイカの群集密度を反映すると説明した．

これらの諸報告からもわかるように，私たちは魚が主として何を食べているかということについて，とくに底魚に

ついて莫大な観察がおこなわれていることがわかる．そして， 個体群・種 ・生物群集 ・生態系など，研究対象のちが

いにしたがって，栄養形態のとりあげ方もまた異なってくることがわかる．また，波辺 ・中江が食物関係をとおして，

生物と類、機環境および生物環境の関係をとりあげ，適応の観点から問題を理解しようとしていること，畑中が生態系

を出発点と しながら，単に系内のエネノレギーのi1iEれを量的に問題にするだけではなくて，食物撲取の過程における生

態学的特殊性を問題にしていることが注目される．そして全般的には，食物連鎖および食物環の形成をめぐって，主

として生物と生物の関係が論じられ，また栄養と他の基本的諸性質との関係が余り論じられていないことが特徴的で

ある．

(2) 理論の発展と栄養の特性

すでに White,G. （渋谷 1960〕が，動物の行動を律するものは “愛と飢餓”であるとのべたことからもわかるよ

うに，栄養形態の問題は生態学の歴史においては古くから重要視されてきた.Darwin (1859）は生物の生活諸条件の

すべての関係のなかで，生物と生物の関係 とりわけ食物関係 を重視し“生活の網目関係”という概念によ

って，自然経済の総体のなかでそれぞれの生物（あるいは種〉 がしめる地位を問題にした．

( 5 ) 
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つぎに Elton〔1927〕は， Darwinの観点をさらに発展させた．彼は“あらゆる動物は自分のまわりに生活している

沢山の他の動物と密接に関係しているし，動物共同体内のこれらの関係は多くは食物関係である H として，食物関係

を重視した．彼は動物のあいだの相互関係を4つの原JllJに区別した．第1は川食物連勝；”と “食物環けである．食物

は動物の生活上もっと も大切な原因の 1つで，大部分の共同体では種は食物連鎖に配列されている．この食物連鎖が

結合されて食物潔全体を形成する．それは第2の原則，すなわち“食物の大きさ”と密接に関係する．動物の大きさ

はきわめて変異が大きいが，動物のどの種もある限度内の大きさの食物をたベる．第 3の原則は生態学的地位である．

その意味するところは，共同体内の動物の位置であり，それの食物と敵とにたいする諸関係であり，ある程度までその

他の要因にTこいする関係でもある．第4の原則は， lつの共同体内の H数のピラミツド”という概念、である．その意

味は，食物連鎖の！底部に位する動物はより多数であり，連鎖の終端に位する動物は比較的に数が少ないということで

ある．つまり，彼は種聞の具体的な食物関係をllijliとして，生物の物質経済の 1つの側面，すなわち生物と生物の関係

を明快に画きだしたわけで、ある．

生物1洋集の概念はその後1930年代にいたって， Darwinや Eltonの流れとはちがった立場から，それに無機的自然

が方IIえられて，自然、を全体として生態系として捉える方向へ包括されていくことになった．そこでは Tansley(1935) 

によって代表されるように，生物と非生物環境は物質とエネノレギーの交換によって動的平衡を保ちながら発展する 1

つの超有機的な系であるという考え方から，自然の構成単位と して生物－~＼~生物環境の系とした生態系という概念

が提案された そして，生態系の機能は生体と環境 （無機および生物〉のあいだにおこなわれる物質とエネノレギーの

移行が法礎である．また，その構造は無機的自然と生物群集とがあり， 後者はさらに生産者， 消費者および分解者

（泣元者〉があって，それらのあいだにおこなわれるエネルギーの移行が，系の内部で自律的に調和して系の動的平

衡が保たれる，というものである．

そこでは，栄養の問題は基礎生産の段階における太陽エネノレギーの同化の過程，つづいて第2次生産からつぎつぎ

と高次にいたる各栄養段階へのエネノレギーの移行が，食物連鎖、あるいは食物事誌をつうじて計数的に捉えられていっ

た．しかし，生物とくに動物は， 9\Jから成作~Iこいたる形態形成の過程で，発育段階のちがし、にしたがって桜み場所を

移し，生活様式を変えるためにその生態的地位も変化するーつまり，同じ種の一連の生活の過程で，発育段階がちが

えば栄養形態が質的に変化し， 栄養段階もちがって くる しかし，もともと生態系の発想は，生物一一環境系を物理

・化学的な物質あるいはェネノレキーの系として一元化したものである．したがって，この理論体系に忠実であるかぎ

り，栄養の問題は画一化され，生物と生活諸条件のあいだにおこなわれる代謝過程，あるいは種の一連の生活の過程

における栄養形態の質的ちがいは後退することが特徴的である．そうしてもよいのではなくて，そうすることによっ

てはじめて，生態系理論がなりたっているのである

つぎに食物関係あるいは食うものと食われるものの関係の認識が，個体鮮の数量変動の数理的研究の 1つの流れを

生みだしたことが注目されるイタリアのVoltera(1926, 1931）は，アドリア海の漁業統計について第l次世界大戦前

後の種l閣の変動を考察していた D’Anconaから数学的解析を依願され，数理的研究をおこなった（久保・吉原 1957). 

彼は問題を単純化して， まず2つの種類が共通の食物を争うばあいを想定し， 個体の生長，性別なども省略して，

個体f.t・の噌滅を連続変数であらわした このばあい各種の個体数を N1.Nz，単独に生存するばあい地力日係数を ei.

ε2とすると，つぎの式がみちびかれる

dNifdt＝ε1N1 

dN2/dt=e2N2 

また， A種がB種に食われ句B;jj丞が1也のものに依存するばあいには，単独に各種が存在するばあいの増加l率はそれ

ぞれ εlおよび ε2とあらわせる というのは， B種はA種が存在しないところでは生存できないからである ま

た， A ;jj箆はB種に逆比例して桶加が1r11fl制され， B ~丞はA種の生存数に比例してJ:~／力日率が増すから，上にのべた式のm

1Jll係数はそれぞれ ε1- r1N2. ー ε2+r2N1 の~I予に変り，

dNifdt= （ε1-r1N2)N1 

（日）
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dN2/dt= （ーε2+r2N1)N2

が得られる Voltera (1931）は上述の式を数学的に解いて，つぎの3法則をみちびいた．

〔1〕 週JVJ的消長の法fllJ・食うものと食われるものの儲度変動は週期的で，その振幅は YI>d2および最初の密度

比で定まる．

(ii) 平均値保持の法HIJ...ε1. -02. YI> r2が一定ならば3 それぞれの種の平均密度は最初の密度のいかんに拘わ

らず一定である

(iii) 平均値かくらんの法則・・・もし2種の個体をそれぞれの節度に比例して殺していけば，食われるものの平均密

度は上昇し， 食うもののそれは低下する．

Voltera (1926）に先だって，Lotka(1925）は寄生者と等主との数量関係について数理的解析をおこなっていたが，

両者の求めた式は同じものて、あったから， Lotka-Volteraの生存競争の数学的理論といわれている．

カナダの Watt (1959, 1962）は Lotka-Voltera のモデノレや，その批判のうえに展開されたオーストラリヤの

Nicholson (1933）のモデルなどは，現実から1:1：＼発しないで単純な仮定を先験的に導入してっくりあげたものであるこ

とを厳しく批判した （伊藤 1963). そして， 自然における法則の発見は復雑な事象の経験的記述からはじめて， し

だいに単純へと進むのが正道であるという観点から，食うものと食われるものの関係についても，つぎのような一つ

の式を提案した，

NA =PR(l-e-aNo・P1-b) 

但し NA＇一食われた （あるいは寄生された〉食われるものの個体数

No…食うものの攻撃をうける発育段階に達した食われるものの総数

p －食うものの個体数

A ..攻撃係数（瞬間率） =NA/P 

R .. Noが攻撃可能な期間中にl匹の食うものが攻撃できる最大の数

伊藤（1963）は Wattのモデノレにも多くの刻f点があり，とくに式の復雑なことが生態学者による広範な使用を困難

にしているが，経験的アプロ ーチとして正しいとおもうという．

経験論的アプロ ーチの必要性を認識しながら，ソ連の Ivlev(1955）は実験によって捕食の数学的モデノレをつくる

ことを試みた．彼も Lotka-Volteraのモデノレは，食うものに無限の捕食能力（ないし土的殖率）を仮定している点が実

情に合わないと考えた．最大の嫡食量をRとし，実際のお！？食量をη 食われるものの密度を N とすれば， もっ とも

ありそうなN とγ の関係は，単分子反応式としてま日られる dr/dN＝ε（Rーのであらわされる．これをお分して

r=R(l-e-e的

がえられる．彼はプーノレのなかに種々 の官官度で餌をいれて， コイやウグイを放し，一定時間にどれだけ倶食したかを

調べたところ， 上の式から期待されるとおり の関係がしめされた．彼はこの式と上にのベた実験を出発点として，つぎ

つぎに実験の系に複雑な要因を導入しながら，自然における捕食効果の数式をつくることを試みた（伊藤 1963〕．

いままで‘のべた個体群の数量変動の研究の流れは，漁業における漁獲高の変動，内水面の増殖， 11:!:.林業における

昆虫の発生など，第1次産業の生産力の問題に対応して発展したものであるが，それらは研究者たち自身もいうよう

に，水域あるいは森林などに棲むいろいろな生物間の平衡の条件，あるいは生物経済を全面的に問題にしているので

はなく て，一定の条件のもとにおこなわれる食うものと食われるものの関係を出発点として，ある種の個体数が他の

種の個体数に依存する現象的関係をと りあげていることが特徴的である．したがって，栄養についての問題のとりあ

げ方も， Ivlev(1955〕が多種類の餌が存在するときに多食性till食者がどのような選択摂食をおこなうかということに

重点をおいた以外は，生物と生活諸条件のあいだの関係をできるだけ単純化することに大きな努力がはらわれてき

た.5]1］の言葉でいえば，モデノレを自然状態に還元したばあいに，他の生活諸条件との関連が殆んど考慮外におかれて

いるこ とが特徴的である．伊藤（1963）も指摘するように，多食性のJTll食者（あるいは寄生者〕が自然においてはた

している役割は，まだほとんど数量的に把b屋されていないというのが現状である．

( 7 ) 
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つぎに生物学における歴史的方法の重要性を主張する人々によって，栄養の特性がどのように理解されているかと

いうことを眺めてみよう．

魚類生態学の分野で弁証法的H佐物論の見地を主張する Nikolysky(1957, 1963）およびその1派は，生物と環境の

相互関係を重視すると同時に，環境決定論を厳しく批判して，自然調節は環境の一方的，決定的作用から生ずるので

はなくて，食物の獲得を契機として生物と環境のあいだに生ずる矛盾が，自然調節を生みだす原動力であるとする．

たとえば個体群が増大しはじめるとまず個体あたりの餌が滅り，生長の速度が緩慢になる．そのことは個体群の性成

熟の開始年令をおくらせることになり，このような個体軒ーから由来する補充群は相対的に滅少してくる．つまり，食

物の独得を契機に，｛悶イ本1洋の増大それ自身が｛固体群の減少をもたらすという生物と環境の矛盾が自然調節の原動力で

あると彼は説明する．そこでは種の生活および栄養の問題が基本的にZ重視されていることが特徴的である．

Oparin a 口dPratonov (1963〕は， いろいろな個体や種の環境との諸関係の矛盾を約言すれば， これらの個体や種

が環境を一方的に利用するということであるという．個体や種は環境から自分に必要な物質とエネノレギーをひきだす

が，それを5Jljの，普通は変化して反誼利用には不適当なかたちで返している．イl自体や1廷は環境から必要な物質とエネ

ノレギーをひきだしながら，環境を貧しくし自分たちの排出物によって環境を汚し，白からひきおこした破壊を回復

することはない．したがってもし彼らの活動の結果が，他の種の逆方向の回復活動によ って解消されないなら，彼ら

の生存は短期間に不可能となるだろ う． 彼らが不断に生存していく諸条件となるのは， 他のいろいろな種の逆方向

の活動であって，これらの種は，はじめの個体や程の代謝産物を利用しながら，彼らの生活資源を回復していくので

ある．このように，異なった種によって代謝産物（あるいは互に相手〉を相互に利用しあうことは，生物学的物質循環

を保障する．この物質循環はJ植物，微生物，動物の生物群集のなかでおこなわれている，と彼は説明する．つまり，

生物的代謝の過程において，生体とそれをとりまいて生体の存在を可能ならしめている環境とのあいだにおこる矛盾

が，栄養あるいは食物関係をつうじて自然の生物学的物質循環を生みだし，この矛盾の統ーは生物群集のなかで統一

されている，と彼は説明した．

Lebedev (1962〕は，Darwinの自然淘汰の理論とミチューリ γ生物学の原理を説明するにあたって，生物と生物の

関係 （とくに食物関係〉は，生物と知機的環境の関係を基盤に理解されなければならないことを強〈主張した しか

し生物と無機的環境，および生物と生!j?o［均環境の関係という 2つの側面を，生物と生活諸条件のあいだにおこる一

連の運動過程で，どのように統一的に捉えていくかということについてはふれていない．

いままでのべたことからわかるように，生物的生産あるいは生態学の研究分野では，栄養の問題は，生物の基本的

な諸性質のなかではもっともE重要視されてきた性質の lつである．それについての研究は，生物の運動についていろ

いろな理論を生みだしたばかりでなく， 生物的生産の原理にせまるいくつかの体系的理論を生みだす端緒iとなってい

る．しかし残念なことに，このように重要な性質が，どのようにして生れ，また生物が単純なものから複雑なものへ

と変化 ・発展するにしたがって，この性質が他の諸性質と関係しながら，どのように複雑化し発展してきたかという

観点からの研究はな外に少ない．このことは，生物の基本的諮性質の 1っとしての栄養の研究，あるいはそれを出発

点としておこなわれてきた生物的生産の原理に関する諸提案の妥当性を，科学的に評価することを著しく困難にして

きた．とくに，個別研究の展開において栄養の研究の地位と展望をあいまいにすることが少くなかった．この問題に

ついて，私たちは数少い研究の 1つである Oparin(1960〕の展開を，批判的に吸収することが必要であろう．

生物の生活が正常に営まれるためには，生体に一定の物質とエネノレギーが入っていくだけではなくて，生体から代

謝産物が担I'lliされて，過剰なエネノレギーが放出されなければならない．このばあい，化学的な観点からいえば，物質

代謝は多数の酸化 ・還元 ・アノレドーノレ縮合・加水分解 ・アミノ基転化・燐酸化 ・環形成など比較的単純な反応の総和

にすぎない．これらの反応は生命の特異性がなんにもなし、から，いずれも生体外で再現するこ とのできるものであ

る．それにも拘わらず，生命が物質代謝の特殊性によって無機物の運動形態と質的に区別されるのは，Oparin(1960) 

のいうように， “物質代謝を構成する無数の個別的な化学反応が，たがいに時間的にも空間的にも厳密に調整されて

いるばかりでなく，また絶えまない自己更新という統一的な秩序において調和よく組合わされているばかりでなく ，
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この秩序全体が生体系全体として絶えまない自己保存と自己再生産に法則的にむけられており，生物の存在が一定の

外部条例のも とに，この上なく完全に適応している H からである．

ところで，選択的な物質吸収および矧出についての生物の能力の研究は，従来から拡散および浸透という物理 －化

学的一般原理から出発して，いろいろな無機的模型の実験にも とづいて，機械論的に解明する試みがなされてきた．

たとえば細胞透過性の膜学説においては，細胞とそれをとりまく外部のあいだの物質の濃度勾配によっ て， 砿i放や~

断が規制されると考える．たしかに， 人工コアゼノレグェートの実験では，滴と周囲の溶液のあいだに一定のPU汝の平

衡が成立する．しかし生体は決してこのような平衡に達することはできない．外部の液にとけている物質と完全に平

衡にある細胞は，死んだ細胞である．したがって，選択的な吸収および矧出の能力の問題は，物理 ・化学的法則だけ

にしたがって運動する無機物には存在しない．それは，生物においてはじめて存在する質的に新しい運動として捉え

なければならないものである．

Oparin〔1960）は，生命をもっ系の形成への第1歩となったものは，たとえばコアゼノレグェ ートのような系のなか

での反応の発生であったと考える．そこでは，外界からの物質Aの導入の大きさは，系へのAの浸透の速度によるだけ

ではなくて，系内においてAがBに変化する大きさによっても決定される．系中の物質Aの濃度はA→Bの反応でAが

速かに消失するために，極めて小さくなりうる．それ故， このような系は外界から極めて小さい濃度で存在する物質

を吸収することができる．反対に， Aが系の内部で化学変化に参加しないときは，外界に高濃度で‘存在しても吸収は

制限されるであろう．これと同様に，物質Bの生成速度は，この物質の外界への排出の過程に決定的な役割をももっ

ている．つまり，生体の物質代謝の特徴は，生体内の物質の動きがきわめてはやく て，濃度勾配にしたがわずに，主

に反対におこなわれることであり，このばあい拡散は主たる力ではなくて，細胞（生物〉自身の代謝がこの過程に積

極的に参加lして，決定的なはたらきをおこなうのである（Oparin1960). 

生物の物質代謝において，生体自身の代謝が決定的な意義をもつことについては，単細胞生物においてもいろいろ

な刺戟によって，物質を吸収したり初出したりする能力が，根本的に変化することが観察される．その刺t械の給果，

輿脅した細胞と静止の状態にある細胞とは，物質の積極的運搬の能力がいちじるしく異なるのである．多細胞生物にお

いてはこの特殊性は，さまざまの組織や器官が物質の吸収 ・排出 ・運搬の調節に参加することによって実現される．

このような観点から， Oparin(1960）は，栄養の歴史的な発展段階をつぎのように区別した．

( i) 初歩的であるが，原始的な代謝と結びついている生体系による外界からの物質吸収．

(ii〕 積極的（エネルギー消費と結びついた〕物質運搬，これは生細胞による物質の吸収と排出との基礎となって

いる．

(iii〕 多細胞生物の細胞組織をとおっての積極的な物質運搬ー

(iv) 動物における血中への物質吸収．

( v) 高等動物における栄養の複雑な現象．

そして，この系列の第1のものは物質代謝の形成にその起源を有し，それにつづく諸段階は， 生物発展の一定の進

化的段階の研究によって，先行する機械の複iit化の結果としてはじめて理解されるものであることを，彼はつよく主

張した．

栄養の性質に関するこのような理解は，彼の生命の発生に関する歴史観と均ff:れがたく結びついたものであることは

いうまでもない． 彼は生命の出発について，まず有機物質の一様な溶液から分離した，境界をもったコロイド性の多

分子系（たとえばコアゼノレウ、ェ ート〉の進化を考える．コアセ‘ノレヴェートの生成にあたって，有機重合体の分子は空

間のある諸点に波縮され， まわりの媒質から｜何てられることによって，はじめて外界との相互関係が生れ，その意味

でまわりの全外界と対立するこ とになった．この渦中の化学反応が複雑化し やがてそれらの鎖の輸が酵素の生成に

よって定常的な反応連鎖や閉じた回路を生じて，時間的にも空間的にも相互に調控室された反覆網をもつようになり，

滴中の化学反応が表面膜の形成に参加し，系内のエネノレギーの消費と結びついた積極的な物質運搬（吸収と排／：I:＼）が

おこなわれるにいたって，無機物には存在しない生物の自己保存の能力が獲得された，と彼は説明する．端的にいえ
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ば，生命の発生は第 Hこ外界と生命系とを隔てるj換を必、要とし，その後に酸化還元反応を実現し， そのさい得られる

エネノレギーを合成過程に可動化する機作を必要と した．このとき，系のなかに共役の機織がつくられて，化学反応の

自由エネノレギーは熱のii予で逸散することなしに，エネノレギーを必要とする過程にはいり，とくにAT Pやその他の高

エネノレギー結合に変形されることによって，栄養の体系が実現されたと考えるわけで‘ある．

以上，生物の基本的性質の 1つである栄養について，日本の水産分野における研究の足跡と特徴，および栄養の特

性と理論の発展過程を眺めて，私たちはつぎのこ とを指摘することができる．

栄養の問題について第1に重要なことは，それが生物の歴史的発端，つまり系の内部に物質代謝の反応が発生する

と同時に出発した基本的な性質であるという点である．そして，この性質は代謝の完成化と細胞構造の複雑化にした

がって，質的に異なった新しい機構が要求されるごとに，他の基本的諸性質と共役関係をつくりながら，生体の機能

および形態形成の変化 ・発展と密接にむすびついて発展してきたものであることに，私たちは注目しなければならな

し、

第2に重要なことは， Oparin〔1960）がいうように生体はそれをとりまく環境と生体｜撲を介して相互にエネノレギー

を交換しあうことによって，つまり外界に物質を依存することによってはじめて，その生存が許されるということで

ある この観点から，生物は開放系として捉えなければならない，と彼は主張した．しかし忘れてならないことは

Oparin自身も指摘するように， 生体はその内部で行なわれる代謝のさまざまの化学反応が， 時間的にも空間的にも

一定の体系として統一されるように，内部環境の恒常性が保障されなければならないという点である．このことは，

生体が外界に左右されない閉鎖系の特性をもたなければならないことを意味する．生体がその代謝過程で，開放系の

特性と同時に閉鎖系の特性をもたなければならないということは，代謝過程における生物と生活諸条件のあいだの基

本的矛盾の 1っとして重視しなければならない．というのは，この矛盾は生物がその代謝様式を変化させていく過程

で， Nikolysky〔1957,1963), Lebedev (1965), Oparin and Pratonov (1963）らによって指摘されるような，栄養過

程あるいは食物関係を介する生物と生活諸条件のあいだの矛盾のいろいろな形態を生みだしていくからである．

上にのベた問題の指摘から，第3に重要な点としてつぎのことが生れてくる 栄養の木質を理解し，それを生物の

具体的生活のなかで正しく捉えるためには句たとえば生体におけるエネノレギーの吸収 ・排出とか，あるいは各栄養段

階のあいだのエネルギーの移行とい うように，物質代謝一般を物理・化学的に理解するだけでは全く不十分である．

この領域の研究においては， 栄養という性質が生物の歴史的変化・ 発展（進化の段階，あるいは種の発育諸段階な

ど〉にしたがって，他の基本的諸性質と共役関係をむすびながら，どのように質的に変化 ・発展してきたか，その過

程で生物と生活諸条件のあいだにおこる矛盾が，質的にどのように変化してきたかということを問題にしなければな

らないであろう．

とくに日木の海洋 ・漁業生物研究においては，栄養の問題は生物的生産の理論体系の一環として展開されていなか

ったことに注目しなければならない．そして，戦後ょうやくおこなわれた食性に関する論議は，Elton(1927）あるい

は Voltera(1926）以上にでるものではなかったといってよいであろう．

2 生長

(1) 日本の水産分野の研究

生長についての研究は，日本の水産分野においては魚の年令査定の研究と関連して特殊な発展をとげ，莫大な数の

研究が蓄執ーされてきた．このような特務｜性を正しく理解するための好適な材料の 1つとして，私たちは1955年に水産

庁調査研究部が主催しておこなった“年令と生長に関するシソポジウム H をとりあげることができる．このシンポジ

ウムの開催は，第2次世界大戦後の食甑危機に対応して1949年に全国的規模によるイワシ資源調査がはじまり，各水

lYF担当者による漁獲物の年令組成の推定にあたって生じた年令査定の不一致の問題が， 1つの契機であった．イワシ

の研究は臼木において古い歴史をもつものの 1つであり，そこから私たちは，生物の基本的性質の1つである生長の

問題が，日本の海洋 ・漁業生物研究の発展のなかでどのように理解されてきたかを知る手がかり が得られるであろ

う．
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日本のイ ワ、ンの年令研究は，岸上 （1905）が漁獲物の月々の平均体長から成長曲線を惟定したこ とにはじまり， そ

の後古川 (1934）が鱗による査定の可能性を指摘し中井 （1938）が鱗による年輸を仮定して，脊佐官数の分析に用

いた．その後，相JII .小西〔1940）が， 各地でえられた鱗について ridg巴の変化による輸を規定し，その第l 第

2・第3・第4輪・等の形成[I寺の計算体長が，それぞれ体長の推移から推定した発生第l年の夏 ・冬，第2年の夏・

冬における体長に相当することから，輸が1年に2図形成されると発表した．

つづいて，中井（1940）は巨済島で漁獲された襟木を観祭し 年l巨｜形成される輸が規定されるとのベP安田（1940)

は相川らの資料を含めた鱗の測定結果について，最外側の輸と鱗縁のあいだの幅（距離〉の季節的抗移を検討し，相

川らの規定した愉は第l輸をのぞいて，年1回形成されるものであるとした．また，旧内 (1942〕は，相川らの検鱗

の結果を第1輸の有無別に区別して輪半径と平均値，および計算体長を再整理し，一方に1耳1平均体長 ・体重の分布の

極大頻度を求め，一連の体長 ・体重分布の極大頻度が第1～第2輪，第2～第 3ij愉，第3～第4輸ーのあいだに相当

することから，輸紋は毎年1個づつできるとした．つまり，このころからイワシの鱗において 1年のあいだに形成さ

れる輸について， 1輸説と 2ij論説という形で論議がはじまったわけである

戦後にいたって雨宮 －田村（1948〕は， jl.'t;った査定者の読みとった輪数の一致率を考察し， 輸が比較的規定し易い

こと，日本海側には3輪魚，太平洋側には2輪魚が主体をなしていると報告した 久保 ・服部 ー川崎（1948）は東京

湾およびその附近で得られた鱗を観察して，休止手ft=(resting zoonあるいは ring）は当才魚で1～ 3個形成され， 1 

個のものが大部分（74.3%＇）であり，さらに その出現位置がほぼ一定であると報告した 安田・小倉 (1950〕は各地

から集めた鱗を観察し，東京湾の当才）：（（では 9 月 ごろ，常磐れl:iの 2 才 f~lで、は 4 月ごろに輸が形成され，輪形成期が地

域および年令によヲて異るとした

すでにふれたように， 1949年に全国的規模によるイワシ資源調査がはじまり，全国的に漁獲物の年令組成の観察が

要請されると，年令査定の不一致が問題となり，各水研担当者によって，年令査定方法の研究が行なわれはじめた．

佐藤 ・問中 ・本郷（1950）は，1936年の北海道周辺の標本による鱗を観察し，明｜僚なii翁と不明瞭な輸を規定し，明瞭

な輸は3～4イ固まで規則的にあらわれ，それらは12～4月につくられる年輪である．しかしイ ワシでは偽輪形成の

度合が高いので，査定にあたって主観的要素をさけるために，生長度の indicatorとなる体長 ・頭長指数などを準備

して，査定結果を補正する必要があるとのべている．村上 （1952）は胸鰭下の鱗が剥縦しがたいことを知って，その

鱗の輸を観察して， 年l回， 3～4月ごろ形成されるとした．辰喜 ・浅見（1952）は日向灘産マイワシについて，

大部分（75%）の輸が11～3月までにつくられると推論した．一方に，横田 （1953）は日向灘，豊後水道の標本を観

察して，輸が年2固形成されると報告した．また，このころ水研外で，田村 （1952）が，鱗縁の成長を考察し， i論形

成が冬と夏に行なわれるが， 冬輪形成個体は夏輸を，夏輪形成個体は冬ii輸を形成しない，とのべていることが注目さ

れる

いままでのべたマイワシの年令 －成長の研究の特徴は，ひとりイ ワシ研究に｜浪られた問題ではなくて，日本の海洋

・漁業生物研究のなかで，成長 ・年令の研究がとおってきた典型的なみちである このよう な事情を背景として， さ

きにのぺた “年令と成長に関するシンポジウム H が聞かれたのである．そこでは，佐藤（1955）は魚の年令研究の諸

文献を材料としてその歴史的足跡と問題点を整理し，とくに年令研究をささえている理論の根拠を問題にした．福田

(1955）は， ijf1市紋読とりの方法の理論的根拠を数理統計的な観点から問題にし，Walford,L. A. (1946）による体長

の成長法則の定差図の原理にもとづいて，戦後の日本の魚の年令研究の結果を吟味した．中井・林 （1955）は，岸上

(1905）いらいの日本のマイ ワシ年令研究の結果を reviewした．そして，不明瞭な年輪および偽輸があるので，誤差

を少くするために年令形質と結びつけられる輸の形成機構を明らかにして， “明確で普遍的な輪日の規定をつくり，

検鱗結果とその個体の年令に関係ある特性一ーたとえば系群別の体長、生理状態，成熟度などーーを総合して年令を

判定する必要がある とのべた．また，鎖国 （1955）はブリの鱗の観察から輸絞の形成機構を論じ，circuliは鱗の成長

の新芽（shoot）が成長を止めたときの marl王であると指摘し さらにマイワシの鱗について，Walford(194'6）の定

差図による吟味を加え，計算．体長 7cm で形成される愉，および夏輸の形成などを問題にした．

c 11 ) 
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いままでのべたことからもわかるように，魚の年令研究の直接的な問題点の 1つは，Graham (1929）が“基本的

困難さは，一体何が annualringを規定し，何がS巴condaryridgeを規定するかについて，個々の意見の相違に原因

があるけとのべていらい， 問題の所二在は余り変っていないといってよい．ridgeの相対的密集部分が， restingzone 

（休止帯〉 あるいは winterbandとよばれるとき，林学者が木の切株にしめされる年輪から，木の生活状態，生長

およびその生活史に関する豊かな説明が得。られると考えていると同様に，私たちも鱗にあらわれる年輪から魚の生活

の履歴について泣かな情報が得られることを期待しているのである．したがって，私たちの年令研究の生物学的根拠l

が魚のJ主体的な生活様式の特性にあることはいうまでもない．このような観点からいうと，このシンポジウムでは種

の具体的生活に根ざす生長（年令〉の基本的性質は十分に討議されなかったということができる

(2) 理論の発展と生長の特性

古くから発達したf~（の成長 － 年令の研究は莫大な数にのぼる それらのすべてについて目をとおすことは容易でな

いが，しかし鱗による年令の研究については，1566～1903年までの鱗の研究をかなりくわしく要約した Thomson,S. 

(1904），年令査定方法の広範な知識を与え文献の分類をしている Dahl(1909），鱗の形態学および年令査定について

かなりの量の文献を review した Taylor,H. F. (1916), 魚の生活史に関係した鱗の研究の大部分を広範な角度か

ら分析したCreaser,C. W. (1926），鱗によ るgrowth-calculationの文献を review している Monastuirsky,G. N. 

(1926), 1899～1928年までに報告された82編の年令査定の研究を reviewした Graham(1929），組織学および生理学

的観点から鱗および ridgeの形成を論じた Neave(1940）らの報告によって，私たちは魚の年令研究の発展過程と問

題の所在を知ることができるであろう．また，耳石および耳石以外の骨質部からの年令研究については，耳石を組織

学的に観察した Immerman(1908），刊による年令査定の文献の詳細な分析をした Chugunov,N. J. (1926), H巴incke

〔1904）いらいの耳石以外の’同によ る魚の年令査定の研究を review した Menon,M. D. (1950）らの研究から，私た

ちは多くのことを学ぶこ とができる．

鱗をつうじて魚の生活史を探ろう とする試みが文献にあらわれたのは， 17世紀にさかのぼる．このことについて，

Creaser (1926）は魚の鱗の研究の発展過程の概観のなかで， Leeuvenhoek (1685）がウナギに鱗のあることを立証

し，その論文のなかで“ある種の鱗では年輪が記載されている”と報じている．また， Lea(1920）は18世紀まで遡っ

て， 1759年にスエーデン人 Hederstromによって，“煮た魚の脊推骨を調べる手数をした人は誰でも， その上にいく

つかの ringを観察するであろう．そうして，そこにある ringの数がその魚の年令であろう日と表現されていること

を知らしてくれる．しかしこれらの暗示はその後ながし、あいだ放置されていた．

19世紀にいたって，1860～1870年に， Sars,G. 0.が Lofortenのタラの調査で，はじめて当才魚の生長を追究し，

沿岸にあらわれる税i；仔の個 の々いくつかを測定すことによって夏分の成長を記述し， 翌年は隣接する数年の生長をこ

の方法で追究することによって年令と生長の概念が得られると考えた（Dahl1909). 

顕著な進歩は1892年にデソマーグの生物学者 Petersen,C. G. J.〔1892）によって得られた．彼はある穫の個々の大

量の数を測定し， 待られた試料を異った size-unitにしたがって図に並べると， 1つあるいはいくつかの群が， ある

sizeのまわりに数多く集るこ とを発見した． このような杭ーは年級を代表するものである， と彼は考えた （Petersen

1895). 

やがて間もなく，魚の生活史について開拓的論文を出した Ho出 auer(1899）があらわれる．彼は池および水崎で

飼育した1～3年のコイの鱗を画き記述した．鱗は表面上に数本の“concentric"striationをもっている．それらは

夏の早期につくられるものは広い間隔をもち，夏が進むにしたがって間隔は密になる．彼は concentriclineの形成は

成長の遅速を反映するので，魚の年令を読むことができるとした．これと前後して， 1899年に Reibisch,J. (Graham 

1929による〉が， バノレチックi悔のカレイで， 個体の卵数がいくつかの明瞭なグノレープに整理されることを発見し，

これらのグループは年令群を暗示すると考えた．ついて、，1l支の関心は王｜：石にうつり，これらの区別されたグループに

対応する ringの数を認めた．

この報告に刺戟されて，まもなく幾人かの研究者が， scalemethodおよび otolithmethodを試みることになった．
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たとえば， Walter(Graham 1929）のコイの鱗の観察，Jenkin(Cunningham 1905）のニシンの耳石，Thomson,S. 

(1904）のタラの鱗， Cunningham (1905）によるカレイ ータラ ・whitingの耳石 ー鱗 ・骨の観察などがあ げられ

る．また，当時の日本では岸上 （1905）が自然、採集したイワシの体長および体重を測定して生長と年令を追究してい

る．

その後，魚、の年令研究が水産研究に急速に拡大する契機をつくった Hjortの業績があらわれる． Hjort (1914）は

1910～1914年にわたって， Lea,E.や Sund,0.の助力をえて， ノーノレウェーの ニシンについて魚獲物の年令構成

の年々の変化をしらベ，豊漁の年には特定の卓越年級群が漁獲の主体となり，しかもその年級右手は数ヶ年にわたってヲ｜

きつづき卓越してあらわれることを切らかにした．これ以前には，一般に漁獲のいちじるしい年変動は，もっぱら環

境の変化が魚群の回遊経路や集合 ・分散の状態を変化させるためで、ある と解釈されていた （Russell 1942〕 しかし，

Hjortによって魚群それ自身の年令構成がたしかめられ，発生年級の多寡が stockの大きさを規定していることが明

らかにされ，また“漁師の漁獲物が，魚の実在の populationを相対的に代表する”（Hjort 1938）ことがたしかめ

られたわけで、ある．このことから，個体群の年令組成の考察が水産の資源研究において重要な役割をはたすこ とにな

り， 鱗 ・耳石 ・その他の骨質部を利用する魚、の年令の研究は，水産研究において特殊な発達をとげることになった．

ところで，魚の年令研究をささえている理論の根拠はどのようなものであろうか．まず，直接的な素材の lつであ

る鱗について魚の生活の記録を求めるばあい，私たちが問題にするのは鱗の表層につくられる ridgeである．そして，

scale methodは ridgeの相対的粗密が鱗の彫刻の様相の特性を意味するだけではなく， また生長率の変化をしめす

という発想から出発している．ridge は古くからいろいろな名がつけられているが， Creaser (1926〕によると，

Borellop (1565）がはじめてラテγ諮の教科書に “linesorbict山口hus”と記したという． 今位紀にはいってから，

Cockerell (1911）が “circulus”（普通は複数形の circuliで用いられる〉をはじめて使用し， Esdile,M. (1912）は

’annulus，，を ＂circulus”と同義にはじめて使用した 後者はその後 Taylor(1916）その他の研究者によって年輸の

意味に用いられるようになったが， ridgeの意味に用いるには強い反対がある．英国で多く用いられる “screliteけは

Wing (1915）がはじめて使用したものであるが，これは鱗が生長するさいに既成のものの下にさらに大き くscalelite

〔薄片〉が添加され， この若手片の縁の上に折れ曲ったものが ridgeであるという仮説にもとづく ものである． しか

し， 仮説の間違いと共に screliteの名称も反対をうけている． このほかに，striae, fibrillae, concer山 ic rings, 

growth ringなどいろいろな名称がある．

すでにふれたように ridgeは最初は鱗を形成する薄片である という説があげられ，Agassiz,L. (1834）により支持

されたが，Mandie(1840), Pet巴rs(1841), Williamson (1851）および Salkey(1868）らによ って，それは薄片の縁で

もなく，生長線でもないことが実証された（Creaser1926）.その後， ridgeはある特定細胞の直接の分泌物として考

えられ， Klaetsch(1890）と Ussow (1897）は ridgeの造成者として特殊な細胞を仮定し， Paget(1920）とPevsner

(1926）は，ridgeはそれに接して存在する細胞の列によって分泌されると考えた（Neave1940). 

すなわち，近年まで ridgeは一般にはある細胞の直接の分泌物として考えられてきたのであるが，この方面で有力

な仕事をした Neave(1940）は，1936年には overlyingcellのあるものが， osteoclastsとして働き， ridgeは前方へ

の buildingupによってつくられるばかりでなく，後方に凹むことによってもつくられる可能性を暗示した. 1940年

に，彼は再び goldfishを材料として ridgeの形成を細胞学的に考察し，上記の特殊細胞の osteolyticactivityが鱗

の彫刻の生産に重要であるとし、う見解をすてた．彼は従来の発想は， ridge間にある細胞の形と配列にたいする誤っ

た理解にもとづくもので，ridgeは特殊な細胞の産物ではなく ，鱗の骨質居をつくる一般細胞の生産物である とし

た そして， ridgeの形成は多分，本来鱗の縁辺の伸長に利用される以上に過剰の intercellularfluidの造鱗物質が，

部分的に堆積することによってつくられると考えた．彼は“よく知られているように，多くの筏類の再生鱗はつねに

ridgeを欠く広い中心をしめす．｛也の言葉でいえば，大きな scalepocketの中で制約されていない，そしてその縁辺

で沢山の osteoblastの噌強をうけている若い鱗は， j亭さより もむしろ広さの附加にたいしてすべての availablesupplies 

を利用できる”と指摘し縁辺生長が衰えたときに ridgeがつくられるという．
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Wallin, 0. (1957〕は鱗の生長に障害となる真皮，まだ不活性の鱗形成細胞，およびその他の組成が，それらと鱗の

あいだに pressureを生じ，その結果そこに細胞の堆積が生じて ridgeを形成すると考えた.111回 （1965）はこの考

えを支持し， 魚が速かに生長するときこの “pressure＂は 減少して ridge間隔は広くな り，また魚体の成長が遅くな

れば事情はこれと逆になる したがって， ridge間隔の噌滅は水温とか餌料とかの単一の要因に帰せられるべきでは

なくて，それらの環境要因と魚自身の生理的条件の総合によって魚体の生長率が変化するとき，その生長の遅速が鱗

相に反映されると考えられる，とのべている

ところで， ridgeの紅i密の間隔の変化に影響する要因の観察と5経験は，厳密｛な語、！床で、は報告はいたって少ない．た

とえば，Lea(1911）は鱗から推定されるニシンの体長の増加率は，春の水温上昇時に高く，水温が maximumに速

すると低下することを報じている.Fraser, C. Mc. (1917）は Georgia海峡で周年採集した spring salmon (0. 

Tschawytscha）について， 1月～3月までにとれた魚、の鱗にはすべて成長のチェックがあることを認め，各輸の形成

の時期は最低水温の後からそろそろはじまると考えた

Arwidsson (1910〕は Kattegateに流れる Legan河で大量の parr(Salmo叫 ZarL.）を観察して，鱗に 2ndsummer 

zoneがつくられるのは季節や年令によるのではなくて，一定の体長がくるとつくられるとい う．Schneider (1910〕

は偽輸がすべての鱗に出る こ とを問題とし， ニシンの！~Iに現われる annual natur巴は未だ証明されていないという．

彼は primaryring形成の一般的理由として，産卵前の断食J切を考えた そして，Guinea湾産の Clupea（αlosus) 

dorsalisを調べて， そこには冬のないところであるが冬輸が認められ，他の熱干p,：魚も またそれをしめしているこ とを

明らかにした.Mohr, E. (1921）は Humbrung博物館の熱’＇fl#魚の鱗をしらベ， マレイ gifの Roshoravulgan:sで最

初の 3年群を区.VIJし， この地方で、は気温は周年同じであるとして，Schniderと同じ見解をとっている．

Graham (1929）は Fulton(1904), Cutler, D. H. (1918), Dannevig (1925), Thompson, H. (1926）らのタソク

飼育による実験の結果を比較考察して，温度および食餌と魚の成長率， ridgeの幅， ridgeの数との関係を総括し，

つぎのようにのべている．つまり低水君主は食欲の低下をおこすから食物関係の問題が錯雑してくること，また環境状

態にたいする反応をうち消す回有のリズムが存在する可能性がある，という．

また，一方においてfalseringあるいは secondaryringのチェッ クについては， Lea,E. (1919), Lea, R. (1920), 

Creaser (1926), Blakburn (1949), Walford (1946〕らの周到な業績がある．

いままでのべたこ とから明らかなように，年令査定の手がかりとなる鱗の ridgeは，直接的には鱗の生長線でもな

ければ，また生長休止帯でもなかった． しかし ridgeの形成は魚の生長と密接に関連するから， その意味では魚の

生活の歴史の1部を反映するものである．かくして，ridgeの粗密の変化による年令査定の生物学的根拠は， 種の具

体的生活の過程における生長の変化にそれを求めなければならないであろ う．

水産分野における生長（あるいは年令〉の研究は，今まで、のべたように populationの椛造解析のために必要な年

令査定という特殊な目的のために， 特殊な方向に向って発展した． しかし， このように片寄った一面をもっていた

にもかかわらず， そこでは多くの知識が集積されてきた． たとえば，l司一種内のいろいろな populationの生長型

(Hjort 1939，相Jll1942), 生長にたいする群集効果（ニシソについて羽Tailes,G.H. 1939，コッ ドーについてPoulsen,

E. M. 1939, プレースについて Jensen,A. J.C. 1939), 生長にたいする空間効果と餌料効果（カ レイにつ いて

BUckmann, A. 1939, Jensen, A. J.C. 1939），その他生長の地理的相違， 性的llil］約などが報告されている．

これらの研究の蓄積を背景に，近年において魚類生産の観点から日木の水産分野の研究者が，生物の基木的性質の

lつである生長の問題をどのように捉えているかを知るために， 私たちは1969年水産学会秩卒大会で、行なわれた“魚

類の生長”に関するシソポジウムの例をとりあげることができる．それは企画の趣旨にものべられている ように “魚

類生産の中で，個体の生長は最も重要なー要素である 従来生長については，資源学，増養殖学，生態学など、のそれぞ

れの分野において数多く研究されてきたが，魚類生産研究という立場から総合的に検討することが少なかったよ うに

思う．このことを討議するのが木シンポジウ ムの主たるテーマであるH という目的をもつものであった．

このγγポジウムで，三谷は従来の諸研究者による52種の資料を整理して， IlE目グループにまとめ，グループ聞に
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みられる生長の型ないし特徴を検討した．そして， 1ltil：の方が維よりも生長がよいことを明らかにしその生理生態

的機構、と くに食性との関係や，その資源学的怠裁を明らかにすることの必要性を指摘した また，白石はワカサギ

を中心に淡水魚の生長変異を問題と しその生長は密度によってf/jlj約され，律J皮は気象条例＝によ って11l!J約されるとし

た 千葉はコイを対象に養魚池における環境と魚類の生長を論じ流水養艇では魚の餌付および生長に大きい影響を

与える要因は水犯と溶存酸素であることを報じた．石渡は魚類の生長に影響する最も重要な要因は撰餌盆であるとい

う考え方にたって，f冥餌量に与える内的 ・外的要因，維持摂餌量，餌料の転換効率に関する内外の研究を紹介した．

上にのべた諸報告は．生長と無機的有機的環境との関係を捉えるにあたって，環境が生長に与える規定的役割を

出発点としその創造的役割を姶象している点に特徴がある．この点について，林は生物'WF築論の観点から餌料環境

・餌料選択の問題をとりあげ，餌生物環境と水面生産力は一義的に対応するとはかぎらないとし魚の生長と飼料環

境の関係の分析にあたってそれが考庖、されなければならないことを指摘した．また，三浦は生長は同化と異化の差と

して評価することができるという観点にたち，従来の報告は個体関係，種間関係，社会構造がどのように俣餌量を動

かしそれが直援的な作用機構として生長に影響するとし、う仮説にもとづいた報告が大部分で，摂食量以外の要素と

の関連のあり方については殆んどわかっていないという．つまり，個体関係，種間関係，社会構造の生長に及ぼす影

響については，摂食を必t介にしたもののみ多く研究成果が出されており，生体にとりこまれた食物が体形成物質とな

る過程，また体形成物質の消費の過程をは介とする影響のあり方が今後の1jff究分野として必要であると主張した．

一方に花村はサケ・マスの生長について，種別に淡水および海洋生活期における生長と発育を論じ，生長の側面だ

けを他の諸条件ときりはなして考察することは不十分であり，生長とは矛盾する関係にある発育とか成熟など，生活

の他の側面と統ーして促えることの必要性を指摘した．また，河合は従来から多く使われてきたもの，および最近新

たにしめされたいくつかの生長式，たとえば Robertson(1908), Gompertz (1825〕， Bertalanffy(1938), Parker and 

Larkin (1959）および Paloheimoand Dickie (1965）らの生長式の生物学的根拠を論じた．そして前2者は細胞の

生長が生物全体の重量あるいは体積の生長につながるという発想を出発点と し，Robertson以後のものは有機体系と

して周囲の環境から得る物質の同化と異化の関係を発想の根拠におく点で、区別されるとした． そして． 生長式が

populationの構造解析に導入された過程，および生長式の効果と限界を論じ，資源解析における生長式の役割に言及

した彼は従来の研究は，資源の数理的解析のなかへ，直接に生長式を導入する方向に焦点があったが， 今後はむし

ろ生長の変化をつうじて，他の要素とともに資源変動の解析をおこなってし、く立場が重要であると指摘した．

いままでのべたことからわかるように，水産研究の分野では，生長の研究は個体1洋の数量変動の研究に対応して，

lつの方向は鱗，耳石，その他の骨質部に反映する生長の変化を狼拠とする年令研究として特殊な発達をとげた．他

の1つの方向は成長を数学的に記述しようとする多くの試みがなされていることが特徴的である．しかし前者にお

いては，年令の鑑別と いう特殊な目的の放もあって，~の具体的な生活の過程における生長とその他の基本的諸性質

との関係が，殆んど考察されていないことが特徴的である．また後者については，いろいろな方程式に生物学的な意

味のある定数を与えること，すなわちそれらの定数を，生長をはじめさせ，継続し終らせる特定の生理 －生態的し

くみによるものとして，生物の具体的生活をつうじて説明することが十分におこなわれていなかったことが指摘され

なければならない 端的にいえば，生長の問題が生物の生活や生物的生産の総体的見地からとりあげられることが少

なかったといえるであろう．

かくして，私たちは生長についていろいろな視点から捉えられてきた多くの知識 ・提案の客観性を保証し生物的

生産の一連の運動過程における生長の役割を明らかにしてし、く仕事が， 今後の課題として残されていることに気がつ

くであろう．そのような見地から，つぎに生物の基木的性質の 1つである生長の能力一一生物の生活の過程におい

て，外界の物質を用いて不可逆的にその量を婚す能力一ーが，どのようにして生れ，また変化・発展してきたかとい

う問題を眺めてみよう．

すで7こ前章でふれたように，生命の出発は，肢によって隔離されたコロイド性多分子系のなかで，単純な物質代謝

の化学反応が生じたことからはじまった．その後に，相互に調整された諸反応の連鎖や回路が不断にくりかえされる

( 15 ) 
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ことによって，系のなかには共役的な物質代謝の lつの網がつくられ，化学反応の自 l主lエネノレギーは，系内のエネノレ

ギーを必要とする過程にはいる ようになった．その結果，系の合成生産物の生成は安定化され，系のなかでの物質交

換の流れが不断であるにも拘わらず，量的にi科大する系の組成と構造が恒常的になりうる可能性が生れた．

この間の経過を Oparin(1960）は “生物の基本的な性質の第2のもの一一生長の能力，すなわちその生活の過程に

おいて外界の物質を用いて不可逆的にその盆を増す能力一ーは，最初の形としては，生物が開放系であるこ とから直

接に生じてくる それは外界から系中へ絶えず流入する物質Aが，一定量のエネノレギーを遊離して物質Bに変化し，

Bは外界に拡散するということによっておこなわれたで、あろ う．このような物質代謝の諸反応の相互調整において，

合成が分解に勝る方向にむけられている系において，系の量の増大がおこり，原初J的な生長の能力が生れたH と説明

する．彼の説明は， “生物は開放系として捉えなければならな1,，＇’とす る彼の主張と結びついているものであるが，

この点については先に論議したように，生物と ~lo生物はエネノレギーの交換過程において，相互に開放的であると岡崎

に閉鎖的でなければならないとい う事実に立脚することによって，より一層客観的に生長の本質に迫ることができる

であろう．

つぎに， 生長についてと くに注目しなければならない問題は，物質代謝の質的変化と不｜析にむすびついて生れた生

長は，系の体積と表面とのあいだの恒常的関係を破壊したという 点である．たとえば，球形のものが半径 1cmから

lOcmに生長したばあい，イ本mは 1,000倍になるが表面積の増加は 100倍にとどまる．つまり代謝の複雑化にともな

う共役機構の鉱大にあたって，さけることのできない体積の増加は， 系が直接に外界と相互作用をする系の表面積と

体積との比を乱すことになった．

ところで，食物や老廃物の出入は生物体の表面をとおしておこなわれるものであり，生長に伴なう体積と表面積の

不均衡は，生体の代謝におけるエネノレギーの出入のパランスを破壊することになった．この困難を克服するために

は， 系の表面の膜が凹んで小j泡体の形成がおこらなければならなかった.Oparin (1960）の言葉を引用すれば“失な

われた平衡は，生長と直接にむすびついた系が，分裂することによらなければとり戻すことができなかった日のであ

る たとえば，彼の指摘するよう に，若干の細胞内分化をもっ現在の生物において， 生物の細胞がいろいろな原因か

ら分裂しないなら，その細胞において生化学反応の最初の秩序の漸進的な破壊（いわゆる老化〕がおこる．これにも

とづいて，代謝の代償失調がおこり，分解の過程（とくに蛋白質の加水分解過程）が決定的に合成過程を上回るよう

になる．こうして，生命の発展はその第1歩から “どの生物でも個別的に存在するためには，生成し分裂したか，あ

るいは老化し死んだか， 2つの道だけが可能であった＂ (Oparin 1960). 

このように生体系の生長が分裂，すなわち原初的な発生と密接に結びついたという事情は，生長の過程の質的複雑

化にたいして，重要な意義をもつことになった．つまり，生体の生長の過程でおこる物質代謝の小さな変動が，質的

な転換，すなわち物質代謝の網全体の個々の絡部分のいち じるしい改編をおこし，最初の細胞にはなかった新しし、

生理的， あるいは形態形成的過程をつく りだしていったからである．個体発生の一連の過程でいえば，Lysenko

(1953）が “生長と発育はつねに統一されているが，別の側面として区別することができる．種子植物の発育とは，

細胞の内容の必然！的な質的変化の連鎖である またそれは，種子にはじまり，種子に終るまでのあいだにおこなう形

態形成の過程を意味する．個体が形成される過程には， 大きな生理的，形態的変化をおこなう段階がある．ふつう前

の段階を完了 しないと， つぎの段階へは進みえない．同じ個体でも発育段階の相違にしたがって， 異る環境条件を必

要とする”と比磁的にのべたように，生物の発育の過程で，生長と発育は物質代謝の質的転換を根拠として，統一さ

れているものである．このことから明らかなように，高等生物の生長をはじめから終り まで，単純な物理的， あるい

は化学的過程として，何か lつの式あるいは曲線であらわそうとする試みからは，生長の本質や生物的生産における

生長の本質的役割は捉えられないであろう ．そして水産分野における生長の研究は，すでにのべたような特殊条件に

あったために，生物の基本的諸住t質の lつとして，客観的な歴史観にしたがってそれを捉えるという姿勢に欠けてい

たことが特徴的である．

( 16 ) 
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3 増殖

(1) 日本の水産分野の研究

水産においては生産手段の発展にしたがって， 漁業生物の繁殖保護が問題となり 。漁期（繁殖期），漁場（繁殖

場〉，漁具漁法などの制限， 禁止などが， 古くから経験的におこなわれてきた． とくに， 沿岸漁業における漁場の

総有形態が封建的生産関係のもとに行使され，つねに過剰労働による滋獲の危機にさらされてきた日木においては，

資源を保護しその繁殖を助長するという命題のもとに，漁場基盤の整備（磯掃除，投石，魚礁など〉，人工併化放流，

人工採苗など繁殖保護の技術対策が，古くから発達してきた．

これらの一連の，いわゆる増殖をはかるという仕事の生物学的根拠は，久保（1957）が指摘するよう に，資源を保

護しその繁殖を助成して，最大限の繁舶をはかるこ とが繁殖保i置であるとし、う発想につながっていた．その典型的姿

を，私たちは浅海における海藻，貝類のi将碓I研究やサケ ・マス人工純化の歴史にみることができる．それはさらに肱

大されて，ニ シン（1928） ・ タラパガニ（1934～’42 ） の人工q11~化放流となって現われた．また，近年において沿岸漁

業構造改普を背景に，種苗生産技術の発達を契機と して， Pノレマエビ アワビ ホタテカJイ ・タイ などの種苗育成，

放流などが，いわゆる栽培漁業の主要課題と して推進されはじめたことは周知のとおり である．

一方において噌殖の研究は，漁船漁業関係の魚類については，種個体群の数量変動との関連でそれが展開されてき

た たとえば相川（1949〕は H生物の集団としての群集体は，増殖と生長とで噌加し，自然死亡と漁獲とで減少す

る．漁獲以外の変動要因を生物学的変動要因といい，漁獲を人為的変動要因と よぶ”として，増殖量と添加量，土留重

盆および自然減少量の解析的変動理論を展開した そして， 増殖量と添加量の考察にあたって産卵量の問題をとり あ

げ，総産卵量が原理的に群集体の噌殖盆であるとして，，；＆卵群集の性比. i洋成長名度，卵巣内卵数などに関する従来の

研究を，体系的に考察した．また久保 －吉原〔1957）は“再生産力， reproductionの存在は生物資源特有のことであ

る．資源の減耗に対する復元力あるいは再生力である．これは各資源、生物の生殖力あるいは繁殖力に依存する．繁殖

力の椛成には少くとも重要な 2要素があげられる (1）は産卵量，(2）は Svardson (1949）のいう環境に対する卵の内

的な強さである．産卵量の多寡は生殖力の旺盛皮を示し，卵の内包的な強さは自然淘汰に声、jする抵抗力となり，繁殖

力の増大をきたすH と考えた．そして，卵の内包的な強さの惟定は現在では不可能であるが， 産卵量＝E の推定は

可能て‘ある． 産出された卵および卿化した幼紙魚は減耗をうけるから， そのまま再生産力に転換することはない．

鮮化率をゆ，稚魚の生残率をψとすれば実質的な再生産力， R=Eゆψであり，この Rを補充資源量あるいは添加量，

または予備資源量と規定した そして，このような再生産力を分析するために，生殖腺熟度，群成熟度，苧卵数，苧

卵数の制約要因（主として，生長に影響する諸国子〉，産卵数および産卵回数に関する従来の研究を体系的に整理し，

苧卵数および産卵量の推定法を分析した．

かくして， 日本の水産分野の増殖の研究は大きな諮1買をもっていること，またそれらのすぐれた研究が，繁殖過程

にあらわれる産卵量をとおして，個体群の数量変動の理論体系にむすびつけられてきたことは，1つの特徴といえる

であろう しかし従来から日木の水産分野で、理解されてきたいわゆる指摘に関する研究を今後さらに発展させてい

くためには．生物の基木的性質の 1つとしてのj羽殖の特性と，それに関する理論の発展過程を吟味してみることが必

要であろう．

(2) 理論の発展と増殖の特性

漁業生物の研究分野において，いわゆる地殖の理論が生物的生産の理論体系として展開された lつの源流と して，

私たちは H資源をささえる ものは renewalと growthである” と指摘した Hjort(1938〕の主張と研究に注目しなけ

ればならない 彼は1910～1914年にわたって， Lea,E.や Sund,0.などの助力をえて， ノーノレウェ ーのニ シソにつ

いて長年にわたって漁獲物の年令構成の年々の変化をしらべ，豊漁の年には特定の卓越年級群が漁獲の主体となり，

その年級の魚群は数ヶ年にわたってひきつづき卓越した年級として現われることを明らかにした（Hjort1914〕．

これ以前には，一般に漁獲のいちじるしい年変動は，もつばら環境の変化が魚群の回遊経路や集合・分散の状態を

変化させるためであると解釈されていたが（Russell 1942), Hjortによって魚群それ自身の年令構成がたしかめら

( 17 ) 
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れ，発生年級の多寡が stockの大きさを規定していることが明らかにされたわけである．彼の研究でもっとも注目さ

れるのは“漁師の漁、獲物が魚、の実在の populationを相対的に代表する” （Hjort1938）ことがたしかめられたことで

ある． Hjortの輝しい研究いらい， 各国において重要な産業種について年令組成および体長組成の観察がおこなわ

れはじめ，漁業生物学は急速に発展することになった．たとえば，日木では1910年から北潟道水試によってニシンの

年令別漁獲量の調査がはじまり，北海のハドック（Raitt,D. S. 1936）およびタラ（Graham,M. 1935). カナダのオ

ヒョウ〔Thompson,W. F. 1929），アメリカのサパ（Sette,0. E. 1934）などにその典型的な例がみられる．

ところで stockの変動を予測するためには，年級変動の現象をしめすだけではなくて，そのような現象を生みだす

プロセスを説明しなければならない．Hjort ( 1914）はまず，このような卓越年級1~fはまだ若い稚魚、j切にうける影響

によって決定されると発表した．そして， ノーノレウェーのタラの年級変動の観察から H実際に産卵された卵の数は，

それ自体の年級前ーの強さを決定する要因ではあり得ない日（Hjort1926）とした．そして， (1）餌としての植物プラン

クトンと copepodaの卵や幼生などの出現と稚魚の純化が一致するかどうか，（2）稚魚生育の海域における海流の｜問題

〔たとえば漂流など〉，の 2つを問題としてあげた．彼はノーノレウェーのニシンとタラの年級群の質的な差や，卵子化時

間の異種間の差，また同種聞において環境によって生ずる差， 餌の出現時期や型の差， またそれらが時間とともに変

ることなどから，各海域ごとに生じた現象系列を正しく配列することによって，一般的な法則を見出すことは不可能

でないと断言した．

Sette, 0. E. and Ahlstrom, E. H. (1948）は太平洋のサパについて卵 ・稚仔の生態を詳細に研究した結果，死亡

率のもっとも大きかったのは yolksacの吸収直後よりもかなり後の stageであることを見出し，従来の criticalstage 

の説に批判的見解をだした．つまり卵稚仔期の各 stageにおける生残率は， substantialであると主張している．

Rollefsen, G. (1932), Hein, W. (1911), Bonn巴t(1939）らは，コッ ド卵やマス卵の実験において，ショ ックにたい

する死亡率は原口閉鎖と妊の%被覆刻までのあいだは減少し発生初期と鮮化期に高くなるこ とを一様に観察してい

る．

中井 ・他（1955）は，マイワシおよびカタクチイワ シの発育初期の生残りを観察し， yolksacの吸収直後でマイワ

シ（体長約 5.3mm）が 5%，カタタチ〔体長約 5mm）で 1% と歩留がもっとも悪いことをしめした．

一方において，年級群の多寡と気象および海象要因との関係をとりあげた研究は数多くある．もっとも古くは Jo-

hansen, A. C. (1908）が，カレイについて年級群の存在を推定して， 卵の発生時の低械が卵自体を加議，死滅させ，

また極端な低水温は卵の発育初期に有害で発育を停止させると指摘した．

Rollefsen, G.〔1930）は Lofotenのコッド‘の採集J'JiJにきわめて崎型の多いことから，実験と自然観察をおこない，

きわめて静かな振動でも附型になりやすく，また発生初期に時化があると著しい死卵が海底に見出されることから，

風の頻度 （このばあいは南西風〉と年級変動を比較したところ逆相関を見出し‘ている．

Harvey, W. H.(1950）はプリマス海域での長年のプランク トン稚魚観察から，冬の虫歯：酸:l;f);の溶度が高いときは次の

夏に稚魚、の多量の生存をもたらし 冬に燐酸塩が少いときの次の夏は稚魚の少い生存をもたらすことをしめした さ

らに彼は， 燐酸塩と植物プランクトン（それは餌として二次的な意味をもっ〉との平衡関係を指摘して，栄養生成～

稚魚、生産，さらにその間の食物連鎖の問題の 3段階において生産性の年変動を考えるべきであるとした．

稚魚の死亡については，第2次世界大戦後になって，Dannevig,A. and Dannevig, G. (1950〕， および Dannevig,A. 

and Hansen, S. (1952）らの興味ある報告がある 彼らは長年の飼育実験の結果から水中ガスが高いときは，鯨もしく

は腸内にガス泡を形成してそれが膨11長あるいは破裂して， このために多量の稚魚が死亡することがあることを認め

た．それがとくに著しいのはニシンであり， コッ ドについてもこのことは致命的であるようで，プレイスはこのよう

なばあいは腸からヵースをだして害がないといわれている.Henley, E. (1952〕はこの問題をさらにくわしく研究して，

水中のガスのなかでも敵素の重要性をとくに指摘した．そして勝化した稚魚は自然のばあいでも酸素の多いところに

接すれば，とくに無管鯨魚類ではその死亡率に著しい影響があるだろうと結論している．

つぎに，卵，稚仔は潮流，海流， 室長面の吹送流などで輸送されるという観点から， 集合および生残りの問題につい

c 18 ) 
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て多くの研究がおこなわれてきた．北欧では早くから Petersen,C. G. J.〔1903）によって，プレースの卵・稚仔魚、が

パノレト海からカッテカットへ遼ばれることが観察されているが， さらに Otterstrm,A. (1906）は底層の流れによ っ

て，それがバノレト海からパノレチック海に運ばれることが見いだされた．また，この海域については Kramp,P. K. 

(1924), Kandler, R. (1950）らによって， コッド卵の南部パノレトに多いときは高塩分をしめす年であることを確認し

その理由は輸送によるとし、う説と，塩分濃度の産卵刺戟説の2つにわかれている．さらに Jensen,A. J.C. (1952) 

はアカガレイについて，このi海域の出現頻度の年変動と西風の頻度との関係，および底層塩分との関係があることを

j佐諭している．

Walford, L.A. (1938）はアメリカのハドックについて， mt卵場調査を目的とした研究から driftが年級群の変化に

与える影響の重要性を指摘し， 1932年級の弱勢は GeorgesBankから税魚、の driftによって生じたものであり，

1931年級の卓越は GeorgesBank の海流の circ u lat ion が稚）；~＼を維持したと指摘している．

Sette, 0. E. (1943〕は太平洋のサパで広範囲にわたる稚魚調査の結果，その時期的変化と体長モー ドから追跡して

えられた稚魚、抑の分布と移動について，風向，風力の5月の出現頻度が重要であることを見いだし，とくに1932年が

弱勢であったことは，この年に西南西の風が強く（他の年は北ないし北西風〉， 稚魚群が一時南方海域に運ばれ，さ

らに餌の欠乏にあったためであると結論している．彼は Walfordの例とあわせて，海洋の circula ti onが年級群の強

弱の決定に影響することを強調し，死亡率決定の方法論がさらに発展すれば，このような実験観察とあわせて，漁業

科学の発展が期待できると主張している．

Graham, M. and Carruthes, J. N. C. (1925）は／ーノレウェ ー近海の codlingに関する driftの問題をとりあげて，

稚仔魚の driftが表層流でかなりはげしいことをしめし，風向，風力の問題を重視している．

なお年級変動の原因について，とくに大発生と気象のあいだの現象関係をとりあげた研究は多数にのぼる．たとえ

ば倉上・川名（1936）および川名（1949〕は，年 の々太陽黒点の増減とニシンの発生年級群の噌減を比較対照して，

太陽黒点数の極大・極小期に年級鮮の発生が小さいことをしめした．太陽指数 solarindexの極大と極小は太陽エネ

ルギーが小さく，その中間はエネノレギーがj蛍加する． したがって， 黒点と年級1ilの多寡の関係は，太陽エ不ノレギーの

変化が気圧配置→雨量→栄養塩→餌→稚仔魚の関係を変化させることによって生じたものであると説明する この関

係は1907～1949年のあいだでは前半期はかなりよく一致し，後半期は一致しない. Jll名 (1949）はこれについて，発

生の好適条件が全道におよんだときと，局地的にのみ及んだときの差であろうという．

かくして，初期減耗の研究は飯塚（1955〕によってくわしく報告されているように餌との遭遇，物理的要因，生理

的影響など，年級1nの変動にたいして環境要因がどのように影響を与えるかという観点から，莫大な研究がおこなわ

れてきた このことからわかるように，増殖および自己再生産の問題を生物の基本的性質の 1っとして，他の基本的

諮性質との総体的関連でそれを捉えることがきわめて少なかった．大部分の研究は，それを直接的に数の増減の問題

とむすびつけて，要因論の観点から年級群の変動におよぼす環境の規定的役割としてそれを求めてきたことが特徴的

である．

増殖の問題について，いままでのべた研究の方向が，どのような問題点を内包しているかということを眺めるため

に，生物の基本的諮性質としての噌殖の特性を考察してみよう．

前主主で論議したように，どの生物でも個別的に存在するためには，最初はただ 2つの道だけが可能であった．つま

り，系は生長し分裂したか，あるいは老化し死んだかである．しかし生物はその後の発展において，これらの生残

る可能性をある程度拡大したーその第 1は，単細胞生物のある進化の段階で胞子や袈子を形成する能力を生じたこと

である．このばあい，細胞はかくれた生命の状態，いわば仮死に移行し，不適当な外部条件，たとえば極端な高温や

低｛札湿度の低下などにたいして生命を保持することがで、きた．このような生きる可能性をさらに楢1大させた第2の

契機は，その接合の能力，すなわち類似の機構をもっ 2つの生物個体の合ーの能力が生れたことである．相互に若干

異った代謝網が，合ーした生体系のなかで相互作用をするとき，生命の過程が未だ知られない方法で刺戟されること

は周知のとおりである．

( 19 ) 
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ところで，生長をつうじておこなわれる物質代謝の内部矛盾によって生れた分裂は， ヒにのベた第l，第2の契機

をつうじて，どのように変化 発展したのであろうか．この問題について， Oparin(1960）の説明はなかなか興味深

いものがある．そこではまず，生物的な:V;i)殖の無機のモテ‘ノレとして，振滋によるエマノレジョ ンの液滴が生ずることか

ら類J役して，多分子系の機械的分裂の過程があげられる．そして，このよ うな受動的な分裂の過程が，生長する生体

の積極的分裂に変化 ・発展してきた過程は，彼によって模式的につぎのように説明される．

生体系のなかには合成過程の結巣，外界の物質をつかって， たとえば蛋白質とか，もっと簡単に澱粉とかいった高

分子が蓄積した その後，この系のなかで物質代謝の法則的な変化がおこり， 浸透圧を高める物質 （たとえば明治〉が

急速に生成した．もしその物質の形成の速度が外界への拡散の速度をこえるものであれば，系の内部に高い浸透圧を

生じて，ついにはこの系を破片に分裂させてしまったであろう．分裂したこれらの部分は，物質代謝の逆方向への変

動がおこれば，再び生長しその後また破片に分裂する 表面！撲が形成され，エネノレギーとむすひ、ついた機椛が生じ

た後には，生体系の積極的分裂の現象はさらに複雑な形態をとって， ATP との相互作用でl撲の蛋白質が周期的に1¥''i

造変化するのとむすびついたにちがし、ないと彼はJ従定する．

生命の出発系ではコアゼノレヴェートの内部構造は多かれ少なかれ一様であって，このために分裂によって生じた政

j十は大体似かよっている．つまり，生物の基本的諸性質の lつである増殖の能力の端緒は，この積極的な分裂からは

じまるわけである．しかし生命の出現いらい生体系の内部の分化はますます進み，そのために増殖にさいして生じた

基本的な困難は，Oparin(1960）の言葉をかりれば， 子の系において親の化学組成とは大きさと容量だけはちがう

が，その組成がちがっていないような破片が生ずる分裂がおこなわれることにあった．原形質器管の形成の度合にし

たがって，この問題の解決はますます叡雑になり，原始的な系には存在しなかった質的に新しい諸機械が，進化の過

程でつくられることによって達成された．

さらに高度な段階においてはs 全体的な細胞分裂に先行して法則的に核分裂の過程がおこなわれ， それは有糸分裂

においてとくに完成されている．つまり，分裂によって生ずる娘細胞に，核物質が積極的に分配される．このこ とか

ら，有糸分裂の形成は有性生殖の発展のための不可欠の前凝とみなすことができる．また，多細胞生物の増殖の形態

になると，それは生長，分裂，分化だけではなくて， 1つの全体の系としての， 全生物の発生的発展の過程なのであ

る（Oparin1960). 

いままでのべたことから，私たちはJj問調査の特性について，とくにつぎのことを指摘するこ とができる．

第1に．増殖の性質は直按に生長と発生にむすびついているものである目つまり，生命の出発系の受動的な分裂の

過程が，生長する生体の積極的な分裂に変っていく過程に発生がはじまった したがって，増殖の基本形態は， 紺l胞

の生長，分裂，発生， 分化を内包し，数の治加は結果的な1つの側簡にすぎない.Oparin (1960）もいうよ うに，私

たちは鳩殖という 1つの言葉で，核反応における中性子の数の鳩山1も，細菌が直接的に分裂によって増えることも，

社会における人口の増大することも表現するばあいがある．しかしこれらの現象のあいだには，原理的に質的差異が

あるのである．

第 2 に，上にのべたことからわかるように，生物的生産における個体数の僧加は， j:~猶および生殖だけによって支

えられるのではなくて，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をとりむすびながら，基本的諸性質を総体的に展

開していく全生活過程によって支えられているものであるーしたがって増殖の研究は直接的に数の増減にそれをむす

びつけたり，卵 －稚仔の減耗過程を綻えていく ということだけによっては成功しないで‘あろうーつまり，桶殖という

生物の lつの性質を他の諸性質と機械的に切りはなして捉える研究の方向は，生物的生産の研究からはなれていくば

かりでなくて、増殖の性質それ自身の特性をも見失ってしまうであろう．

4 自己再 生 産

(1) 日本の水産分野の研究

日木の水産分野における自己再生1］§：－せまい詰、味で直接的なし、し、ブJをすれば生殖ーーの研究は，いろいろな科学

の分科からそれがおこなわれてきた．古くは，サケ マス人工附化法の米国からの技術導入（1875），越田 （1908)

( 20 ) 
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の住g鱒のillt@I~ 生殖探の考察にはじまり，初期の動物学，あるいは生活史研究のなかで，産業的魚種について，産卵

期， 苧gJ~数， 成熟年令，生物学的最小形などが観察されてきた． また， 魚類の発生，組織学的分野から， ill木（ 1956,

1958），狗里子（1952），石田（1961〕らのすぐれた業絞がある．また， 淡水の分野では，キンギ ョその他の育種を中心

とする巡伝学的研究も見逃がすことができない

一方に，漁業生物学の分野で，自己再生産の性質が，どのように理解され，また錠えられてきたかとし、う手懸り を知る

ために，私たちは reproduction（再生産力〕に関する久保 (1955）の見解をしめすことができる．彼は＂ reproduction

の存在は生物資源特有のことである．資源の減耗にたいする復元力あるいは再生力である．これは各資源生物の生殖

力， あるいは繁殖力に依存する．生殖力の構成は少くも重要な 2要素があげられる.(1）に産卵量，（2）は缶詰dson(1949) 

のいう環境にたいする卵の内的な強さである”という つまり，そこでは再生産力と生殖力（あるいは繁殖力〉が同

じ内容をもち，生殖力〈繁殖力〉について産卵泣と環境にたいする卵の強さが問題と される

(2) 理論の発展と自己再生産の特性

生体の自己再生産一一狭い意味で直接的ないいブ7をすれば生殖一一の形式は． 実に多種多様である．た とえばウ

ィーノレスとファ ージは，彼らの寄生する細胞内で新生する方法で生殖する．パクテリアの新形成過程は，細胞の2分

裂過程におきかわる，原生生物には分裂による生殖とともに，新しい高次の生殖法があらわれるが，このばあいはそ

れに先行して 2つの細胞の高1！合，つまり有性過程がある 多くの原生生物において認められるのは，受精に先行する

生殖細胞特有の分裂形式で，このばあい染色体数は半減する．こうして，受精にさいし染色体数の減少した2個の

（半数の〉細胞が融合する結果，染色体数の完全な（ 2倍数〕 の細胞ができあがる．多細胞動物の主な生殖法が有性

過程であることはいう までもない． そこでは，雄性生殖細胞とi能性生殖細胞という2つの型の配偶子（精子と卵細

胞〕の発育が関連する．したがって，多組l胞動物の個体発生は卵の受精からはじまる．

もともと生殖細胞は， その顕微鏡的椛造と化学的組成からいって，有機体のほかのすべての細胞にくらべてもっと

も単純であり，分化の度合も少ない．このように特殊化された生殖細胞が． 高度に分化した有機体によって，どのよ

うにして産みだされたのであろうか．この問題について，現代の科学は必ずしも十分な説明をあたえていない．

しかし自己再生産の基礎となっているのは，生物が外界から化学的本性のちがった無関係の化合物をと りいれ

て，以前から生物体中にあった物質と等しい物質に変化させることである．もっと正確にいえば， Oparin(1960〕が

いうように， “どの生体においても諸物質の生成が不変であることは， 1つの反応のつぎに他の反応がくるその生物

独特の順序が不変であることだけを反映している．そこでは厳密な怠味での分子の自己増殖があるのではなくて，た

だそれが絶えず新しくつくられているのである H つまり，生体が類似の物質を新しくっくりだしてし、く諸反応の連

続は，何か1つの要素によるのではなくて，外界と相互作用をおこなっている生体の全機構の反映なのである．

すでにのべたように，生命の系はその変化・ 発展の原動力であった物質代謝の矛盾を統ーするために，必然的に生

長し， 分裂せざるをえなかったのであるが，同時にまた，個体維持能力の獲得の過程で，生体機構の復雑性もまたj判

加せざるをえなかった したがって，分裂にあたって生残る可能性を拡大し，自己と類似のものを生みだすために

は，つまり自己再生産の課題は， くり返しおこなわれる諸反応の時間的不変性だけではそれを完全に解決することが

できなかった．そこには生体系の一定の保守性を維持するための新しい機構をつくる必要性が生れた．この機作とな

ったのは，Oparin(1960）のいうように，高度な代謝的安定性をもった DNAであったと考えるのは妥当であろう．

すなわち，代謝の鎖が長くなり複雑になってし、く過程で，酵素ーーすなわち分子内に一定不変な若干の原子団の配

置をもった蛋白質ーーが生成され，生命の進化のもっ と高度な段階になると， 最初の自己再生産能力の基礎となった

代謝の時間l的組織だけでは不十分となり，空間的な機構すなわち RNA巨大分子や，それからつくられたリポ1亥蛋白

質JIB'Qt立の一定のわ'Ii造などが，自己：再生産に僚接に参加関連していった．このよ うに可動的な代謝の網がどんどん複雑

さを増していく過程で，単なる動的安定性だけでは分裂過程における生体系の正確な自己再生産が不十分になったと

きに，安定化に必要な要素として DANが生成された（Oparin1960）と考えるわけである

このことから．自己再生産が生物の保守性を代表する遺伝性にたいして，支配的な役割を演じたことは容易にわか

( 21 ) 
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る．そして分子生物学の近年の急速な発展によって， DNAから RNAに)Jj伝の｜｜商号が伝達され，その RNAがWJ盟

となってリポゾームとよばれる細胞内の穎粒上で｛固有のアミノ酸を集め，その配列の順序を決めて固有の蛋白合成反

応が進行するこ とが明らかにされたことは周知のとおりである．

しかし歴史的な観点からいえば生体系は代謝を契機に，栄養生長 .t曽殖など一連の基本的諸性質の獲得の過程

で，全体として自己再生産の性質を獲得したもので， Oparin(1960）もいうように，それは DNAなしに，その生成

のずっと以前に， 物質代謝の形成のはじめから生じたものであった.DNAは生長するどの細胞にも蓄積するが，代

i'~tに不活発な化合物として，細胞分裂にあたって親の細胞において合成されたと同じ不変の状態で子の細胞へ移行す

る．したがって， DNAの生成は九つねに変化し複雑化する生体系の増殖にさいして，ある一定の保守性，組成や梢

造や物質代謝の一定性を舵実にすることをつうじて，自己再生産の能力を高度な機構にっくりあげるのに大きな役割

をはたしたのである（Oparin1960）.したがって，生物が自己再生産にさいして，国有の物質代謝の法則的諮変動の

秩序が不変に保たれるのは，何かある唯一の要素に依存するこ とによってっくりだされたので、はなくて，生物がl笠史

的に変化し複雑化してきた全機材lの反映で、あることに，私たちは注目しなければならない．

周知のように，遺伝と変異の問題について， 現代生物学はダーウィン ミチューリン的立場とワイスマソ ・モーカ

ン的立場のあいだに論争を生みだしている たとえば， ワイスマンの旺プラスマ理論によると，生殖細胞は受精卵の

初期分割直後の匪が分離した結果，親有機体の生殖（／荏〕細胞から直接に由来したものとして，体の細胞とは奥った

ものである そこには，生体にも生活諸条件にも影響されない自律的遺伝物質が，固定的に存在するという自然観が

ある．しかし DNAの安定性が代謝や蛋白合成と無関係に固定したものだと考える思想が，生物進化の思想と相容

れないものであることはいうまでもない．一方においてまた，生体の組織的分化を無視して生体の保守性を維持する

はたらきをもっ遺伝物質の存在や機能を峰視したり，生物と生活諸条件の関係において一方的に，つねに環境支配が

俊市すると考える思想もまた， 生物迎!Ebの特殊性や個別性を否定する機械論であるといわねばならない．

かくして，自己再生産の特性について，私たちはそれが，歴史的には外界と系をへだてるl撲の形成にはじまり ，そ

の後に酸化還元反応をおこない，そのさい得られるエネノレギーを合成過程に可動化する機作をつくりだし，それを基

鎚として一定の反応の組合せを絶えずくりかえすことによって，生物の動的な自己保存と自己再生産の能力がっくり

あげられてきたこ とに注目しなければならない．そして，自己再生産の特性が支配的にはたらく遺伝性は，生物発展

のある一定の段階で，生物が生活諸条件とのあいだにむすぶ特殊な関係を統一することによって，はじめてそれが生

ずることができたもので，生物をとりまく環境，あるいは生物の他の諸性質と無関係に固定したものではないことに

注目しなければならない．したがって，漁業生物研究において再生産の研究とよばれているものは，前章でものベた

ように，卵から出発して単にその滅耗過程を追跡するということではなくて，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な

関係をむすんでいく全過程を，その基盤におかなければならないことはいうまでもない．

5移動

(1) 日本の水産分野の研究

現実の漁業においては気象の変化や季節の変り目がくると，漁期中でも焦ll「｛の集合・分散の模様が変ったり，その

行くえを見失ったりするので，魚訴がどのように，移動 回遊するかということを知りたいという要求がおこる．こ

のような漁業生産からの要求を背設と して， 日本の漁業生物研究は，重要産業種の移動 ・巨l遊の研究について大きな

蓄積をおこなってきた 移動 ・回遊の研究は， 漁業生物研究の主要な柱の 1つとなっている．

白木のこの領域の研究は，大まかにいって 2つの流れがある その lつは，後から環境論の章でくわしくのべるよ

うに，魚群の集合 －分散を無機的環境の規定的要因から従える立場である そこでは，漁業の漁獲をとおして産業穂

のl時空間的分布と海況の時空間的構造が調べられ，漁獲分布図（あるいは漁場図〉の特徴と変化が，事l〔機的環境の規

定的要因から説明されてきた，

他の lつの流れは3 生，/l；史1jJf先の飢1:Y.

1953，田口 1956〕，タラバガニ（梶日1・中Jll1932，丸川1933，佐藤1958），スノレメイカ（添田1956）などについて，

( 22 ) 
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分布，E多基b・匝I）佐の研究がおこなわれてきた．戦後においては， ブリ（相Jll1938，三谷 1960），底魚（北水研 ・北

水流 1956，東北水研八戸支jヲ「1956），サパ（笠原 ・j}f！悠 1953）などについてそれがおこなわれている．

そして， 2つの流れは共に，標識放流に大きな努力をはらってきた. El 木で、機~i~Wl流がおこなわれはじめたのは，

大正のはじめからで， まず北海道水試が大正6年に石狩川｜で私ざけを放流した （平野 1952）.一方に， 海l章魚につ

いては丸川 ・神谷（1930）が大正6～11年に，ブリ 174尾の尾柄にコム手H'をつけて放流し， 5尾を再摘している．そ

の後，いろいろな産業種について標識放流が盛んになったが，同時にその目的も多後化して，移動 回遊の問題だけ

に止まらず， それをとお して，個体~r:tの解析的構造論の立場から， 漁獲率や自然死亡率の舵定などに用いられるよう

こなった．

かくして，私たちは重要な産業種について，かなり詳細な分布図 ・巨｜遊区I・ 漁獲分布図を画き，漁業生物の移動の

特徴とその変化を，時空間的に説明することができる．したがって，これらの知識は魚鮮の探索，漁場の発見，漁具

・ 漁法の11·~成 ・ 運用の手びきとして，つまり生産手段の体系の基盤として相互に尉係しあいながら発展していくはず

であるが， 現実には生物学的知識はなかなか生産手段の体系のなかに結びついていかないことが多い このことは，

分布 ・ 務助の研究が， 漁業生物学の研究分'1~’においてはむしろ基礎分野の研究とよばれ，漁業生産手段との結びつき

が凶難であるかのように考えられてきたことからも説明できる．

もちろん，この問題については，目的に対応する日本の海洋観測網が貧剥なこと，標識欣流の規模や技術が不十分

で，拶if.VJに関する時空間的な網目が大きすぎて，未だ実用にならないという条件もある．しかしこのような条件の不

v111の問題に加えて，長年にわたって諸積されてきた診動 － 回遊の研究が， f＼＼~「｛ーの集合 －分散の原理をとおして生産手

段の体系に有効に結びついてし、かないという，知識の抽象性の問題もまた吟味されなければならないで、あろう

(2) 理論の発展と移動の特性

生産力の発展にしたがって漁業はつぎつぎに新しい漁場や漁業を開拓してきたが，生産手段の体系が新しくなるた

びに，まず私たちは生物の分布の知識を必要としてきた．こうして，水産生物の分布については，古くから生物地:mi

学的な観点から多くの知識が集積されてきた そして，生物の分布を規定する地形学的障壁や海洋学的障壁などが明

らかにされてきた． たとえば， Cha llenge r 号の生物学者は陸岸から 100 迎／r[r~こ，また Gazell 号の生物学者は 300 湿Ni

に境界を求めたが，Lo如nann,H. (1911）は｜控岸から深さ 200米まで，すなわち大陸棚の水底およびその上の遊泳水

域を沿岸区成としこの沖合を海流l丞減とみて，海洋学的観点だけではなく地形学的にも障壁を求める手がかりを得

た（相川 1960).

水産分野の移動の研究には，きわめて実証的な lつの流れがあって，それはJill挫した個体に生きているうちに標識

をつけて， もとの環境へ放してやる 1；＼~~iJU.ll:流である ． そして放流地点と再llli地点との関係を時空間的に11今味して，移

動 ・回)Qtの経過，速度，分布範囲などが推定される．水産分野の標識放流の歴史的過程については，久保（1957）が

くわしく考祭しているように，すでに161生紀に Wartonがサケに赤色リボンをつけて放流したといわれる また，イ

ギリスのMackenzieは1823年にサケ稚魚の尾部にJi＇＼＇銅線 をまきつけて放流し，同じくイギリスの Fraser（藤田 1930)

が 1829年に体重5～6ポンドのサケ稚魚の)j白鰭を切断して放流し， 9ヶ月後に体重13ポソドに増加することを知っ

た．アメリカの船長Bryant,C. (Scheffer, V. B. 1950〕は 1870年にオットセイの帰家性の有無をたしかめるために，

St. Paul烏のオットセイの pup200頭の耳を切って放流し，その帰家性の存在を認めている

アメリカの Atkins,C. G. (Rounsefell, G. A. and Kask, J. L. 1943）は 1872年に Maine州の Bucksportで大西

洋産のサケの尾柄にアルミ板をつけたコム怖をはめて放流し， 1873年にはサケの背鰭の最後の鰭膜の基部にアノレミニ

ューム般を白金総でとりつけて放流した．後者は魚類で‘成功した標識』試験の最初のものである（久保 1957）といわ

れている.Archer, W. E.は1884年に ring型の標識をノ ーノレウェーの Sands河のマスに， 1885年には三角形の

Atk ins 型のt~i識を用いて放流している ． さらに 1890年代にはス コットランド， ノルウェーその他の北欧諸国で，

Landmark, A. (1893～1895）や Petersen(1894）が産卵後のサケ（Knul,D. 1938）やカレイ（Rounsefell,G. A. and 

Kask, I. L. 1943）などに標識放流をおこなっている．その後，標識放流は世界各国において年々盛んになり， 1873～

c 23 ) 
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1933年までの61年間に標識放流海産魚および陸封型魚は， 全世界をつうじて 461,653個体， 1934～1937年までには

不完全な記録であるが 210,607個体，合計672,260個体におよんでいる（Rounsefell,G. A. and Kask, J. L. 1943). 

こうして，標識放流は当初は直接に移動・回遊を知る目的でおこなわれ多くの成果をあげたが，やがて Thompson

and Herrington (1930), Graham, M. (1938), Ricker (1948）らは自然、死亡率や漁獲死亡率の推定に，また Schaefer

(1951）は stockの推定に標識放流を用いはじめた．

このように，いろいろな漁業生物の分布・移動について多くの研究がおこなわれてきたが，それらの理論の効果と

限界を明らかにするためには，私たちは生物の基本的性質の 1つである移動（あるいは力学的運動〉の性質が，どの

ようにして生れ育ってきたかということを知る必要がある．

生物のその他の諸性質，たとえば外部からの積極的な栄養摂取，原形質成分の新たな形成による生長，細胞の分裂

にはじまる増殖，自己再生産など，いままでのべてきた基本的諸性質が実現されるためには，すべて生体のなかでお

こなわれる発熱反応の結果生ずるエネルギーが用いられる． しかし， それらのもっとはっきりした発現は Oparin

(1960）の指摘するように，代謝の化学的エネルギーが力学的運動，つまり生物が空間的に積極的に移動する能力と

いう形態へ変化するところに見出される．

外界にたいする生体の積極的な移動は，一般には4つの型，すなわちアメーバー的運動，繊毛的運動，鞭毛的運動

および筋肉的運動の形式でおζなわれる．アメーバー的運動においては運動の方向に原形質の突出（偽足〉がおこり，

その後に残りの生体の塊が突出部へ流れこんで，その突出方向へ移動する． たとえば粘菌においてはそのなかに，

ATPと相互作用する能力をもった特殊の蛋白質一一いわゆるミコミオシンーーを含んで、いるが，運動するとき ATP

は脱燐化され， ミコミオシγの粘度は著しく低下しその後にもとの値まで緩りと回復する．つまり，偽足の形成は

生体の運動する端の原形質ゲ、ルが命薄になり，細胞の他端の方には表層のケ、ルの収縮がおこって，液状のゲルを偽足

の方へ駆りたてる．このように，アメーパー運動においては，生物の空間的移動の機能を特殊的におこなう生体の分

化した参加者は，未だ存在していない．このことから，生物の力学的運動の基本型は，蛋白質粒子の水分保持能力や，

他の諸性質の形態の可逆的変化であり， さらに蛋白質集合体のなかにおける蛋白質粒子の相互配置の変化である

(Oparin 1960）と説明することができる．

移動にあたって特殊に分化した器官が参加すること，また若干の統御系が形成されることからみて，繊毛運動や鞭

毛運動はアメーパー運動にくらべて著しく進歩しているということができる．周知のように，繊毛は単細胞生物にも

多細胞生物にも広く分布している．また，鞭毛は特殊的な細胞器官であって，若干の単細胞生物，動物の大多数や下

等動物の精子，藻類の遊走子などに見出される．多くの実験的，記載的事実にも拘わらず，繊毛や鞭毛の運動の機作

は未だ明らかではない．しかし確実にいえることは，このばあいも力学的運動のエネルギーの源泉となるのは，原

形質の特異的蛋白質による ATPの脱燐酸化であること，一般に繊毛や鞭毛は独立の実行器として行動するが，生物

の進化的過程の複雑化にしたがって，神経系の統御に服するようになるということである（Oparin1960). 

しかし，もっとも完成された生物の運動は，筋肉収縮の発生によってなしとげられた．それは生物界の進化的発展

の比較的高度な段階において発生した，新しい性質とみなすことができる．継起的にいえば，原形質に存在する収縮

性が高度に分化した細胞あるいは多絞性複合体一一非常に複雑な特異的構造をもった筋肉系ーーの基本的な機能とな

った（Oparin1960）のである． 筋肉は一挙にこのような構造を獲得したのではなくて， 進化の過程でそれらの構造

要素が段々に完成されたものである．たとえば，内臓の筋肉は比較的簡単な構造をもち， リズム的にくりかえされる

収縮が特殊的であるが，下等な無脊稚動物（たとえば腔腸動物〕においては，躯幹の筋肉がリズム的に脈動する内臓

筋肉と著しく似かよっている．進化の段階を上るにしたがってその構造は複雑化するが，嬬形動物や下等な軟体動物

においては，それは比較的簡単に止まっている（Oparin1960). 

さらに高等な無脊椎動物，たとえば頭足類や昆虫になると，その複雑さははじめて高等動物の胴体や骨格筋の構造に

近くなる．ここで、みられる横絞筋は高度に特殊化した構造をもち，収縮性のある性質は驚くほど完成している．そし

てこの種の機能的な完全性は筋肉繊維をつくっている蛋白質の空間的な相互位置変換と関連しこれらの蛋白質のな
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かでも っとも重要なものは， ATPをJJ比燐化するアFチソとミオシンであり，これらの蛋白は一緒になって複合体ア

タトミ オシンをつくっている （Oparin1960〕．

しかし，生物の力学的運動がさ らに復雑な姿をと ってあらわれるのは，動物界におけるj菜食，生殖，保護および防

衛などに関連して，運動機能がそれらと不可分にむすびついていることである．たとえば，収縮・運動の組織は食物

を消化管へ運ぶばかりでなく ，食物の探索と捕獲， 食物の機械的な処理を可能にする また，生理的要求に対応して

一定条件の環境を求めたり，拒否する移動が可能となる（Oparin1960). 

つまり生物の基本的性質の 1つである力学的運動（あるいは移動〉は，それだけが単独に切り離されたものではな

くて，他の基本的諸性質と相互に関連するものである．歴史的な観点からいえば， 上にのベた力学的運動の諸形態

は，生物の機能上の適応によって獲得された体制上の変化 ・発展の一部であり， それは一連の世代で個体（主に庇）

の発育のなかで再生産され3 生体の遺伝的体制となったものである．

いままでのべたこ とから明らかなように，私たちが用いてきた分布図あるいは回遊図というのは，種がその適応に

よって獲得した基本的諸性質の総体的展開によって実現される生物と生活諸条件の関係を，基ー本的諸性質の 1つであ

る移動の面からひきぬいて捉えたものである．したがって，分布図や巨｜遊図から移動の実体を具体的に説明するため

には，生物と生活諸条件の関係が質的に変化 ・発展していく種の発育段階や生活年周期に対応して，移動の特性が他

の基本的性質とどのように関係しあっているかということが明らかにされなければならない．

たとえば， Binogladov(1945）は分布図や回遊図は生産手段の基礎資料として漁場の判定に有効でないし，漁獲分

布i玄｜は必ずしも魚の集合・移動の法則性をしめさないという．このことは，単に観察の時空間的網目があらいとか，

集合 －分散〔移動〉が動的に函かれていないということではなくて，一連の生活の過程で質的に変化 ・発展する生物と

生活諸条件の関係に基盤をおいて，移動 （あるいは力学的運動〉と他の基本的諮性質との総体的関係が捉えられてい

ないことからくるのである．つまり分布図や回遊図の抽象性はそこから由来する問題なのである．そして Binogladov

(1945）や佐藤 (1965）は，タラパガニの移動 －回遊を具体的に説明するために，成体の一連の生活過程を生活年周知j

に区別して，各段階の移動 ・集合の特性を説明した．このよう な捉え方は， 1重が生物とその生活諸条件の関係を質的

に変化・発展させていく諸段階に対応して，移動と他の基本的諮性質の総体的関係を捉えていくこ とができる という

ことに意義がある．

端的にいえば，漁業生物の移動，巨l遊，集合 ・分散の知識を孤立した抽象的なものとしてではなくて，種の具体的

な生活の実体としてその特性を捉えていく ためには，生物と生活諸条件の関係の質的変化に基礎をおいて，移動と他

の基本的諸性質の総体的関係を捉える方向へ研究が進められなければならない このばあい，発育段階や生活年周期

は一連の生物と生活諸条件の関係を質的に区別する重要な武器である．そして，このことはひとり移動の研究に限ら

ず，生物の基本的諸性質の研究のすべてにつうずる問題である．

6 被刺戟性 （反応〉

(1) 日本の水産分野の研究

前章でのベた生物の力学的運動は，すべての生物に共通な性質である被刺戟性（反応〉と密接に むすびついてい

る．つまり，力学的運動が被刺戟性の明瞭な表現であるこ とが，多く の例について知られている．こ こで被刺戟性と

いうのは “外界の作用にたいして，その力や場所や性絡において，作用の力や場所や性格と対応しない反応、を与える

生物の能力” （Oparin1960）として， 一般に理解されている生物の基本的性質の 1つである． この生物の反応、が，

無生物界における類似現象とその可逆性について， 根本的に異っていることはいうまでもない．

日本の水産分野の研究で，この領域の問題は海洋生物の生理学 ・比l絞解音I］学 －侃，j生態学 物理学および化学の諸分

科から，すぐれた業績がつみあけ’られてきた 小久保 （1938〕は海洋生物の生体と環境の関係を生理学的視野から考

察して，つぎのようにのべている．

c i〕 環境条件の永続的の変化は，作用・形態 ・辿伝にまで影糾して．やがて生物の種類の変化にもなるのである

が，その一時的の変化は生物によって~ii］俄と してうけいれられ，生物はこれにたいして反応し，行動または習性に変
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化をきたす．このばあいの反応の程度は，変化する条件により，また動物の種類によって興るのであるが，環境条件

としては海産生物においては水瓶光線海水の化学成分などは，海産生物の習性のうえに影響している．

(ii) 環境条件がどの程度に海産生物の行動や習性に影響するかということは，各種の生理的発達の程度によ って

異るから，この問題は生物の比較生理を基礎と し 各条件の刺戟的性質とこれにたいする生物の反応とを研究しなけ

ればならない．

(iii) 生物海洋学においては海洋条件によって生物相を按検し，また生物相によって海洋条件を判断するという こ

とは重要な問題である．たとえば，水温の如何によって魚類の回遊を察知し，またプランクトソ条件の如何によって

魚類または海流の移動・消長をま日るということは，もっと も必要なことである．しかしいままでは多くは，単にこ

れらの条件を測定し， 直接にそれを漁獲や漁況と比較して関係を求めたので、ある．これらは第1近似の手段と しては

必要なことであるが，これらをさらに一層有効ならしめるには，海の生物の比較生理を明らかにして，彼らの生理の

うえに，海洋条件の変化が単一的に，もしくは複合的に作用したばあい，彼らの行動・習性などがどのように変化を

うけるかということを研究することが必要である．

これらの問題点を指摘したうえで，彼は今後の研究は，基本的には一般生理学の立場から海産の単細胞生物もしく

は動物の器官細胞の生理におよぼす物理 ・化学的条件の作用を研究しまた一面に量的生物学の方面からこれと生態

学の関係を明らかにし ここにはじめて海洋生物学の応用方商に貢献することができるであろう，とのべている．こ

こで特徴的なこ とは，環境条件の永続的変化と一時的変化を問題にしたこと，環境条件を種の生理的発達の程度を基

準に問題に したこと， 漁場論 ・ 試~l況論の現象論と しての限界を指摘したことなどである ．

ついでト，海と生物の動きについて，水の流動，水温変化，比重変化，光線の変化，化学成分の変化などと生物の反

応の問題をとり あげ，生理 ・生態学の見地から広範な理論展開をおこなった花岡（1942）の研究が注目される．彼は

反応、の問題について “行動をおこすための作用としては，もっとも原始的なものは反射作用で，前例のイソギンチャ

タの触手の運動とか，光線に向って進む幼虫の行動，害敵にあったばあい多くの生物のとる行動などはいずれもこれ

で，この反射作用がいま少し復刻iに総合されたものが，本能的行動といえると考えられ，さらに進めば知能的行動と

なり，その上に高級に発達すれば推理，理性などによって行動がおこされることになる日として，反射作用と本能的

行動，知能的行動の関連を問題にした．

また， f9!fr号lj学の領域では魚の脳髄の形態と生態との関係を論じた佐藤 (1941），内橋 (1953）の研究があり，それら

は山口（1961），島村 〔1963）らにうけつがれ，近年において岩井（1963,1964）がJ（！~＼杷鰍弓に存在する味官について

比較研究をおこなっている．

その後，1965年に日木水産学会は音響利用漁業に関するシンポジウム “水産動物と音環境”を開いた．そして魚類

その他の水産動物が環境刺i践としての水中音をどのよ うに知覚しこれに反応しているか，また水産動物の発する音が

水中をどのように伝婚し他の助物にどのような作用を及ぼすかなどの問題について従来の知見を整理，検討しそれ

らの現象あるいは原理の漁業への応用と今後の研究の問題点が討議された． そこでは西村（海中音について〉， 久山

（海中の音波伝播〉が海中音の物理的諮性質を論じ，宮崎（音響漁法の現状と将来〉， 間庭（水中音放声機による魚

1tf.の駆集〉は音響利用漁業が魚の習性をどのように利用してきたか，また実験による効果検証の結果を報告した．そ

して，吉野（；魚類の聴覚と行動〉，水江〈イノレカ類の鳴音について〕が， f;~tの音にたいする反応行動の生理学的基盤

を問題にし，後者はイノレカのI！鳥音の性質とその生態的意義を論じた．

その後，梅津（1966）が H化学刺戦と魚類の行動”をつうじて，魚の化学的感覚と化学的物質にたいする魚の反応、

についてのこれまでの研究の概要を総述し i漁業や養殖業を能率的に行ーなうには，その対象となる魚の行動を規制す

る外的要因を，十分に把握する必要があると強調していることが注目される．

いままで、のべたことからわかるように，日本の水産分野におけるこの領域の研究は，近年において漁業生産手段の

体系的基盤の 1っとして重要視されはじめてきた．そして，一般には被刺戟性を生物の行動を規制する外的要因とし

て捉える方向へ主たる努力がむけられてきたことが特徴的である．しかし生物の基本的性質の1つである被刺戟性

( 26 ) 
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の木質を捉え，それを生産手段の基盤とするためには，この性質がどのようにして生れ，1也の諸性質と関連してどの

ように変化 発展してきたかという ことを，考察しなければないであろう．

(2） 理論の発展と被刺戟性の特性

ところで，この性質がどのようにして獲得されたかという問題を考えるにあたって，私たちはノξグロフ学説の総括

の1つである一時的関連（条件反射〉が長期間くり返えされると， それは恒常的な関連（無条件反射）に合法則的に

転化するという結論に注目しなければならない．つまり，ある条件反射は遺伝性によって同定され，無条件反射に転

化するということであるる．

すでに前章で論議したように，動物の歴史的発展の過程で，撰 食 保 護 防 衛 と不可分にむすびついているのは運

動機能である それは運動諸器官の助けを借り て，食物の探索とjfl)挫，食物の機械的な処理を行なう また，収縮 ・

運動の組織は食物を消化管へ運ぶことを可能にする．そして，機能上の適応によって獲得された生体の変異は，一連

の世代で個体（主に佐〉の発育のなかで再生産され，生体の遺伝的体制につながっていく．つまり，一時的関連の産

物が系統発生で広l定化されたものが務官の変異なのであり，この過程は個体発育に反映しているのである

Oparin (1960）は， 生命の出発系において物質代謝の型が形成された多分子開放系は，それをとり囲む外界の作用

にたいして， 特異的に反応する能力をすでにもっていたと推定する．そこで、はエネノレギーの蓄積一ーたとえば ATP

の形で一一ーをおこなう過程が生じたので，それを種々の外部作用にたいして使用する可能性がつくられた．それが生

物の適合的な性絡一一外界の作用にたいして生物が一定の動作をおこなうことを可能にする興奮性一ーを変化・発展

させる基盤である と彼はいう．

生体が内外の車1jiji14によって興奮状態にうつる能力は，何によりもさきに，物質代謝の秩序と強度の 変化の積極的

（内部のエネノレギー蓄積の消費によ っておこる〉可逆的変化にあらわれる． そして，この代謝の変化は興奮した原形

質に独特の構造的，物理的および物理化学的諮変化とむすびついている．それらのなかで，とくに注意しなければな

らないのは生電気的現象（生電圧あるいは活動電流〉である（Oparin1960〕．

ついで，興奮伝達の根本的な変革は，刺戟の知覚と興奮の伝達という特殊化された機能をともなった神経系の生成

と発展によって，はじめて達せられることになった つまり，神経系は生物と外部環境との相互関係の支配的な回路

となり ，神経系の形態的生理的分化によって，距離をへだてて反応するという大きな可能性がつくられたのて、ある．

これによって生物は時間的および空間的に，位置を定める能力を獲得し， その生活箇，すなわち存在可能な範闘を拡

大したので‘ある（Oparin1960). 

さきにのべたように， 水産分野における被刺戟性（反応〕の研究は，生物の行政jを規制する外的要因としてそれを

捉える傾向が強かった．私たちはその典型を，古く から興味深い課題としてとり あげられてきたサケ，マスの母川回

帰の研究の例にみることができる．そこでは，魚の生理的性質（ホJレモ ン，生電圧など〉あるいは光線 ・音響 ・流

動 ・位置などにたいする魚の生理的反応がしらべられてきた．しかし何か特定の被刺戦性に過大な意義をもたせて

母川回帰の問題を説明しよ うとする試みは成功しないであろう というのは， gg:卵回遊・索餌回遊など魚の移動. @I 

遊は，すでに前章でのべたように，移動をふくめて生物の力学的運動の諸形態は，生物の機能上の適応によって獲得

されたもので体制上の変化 ・発展と堅くむすびつき， 1蛮の遺伝的体制にくみこまれたものである.)jljの言葉でいえ

ば，生物の現実の生活においては， 栄養 ・生長 ・増殖 ・自己再生産などの諸性質の実現が保障されるためには，移動

をふくむ力学的運動の助けが必要であり ，しかも生物の力学的運動は被刺戟性によ って保障される特殊形態のもので

ある．このような観点からいえば，産卵回遊というのは魚、の毎日毎日営んでいる生活の過程の一部で，魚はどの種でも

産卵時には一定の条件を求めて，似たような時期に，似たような場所に集合する．つまり，母川回帰の原型はすべて

の魚に共通のもので， サケ・マスにしても母川の沖合まて帰’ってくる過程は，・ェシンやタラパガニがその全生活過程

で生活諸条件とのあいだにむすんだ特殊な関係の一環として縫固有の産卵場に帰ってくる過程と木質的に変りはない

．その基盤の上に，河川あるいは湖沼に遡上して産卵するというサケ・マスの自己再生産の特殊性がなりたっている

のである
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かくして，被刺戟性の木質を促え，それを主主主t手段の体系的基盤と して発展させるためには，物理，化学的刺激に

た~、する魚の反応あるいは行動を捉える という ことだけでは， 全く不十分であろう ． 現実の生物の生活においては．

栄養 ・生長 ・増殖 ・自己再生産などの基本的諸性質がう まく実現されるためには，生物の力学的運動のたすけが必要

であり，しかもそれは反応によって保障されるものであった．それらは生物が生活条件とのあいだに特殊な関係をと

りむすんでいく適応の過程でつ くりあげられたものである．したがって，反応の研究も また他の基本的諸性質の研究

と同じように，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をむすんでいく過程の，質的変化を基盤と して問題を捉え

ていかなければならない．そして，条件反射と無条件反射の関係が重要な問題と して登場するであろう．

N 体系的諸理論の発展とその特性

生物的生産の研究において個別研究を進めるばあい，私たちはそれを意識するしないに拘わらず， 一定の自然観あ

るいは学派的立場から先行する理論を批判，継泳することによ って発展してきたいくつかの体系的理論と，直接間接

に無関係ではありえない ここでは臼木の海洋 ・漁業生物研究の歴史的発展過程において， 生物的生産の観点か、ら関

係が深かったと考えられる体系的理論の流れのなかから， 生活史研究，環境論，平衡理論，生態系理論および歴史的

方法などをと りあげた．そして， 白木の海洋 ・漁業生物物研究が，これらの体系的理論を現実の研究のなかでどのよ

うに展開してきたかというこ とを眺めてみた．と同時に， これらの体系的理論が先行する理論をどのように批判 ・継

承して生れ，また発展してきたかということを考察し，その基般にある自然、観の論理的特性，および理論の効果と限

界を考察してみよ う．

1. 生 活史研究

(1) 日本の水産分野の研究

漁業の直接的生産過程では，いつ，どこで，どのような漁具をどんなふうに使えば，高い労働生産性のもとで発展

性のある漁業を営むこ とができるかという問題が，漁民の切実な要求として生れてくる．これらの要求にたいして，

漁業生物研究は， いつ，どこに，どれくらい， どんな状態で，漁業生物が生活しているか， またそれは何故か，とい

うことを説明するために，生物の基本的諸性およびそれらと環境のあいだの相互関係をしらべてきた．

こうして，水産の研究分野で、は，ニシン サケ・マス ・イワシなどの 魚類だけで、はなく， スノレメ イカ ・エピ・カ

ニ，さらにコソブ ・ノリなど，重要な産業種について生活史研究が古くから 手がけられてきた．そして， 動 ・植物

学，魚類学，発生学，生理学，生態学，海洋生物学，海洋学などの分野でおこなわれた個別研究の諸知識が体系的に

整理されてきた．大部分の産業種について，私たちは種の脹発生の過程，生長の変化，繁殖の特性を説明し，また彼

らが何にを食べ，どのような条件のもとで移動， 回遊しているかという ことを説明することができる．

これらの研究の成果は，日木漁業の発展に大きな貢献をしたことはし、 うまでもない．しかし，すでに論議したlよう

に，移動の問題1つをと りあげてみても分布図，回遊図， 漁場図などの例に明らかなように生物の他の基本的諸性質

から切り離された移動の特性として抽象化されるばあいには， 現実の生産手段の体系に有効にむすびついていかない

とい う問題がおこる つまり，生活史研究においては， そこで得られた生物学的諮知識を単に総計するだけでは，対

象の運動過程の実体を明らかにして，生産手段の体系にむすびつけるこ とがなかなか閥均fなばあいが多い．

生活史研究に内在する，このような知識の抽象性がどこから由来するかを明らかにするために生活史研究の底を流

れる自然観と，その体系的理論がどのようにして生れ，発展してきたかをつぎに眺めてみよう．

(2) 理論の発展とその特性

森 (1952〕，渋谷（1969）および沼田 （1967）らによって論じられているよ うに，個体生態学は18出：紀の持物学の

~かな土壌の うえに発展 したものである ． そこで蓄積されてきた動植物の生活史， 習性，行動および発育などにつ

いての知識が，個体生態学の基盤となって、生物と環境の関係の問題が体系化されていった．個体生態学が種生態学

とよばれる板1処がそこにある．

ところで，個体生態学の発展の歴史を！挑めてみると，個体の物質経済，種社会の物質経済および一般生物社会の物

( 28 ) 
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質経済を統一的に捉えようとする発想が，古くから試みられていることがわかる．たとえば， Darwin(1859）はすべ

ての関係のなかで，生物と生物のあいだの関係（とくに食物関係〕がもっとも重要であると考えて， “生活の網目関

係”という概念によって，白書4：経済の総体のなかでそれぞれの生物（あるいは種）がしめる地位を問題にした．この

思想が Elton(1927）にいたって，食物連鎖と食物l股の概念によって動物群集の体系的分析に発展したことは後から

のべるとおりである

一方にまた，生物が環境と密接に関係のある体f!tlJをもつことから，生活形とし、う概念によって生物と環境の関係を

理解しようとする試みもおこなわれた（Warming1909). さらに形と同時に， もしくはそれよりも先に， 生活その

ものを量的および質的につかみ，生活量のうらづけによって，生物と環境の関係を理解しようとする多くの試みが進

められた．そこでは個体の物質経済は一一様餌盆排池量＝同化量， 同化量呼吸量＝生長盆一ーの量的関係とし

て，実験的にとりあげられ，光 ・水分 ・温度 ・酸素盆 ・食物などいろいろな条件が，生物にたいしてどのように働き

かけるかということが研究されてきた．つまり，生活量は物質代謝の測定から求められ，さらにそこから生物の機能

的類型がみちびきだされる．この機能的類型と形の類型があわせ考えられて，生活型の概念が生みだされたわけであ

る．

このように，博物学から出発した個体生態学は， Linn色（1707～1778，スエーデン〉が H 自然、における平衡’＂ ＂自

然の経済”という概念、をのべ， White,G. (1720～1793，イギ リス〉が動物の行動を律するものは “愛と飢餓H であ

るとのべていらい，種あるいは生物社会のなかで実現されている個体あるいは種の物質経済を従えることに努力して

きた．

そして，生活史研究は個体生態学に基礎をおいて，種のj匹発生の過程からさl三長の変化，繁殖および栄養，分布 ・移

動，行動 ・習性など種の生活に関する諸知識を体系的に総J舌して，生物個体が発生をはじめてから死ぬまでのあいだ

の諸性質をくわしく捉えてきた．したがって，そこでは種の生活が具体的に捉えられているように思われがちであ

る．しかしそこにあるのは，いろいろな視点のもとで捉えられた生物の個別の基本的諸性質が，生れてから死ぬま

での個体発生の時間的経過にしたがって総討されたものである．

かくして，生活史研究は個体や種の生活を具体的に，全面的に捉えているのではなくて，一面的に，抽象的に捉え

ているものであるという点に特徴がある．このことは，生活史研究や個体生態学を否定することでもなければ， また

この領域で蓄積された諸知識，話一理論の価値を，不当に低く評価することでもない．それが一面的であることによっ

て生ずる抽象的考察を，具体的なものとして鉱大解釈するところに，むしろ研究の発展を阻害する問題があるのであ

る．その意味から，個体生態学を基盤とする生活史研究の抽象性の内容を正しく理解する必要がある．この領域で蓄

積された莫大な知識，とくに生物の基本的諸性質に関する個別の事実は，種の一連の生活の過程で質的に変化する生

物と生活諸条件のあいだの特殊的関係に根拠をおいて，段階的に，総体的に展開しなければならない性質のものであ

る．そうすることによってはじめて，自然経済のなかで実現されている生物個体や種の運動形態も，具体的に，全面

的に捉える方向へ，この研究分野の焦点をむけることができるであろう．

日本の漁業生物学の分野では，個体生態学を基盤として発展してきた生活史としづ概念と，歴史的方法を土台とす

る穫の生活としづ概念の区別は，昭和38年に行なわれた H 漁業資源研究の現状と問題点に関するシンポジウム” 〔日

本水産学会昭和38年度秋季大会議事録 1963）に示されるように，必ずしも十分に整理されていない たとえば，多

くの研究者が従来の生活史概念のなかに，歴史的方法を基盤とする“経の生活H の概念が包括されているという見解

をだしている．それは今後十分に論議しなければならない課題であろう．

2 環境論

(1) 日本の水産分野の研究

漁業においてはー漁期のなかで，漁獲状態にかならず良， 不良の変化がおこる また，年々の魚群の来遊状態も決

して同じではない．これらの現象は，漁業者のあいだでは経験的に昔から知られていた．そして，環境の変化が魚群

の回遊路や，集合・分散の状態を変化されるためであると考えられていた（Russell,E. S. 1942）.たとえば，Baer,V. 
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(1835）は，魚群の産卵回遊は平素の棲息、水源が産卵に適さぬためにおこる と考えた（相川 1949).

このように，魚群の移動，集合 －分散，あるいは個体群の数量変動を，一義的に環境の側から，あるいは生物と環

境の平面的な相互関係という見地から提え，現象商にあらわれる相関的な規則性を，何かある容易に測定できる値の

函数としてあらわそうとする研究の立場は，日木の水産分野の研究では独特の発達をとげてきた．手近かな例をとり

あげても，気温 ・風向 ・j武力と漁況の関係（国内 ・三善 1938，久保 1938，宮崎 1938），気圧と漁況の関係 （宇田－

渡辺 1938），降水量と漁獲高（久保 1935, 1940），月令と滋ltJGC高芝 1934〕，大！湯黒点とニシンの発生量 〈倉上 ・川

名 1936），日照 －光度と漁況（宇田 1940，宮本 1942〕などが，代表的なものと してあげられる．また，水温あるい

は水塊の運動と漁況の関係についての研究は枚挙にいとまがない（相Jll1933，字国 ・岡木 1936，字国 1940, 木村

1940，畑中 1948）.これらの研究は，日木においては大まかにいえば， 日本漁業の資木主義的発展の開始と同時に出

発し，昭和初期にはじまる海外漁業の飛躍的鉱大に対応して多面的に開花し， さらに近年の高度経済成長を背栄とす

る沖合 ・遠洋漁業の発展とf!;lj約に対応して， 研~もまた，新たな段階をむかえようとしている． この聞にしめされ

た，科学と技術と社会的生産のあいだの歴史的関係についての考察は第3報にゆだね，ここでは明治いらいの白木の

水産海洋研究の足跡をとおして，潔境論研究の特殊な日本的発展の跡を，大まかに眺めておこう．

白木において水産海洋研究が近代科学の手によっておこなわれはじめたのは，政府による水産予察調査 （炭商務省

1888）の準備段階をへてs 漁業基本調査（1909〕からはじまる．前者は全国5海区 （北海道，東海，西南海，日本

海，内海）にわけ， 1888～1892年にわたって， 欧米の水産調査方法にならって漁業の基本調査をおこなったものであ

り，北海道を除く海区の予察調査を一応完了した（松木 1969）.後者は H漁業の指導 －奨励および近代的発展のため

には，海洋物理学的調査が必要である H という北原多作，岡村金太郎の進言によって，農商務省がおこなったもので

ある．これはわが国における北欧式海洋調査法による海洋観測のはじまりで， 1919年に水産講習所海洋調査部が設置

されるまでつづけられた（松本 1969).

当時， 北欧諸国においては国の財政を左右する とま で、いわれた北海の漁業紛争と資源保護問題を契機に， 北大西~~

の国際海洋調査準備会が進められ， 1901年にFリスチャニアで第 11£1会議が開かれ，日本から岸上jjlft吉氏〔当時の水

産局水産調査課長〉が出席ーした．この時期の日本資本主義は， 日露露戦争をへてすでに独占資本の段階に進み，園内市

場の拡大にともなって，いろいろな分野で技術導入がおこなわれはじめた時期である．それは日木漁業の資木主義的

発展を要求する原動力となった そして日木漁業は，封建的生産関係のもとに総有的形態で行使されている沿岸漁業

の矛盾をさけて，その外部の制約の少いところに新しい形の沖合漁業を発展させる方向へ向い，綿網の普及と漁船の

動力化によって新しい漁法と大規模漁業を生みだし，一挙に沖合に進出することになった．

こうして，水産海洋研究を土台とする日本の環境論研究は，日本漁業の資本主義的発展を契機に出発することにな

った．そして，漁業基本調査（1909～1918）の蓄積によ って，北原（1918）は H 魚群は潮自に集まる”という北原の

法則を提唱しその後の日本の海洋 ・漁業生物研究のなかで，独特の発達をとげた漁場論 －漁況論の 出発点と なっ

た．

その後の日本の水産海洋研究のあゆみには，少くも 2つの峯がある．1つは世界経済恐慌から第2次世界大戦にわ

たる時期（1928～1945), とくに その前半におこなわれた日本近海一斉調査の活動である．それは農林省水産試験場

を中心に，各県水産試験場が協力し，日本近海の一斉調査，定期・定紋調査と巳て集中的観測がおこなわれた それ

は浮遊生物の研究をも含めて，海洋気象台，中央気象台海洋謀，水路部および大学関係の調査・研究とあわせて，日

本周辺の海流系や海況を明らかにするために大きな役割をはたし総観的海洋学として高く評価されるものである．

このI刷切に，字国 (1933～1944）はカ ツオ マグロ サンマ ／f~l場の形成について北原の法則をさらに発展させ，

H 海洋前線（溺l境〕は海洋生物の濃密に集まる水域をしめし， そこには好漁場があらわれ，通常海面に走る条目をあ

らわす~~J 目一一収束紘一ーがその指標となる H とのベて，漁場論の観点から魚群集散の原理を展開した． これと前後

して，木村 (1932～1943），渡辺 〔1938）らが，プリ マ〆ロ イワシ ・サソマなどについて，海洋力学的観点から漁

場形成および漁況の変動を論じた．これらはし、ずれも，日本の漁場論 ・5品況論などのその後の発展方向を指導した重
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要な展開であった．もちろん，これらの環境論はそれだけが単独に進んだのではなくて，一方において相川 （1932～

1943〕，久保 (1935～1941〕3 中井 （1938～1939〕らを中心に，漁業生物学の分野ではイワシその他の産業種につい

て，生長 ・繁殖 移動など生物の基本的諸性質， およびそれらに及ぼす海洋状態のl；~仰が研究され‘ 資源状態の評価

および予想の研究が展開された．また，田内 （i929～1944）らが中心となって，数理統計の分野から，｛同体｛r干の解析

的構造論が展開された．これらの研究の展開と論議は，当時ょ うやく 「1-¥発した円本水産学会 (1932）を舞台におこな

われ，その後の日本の海洋 ・漁業生物研究の方向を指導した．

すでに第1報でふれたように，世界経済恐慌にはじまるこの時期の日本資本主義の危機は，漁業においては漁村の

経済恐慌と漁民生活の窮乏を生みだし，一方において豊富な農 ・漁村の労働予備軍を基量生とする遠洋漁業中心の資本

漁業の急速な発展は，北洋漁業の拡大，南氷洋捕鯨の開始， トローノレ漁業の海外進出を生みだ したーつまり，この時

期の環境論を含む海洋 ・漁業生物研究の多面的な発達は，当時7つの海をrn白けるといわれた臼木資木漁業の多面的な

生産力の鉱大と一致している．

水産海洋研究の第2の峯は，戦後1955年ごろからはじまる，いわゆる高島経済成長期にあらわれる．たとえば， 対馬

｜凌流調査（1955～〉，異常冷水調査（1963～〉，沿岸沖合漁況予報事業 （1964～），'If.（＼海況予報sl~び普及広報事業（1965～〉

などが相ついで水研および水試の協力によって進められた．最後のものは民間団体も参加lしているこ とが特徴的であ

る また，国際的には，国際印度洋調査（1960～〕，国際生物事業計画（1964～〉，国際黒潮共同調査 (1965～〉など

が，大学 ・水研などの大型共同研究として集中的にはじめられた．

この時期の日本の経済的土台の特徴は，戦後の日；木経済民主化を目指した占領政策が，朝鮮戦争を契機に逆転する

過程で進められた独占資本の発展期て、あるというこ とである.1955年にはじまる高度経済成長政策は， そのはじめに

は第l次産業にたいして市場の拡大をもたらし f小合遠洋漁業は魚！日Ii高に支えられて，史上最高の生産力の発展を

しめした．しかし やがて重化学工業，原子力開発，新産都市の急激な発達は， 直銭的に沿岸漁業を破壊しはじめ，

第1次産業における労働力の不足， 漁民と都市勤労者との所得隔差のi科大。流通の過当競争，食糧輸入による市場の

庄迫を生みだしはじめた．それは沿岸漁家漁業の生産の停滞，中小漁船漁業の経営の不安となってあらわれ， 構造改

善事業や漁船漁業振興対策に反映しているように，資本の農 .i漁村市場の再開発が進む過程で，労働力の吸収と金融

・財政投融資が，決 ・漁民を直接に独占資本に緊縛する情勢をつく りだしてきた．端的にいえば，高度経済成長それ

自身がもたらしつつある日本経済の近年の緊迫した諸条件のもとに，公害の多発と異常な海洋開発ブームが進行する

なかで，水産海洋研究の第2の峯があらわれたといってよいのであろう．

以上，日本の水産分野の研究において独特の発達をとげた環境論研究の土台にある海洋 －漁業生物研究の足跡を，

大まかに眺めてみた．つぎに，そのような条件のなかで、生れ育った環境論が，生物的生産あるいは魚群行動の原理に

関連して。どのような効果と限界をもっているかというこ とを眺めてみよう．

(2) 理論の発展とその特性

(i） 海 i兄論

第1報に指摘したように，この問題の考支持には， 戦後に激しくおこなわれはじめた政境論の論議が好適な素材を提

供してくれる．

まず第 1 に注目 されるのは，水J;仏海流，あるいは水系それ自身の運動）f~を問題とする海洋力学の分野からの問題

提起である．総観的海洋学や漁場論においては， ふつうに“海況けおよび海流の “勢力”という概念が用いられ， f;('¥

の集合 ・分散に関しては海況と漁況の関係という概念で， 総観的にいろいろな現象の規則性が論じられてきた．この

ばあい， “海況”とい うのは， H ある場所の，ある ときの，海の綜合的状態” （竹内 1957）とい うのが，従来から

j羽い られてきた平均的な内容であろう ． また， 黒i1~1や親潮の “勢力”とい う概念が用い られるが， 菱田 （ 1 957）も指

摘するように，ある人は水混の高低，流水の強さ，水系の地理的分布などに勢力消長の尺l変を求め，他の人は異なる水

系の相対的位置関係や水塊のエネノレギー盆に比較の規準を求めようとする．科学のある分野でふつうに用いられる概
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念の内容が，研究者によって異なるということは科学的概念としてあいまいであることを意味する．それは研究の発

展とともに厳しく H今味されていくものであることはいうまでもない．

1957年に気象庁海洋気象部を中心におこなわれた日本近海海況研究会の論議は，その意味で注目されるものの 1つ

である．そこでは，海況予想のためには． 黒潮の状態は流速 流量 ・蛇行の状態， 起源である北赤道海流および黒潮

系水の北方への拡散状態などがおさえられなければならないこと，また日本近海の海況変動の本質を捉えるには，海

洋の大循環，海流をおこす drivingforceと南北の風系，海流の蛇行性と海底地形の関係などが，明らかにされなけ

ればならないことが提案された．

それから約10年をへて，水産海洋研究会がおこなった黒潮シムポジウム（1965）において，吉田は， “黒海！！の構造

に関するいろいろな仮説の妥当性は， samplingproblem 〔自然、から切りとってくる研究対象の主体と条件の関係〕の

問題に依存するもので，私たちの黒vWIに関する構造仮説は， 十分に吟味された理論的根拠をもたなければならないH

ことを強調した．また増沢は“北赤道海流にはじまる黒潮の一連の運動過程にみられる平均流，あるいは流量の季節

的変化を考察して， ・・ー・これらの結果から何かまとまった考え方をみちびきだすことは難かしい．結局， 黒柳l海流

系の季節的変化は，今のところ一言で表現できるものとはなっていないといえよう 今後，既存資料を注意深い整理

方法で解析するとともに，季宣r的変化の存在を確かめることを目的とした系統的調査を実施すべきであろうけと提案

している．黒潮についての日本の観測資料は， メキシコ湾流のそれよりも多い（噌沢 1965）といわれ， その構造に

ついては川合 (1955），増沢 (1957）らの勝一れた研究がある．そして，それ故にこそ，黒潮のー遠の運動過程を量的

変化の過程としてのみ捉える方法論の限界が論議されはじめた，ということができる．

平野（1967）は μ漁場形成”に関与する海洋構造として， 潮目・潟！境 ・湧昇 ・沈降・渦流域－内部波など，海洋域

に出現する種々の現象と漁場形成との関係について多くの研究がなされ，それぞれ立派な成果がえられているが，基

本的には北原， 宇田らの糊目論の域を出ていない．これらの成果をさらに発展させる最大の課題は，潮目の構造論的

段階から脱けでて，沖91自の発生・持続・変化・消滅の過程をつうじて，その変化の実体を明らかにしていくことであ

る”と提案している．

いままでのべた論議からわかるように，漁業基本調査（190め にはじまる白木の水産海洋調査は， 日本の経済的土

台の質的変化・ 発展に対応して，漁業生産手段の合理化にたいして直接間接に大きな貢献をしてきたが，その規模は

全く不十分なものであった．しかし，長年にわたる研究によって，黒潮の諸性質〔たとえば水温・塩分・ガス ・微量

成分・流量 流速 ・水位・蛇行性・エネノレギーなど〕は大まかに明らかにされ，諸性質の量的変化や周期性もかな り

説明することができる． これらの研究は， すべての水分子の運動法則は質的に同一であるという前提にたって， 水

塊の諸性質およびそれを変化させる外力との量的関係一般を問題にしている点に特徴がある．しかし北赤道海流に

はじまる現実の黒海l水塊怯非水塊（気団 ・地殻の運動・海底地形など〉および他の水塊とのあいだに特殊な関係をむ

すびながら，その諸性質を総体的に展開していく過程で，諸性質の量的変化の一定の蓄積によって，質的に他の水塊

と区別される固有の運動形態を生みだしているのである．したがって，水塊の質的区別はそれぞれの水塊が，非水塊

および他の水塊とのあいだにむすぶ特効な関係をどのように統ーしているかということに根拠があり，それは変化，

発展する流動的な過程である．

かくして，黒潮の実体を明らかにするためには，水塊の諸性質の特性，季節的，周期的変化，それらに与える外力の

量的関係一般を問題にするだけではなくて，黒潮の発生，変化，発展の一連の運動過程における質的，段階的変化が

問題にされなければならないであろう．すでにふれた竹内（1957），吉田 (1965），増沢（1965〕，平野 （1967）らの提案

は，海洋研究を従来の現象論の段階から一歩前進させるための意欲的な提案であり，莫大な研究の蓄積から当然生れ

てくる必然的な提案といってよいであろう．そして，その努力が水塊運動の実体を問題とする方向へむけられるかぎ

りs 評怖されるべき提案である．

〔ii) i魚場論

つぎに，日本において独特な発達をみた漁場論，漁況論の方法論の問題点を眺めてみよう．すで、にのべたように，
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日本の漁場論，漁況論は，）；（＼の集合・分散あるいは個体1~（の数量変動を，一義的に環境要因の側から，あるいは個体

群と環境の交互関係の見地から，現象面にあらわれる個別の相関的規則性を， なにかある容易に誤u定できる値の函数

としてあらわすことに大きな努力をむけてきた．それは急速に発展する漁業生産力の鉱大に対応する特殊事情の反映

であろう．

ところで，それらの研究でとりあげられてきた諸要素は， 生物については滑れ， 個体群などの構造に闘する諸性

質，および栄養（餌 ・捕食関係〉，生長（年令 ・体長・体重など〕． 繁殖（産卵 －生殖など｝， 移動（分布・ 移動 ・回

避など〉，反応〔光線 ・温度・餌にたいする反応など〉などの生物学的諸性質であった．そして，穫が発育段階や生

活年周期によって，その一連の生活を質的に，段階的に変えていく問題のl吟味はあまり十分ではなかった．つまり，

諸要素としてとりあげた諸性質が，生物と生活諸条件の関係の質的ちがいにしたがって，どのような条件のもとでし

めされた諸性質て、あるかとし、うl吟味が不十分か，あるいは雨後的示唆に止まっていた例が多い．

一方に， 1！！~機的白然に関してとりあげた諸要素は．すで

分 ．栄養塩．流動 ．涼n目．湧昇 渦流など，気団や水~品の諸性質で、あり，さらにそれらの諸性質を総計司してえられた

j侮況の特性，あるいはエネノレギーの消長などであった． したがって，セこでは無機的自然の諸性質は，気回や氷塊の

一連の運動過程の質的ちがいにしたがって，どのような実体が，どのような条件のもとでしめした諸性質で、あるかと

いうことについては，せいぜい爾後的示唆をする程度に止まっていた．

かくして，環境論研究においては生物の集合分散，繁殖，栄養などの諸性質と非生物的自然の諸性質とのあいだ

の直接的関係が，個別に広い範囲にわたってとりあげられ，生物と環境の関係が論じられてきた．そこでは，非生物

的自然の諸性質と生物の諸性質のあいだの相関が分析され，生物と非生物の相互関係の特性， およびその変動の傾向

や類型が郷、数に促えられてきたーそして，基本的に特徴的なことは，生物的生産の他の重要な 1つの側面である生物

と生物の関係が，ほとんど捨象されていることが特徴的である．つまり，選択的にとりあげられた諸性質は，種，水

処，気回などの諸実体が質的に変化，発展する一連の運動過程で，どのような条件におかれたときにしめした諸性質

であるかということが，あいまいであるか，あるいは爾後的示唆の程度に止まっていることが多い その結果，諸性

質の特性，あるいはそれらの相互関係にあらわれる規則性が，どのようにして生れ，変化していく かということにつ

いて，客観的な説明が困難となる．当然のことながら，規則性の再現性を保障する根拠がないから，生物学的根拠に

もとづく変動の予見やコントローノレが不可能となる．

上にのべた方法論の諸問題は，もちろん環境論研究にかぎられた問題ではない しかし，とくに環境論研究におい

て，方法論の上で未解決のまま残されている問題が多いといってよいであろう なお，生物的生産や魚1洋行動の研究

において，郷、機的自然の規定的役割〔制限的な面）と，創造的役割 （無機的自然の発展が生物の特殊な運動を生みだ

した面〉の両面を統一的に捉えないで，生物と環境の交互作用を問題とする要因論においては主体（生物〉と非生

物環境と生物的環境という 3つの実体の関係を平面的に捉えることから，研究者の意図のいかんに拘わらず、構造論

が展開されていくことが注目される．そこでは，非生物的自然と生物的自然の歴史的関係が考慮外にあって，生物と

無機的自然の関係，および生物と生物の関係を統一的に捉える道すじが，最初からふさがれていることが特徴的であ

る．さらに，環境の一方的支配関係を強調する要因論が，環境決定論として厳しく批判されなければならないことは

いうまでもない．

3 平 衡 理 論

(1) 日本の水産分野の研究

この領域における日本の水産分野の研究は， 1910年から北海道水試がニシンの年令別漁獲量の調査をおこなったこ

とにはじまるといってよい．すでに論議したように，それは発生年級群の多募が stockの大きさを規定すると提案し

た北欧学派， とくに Hjort(1914）の理論を導入しておこなわれたものであった．

その後， 日木におけるこの領域の研究は，物理および数理統計分野の研究者によって新たな開発がおこなわれ，

1932年白木水産学会の創立のころを境として，田内（1936,1949〕による個体1洋の解析的構造論が展開され，つづい
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て川上 （1952〕，福田（1953），土井（1948,1949, 1955, 1956a, b. 1957〕，111中 (1954,1955, 1957〕， 田中 （1954,

1956, 1958 a, b〕，佐藤猛郎（1955a, b），吉原 (1955,1957）らの努力によって， とくに戦後の前半において擦木論

の導入をともないながら，美事な発肢をとげた．

それらの個別研究の底を流れる自然観や体系的理論の根拠は必ずしも一様ではない しかし資源研究の学問体系

について，日本において指導的な役割をはたしてきたいくつかの代表的な見解をとおして，私たちは臼木におけるこ

の領域の論理的背景をうかがうことができる．

まず田内（1949）は，水産物理学は水産資源の量を決定する方法，資源の量に影轡する諸要因，資源の人為的増殖

法とその効果を論ずる．したがって，増殖学はその根拠をここに仰がなければならない 水産物理学は，漁携学（漁

具材料学，漁具学，漁法学）， j肴殖学の原論であ り， 漁f労学と士iii殖学は各論ともいえる， と主張した．相川 （1949〕

は，Jr:(：集生態論，漁場論および漁獲論の 3者があいともなって展開されて， Yf.：＼＼況変動の根木が明らかにされ，ここに

水産資源学〔群集休学〉の根拠がおかれるとした．ついで資源生物学（1960〕の展開にあたって，水産生物資源の内

部の力学的関係を中心に，増大法則か変動法則かを求める研究の分野を資源数理学とよび，資源数理学と手をくんで

生物資源の生理 ・生態的特性をもとめる資源生物学が？広い意味での水産資源学である．また，生物資源の生理 －生

態学的特性と漁業活動の程度とを調和させて，漁業の合理性と経済性とを持続させる基準を求めるのが，漁業生物学

の任務である，と彼は規定した．なお，彼は資源生物学の方法論について，部分の相互関係，部分と全体の関係，ま

た部分の綜合などをはかるために，分析と綜合，帰納と演縛などの形式論理学も役にたつが，自然弁証法はわれわれ

の考えを正しく導いてくれる，と指摘していることが注目される．久保・吉原（1957）は，水産資源、学は漁業科学の

1主要分野で，その内容は直接生物学に関連する面と，数理につらなる面の二百をもっている．しかしその基礎は

生物学であって，主体は漁業的見地にお．かれた水産資源生物の群集生態学である． また水産資源学に関与する諸学

は，その基礎学である水産動楠物学，水産哨殖学，生態学などの生物学のほかに， 海洋学，湖沼学，数理統計学など

である，と説明している．

日本の水産資源、学が，諸外国に全くその例をみないように，数理統計学，物理学，海洋学から生物学にいたる広範

な諸科学を1つの体系として掌中にJ恨めようとする傾向が強かったことは，日本の漁業構造の歴史的発展と密接に関

係する問題であるが，水産資源研究が産業的，実用的技術科学として漁業に貢献するためには，その理論体系は科学

的でなければならない．上にのべた学問体系や，あるいは資源数理学，資源生物学，個体群生態学などの諸提案の理

論的根拠を正しく理解するために，つぎにこの領域の理論の発生，発展の過程を眺めてみよ う．

(2) 理論の発展とその特性

漁業においては漁獲状態に大きな変化がおこったり，漁獲高に減少傾向が目だったりすると，魚の現存量がどれほ

どで，それが平均的な生産事情のもとで，どのように変っていくかということを知りたいという要求が生れてくる．

そして，この分野の研究は，人間の漁獲が自然における種間の平衡関係にどのような影響を与えるかという観点から

はじまった．

第1次世界大戦がおわってから，D’Aneon aはアドリア海の3漁港の水揚高を調査して，1つの著しい結果に気が

ついた それは主にトローノレで漁獲される底魚のうち，とくに貧食性としてしられているサメ，ェビ類の漁獲が増加

していることであった．彼はこれを戦前には魚種間にある種の平衡が成立していたのに，休漁のため平衡が乱れて，

サメ ，ェビ類、に有利な状態が招来されたものと解釈した（吉原 1956).D’Anconaから数学的解析を依願された

Voltera (1926, 1931）が3 食う食われるの食物関係を基盤として， 生存競争の数学的研究をおとなったことは， す

でに栄養の章でのべたとおりである．彼の発想はつぎの言葉によって代表される．すなわち “生物の集まりは，同一

環境に棲んでいる多くの種からなる．ふつうそのような集りのなかの個体は，同じ餌を要求するか，そうでなければ

いくつかの種が，それらが捕食する他の種の損耗によって生きている．これらのことはすべて，生存競争という普通

的現象であらわされるものである この現象の定量的性質は， いろいろな種を構成する個体の数の変化であらわされ

る．この問題は非常に複雑である．たとえば．環境と関係した周期的な状態変化があることはたしかである．また，
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その他のもの，つまりそれ自身の周期をもち，外部要因に加算されるよう な内部的な振動もあるだろう． われわれ

は，ある種が独立に存在すると仮定したときの繁殖率と摂餌量だけによって決まる e純粋な内部的現象’とよびうる

ものの研究からはじまる”と彼はいう．つまり，彼は生物の土相殖率と餌の関係をめぐっておこる生存競争の過程に個

体数変動の根拠を求め，同ーの餌を要求する 2種のあつまり ，1方が他方を捕食するような2種からなるあつまり，

共存する 2種がたがいにおよぼすいろいろな作用の効果などについて，個体1洋のあいだの数量の平衡闘係，あるいは

地滅を分析した．

これより先に，ソ連の Baranov(1918）は，孤立した水域で一様な強度で、激業がおこなわれる理想的なモデノレを想

定し， ポピュレーシ ョン曲線に変化を与える諸要素を考察した． つまり， 自然過程における死亡曲線と漁獲による

選択曲線の一致する部分を出発点と して，漁獲物の年令（あるいは個体の大さ〉組成による魚の死亡曲線の解析を展

開した．彼の発想は “ある水域の有機生産物の利用にかんする， あるいはそこにJ安息する1重々の生物問の平衡の条件

にかんする一般的問題については，ここでは論じない．この問題の解決は， あらゆる生物経済学的音｜切にしっかり し

た基礎を与えると思われるのであるが，しかしその解決には現在まだ全く研究されていないような，量的相関につい

ての一連の知識の全部を必要とする H という表現によって代表される．彼のいう平衡というのは，孤立した水域にお

いて流行病とか， 水理学的要因の急変化とか， その他~~＼の popu lat ion の組成に偶然の変化をひきおこすような出来

事が，一切おこらない条件のもとでの魚の死亡過程の生物経済をいうのである．つまり， 彼の展開は生物的生産の原

理を問題にしたものではないこと，また平衡の内容が主としてどのような生物学的運動を含むかということを説明し

ていない点に特徴がある．

生態学の分野でs とくに応用昆虫学の分野から個体群の平衡理論の発展に 大きな足跡を残 したのは，Nicholson

(1933）および Nicholsonand Bailey (1935）である Nicholsonはある動物の密度が，その無限の増殖能力に拘わら

ず一定に維持されているのは， 密度が自動的にffjlj ~認されているからであると考える ． そ してこの自動命IJ禦の要因は，

ほとんどつねに種内競争である． そこでは密度の増加にともなって，生活に必要な物質の消耗，天敵の地加などがお

こる 彼の説では，気候のよう な破嬢的要因はたとえばどんなに大きくても，密度のパランスを保たせることはでき

ず，密度に依存する要因だけがそれに寄与する こう して彼は個体群を自動制禦系として捉え，その変動の狼拠を種

内競争に求めた．natural controlについて，生態学の分野で理論的な業績を残した Solomon(1949〕は Nicholsonの

平衡理論を厳しく批判して， Nicholson(1933）および Smith(1935）が用いた “平衡”の概念は，平衡という術語を

あいまいに適用 している．もしわれわれが，すべての，もしくは大部分の個体群が，ふつう安定な平衡関係にあると

みなすならば，殆んどの自然、現象がみな同じ状態にあるとし、う結論をさけることが難かしくなる．しかも昆虫個体群

が，大発生時にのみ破られる平衡の状態にあるという考えをもったものが， 決して Smith一人でなかったーーたと

えば Schw巴rdtfeger(1934), Graham (1939〕，Voute (1946）一一ことを注意 している．そして彼は，平衡とし、う術語

は正常に変化する個体群にたいしては，たとえそれが変化する平衡のレベノレに向 う傾向があるとか， または定まった

平均的レベルのまわりを変動しているとしても適当ではない．平衡またはパランスという術語が生物学においてつか

われるときは，いつでも，どのようなカがそこに含まれており， 考えられるバランスの状態が何であるかを，十分に

明！僚にのべることが賢明であると主張する．そして “Nicholsonの最終目的は明 らかに，個体鮮の相互作用について

の数学的演線論一一そこでは環境が一定と前提され， 後から変動要素としてそれが導入されるーーに，生物学的理論

の基盤を与えることにあったH と指摘している．

Nicholsonの平衡理論を水産分野で展開したのは Ricker〔1937,1946, 1954〕である．彼はある閉鎖系のなかの生

物的生産を仮定し，資源量は固定していないが環境要因の変動あるいはその生物に内在する原因に応じて，ある水準

の周りを上下振動するばあいを考える．生物的生産の一面にある平衡の撹乱はこのばあいふれない．そして，個体:r,f

の地減に直後影響を与える生長，補充および減耗をとらえ，個体群が変動しても諸性質のあいだの相互関係は変らな

いという単純化された生産系を仮定して，個体1rrの解析的：憐造論を展開した． ここで彼のしみ平衡の生物学的内容

は，生長（食物同化率一呼吸率〉， 減耗（分解不＋食害率）および補充（生殖〕のあいだの力学的平衡関係である
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水産分野における平衡理論の流れは， Baranov(1918〕， Russell(1926〕，Graham(1935, 1938), Thompson, W. F. 

(1937, 1952), Ricker (1937, 1946, 1954〕，Foerster(1948), Beverton (1952, 1945〕p および Schaefer (1954a, b, 

1956）らによって，個体J詳の解析的tlli造論として美事な発展をみた．わが国の水産分野におけるこの領J或の発展はす

でにのべたとおりであるが，と くにわが国においては，この領域の研究は生物的生産の原理を問題にするというより

は，むしろ当面の資源診断に一義的に対応して，さきにのべた諸外国の迎論の導入を急ぎ，技術論的発展をとげたこ

とが特徴的である．

一般に populationdynamics とよばれて発展してきた平衡理論に内在する自然観を論議するためには， Schaefer

(1956）の発想、が好適な材料を提供して くれる．彼は個体1洋の個体数変動に重要な役割をはたすと考えられる要因群に

ついて，体系的な構造を函き研究を3段階にわけた．第1段階の研究は，単純に漁業の大きさ，漁獲物の質と企，お

よび個体群の質量と自然、士制日の関係をとりあげる．第2段階の研究には生長，繁殖および自然、死亡を，第3段階に環

境要因を区分した． 彼は， 第1段階の研究は自然地加率をつくりだす要閣について9'll見を与えていないし， すべて

の環境要因を確率変数としてあっかうので，正悦を欠くが，漁獲が stockおよび漁獲物におよぼす効果につ いての

推定値，および最大の持続的収獲に対応する漁業規模の推定値を与える．だから，漁獲を制限することによって，よ

り高い平均収量をあげうるか否かを決定できるし，同II寺に資源の創i持のために管理が必要か否かを決定することに

役にたつ．そして，第2・第3段階の知識が加わることによって， 完全な知識による管理方策がたてられると主張す

る このばあし 彼のい、う平衡漁獲量（195

POIコulationは不変で、．漁業は populationとぬ狼努力のその水準で、平衡状態にあるという内容のものである．そして，

このような平衡的漁獲量を極大にしうる stockの大きさが，最大平衡時漁獲立の水準で、あると規定する．そして，彼

は補充だけを考えて，キハ夕、、マグロの平衡｜時漁獲量をJ住定した

いままでのべたことからわかるように，平衡理論を基盤とする生物的生産の研究においては，その方法論を紡成し

ているいくつかの主要な概念がある，たとえば，平衡の生物学的内容は，生存競争とか，食物関係における食うもの

と食われるもの関係とか，あるいは個体nr・＆＇皮を出発点とする種内 関係などがそれである．したがって，この領域の

生物的生産の理論を正しく理解するためには，この分野の理論において個体~r下の自動制禦系を支配する原動力て、ある

と説明されている生存競争や密度概念、の生物学的内容を吟味することが必要である．

(i） 生存 競争

Darwin (1859）は生存闘争について， “この表現は広い，比l験的な意味に適用するのであって，そこには1つの生

物の他の生物への依存もふくめてあるしたんに 1個体の生存だけでなく，その子孫の保証に成功することも含ませ

である．イヌ属の2匹の動物についていえば，飢餓の時期に彼らがお互に食物と生存のために斗うといえば，完全に

正しいだろう．また砂漠の端にある植物については．水分に依存しているという方がより正しいであろうが， しかし

それが乾燥と｜調うとあえていおう”という，つま り，彼のいう生存闘争は， もともと生物と生物， および生物と非生物

のあいだにおこなわれる広範な生活上の競争を内容とするものであった．あらゆる関係のなかで，彼は生物と生物の

関係をもっとも重視したが， 同時に梢殖と個体の生存におよぼす気候やその他の物理的諸条件の直接的影轡，および

それらが種間関係をとおしてはたらく影轡を認めていた．しかし生存IJll争がどうして生みだされるかとし、う原因の

説明について．彼は大きな誤ちをおかした．彼は多くの生物が生残ることができる数よりもはるかに多くの卵，手it仔

を生みだすという事実に着目し，生物が幾何級数的に増殖しようとする努力は，一生のいつかの時期に死滅すること

によってのみ抑止されなければならないと考える．そして，マノレサスの人口論一一人口の自然増加が幾何級数的であ

るのにたいして 生活資料は算術級数的にしかi首加しない．このために，過剰人口による貧困と忠、徳が必然的に発生

し，理想社会の実現はつねにflilJr；肢をうけるーーをうけいれて，生存闘争が生みだされる線拠を，幾何級数的にJ11殖す

る過剰個体数にもとめた しかし，生物の幾何級数的治殖はすべての種に与えられた可能性で、あり，餌生物もまた

過剰例体数の可能性をもつはずだから， fliT料が 算術級数l灼に しか J~"i1J ll しないと い う 理論はなりたたな い （Leb巴elev

1962）.また，Darwin自身も認めているように，生存闘争は生物と生物のあただの関係だけで‘はなくて，生物とJI＇－生
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物のあいだにもおこるものである.Eng巴Is（自然弁証法〉は生存闘争の概念、に限定のあることを指焔し， “t'..~かで多

種多様な歴史的発展のすべてと，その複雑な状態を貧弱で，一面的な 6生存闘争’ というきまり文句でひっくるめ

よう と努力することは，全く子供じみている ． これでは何にもいわないことに等 し~ ，＇ ’ とのべている ． いままでのべ

たことからわかるように， 平衡理論あるいは自律的調節理論が生物学的根拠として重規する 生存闘争という概念

は， 一定の条件のもとでその妥当性が保証されるものである． したがって，それは生物の運動を包括的に説明できる

概念ではない．それを用いるばあいは，つねに，具体的にその生物学的内容が明らかにされなければならないもので

ある．

(ii） 密 度

平衡理論に基盤をおく個体irroの構造解析においては，個体のばあいには顕在しない個体群に固有の要因関係がとり

あげられる．たとえば，雌雄比・ 1±：生率・死亡率，年令組成，個体群密度などがそれである これらのうち密度の問

題は，個体鮮の構造解析の基本的概念として重視され，近代生態学の lつの方向を生みだしていることが注 目され

る．たとえば， Odum (1953）は個体｛l干にとって制限的， あるいは助勢的ないかなる要因も，密度独立，密度比例お

よび密度依存作用のいづれかに属する．生物的要因が多くは密度依存の方式で作用するのにたいして，気候的要因が

多くは密度独立または密度比例の方式で作用する．そして，一般には個体Mは密度独立，比例，依存の 3つの作用の

復合したはたらきによって調節されると説明する

ところで，密度という概念は，もともと古典力学の構造概念から出発したものである．力学における構造というの

は，物体が粒子からつくられていて，それらのあいだに働く 力は，相互をむすびつけている線にそい，かつ距隊のみ

に関係するということを意味している．たしかに， 力学的見地からは個体1洋密度の増加は，斥力または引力を増すこ

とになり，構造特性の要因として基本的に重要なものである．しかしそれはあらゆる現象の説明を，物体の粒子間

の相互作用 （51力と斥力〉に帰着させる古典力学の系において妥当なのである． 一方生物の運動においては，たとえ

ば発育段階や生活年周期の一連の各段階における密度の変化の生物学的内容は質的に異なったものであるつまり，そ

れぞれの段階のちがし、にしたがって，個体1洋の個体間，雌雄間，親仔｜間および種間関係が質的に異ったものとなる．

このような見地からいえば，個体1洋の構造特性を捉える有効な道具である密度1概念を，方法論の主要な範ちゅうにま

でひきあげて，生物の生活の質的特徴を密度に解消してしまう構造論にたいしては，厳しい批判を必要とするであろ

う．

(iii） 環 境 抵 抗

生存闘争の問題と関連して，この分野の理論の発展に直接 －間接に大きなj拶響力を与えている Chapman,R. (1931) 

の，いわゆる生物的ポテンシャノレと環境低抗の概念もまた， 吟味されなければならないものの 1つである．

彼によれば，増殖の可能性，死亡率と生残率， したがって種の個体数は環境の好適度， いいかえれば環境が有機体

に与える抵抗の強さによって決定される．豊富な増殖能力のおかげで，種は自己の俵み場所に限界まで住みつく ．と

いうのは，子供の数は現在ある食物資源，天候その他の外界要因の好適性，つまり環境抵抗によって制限されるから

である，と彼はいうーしかしこの発惣はあらゆるところで，つねに生活資料が制限されているというマノレサスの考

え方と，その出発点を同じくするものであり，生存闘争の豊かな内容を貧しくしてしまうであろう .Levedev (1962〕も

指摘するように，たとえば豊富な餌料源があ J ても， これはふつう少数の動物個体数によって不十分に利用されてい

るだけで，かれらが繁殖にあたって個体数の最大値があらわれたとき，偶生物はすでに少くなっているというばあい

が少くない．すでにふれたように，このような状態のく りかえしが，やがて極の生活の過程に生物と非生物の関係，

および生物と生物の関係の統一方式を生みだし極の個体数の維持と安定を保証する多くの適応をつくりだして，種

に国有の基本的諸性質一一栄養 ・生長.j:前殖 ・自己再生産 ・移動 ・反応などーーを生みだしたものであることに注目

すべきであろう．

(3) population dynamicsの効果と限界

平衡理論の発展のなかて＼とくに populationdynamicsとよばれる分野の，理論の効果と限界を眺めてみよう
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、たとえば，水産におけるこの分野の研究の努力は， l商業漁獲物によって個体鮮の構造特性とその変化をま日ること，

および人間の管理できない環境条件は一定として，漁業が populationの生産性をどのように変えるかということを，

構造論的な観点からさぐるという 2つの方向にむけられてきた．

第 lの方向は，単位努力あたり漁獲量の変化と年令組成の解析，ついで標識放流データの応用，および生長曲線の

導入というような道をふんで、きた．これらの理論は，いずれも一定の生物学的前提がなりたてば，ある推定方式が可

能であるという形式論理で，その｜浪りにおいて多くの示唆に富んでいる．

第 2 の方向，すなわち他の要因を捨象して漁1~の効架をさぐる方向は，出発点で、生長率や補充量を一定とみなすと

いう大胆な仮説からはじまる それが，第lの方向をむすびついて，主として年令組成の変化との関連で漁獲の影響

をさぐった限りでは，かなり復元性の高い理論を生んだ．しかし，個体群の年令組成の解析というような生J物学的構

造解析もすててしまって，仮定的な概念 と漁獲努力との関係を函数化しようとする Graham (1935〕 や Schaefer

(1954b）らの理論は，一面におし、て自然の生物の述動と遊離する危換をもつものである．

かくして，一般に populationdynamicsとよばれる個体鮮の解析的構造論は，平衡理論を基拡に，自然過程から個

体併一般をひきだして，その構造を変化させる生物学的諮性質のあいだの関係を， 1つの閉鎖系における力学的構造

関係として単純化することによって，美4；｝な構造論を展開した．それは， stockの評価や， stockに与える漁獲の影

響について多くの知識を提供し，一定の条件のもとで、実用的役割をはたしてきた．

しかしいままで論議したことからわかるように，この領域の理論体系の特徴は，生物的生産過程の質的変化が全

く捨象されているこ とにある．たとえば，そこでは環境にたいする種の積極的選択性は捨象される．古典力学におけ

る構造概念が基盤であるから，個体群の構造変化は，基本的には等質な粒子の集合 －分散の過程として，物質（この

ばあいは生物〉 ． の運動の質的変化と無関係に時間－~聞の枠のなかで， 諸性質の量的変化の過程 としてとり扱われ

る したがって，個体群の量的変動について諸性質のあいだの規則性が捉え られても，それが生物的生産過程のどの

ような質的変化によってもたらされるかということが説明できない．それはまた， 生物学的根拠にもとづいて資源状

態の変化を予測するこ とができないとし、う問題につながる．

population dynamicsにおけるこのような理論の抽象性は Shaefer(1956）のいうように， 第 2, 第 3段階の特性

一一生長繁殖・自然死亡非生物環境の女r1誌t－ーが憎力｜｜することによって解決することではない．つまり， population

dynamicsの理論それ自身の不十分さやー 生物学的あるいは非生物環境の諸情報の不足に問題がるるのではなくて，

生物の運動における質的変化を捨象することによって美事な展開をなしえた，平衡理論そのものがそのような限界を

生みだしているのである．平衡理論およびそれを基盤とする populationdynamicsの基木的な問題点は， まず“平

衡”概念、の不用意な導入にはじまる．とくに注目しなければないのは， 自然においては平衡を形成する主要な矛盾の

対立する 2つの側面は不均等であることが基木型であるということである．つまり，それらはlつの運動過程のなか

で相互に他の側面を自己の存在の前提条件とし，相互の支配関係が移行することによって， つねに質的に新しい平衡

を生みだしている流動的な運動過程なのである．したがって naturalcontrolの過程を，単に力学的平衡あるいは調和

の観点、から捉える平衡概念の機械論的導入によっては，生物的生産の具体的内容を一面的にしか捉えられないことは

明らかである．

Oparin and Platonov (1965）は，Voltera(1926), Lotoka (1939), Nicholson〔1938）らの平衡理論にたいして，そ

れらは基本的な特色として， Spencer(1883）のいう H 自然界の力学的平衡”をそのままの形で保存しているとのベ

て，厳しく批判している．

(4）包括学説

平衡理論の限界について厳しい批判を加え，個体1洋の変動を自然1f,lj禦の過程として捉えるj置をひらいた包括学説に

ついて，ここて

fJI正事 (1959）は動4助の個休数の変l助に関する諸学説を展望して， 応用昆虫学における気候学説〔いわば環境論〉，

平術学説および包括学説の特徴と発展過程を論じ，包括学説の重要性を指摘した．彼によると 1 気候理論が生理学系
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統の人迷によって強く唱えられたのにたいして包括学説の主唱者は生粋の生態学者であって，しかも生物的防除に深

い関心をもっていた人達が， しだいにその立場を広めていたばあいが多い

包括学説の立場を最初に，もっともはっきり主張したのは， Thompson,W.R. (1929）であろう 〔伊藤 1959）.彼

は自然環境の特徴はそれが複雑であり， また分節化されている点であるという． このような条件のもとでは， 生物

個体群の自然的制禦は， べつに高度な調節機構を必要とせず，第lに生物自身の内図的制限に帰せられる．すなわ

ち，生物の種はそれぞれに特別な要求をもっており，それを満す環境では~r伎のi話加が可能で、あるが，そのような地

点はごく 1部であって，そこの容量以上に増えた生物は周りの不適な場所に移動し，そこで強い制限をうける．さら

に，ある年には適，不適の関係が逆転するこ ともあり，こう して生物の個体数は平均して低い衝度に保たれる．一般

に， controlはすべての時空的条件のもとで優越する lっかそこらの制限要因によ ってではなくて， いろいろな条件

のもとでさまざまに重要性を変える，生物的，無生物的環境要因の復雑な全体によってなされる， と彼は主張した．

包括学説の発展について，伊藤〔1959）はさらにドイツの Schwerdfteger(1941）およびオランダの Voi.ite(1943, 

1946）をあげ，これらのすべてを綜合して包括学説に不動の地位を与えたのはイギリスの Solomonであるという．

Solomon (.1949）は， すで、にふれたように Nicholson一派の平衡理論を厳しく批判し， 似体群にたし、する制約はそ

の種に関して，あるいは天敵に関して，あるいは両者に関しての生態系の受容盆が制限されていることの結果である

と要約した．密度の変化は自然制御に支配され，自然個体群は全体としてもっとも激しく，また不規則に変動する．

それは，その種と結びついた他の種の個体:i:+の変化に反応してばかりではなく ，無機的環境の不規則な変化にも反応

しておこると彼は主張した，

伊藤 (1959）は，気候論者の誤りは，いつ，どんな種でも，気候によって制限されていると考えた点にあり s 生物

学派（平衡理論〕もまた，あらゆる生物について相互作用だけを認めようと した点がいけなかったので、あって，実際

こは複合した問要因の相対的役割はいつも均等ではない．ある種のある局面においては，どちらかの要因が主要な役

割をはたすで、あろう．したがって，われわれは特定の生活型と一定の外部条件 〔とくに大発生の異った段階〉 のもと

で，どちらの型の要因が優位となるかを探しもとめなければならない．今日これらの包括学説の人たちは， いずれ

も，仮定の集積や数学理論への当てはめや，単なる気象統計との照合ではなく して， 各種の生活型をもった害虫の自

然、における死亡原因の量的研究こそ，現在の段階において望まれるものだと強調している，と伊藤はいう．

かく して，包括学説は従来の環境論および平衡理論の問題点を厳しく批判して，生物の種が環境にたいしてそれぞ

れ異った要求をもっていることをとりあげ，生物と環境の一般的関係，あるいは個体群相互の一般的関係では なく

て，種の生活の過程，とくにその死亡過程における生物と無機環境，および生物と生物の関係を問題にしはじめたこ

とが特徴的である．

しかし注目しなければならないことは，包括学説においては自然制御を生みだす原動力が，生態系の受容量の制

限にあると考えられている点である．少くとも おlomon(1949）の段階までは H 個体群は疑いなく ，不変性および可

変性の諸要素がある．正確にいえば，個体鮮は数が大き く変っても，極めて広い意味ではかなり一定とみなされるか

もしれない．しかし 2つの正反対の観点が変ることは不便であり，混乱させるこ となので，これらを一緒にして，

個体群が制限された変化 （restrictedvariation）をするとみなすことが望ましい 私の自然、flilJ街！の基本的諸点の論議

は，個体群が自然制御の過程によって規定される状態をのべたものである．もし制御lがないならば，変動は制限され

ないだろう ”とのべているーつまり，包括学説は少くも Solomonの段階までは，自然制御を主として種の生活を規

定する環境 （生物的 ・"if：生物的〉の制限的はたらきの側面から捉えていることが特徴的である そこでは，生物的生

産における環境の創造的役割，つま り無機的自然が一定の発展段階で生物を生みだ したこ と．また生物はその生活を

維持，発展させるための必須の条件として，無機的および生物的自然と特殊な関係をむすびながら質的に，変化，発

展してきたすのであり ，生物の基本的諸性質もまたそれに対応して単純なものから複雑なものへとっくりあげられて

きたという歴史性が捨象されているために，穫の生活を適応の歴史的過程としてJたえる遺が，その出発点において閉ざ

されているわけである．したがって，たとえ種の生活がとり あげられても，生物と生活諸条件の関係を，一面的に要

( 39 ) 
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図論の観点から捉え，去に種の生活を具体的に促える道から遠ざかってL、〈危換のあることに注目しなければならな

し、

4 生 態 系 理論

(1) 日本の水産分野の研究

この領域の臼木における研究の展開はきわめて新しく，北沢（1950～〕，宝月（1952～〉らによっておこなわれた諏

訪湖の生物的主産の諸研究にはじまる．その後，水産に関連して， 淡水魚については川郡部（1959），小野寺〔1960),

白石（1952), らが，すぐ、れた研究をおこなった． また， 海の生物については， 畑中（1954, 1956），花岡（1953,

1955），林（1960），最首（1963），川崎（1963) らが先駆的な仕事をのこしている． これらの業績は，現在進行中の

国際生物事業計画の日本の淡水 ・海洋生物生産研究の重要な土台となっている．

つぎに， いま少し広い視野から， community概念や生態系理論が，水産分野で展開されてきた足跡、を眺めてみよ

う まず第1に，アメリ．カの｜塗水学者 Lindemann〔1942）が，エネノレギー論的な立場から食物連鎖、の各段階における

流出入エネノレギーを論じ，湖の物質経済の動的な機能を明らかにし，栄養動態の面から生態系について，1つの体系

的理論を確立したことは周知のとおりである．それは， 北沢， 宝月らにつながるといってよいであろう．

また一方において，海洋学者やプランF トγ学者が中心となり， プランクトンによる基礎生産という側面からの研

究が．地道につみあげられてきている．たとえば，主ti羽 （1954）は対馬暖流の生態系を論じ，海洋における生態系は

物理 ・化学的な海洋条件によって，その空間的なひろがりが決められる．そして＇ '{Ji_間的にとられた生態系の非空間

構造は生産系とよばれ，そこではもっぱら基礎生産，すなわち栄養動態の始原系列にあたる生産系の初段階の生産が

問題と される，と説明した．

ところで，直接に漁業の対象となっている生物，たとえば魚類などは稚魚時代は別として， ふつうはもっと栄養段

階が高く， しかも漁業としづ経済行為を考えにいれると，基礎生産と魚類の生産とのあいだには，単にエネノレギーが

移っていく l時間的なずれがあるばかりでなく ，いろいろな条件がはいりこんでく る．そこで “水産的にiilli値があると

いうことは… 一一，単に栄養段階の高低や，また栄養甑類や植物プラγタトγの生産量の多寡のよう な， いわゆる生

産生物学の基礎的なものと，直接に一説的な関係にあるとは一概にいえない川 （花岡 1954）という見解も生れる

そして，むしろ栄養段階の高次のものから低次のものへ糸をたくやっていく，という考えかたが出てくる．彼はある；場

所の漁獲高は‘大体そこの生産力と比例するという仮定のもとに，内湾における漁獲物を， pisci-predator, plankton 

feederおよび benthos-eatorにわけpそれらの組成の構造を比較して漁業生産力の解析を試みた．また畑中 （1970）は

生物的生産機構を論じて“物質とエネノレギーは下位から上位に流れるので，下位生物が基礎をなしているにはちがい

ない．そして一般には，第1次生産の泣かさはそれに基づく生産組織全体の泣さと一致することが多い．しかしなが

ら，も ともとこの基礎は上位の生物のためにつくられたものではない．偶 上々位生物は基礎のなかの利用できる部分

を利用するといういきさつで生産組織がなりたっているのである．すべての植物プランクトンは等しく動物生産に貢

献し一様な効率をもって物質が転換されると＼，－うような形式論を前提とすることは危険で‘ある．－ それゆえ，

生産組織とその機能を調べるためには，できるだけ高位の生物からはじめて，その食物消費の質と量と，それによる

成長量，分解量を明らかにしつつ次第に低位生物に及んで，第1次生産者にいたるという方法をとることが必要であ

ると考える H とのべている．そして，彼は生物と生物の関係z 生物と非生物の関係からなりたつ生物群集構造は，少

くも2つの手がかりを残している． 1つは年令形質で＼ これから成長率を知るこ とができるし，成長率は物質経済の

収支決算の帳尻とみなすことができる．他の lつは胃内容で，この調査による食関係にもとづいて， 生産組織を組み

たてることができる また食関係と非生物環況にもとづいた飼育実験をおこなう ことによって，食物の消費量と， そ

れによって成立された成長量との関係を知り，自然の成長に要する食物の消費量を推定することができる．さしあた

り生産組織の枝葉はすてて， i恨幹を明 らかにすべきである，と彼は主張した．

これより少し先に，アメリカの Tailer(1951）は，漁業生物学における mono-spec1日cな研究を批判し， community

研究の水産分野における必要性を強調した．彼はある水域で speciespopulationを， それぞれ独立した生物学的，ま
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たは経済的単位とみるのは正しくないという.species population の生産力は， communityの一般生産力と切りはな

して考えると誤りをおかしやすい．海況の変化も communityの反応をつうじて speciespopulationにあらわれるも

のであり，人為的な漁獲効果もこれと同じ考えで理解されなければならない 生産制限や漁場の保護が community

のー要素である speciespopulationの増減に直接的な効果があると考えて，多数の speciespopulationの土語加をはか

れば，これを総計して communityの増加となると考えるのは，従来からかさねられてきた誤りの 1つである－

production systemの全体を知り，人間のカの限界をはかるのが漁業生物学の課題で、ある，と彼は主張した．そして，

この問題を解決するために，

(1) 何が，何をJrlt食し，またそれは何によって消費されるか

(2）餌料量と生長量の関係，そのおのおのの経済価値

(3) ある魚種の漁獲制限が全生産におよぼす効果

などを，具体的研究課題として彼はあげている．

1956年に8海区水研の“食性シンポジウ ムに”おいて，林，横田，畑中，青山，渡辺，中井らが，食物関係をつう

じて生物群集の研究を，漁業生物学へ導入する努力をしたことはすで、にのべたとおりである．

その後，横田〔1960, 1961）は魚類の populationの数量変動の法則は， ある特定の populationのみを追究する

mono叩 ecificpopulation dynam口の手法では困難である．それには，共存する populationの相互作用による生産系

の動向を見きわめる必要があると主張して， populationsizeの変動要因として，補充，漁獲死亡，自然死亡をとり あ

げた.'ii皮は補充量の変動については， criticalperiodの仮説にたし、する疑問，稚仔魚、聞の餌を中心とする competition

および edgeeffectを問題とし piscivorsの生産作用について価値の転換， energy flowの中間損耗の減少，および

communityよりの maximumsustained yieldを論じている．彼の論理的基盤は，生物的生産過程における種聞の相互

干渉を問題にしている点で， Voltera〔1931〕に近いといってよいであろう．

さらに，栄養段階の高い回遊性魚類を研究する上での問題点を分析した川｜｜崎（1963〕の提案が注目される．彼は従

来の資源研究のなかでおこなわれてきた重要魚類の魚種別研究の知見から，資源研究者が直接に研究対象としている

表層性魚類は，基本的にプランクト ン捕食者である小型魚類 （サンマ ・イ ワシ類 ・アジ類・サノミ類・イカ類〉と，基

木的に遊泳動物Jrfl食者（カツオ類 ・マグロ類 プリ類 ・サメ類.l~IJ乳類 ・ 海鳥類〕である大型魚類との， 2 つの栄養

段階のものである， と説明する．そして， 特定の種の数量変動を規定する条件の 1つは種間関係であり， 魚類レベ

ノレの条件は，この2つの栄養段階のそれぞれの内部，およびそれらのあいだの諸関係であるという前提にあたって，

現在の重要な課題の 1つは従来の研究の知見の上にたって，同じ栄養段階のあいだの関係を明らかにして，各魚種

の数量変動の本質に迫っていくことである，と彼はいう．そして栄養段階の一段低いプランクトソ食性魚類は，その

全生活領域がすべて日本近海に含まれるのにたいして， 遊泳動物捕食性魚類は， 生活史の全過程をおおう領域が広

く，ブリ をのぞいては，その生活史の特定の時期に，日本近海に来遊するだけで，その生活領域の一部でプラソクト

γ捕食魚類の生活にふれあうことになる．このような条件は研究の内容を規定し，遊泳動物捕食性魚類の研究は，在

来の資源研究のオーソドックスな行き方，すなわち魚種ごとに発生から数量を惟定する手がかりを見つけだそうとす

る行き方とは，異なる道を生みだした こうして，遊泳動物捕食性魚類の研究は，2つの道筋をとおりながら前進し

た．その 1つは，漁場の海洋学的諸条件を調べて，そのなかから各魚種，各年令の生態的諸特性を把握し，またそれ

を漁況の予測と結びつけることである これは， プラソタトンj甫食魚類のばあいと異って，漁場をマクロな海洋構造

と対応させうるからである．他の 1つは，水域別に密度指数を計算して，その時間的，空間的変動を調べることであ

る．これは， if（＼法が単純で、あり ，また漁場分布が広がりをもっているため面積の要素をいれ易いので，精度のよい値

が簡単に計算aできるためである， と彼は説明する．

すなわち，空間的には魚群密度の海洋構造との対応，時間的には衝度指数の和としての資源量指数の変動を軸とし

て，遊泳動物捕食性魚類の研究が展開されてきたが，こ うしたことは，時空間的に対象資料が限定されていることに

よってもたらされたものである．しかしこのような限定は研究の推進をはばむ決定的な要因ではない．当面必要な
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ことは，資料の範囲内で，すなわち漁獲の資料をつうじて，時間的，空間的な数量変動を規定する 2つの条件ー一一非

生物的な環境条件と種間関係 （栄養段階内および栄養段階間の〉ーーを明らかにしていくことであろう ．事実， Q災後

10数年にわたってつみあげられた魚種別の知識を基礎にして，一方では，それと水系や水携との関係が追及され，他

方では栄養段階内部での種間関係が追及されはじめてきている， とi皮は強調した．そして，彼は魚類の数量変動は2

つの条件一一種と非生物的環境の倒係，および種間関係一一ーによって決ってくるから，資源研究は（1) 穫の個別的研

究，（2) 群集体の栄養段階構造の研究，（3）種と非生物的な環境との関係の研究，という 3つの角度から行なわれな

ければならない，と指摘した．

(2) 理論の発展とその特性

つぎに生物学における生物t".fニ集および生態系概念の発生と発展の歴史的過程を眺めてみよう．

生物が自然においてでたらめに駿息するものではなくて，何かあるまとまりをつくっているという認識はそれほど

新しいものではなく ， ギリシア時代まで遡ることができる（Allee1949). しかし，近代的な意味では19世紀にその

発端が認められ，それはまた同時に生態学自体の近代的発祥の時期でもあった．

19世・紀中葉～後期の個体生態学の背景のなかから，まず Mりbius, K. (1877）による biocenosisの概念が生れた．彼

はすべての Oyster-bedは，ある程度までlつの生物の集まり， あるいはいろいろな種の集まりないしは個体の集合で

あって，その集まりは生長や生存に必要なすべてのもの一一適当な土壌， 十分な餌，必要な塩分，発生に好適な温度

一ーの一切がそこで賄われていることを知り，そのような生物の集団を biocoenosisとよんだ（Alleeet al. 1949). 

この研究の流れはその後 Forbes(1887), Fore! (1901），および Dahl(1903）らの海洋生物学者や陸水学者らによっ

て進められ， このような生物の集まりが communityとよばれるようになった． しかし， 19世紀末までは，それはあ

る地域の動物または植物のすべてが，漠然と考えられていた（森 1951）.しかし Mobius(1877）の概念は，一方に

植物生態学者の組織的研究として発展し Cowles〔1901）をへて Clement(1916）にいたって SUαession theoryと

なり（森 1951），従来ばらばらに認識されていた communityが，一連の遜移系列のなかでみることができるよ うに

なった．

一方において動物生態学は201止紀の最初Jの4半期には，未だ理論的な体系をもつに至らなかったが，Shelford(1913) 

らの研究によって動物の集団もまた椛造や機能をもっていることが気づかれはじめ，ついに Elton(1927〕にいたっ

て foodchainという概念でそれが表現された（森 1951）ーすでにふれたよ うに，彼は動物群集が1つのまとまった

社会的有機体をなしその内部で物質の平衡状態があり，それは foodchain によって保たれると主張した． 彼の展

開が理論的に Darwinの発展であるこ とは，すでにのべたとおりである．

このI時期までの生態は，植物生態学，動物生態学という別 の々歩みで， したがって communityの把援のし方も，

plant communityおよび animalcommunityであった．しかし やがて Shelfordand Olton (1935）の北アメリカの

針葉樹林の分布と晴乳動物の分布に関する研究がきっかけとなって， 1930年代には community概念も目まぐるしく

発展した．その具体的な現われの 1つが， Clementand Shelford (1937）の bioecologyである．それは植物と動物は

別々にではなく一体となって， 1つの生物の communityをつくっていると考えるのがより 自然に則した見方で‘ある

として， それを biomeと名づけ，biomeこそは生物的自然構造の基本的単位であるとした．彼らの考え方の根底に

は，椛造と機能をもった 1つの閉鎖系があり，それは生長し，成；；熟するものであった．

了度同じ時期に，欧州では自然の構成単位が別の観点から考察されていた．それは Friederiches(1930, 1937）と

Thienemann (1939）の biosystem である． Thienemannは，およそ地球上の生物群集は環境と一体となって存在す

ると考える．すなわち，それらは1つの単位をつくり，この単位は生物群集単位のぼあいよりもさらに高い閉鎖系で

ある．この単位を biosystem とよぶ.biosystemを構成する生物鮮集のなかには，生産者 ・消費者 ・還元者の区別が

あり，この 3つがそろってしかも自律的調和を保っているばあいに系の安定性は高く，したがって閉鎖性は強い．この

ような系は自然構造としては段階性をしめし より低次の系は同列のものがし、くつか集まってさらに高次の系をつく

り，ついには地球自身が1つの系をつくる．地球自身は高い閉鎖性をもっているが安定したものではなく，太陽ェネ
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ノレギーの彬響下にある以上，宇宙的な系のなかの Iつの段階をつくるにすぎない，というが彼の自然観である．すな

わち，ここでは Clementand Shelfordの biomeが， その無機的な環境と結合されて biosystem となっている．

同じころ，イギリスの Tanseley〔1935〕が，現在多くの生物学者が口にする ecosystem の概念を提唱した．彼の

ecosystemの内容は， Thienemannの biosystemや Friedrichesの holocoenとほぼ同じ内容のものであるが科学的方

法論においてより明快なものがあるために，今日ひろく使われている（森 1951). 彼は biomeにその環境を加えた

ものが，物理的な意味での lつの全体系をつくり，これが biome よりもっと基本的な概念だと主張した このよう

な考え方は Tansley自身がいうように， Levyの科学の方法論にもとづいている Levy (1938〕は， 世界は相互に関

連し，変化する過程であるが，これは分再ftされた部分（isolate）とすることができるという .isolateは空間，時間，

物質におけるそれの環境からひきぬかれたあるもの，したがってそれは 1つの仮定で‘あって，弁証法的には何ものも

環境から自社lで‘ありえない．弁証法の研究における第1歩は，その isolateを切りだし それらを研究しそれのあ

らわす変化過程，それを支配する法則を研究し，最後にそれを再び環境のなかにみることによって，弁証法を再生産

することである．かような方法が有用で，有効であるためには， 何んとかして isolateが形成されるとき，環境の関

連する部分が，その isolateとの関連において考察されることが不可欠である．それ故， isolateが効果的であるとき

には，正当で有益な全体が形成される，というのが Levyの主張である（沼田 1955).

かくして3 自然の構成単位として，もともと浅海の oyster.bedから生まれた communityの概念、は， 19佐紀中葉～

後期にわたる個体生態学の背景から育った biocenosisの概念を出発点として，biocoenosis～ succession～ biome～

ecosystem (biosystem）の過程をへて，構造論的な観点から自然構造の抱爆を目指したものに関するかぎり，ついに

行きつくところまで、行きついたといってよいであろう．

いうまでもなく，この領域の諸研究が自然からとりだしてくる研究対象の単位は，生物と環境が一体となって構成

する生態系という閉鎖的な実体である．そして，生態系の機能は生体と環境のあいだにおこなわれる物質とエネノレギ

ーの運動が基礎であり，その根源は太陽エネノレギーである．また，生態系の構造は無機的自然、と生物群集からなり，

後者は生産者，消費者および還元者（分解者〉 をふくみ，それらのあいだにおこなわれるエネルギーの移行が系の内

部で自律的に調和して，系の安定性が保たれると説明される（北沢 1961).

したがって，この分野の研究においては基礎生産の段階における太陽エネルギーの同化の過程，つづいて第2次生

産から高次にいたるピラミッドの各栄養段階のあいだのエネノレギーの移行を，食物連鎖をつうじて捉えていくこ とに

大きな努力がふりむけられてきた たとえば， Thienemannや Tanseleyらによって提唱された生態系の概念は，そ

の後 Lindeman(1942〕によって， ミネソタ州の小湖， CedarBog湖で具体化された彼は生物群集を栄養段階に区

別して，入射する太陽エネノレギーが，緑色植物（生産者〉，摘食動物（第1次消費者〉，肉食動物（第2次消費者〉，

大型肉食動物（第3次消費者〉の順に，どれほどの量が，どのような効率で流れていくかというこ とを考察した． 彼

の研究はその後， Macfadyen(1948), Birch and Clark (1953), Odum (1956）らの批判的業綴を生みだしこうして

生態系理論は生態学のなかに新しい分野を形成していった（北沢 1961).

かく して，この分野の理論の発展と研究の集積によって，限られた空間や特定の生物のあいだの食物あるいは栄養

関係がしらべられ，それらは各栄養段階に整理されて，泉 湖沼 ・浅海などの生態系の物質循環の事実と，それに関

連する無機的自然と生物の諸性質が， 大づかみに明らかにされてきた．しかし，それはあくまでも，栄養階層間ある

いは種聞をエネノレギーが移行する事実を量的に説明するだけで、ある．現実の生物的生産においては，すべての径一はそ

れが生産者，消費者，還元者のいずれの階層に属していても，生物と生活諸条件のいろいろな関係をつうじて，質的

に異なった生産と消費をおこなうものである ところが生物的生産の質的ちがいを捨象するこの分野の研究において

は，種およびそれを包括した各栄養段階の生物的生産が，どのように生れ，育ち，変化，発展するかという必然性を

説明することができない． つまり，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をむすびながら，エネルギーの交換が

うまくはこぶように生物的生産を推進している原動力がなんて、あるかということを説明することができないから，生

物的生産の変動の予測，あるいは自然の物質経済の原理の把握が困難になるという問題に当面する．
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消印（1967）は，“生態系の研究法もいろいろありうるわけであるが，従来は Lindemanに発し，北沢や吉良の試

みにみられるように，生物の生活を物質および、エネノレギーの動きという形で捉えようとする行き方が，これを代表し

ているかの観がある．これはlつの有力な方法にちがいないが，生態系生態学を生物経済学と同等にみようとするこ

とは明らかに誤りであって，後者は1つのアプローチであるにすぎないことを認識すべきであろうけと指摘する．ま

た，徳田（1959）は生態学の進むべき方向が，生物の各種類の生活上のつながりを具体的にしらべる方向にむかわな

ければならないことを強調した．彼は可児（1944〕の業績を高く評価するとともに， Tanseleyの生態系の概念、につい

て，自然をそのような観点から統一的にみようとした努力の結果つかみ得たものは“生物は物F頁交代によって生命を

維持するという H 古くから云い古された命題を，いい直しただけのものである という．彼は，有用生物あるいは有害

生物を生態学的にとり扱うさいに，生態系というような概念をとうしてみることが，実践的にどれだけ有効であるか

ということは，厳しく吟味されなければならないと主張した．

また，生態系理論について， “生物を中心とした自然、を 1つの系として綜合的にみてし、く生態系の考え方は，もっ

とも生態学的ともいえるもので，作用・反作用・相互作用によって動く自然の構造と機能の総体，いわば生態学の全

対象そのものを意味する．すなわち，生活する生物の具体的な姿は，そこの群集や地域の構造から遊離したものでは

なく ，それは生物と生活空間との体系一一生態系一ーの部分として存在しその系と運命をともにする，というのが

広い意味での生態系的観点の表切であるH と説明する宮地 （1961）も， “生態系の物質循迭の一環としての立場から

とらえられる生物は，一応，生産者 ・消費者 ・分解者などであって，種としての特性は問題の正面から後退するばあ

いが少くない．生物のこのような扱い方は，生物的というよりも，より物質的であって，もっとも物理化学的な水準

でとらえた生態学の断面である． •• • •• ＂と指摘している

Lebedev (1%2）は，ソピ、エト生態学と諸外国のそれとを比較して， 外国の一連の研究者は， 生物群集のなかのす

べての相互関係を理解しようという遠大な計画をたてるが， それは思弁的な態度である．ソビエト生態学にお いて

は，生物~J!i＇集にたいして，それとはちがった原則的に別の態度が決定的にあらわれている，とい う ． 彼はパブロフ λ

キーのいう “群集の主導的メンパー”という概念を引用して，生物群集の研究は研究者がたてた実践的な目的の観点

からおこなわれるべきで，生物群集の多様なメンパーのなかからあれこれの特性において主導的な意義をもっ種を選

びだし それに応じて生物群集的な相互依存性が解明されるべきである．それは理論的にも，実践的にも，有効なH佐

ーのものである， と彼は主張する．

後掌でのべるように Nikolysky(1957）もまた， Hわれわれは経済魚の適応、特性の研究と，これらの適応特性をつ

うじて認められる環境の特性のなかで，魚群の変動法則を明らかにすることができる．魚群の生産力の把握は，まず

なによりも，栄養連鎖のなかで魚群にもっとも近い相の反映がえられるように進められるべきで，それには必ず種の

適応特ー性を深く認識することが基礎とならなければならない”と強調している

いままで論議したことからわかるように，生態系理論は生物的生産の見地からそれを眺める と，太陽エネノレギーが

生物群集の各栄養段階をへて，移行 ・循環する過程を問題にした点に特徴がある．そして，そこでとりあげられるエ

ネルギーの循環が自然の総体ではなくて，地球に投入された太陽エネノレギーの地球閣における循環であることはいう

までもない．また，この理論体系が主要概念の lっとしている栄養段階というのは，生物の基本的諸性質の 1つであ

る栄養を出発点として2 生物の生活を理論的に nicheの観点から捉えたものである．というよりは，そうすることに

よってはじめて，食う食われるの個体の食物関係が，食物連鎖を形成する種間関係の認識に進み，さらにそれが生物

群集の組織的形成につながるという，生物界の一連の柄r成が理論的に明らかにされたわけである．それは自然経済にお

ける生物的生産の構造に迫るために，突に大きな貢献であった．しかし，そこでは非生物と生物の運動形態の質的ち

がいや，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をむすびながら，質的に異なったいろいろな生物的生産様式を生

みだしている側面が，この理論体系では考慮されていない． つまり，質的に異なったいろいろな物質の運動形態や，

また質的に異なったいろいろな生物的生産の諸形態が， どのようにして生れ， 育ち， 変化， 発展するかとし、う歴史

性，あるいは物質の運動の木質に関する問題は，この理論体系の外にある．
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端的にいえば，生態系理論は生物の基本的諸性質の lつである “栄養H を基本的な土台として，エネノレギーの量的

移行過程に関与する諸概念の理論的関係を，椛造論的に捉えてきた点にすぐれた特徴がみられる．つまり，自然のエ

ネノレギーの移行・転換や現実の生物の生活を全面的にではなく，栄養にまつわる nicheの観点から一面的に捉えてい

る点にこの理論体系の特徴がある．そうしてもよいのではなくて，そうすることによってはじめて，この理論体系が

生物的生産の一面を美事に捉えているのである．生物的生産の研究における生態系理論， あるいは community理論

の効果と限界もまた，そこから生れるのである．

5 歴史的方法

(1) 日本の水産分野の研究

この領域における日本の水産分野の研究論議は，第1報（1970）にもふれたように，まず第1段階は，占領軍が当

初にしめした日本経済民主化政策を背景としておこなわれた研究体制の民主化の嵐のなかで 漁業生物研究の激動的

な拡大と資源研究の方法論論議のなかからはじまった．

たとえば，川崎（1951）は最首（1951〕が資源研究の進め方について， 第l段階 （漁業生産の対象〕と第2段階

（自然を対象とする生物学的方法〉の特性の関係を論じたことにたいして批判を加えた．そのような機械論的な方法

は，異質的な変動単位の集合と考えられる底魚に適用されるばあいは，実体の認識を誤らせるものである 現象はあ

くまで実体の仮象でしかないもので，操作主義的機械論は克服しなければならないと， JI/I崎は強く主張した．この論

争は，両者の批判，反批判をあわせて，水産科学誌上で3回（No.2.4.5）にわたっておこなわれた． 当時まで，こ

の種の論議に比較的不慣れであった水産研究者は，これを抽象論議あるいは哲学論争としてうけとった面が少くな

い．しかし研究活動のなかで，漁業と資源の関係が，方法論をとおして論議された意義は大きかった．

ついで， JI/I崎（1956）は暖水性回遊魚類の資源研究の方法論を論じた．彼は戦後の日本漁業が独占資本の侵零的な

推進によって進められ，また資源研究が，Baranov,Ricker, Thompsonらの諸理論の抽象的な模型性を，一途に研究

にもちこんだことを問題とした．そして，それらの理論が“形式論理であるということは，弁証法的ではないという

こと，すなわち事物の本質 ・内面に迫るものではなくて，表面的なつながりを結びつけるにすぎないということ， し

たがってそれ自身の限界をもっているということである H といって，資源研究の問題点と歴史的方法の重要性を主張

した．そして彼は “現実の生物社会にあっては，ひとつひとつの魚種は切り離された存在ではなく ，お互に密接に関

連したものとして存在している．生物社会はひとつひとつの魚種の寄木細工ではない．すなわち，ひとつひとつの魚

種を，全体のなかの部分として，つねに全体的な視野に立ってみるのでなければならないと思う．この観点から現在

の資源研究で重要なことは，この意味での，魚類の生活法則，人口法則を具体的につかんでいくことではないだろう

かと考えるのであるけと指摘した そして， 彼は近海の暖水性回遊グループ（イワシ ・サンマ アジ サパ ・ブリ ・

イカ カツオ〉の戦前戦後の漁獲高を比較して， plankton・ feederは全体的に減少したとはいえ， その中で置きかえ

(substitution〕が起っていると指摘した つまり ，異なる食性段階にあるものの種間闘争と，類緑的により近いもの

のあいだの環境をめぐっての闘争を問題とした．それは，水産分!Jl｝の研究で、弁証法的唯物論の重要性が指摘されたこ

と，および生物群集概念をとおして Darwin,Eltonの理論をのりこえようとする努力が試みられているという点で注

目されるものである．

当時，従来の水産生物学にたいしていろいな観点から疑問が生れていた．たとえば，千回 （1956）は， ミツタリエ

ナガチ ョーチ γアンコウの性関係成立の過程を仰lにあげて，性の決定あるいはその他のJ宣伝現象も含めて，メンデノレ

．モーガン主義的な泣伝子によるill伝現象の支配という生物学における形而上学的解釈にたいする批判的疑問を出し

た．また，彼は県水試が当面している漁況予報を例にと って，漁況にたいする環境支配の考え方にたいする疑問を出

した．彼は，魚はその本性上（遺伝性によって〉一定の環境条件を要求するものであり，魚と環境のあいだにつくら

れてきた古いパラ γスが一旦うち致され，新しいバランスがつくられるばあいには，海況が平常にもどっても好漁場

になるとは限らないと指摘した．それは，索朴な凝問の姿をとっているが，生物と環境の歴史的関係という根本問題

をつうじて，現象論にたいする鋭い批判をおこなった点で‘注目される．
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従来の水産生物学にたいするこれらの疑問，批判，論議の発生と発展は，決して少数の研究者によるものではなく

て，戦後の若手研究者の広範な民主活動にその基盤をもっていた．多くの研究者は戦後の民主化の嵐のなかで行なわ

れた漁村実態調査，研究体制の構造改革，資源担当官会議， 民科生物部会， 組合運動など，日常的な経験をとおし

て，それを生み出し，また成熟させていたので、ある 当時，かなり広い視野から水産資源学の理論の体系化に努力し

ていた相川 （1960）が，資源生物学の方法論について H部分の相互関係， 部分と全体の関係， また部分の綜合など

をはかるために，分析と綜合，帰納と苦電線など．の形式論理学も役にたつが，自然弁証法はわれわれの考えを正しく導

いてくれるH といって，弁証法的唯物論への期待を表現している．

やがて，佐藤（1961）が，水産資源研究をめぐる諸学派の理論体系の足跡、を分析して，水産資源研究の理論と実践

についての疑問を出し， 僅かばかりの提案をおこなった．それは，北水研が1961年に出した “水産資源調査 ・研究に

関する プログレス ・レポートけの論議の背景を諸学派の理論体系の批判，継承という面から整理して，当時の北海道

の若手研究者の胎動の姿を画こうとしたものである．北海道の水研 水試は戦後間もなく研究集団をつくって，底f~t

資源調査 ・研究をおこなった．研究が進むにつれて，理論面ではポピュレーションの区別，生長（年令〕の推定，卵

・稚仔の定量および減耗原因，努力当り平均漁獲量の意義などについて，従来の理論的基盤の妥当性が問題となりは

じめた．一方に，カ レイ 田ホッ ケ・スケ トウ夕、、ラなどをめぐって，機船底曳と同じ資源の漁獲で競合している京lj網 ・

釣漁業など沿岸中 －小漁業について漁村の実体調査が進むにしたがって，漁業と資源および資源研究の関係について，

いろいろな観点から疑問が出はじめ，それぞれの専門領域の研究を確立しながら共同研究を進めていくために，広い

視野から科学と技術と社会的生産の関係を問題にせさ、るを得ない状態に熱していた． つまり，観察の手段を工夫し，

計算によって資源量を挽定するという，いわば技巧の集約だけでは問題の解決とはならず，研究者の社会観 とく

に研究の社会役割的ーーと，自然観ーーとくに生物的生産についての諸概念， 諸理論の線拠と方法論ーーが，一般的

知識としてではなく ，科学的なものと して，現実の共同研究の計闘や推進のなかで要求されはじめた． そこでは，従

来の生物学の蓄積を批判的にl反収するための基盤として生物科学関係では Darwin(1859), Elton (1927), Michurin 

(1948〕，Lysenko(1957), Oparin (1960〕， Nikolysky〔1957），徳田（1960），渋谷（1960）らの理論体系について

また経済学 ・技術論 ・科学論 －哲学については，Marx（経済学批判，資本論）， Engels （自然、弁証法，反デューリン

グ論，フォイ ェノレノミツハ論）， Lenin (I怪物論と経験批判論，哲学ノート〉，毛（実践論 －矛盾論〉， Hegel （小論理学〕，

戸坂（1946科学論〉，武谷（1957自然科学慨論，1961弁証法の諸問題〉 などの理論体系に対する関心が高まり，そ

の学習，討議が， いろいろなサータノレで、行なわれはじめた．

こうして，戦後の激動的な民主活動を土台として，多数の研究者の学習，討論，分担によって，プログレス・レポ

ート （1961）の背景となる土壌が形成され，研究の社会的役割，生物的生産についての諸理論の効果と限界が，共同

研究の実践のなかで激しく論議されていった．

ついで， 佐藤はこれらの論議を土台として “魚の生活の初I~Eにおける問題点” （1965）， “生物と環境の相互関係に

おける問題点一一現代の生物学における歴史的方法の再評fmiについて一一円 （1966）および“生物と環境の相互関係

の研究における方法論について＂(1967）をつうじて，漁業生物学における歴史的方法の展開の必要性を主張した．

この提案は簡単にいえば，Engelsのいうように， 運動の形態変化は， つねに少くも 2つの物体のあいだにおこる l

つの過程であり， その過程において2つの物体のあいだにおこる主要な矛盾が， その運動を変化， 発展させる原動

力である．生物的生産の変化 ・発展は生物的生産力（主として生物と非生物の関係〉と生物的生産関係（主として生

物と生物の関係〉の矛盾を原動力とする．この普通的な矛盾は，現実には種の具体的な生活の過程に，典型的に内蔵

されるものである．ところで，種の生活は発育段階および生活年周期の一連の諸段階によって，質的に変化する もの

である．一連の生活の諸段階が質的に変化するばあい，それをつらぬく普通的矛盾の運動形態もまた，特殊化し，個

別化していくであろう．したがって発育段階および生活年週j切によって質的区別された種の生活の一連の諸段階につ

いて，普通的な矛盾が特殊化し，個別化してし、く過程を捉えていくことによって，生物的生産の木質に迫ることがで

きる，と彼は説明した．このような論議の進行と前後して，底魚（森田 1965，北片 1967），サγマ（内藤 ・若生 ・小
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林 1968），カタクチイワシ（近藤 1969），サノミ（宇佐美 1966, 1970，川崎 1969）などについて，発育段階および生

活年J，＇~Jtflによって質的に区別された一連の種の生活が， 主として修動の而から捉えられていった

一方に，川崎（1967）は歴史的方法の観点から，水産資源学の対象と方法について，新たな理論的展開をおこなっ

た 彼はまず水産資源学の対象について，われわれの研究は漁獲物から出発し，研究対象は資源の分布（資源の存在

様式としての時間と空間のなかでの動的な分布〉であり，現実の分布と将来の分布をつないでいく法則性を問題にし

なければならない そして，生物の生活の基本的単位は種であり，それは生物におけるあらゆる矛盾の集中点である

から，資源研究の生物学的内容は，種の段階別の分布状態から出発して，発育段階および世代をつらぬく変動の法則

性を明らかにし将来の段階別の分布状態を予知することにある，と規定した．

つぎに，彼は方法を論ずるにあたって，生物と環境の関係の問題を重視し生命過程の基本的矛盾は生物体と外部

条件との矛盾であり ，その主導な側面は外部条件である，と指摘する．ここで彼は，外部条件と外的条件を区別し

それらの総体を環境とよんだ．外部条件というのは生物体の対立物として1 すなわち代謝に関与する物質的諸条件で

あり，外的条件というのは代謝には直接関与しないが，多かれ少なかれ生体と関連をもっている物質的条件である．

たとえば，魚と流れの関係では，流れが運んでくる酸素や餌は外部条件であるが，流れそのものは外的条件である，

と彼は説明する．

こうして，彼は水産資源学の方法をつぎのように説明した．

1. 分布は基本的には外部条件によってひき起こされ，それに対する魚の反応によって決まる．

2. 一定の発育段階，生活年周期に対応した集団は，外部条件にたいする一定の生理的要求をもち，それが分布の

特徴を決める基本的なものである．

3. 外部条件は非生物的条件と生物的条件の 2つにわけられる．分布を決める副次的条件となる外的条件も，非生

物的条件と生物的条件の 2つにわけられ，前者は流れ，海底地形など，後者はJn食者および同位種などである

4. 分布を決める要因はこれだけではなくて，重要な要素として程内関係がある．分布は生物体と外部条件との関

係が，種内関係をとおして発現するものである．積内関係というのは，外部条件にたいする種の適応様式であり，こ

れをil~hにして発育段階，向性問， ulit縦間 ， 同一年令内および年令間などの諸関係がからみあっている ． つまり，種内

関係は環境との対応において歴史的に形成された関係で，分布から生物休と外部条件との関係を捨象したばあいに明

らかになる関係であるが，その実体をつかむ方法論は，魚類のばあいにはまだ未開抗iの分野である．

5. 最後に，われわれは外的条件を問題にする．外的条件は生物体と外部条件との関係が，種内関係をとおして展

開される分布様式を変形させる役割をもつものである．変動を規定している要因は，もちろん分布を規定している要

因と同様である．そして，分布を時間の経過との対応でみていくことによって，その変動をとらえることができる．

このようにして，われわれは分布と変動の法則性を明らかにし分布を予測することができる．

かくして，彼は漁獲物から出発して生命過程の具体的矛盾 （生物体と外部条件の矛盾〕，種の特性（生物における

矛盾の集中点〉を基盤にい 資源の分布 （資源の存在様式と しての時間と空間のなかでの動的な分布〕，分布とその

変動を支配する諸要因，たとえば，外部条件，段階別の生理的要求， 種内関係，種間関係，種の適応、などのそれぞれの

特性とその相互関係を論じつぎのように要約した．

ある魚種の分布様式というのは，生物と外部条件との矛盾が，種内関係（外部条件にたいする種の適応様式〉をつ

うじて展開されたものである．このようにして展開された分布様式は，外的条件によっていろいろな変形をうける．

したがって，種がその発育段階，生活年周知ljJJljにどのような外部条件を要求しているか，種内関係の特徴はどういう

ものか，外的条件との関係はどうか，ということを系統的に研究して，はじめて種の分布の実体を明らかにできる．

さらに，分布の時間的変動を研究することによって， 変動の法則性をつかみだし分布の予測に近づくことができ

る． つぎの段階として， 漁獲努力との対応関係を調べ， 人間の行為が資源に及ぼす効果を明 らかにしていくのであ

る，と彼は要約した．

これらの広範な理論展開を基盤と して， 彼は佐藤学派（佐藤を中心とする北海道の クノレープ〉の方法論の問題点
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を，佐藤（1965）の論文を中心としてつぎのように批判した．

(1) 漁獲分布を環境系（水協の運動など〉，生物系（適応過程で獲得した固有の運動〉および生産力系（漁業生産

様式〉の 3つの系の複合形態だとする捉え方は，弁証法的唯物論および史的唯物論の観点からいえば，自然と社会の

区別をあいまいにするものである．それは自然と社会とのあいだの質的な区別を，それぞれの内部での区別と同列に

おくものであり，自然、条件に受動的に適応する動物と，物質的財貨を白から生産する人間とを同じ重みで考えること

になる．

(2) 生物と環境との関係の認識について“生命と生物体とを同一列において，その共通の「内部矛盾」として，開

放性と閉鎖性という生物体の性質のあいだの矛盾としてとらえ，環境を条件として，生物体と環境との矛盾を外部矛

盾とみていることである．今までも繰り返し述べたように，この観点は正しくないと思う．われわれが問題としてい

るのは生命の過程であり，この過程の内部矛盾したがって原動力が生物体と外部条件の間の矛盾であり，その主要な

側面は外部条件である この立場にたって，生物がそれぞれの運動形態（種 ・発育段階〉に対応して，泣伝性と適応

性の矛盾をつうじて，どのように変化し発展するかを問題にするのである．程の特性にしても発育段階の特性にして

もすべて，外部条件に規定されて歴史的に形成されたものである．生物はこのようなものとして，現実の外部条件に

~＼自的に反応していくのであるH として，佐藤学派の環境観はまちがっていると批判した．

(3）分布に関与する自然、を，生物系と環境系とにわけるということも疑問である．分布を決める基本的な動因は生

物体と外部条件との矛盾であるから，両者は統ーして捉えるべきもので，上のようにわけると，両者をひき裂いてし

まうであろう．環境を生物系に板拠をもっ魚の生活の契機として捉えるという発想も賛成できない．

仏） 分布は，生物体と外部条件との関係が，種内関係をつうじて現われるものである．したがって，佐藤らのいう

漁業用海図というのは，たとえそれを生活年周期)51］に函くにせよ，適当に時間をとって画くにせよ，環境条件に余り

大きな変化がなかったということが証明されない限り，年次別の漁業用海図から共通の，穫に固有の特性を捉えるこ

とは悶難である

上にのベた川崎の提案と批判にたいして， 北水liff.北水試生態研究談話会は “川崎の提案にたいする私たちの見

解け（1968〕を出した．そこで行なわれた主要な論議はつぎのようなものである．

(1) 生物と環境の関係を認識するうえで，まずとりあげなければならないのは生物と無機的環境の関係である．そ

れは．無機的自然がその一定の発展段階において生命を生みだしたという歴史的事実によるものである．そして，一

度外界にたいして相対的な独立性を獲得した生物は， その長い生活の歴史のなかで， 無機的自然、との関係をとおし

て，生物的環境とよばれる程内関係や種間関係を生みだしてきたと考える．このような自然史観にたっかぎり，環境

を単に生物体のまわりをとりまく外界として漠然として捉えたり，また環境が一方的に生物の運動を規制lするという

立場からそれを捉えるのではなくて，代謝に関与する物質的諸条件としてそれを捉えなければならない．川崎のいう

“種がその発育段階，生活年周期別にどのような外部条件を要求しているか，程内関係の特徴はど、ういうものか，外

的条件との関係はどうか，ということを系統的に研究して，はじめて種の分布の実体を明らかにできるけという提案

からみるかぎり，上にのベた基本的自然、観について， “意見は私たちと同じように恩われます”と彼らは考える．

(2) 生物と環境の関係を問題にするばあいには，代謝をつうじて外界にたいして積極的選択性をもつことを叙拠と

して物質の他の運動形態から区別される，生物の運動の特殊性の認識から出発しなければならない．つまり，生物の

相対的独立性の承認が必要である．

(3）生物の運動あるいは生物的生産の原理に迫るためには，生物と環境（あるいは生活諸条件〉のあいだの関係

（矛盾〉は基本的に重要である．とくに，生物と非生物の関係を基本的なものとして，生物と生物の関係を生みだし

てきた歴史的過程は重要である．そして，これらの基本的関係（矛盾〉は，現実には種の具体的生活の過程に，典型

的に内蔵されていると考えることができる．

したがって，漁業生物研究が魚群行動の原理や生物的生産の原理に迫るためには，種の具体的生活の過程で，上に

のベた基本的矛盾の運動形j宮、が，どのように特殊化し，個別化していくかを明らかにしなければならない．このよう
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な観点から，生物と環境の関係は，生物の物質代謝一般， あるいは適応一般における 生物と環境〈あるいは外部条

件〕の関係（矛盾〉， あるいは生物と無機的自然のあいだの一般的関係 （矛盾〉として捉えるのではなくて‘種の生

活の過程における主体と条件の関係として，それを捉えなければならない．そうしてもよいではなくて そうしなけ

れば生物の木質に迫る生物科学にならない，と主張した．

上にのベた川崎および佐藤学派の論議とよばれるものから，私たちは生物と環境の関係に関する諸問題について，多

くのことを学ぶことができる．しかし上にのベた2つの主張から，生物的生産の原理にせまる方法論として，両者

のちがし、がどこにあるかを捉えることはなかなか困奴であろう というのは，そこで用いられている主要な概念

とくに， 資源の存在様式と分布と反応，外部条件と外的条件，種内関係と種間関係，生物的生産の普偏的矛盾とその

特殊化・個別化，生物の相対的独立性，物質と時間と空間の関係などーーにたいする認識の内容が，必ずしも一致し

ていないからである そして，それらの研究が歴史的方法の土台に立っているかどうかを評闘する重要な基準は， 対

象の歴史的過程とその発展の諸段階を捉え， 運動の変化・発展を推進する原動力である全過程をつらぬく普通的矛

盾， およびそれが対象の質的変化の段階にしたがって特殊化，個別化していく過程をどのように捉えよう としている

かにあることを， つけ加えておきたい．

(2) 主要な概念の特性

一般に生物学における歴史的方法は， Darwin〔1859）にはじまるといわれる． その後， それはソ運においては進

化，育種，遺伝などの分野で，Timirjazev(1953), Michurin (1948）および Lysenko(1957）らによって引きつがれ，

正統ダーウィニス、ムの流れとして発展した（Lebedev 1962）.また， Oparin(1960）が生化学の分野から，生命の本

質 ・起源 ・発展を論じ， Oparinand Platonov (1963）が生物界の弁証法を体系的に論じていることが注目される

生物学における歴史的方法のこのような発展の過程で，その理論体系の土台にある主要な概念が， どのようにして

生れ， 育ち，また批判的に継承されてきたかということを眺めてみよう ．

( i ） 自然淘汰

Darwinは育種の実践にもとづいて， 人為淘汰を構成する要因が，変異性，追伝性および人間の選別にあると考え

た．生物の変異なしには，どのような淘汰も不可能である．また，有用な変異を，世代を重ねるあいだに保持 ・強化

する遺伝性がなければ， 淘汰は成立しない．それに人聞の意識的選択が加わって， 3つの要因の相互作用によって人

為淘汰が成立する，と考えたわけである．人為淘汰を構成する諸要因が，自然条件のもとで，存在するかどうか．

Darwin (1859）はこれにたいして，肯定的な答をだした． 彼は変異性，遺伝性，および適者生存をもたらす生存闘争

の3つの要因の相互作用を，自然、淘汰と名づけたので‘ある．人的淘汰において人閣のはたした選別とし、ぅ役割が， 自

然淘汰において生存闘争におきかわったわけで、ある（Lebedev 1962〕． しかし Darwin(1859）は川有用な個体的

差異あるいは変異の保存と，有害なものの絶滅を，わたしは自然淘汰あるいは最適者の生存とよんだ”と書いている

よう に，彼が進化における変異とその保存 （）註伝〉の関係を重視していたことは明らかである．

植物生理学者としてロ シヤにおいてダーウィ ン学説を祖述し，創造的ターウィニスムの創始者といわれるTimtrJazev

K. A. (1953）は，生物の 2種の適応一一つまり無生物的諸条件（無機的自然界への適応〉 と生物的諸条件 （ほかの

生物への適応〉 ーーを問題にした．彼は自然の諸条件のあたえる端的で直接的な反作用にたいして，とくべつに大き

な意義を与えるべきではなく，生物相互のあいだの闘争，あるいは競争にあたえるこれら自然の諸条件の間接的影響

の方がはるかに重大であるとしづ見解をしめした．そして，彼は自然淘汰というのは，変異性，遺伝性， 個体数過剰

の総合作用の結果の比H命的名称であるとのべている.Haeckelもまた，これに近い見解をのべている．彼は自然淘汰

について， “この表現をわれわれは，生物たちの生存闘争における遺伝性と変異性 （これはあらゆる勤植物に固有の

2つの生理学的性質であり，しかも別の活動，繁殖と栄養の作用に帰せしめられているのである〉の一般的な相互作

用だと理解している”（Platonov1959）とのべている．

さらに，生物進化における環境の役割について，Lamarckや Darwinの理論にふくまれている誤りを訂正し，淘汰
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のもつ創造的役割をもっと明確な， 首尾一貫した形で、承認したのはミチューリン学説であるといわれる〔Platonov

1959). Michurinは自然界における種や変種は， H生存闘争にもっとも強く， もっとも能力のあるものが自然淘汰

をうけることにより， 幾世紀にもわたって仕上げられたものであるけという（Platonov1959〕

また，淘汰の概念、を正確にするうえで， Lysenkoの諸業績のはたした役割が注目される．彼は Timirjazev(1953) 

によって与えられた淘汰の定裁を根底にふまえながら，淘汰の諸要因のなかから個体数過剰を除いて，生存可能性で

おきかえた．彼は H 自然および人為淘汰についてのわれわれの理解には，相互に関連している要因がふくまれる 遺

伝性，変異性，生存可能性がそれであるけ（Platonov1959）という．つまり ，生物を新しい条件に適応させながらさ

まざまの仕方で改変する変異，これらの変異を一定の方向へ累積する逃伝，および適当にまた都合のよいように変異

した個体を保存し，自然淘汰の方向性を規定する生存可能性が，彼の自然淘汰の内容である．これによって， Darwin

と Timirjazev が，進化における個体数過剰の役割を過大に評価した立場が斥けられた．しかし Lysenkoの定式に

は欠陥がある．それは彼の定式には生存闘争への直接の指摘がないからである，と Platonovはいう．そして， Platonov

(1959）は，“したがって自然淘汰の概念には， i立伝性，変異性，生存闘争および最適者生存がふくまれるといえば，

われわれには一層正しい表現だということになる H という． また， Oparinand Pratonov (1963）比 “生物界の進

化， すべての生きているものに存在する合目的性は，自然淘汰の全要素すなわち生物の変異性， 遺伝性，生存闘争お

よび生存可能性の共同作用によってのみ確保される H という．そして， “生物進化の過程における淘汰の創造的役割

を認めるこ とこそ，淘汰の役割を機械的な飾の作用だと片づけるネオ ・ダーウィニズムや，また淘汰の意義を全く知

らない機械論的ラマノレノレ主義にたいして， 〆ーウィソ ・ミチコーリ γ生物学が根本的に異る点の一つである日と強調

している．

いままで論議したことからわかるように，自然淘汰は Darwinいらい伝統的に， 3つの要因の相互作用として説明

されてきた．その聞に，第3の要因つまり Darwinのいう生存闘争は，その後いくぶん説明ないし改変が加えられ，

個体数過剰とか，あるいは生存可能性などによっておきかえられてきたことがわかる．すで、にふれたように， Darwin

は進化における変異と巡伝の関係を重視したのであるが，さらにそれに生存闘争とし、う比l命的概念を加えて，育穫に

おいて品種の変化が人為淘汰によって実現するように，自然における種の変化 ・発展は自然淘汰あるいは最適者の生

存によって実現されると考えた．そして，自然淘汰の第3の要因である生存闘争の発生の根拠については，多くの生

物が生残ることのできる数よりもはるかに多くの卵，または種子を生みだすという事実を出発点として，マノレサス理

論を適用して，幾何級数的に増殖する生物の過剰個体数によってそれがおこると説明した．しかし，Engels（自然弁

証法〉は Darwinの生存闘争について，なによりもまず厳密に，これは動 ・植物界の人口過剰によってひきおこ され

る闘争だけに限定すべきであると注意した．そして，この闘争は事実生じているが， しかしこのような過剰個体数な

しに種が変化して，古い稜が絶滅し，新しい進化した種がそれにかわってあらわれる. Darwinは “自然淘汰ないし

適者生存”の問題について，過剰繁殖の圧迫による淘汰と，変化した環境にたいするより大きな適応能力による淘汰

という全く別の 2つの事柄を，混同しているのは誤りであると批判した．

いうまでもなく，自然淘汰の概念は多くの生物学者によって， さまざまの適応や生物の合目的性を説明するため

に，基本的原理として有効に用いられてきた．しかし いままでのべたことからわかるように，自然淘汰の 3つの要

因の相互関係は説明されてきたが，自然淘汰がなぜ生みだされるかとし、う必然性は，少しも説明されていないことが

特徴的である．したがって自然J淘汰の概念は，厳密には自明の理として安易に扱うべき性質のものではなくて， それ

が生れ，育ち，発展する運動の原理が説明されなければならないであろう．

c ii）適 応

Darwin (1859）は生活諸条件にたいする動・植物の適応について， 莫大な査の事実を説明した．たとえば，彼は気

候条件とむすびついた植物の開花期のことを指摘している．彼は気候順化にさいして生ずる適応的変異について．

＂若干の植物についていえば，それらはあらゆるばあいに，さ．まざまの温度にたいして自然、に慣れることができる．

すなわち，気候）｜関化がで、きるというこ とにたいして，はっきりした証拠がある”（1859）とのべている． また，彼は

〔50) 
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il.f}J！協の皮のj享さや毛深さにたいして，気候が直接に影響することをのベ，生物は気候の変化に関連して適応的に変奥

をおこすことを認めている このように Darwinは生物の適応を重視し， 多くの事例を捉えたが， 自然淘汰に関連し

て適応の問題を展開することが少なかった．徳田（1959）も指摘するように，彼の適応の分析は不十分であった．

その後，Haeckel(1900〕は， 彼の “変異説とダーウィ ニスム”のなかで， “逆j応または種の変化の要因のため，

われわれが一般的基本原因として提示できるのは，養分あるいは物質代謝の生理的作用である ここに“養分川を変

異あるいは適応の作用因子としてとりあげるならば，わたしはこの言葉にさらに広い意味を考えたい． ・…・養分のな

かにはいるものは......たとえば，水や空気，日光や温度が植物体の理化学的特徴におよほす諸作用，簡単にいえば気

候の概念、を構成するところのすべての気象的現象の影響である．また，直接間接に， これに影響を与えるものは土壌

や生息場所の性質であり ，つぎに極めて重大な，また多方面からの影響を各動植物におよぼすものは共生あるいは同

居し，害敵や掠奪者となり，寄食あるいは寄生などする周聞の生物である H と書いている（Oparinand Platonov 1963). 

つまり，ここでは適応は種の変化とともにJJtえられ，それは栄養あるいは物質代謝の生理的作用に基盤をおいて，生

物に与える無機的，生物的環境の影響として説明されている．

これらの Haeckelの主張と関連して， Engelsは Darwinの生存闘争の概念を批判するさいに“ ・Haeckelの‘適

応とj立伝’もやはり淘汰やマノレサス主義を必要とすることなく， 発展の全過程を保証しうるものであるけとのべてい

る．そしてa 彼は υ原形質への刺依と原形質の反応は，原形質が生きているところであればどこでも存在する．しか

し原形質はしだいに変化する刺戟作用によって，それに応じた変化をする．そうでなければ，原形質は死んでしま

うのであるから，すべての生物体にたいして当然、同 じいい方，すなわち適応ということが用いられよう”（反デュー

リング論〕と指摘していることが注目される．

その後， Darwinを継承した Michurinは， i迎合的な変異の存在を認めたばかりでなく． 植物の新しい品種をつく

りだすさいに，このものから出発した.Lebedev〔1962）は，彼は仕事のなかに，適応的な変異へ移行するところの，

迎合的な変異の直接の証拠を見出すことができる，という． さらに Lebedev(1962）はソ連のミチューリソ生物学を

説明して，それは淘汰の創造的役割を理解ーするさいに，まず適合的な変異を承認することからはじまる そして，自

然状態のもとでは適合的な変異性は適応的でありうる し少くも適応変異の出発点である，適応的変異へ移行する生

物の適合的な変異性の存在をしめしたことは， ミチューリン生物学がター ウ i／＇学説を継承し，それから一歩前進し

た証拠の lつである，と彼はし、ぅ．そして， “新しい生活環境のもとにある生物によって，新しい生活条件が選びだ

されて同化された結果として生じた任意の変異性は，その生物が生きのこるばあいには適応的なものである”と彼は

説明する．

このように，適応は ミチュ ーリン生物学においては，外的環境諸条件の変化と対応する生物体の合法則的な変異だ

と理解されている．このばあい， 生物体はある諸条件への要求をしあげるとともに，他の諸条件にたいする抵抗性

〔耐性〉をも獲得する．このようにして．適応的な変異性という意味は，生物が生活諸条件の変化に適応して変異し

ながら，これに加えて自分のなかに，自分にとって有害な要因にたし、する抵抗性をしあげていくということである

(Pratonov 1959〕．

Oparin and Pratonov (1963〕は， ミチューリソ学説は適応を生物と周囲の環境のあいだの合法則的関係の表現と

して，対応する環境条件の同化の結果，遺伝性のやむにやまれぬ変異とみなしている， と説明する． そして Oparin

らは “生物のすべての変異は多かれ少なかれ，それらの生物の周囲の環境，生活条件の変化と関連している．生物が

環境から必要な，その遺伝性と一致する生活条件をとりいれるあいだに，生物の個体の発育は，はっきりと祖先の発

育特性を再現する．ところが，環境が変化しこれらの条件が消滅すると，新しい環境要素と古い遺伝性のあいだに

矛盾が生ずる．生物にたいするこの外音ll的矛盾は，未だ変異にはみちびかない．しかしその解決の結果，生物は死

滅するか，あるいは新しい，いまやすでに内部的矛盾一一生物によって同化され，新しい環境要素と生物の古い遺伝

性とのあいだの予盾ーーが生じて くる すなわちーこの矛盾は変異性の源泉となるものである”という．そして，適

応は自発的，自律的過程ではなく，生物の発育における主要因子となっている生活諸条件の変化にたし、する合法則的

c 51 ) 
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反応である．外部作用にたし、する生物の適応反応は，生物界の因果関係の特別な表現形式としてみることができる．

それは生物の個体発育においても，歴史的発育においても， すべての生活過程に固有のものである，と彼らは説明す

る．

Nikolysky (1963）らが，適応研究を重視し 経済的魚類の適応特性の研究と，それらの適応特性をつうじて認め

られる環境特性のなかから，魚類の変動法則を明らかにすることができると主張したことは，すて、にのべたとおりで

ある．彼らは1951年，ソ連科学院とソ連漁業部の招集した全ソ漁業問題大会において，魚類の生産の問題について，

生長度および性成熟の速度を重視しそれらの分析にもとづいて最大の補充盆を保障する調節適応の強度を断ずるこ

とができるとした．しかし Pavlov(1957〕はこの問題について，個体鮮が個体の繁殖能力を変化させる方法 Ci生成

熟の時期，繁殖能力の変化〕によって，生活条件の変化にたいする適応反応をおこなうのは，一定の条件においての

み，はじめて数量の変化をもたらすものである．そして，ソ連の水産学および魚類学が，機械論的な見方，すなわち

生物を環境から切り縦し，生物にたし、する環境要因の作用を，生物にたし、する一方的な影響で‘あるとみなし，かつ生

物白身のこれらの作用にたいする反応を適応したものとしてではなくて，偶然的な反応、て・あるとする考え方を，米だ

清算してないことがきわめてはっきりとしめされたと彼は答告した．

Pavlovが 無数の条件反射のかたちて、みられる動物の適応、を発見したことは， すでにふれたとおり である．彼は

適応について “生きている生物の基本的性質は適応するこ とである． あるいは，むしろ私が表現しよ うとおもうよう

に，周りの世界と絶えずつり合いを保っている．すなわち当の生きている物質系の保全と安全の利益のために，新し

い条件との関係にはいっていくということであるけ（Lebedev 1965）とのべている．とくに注目しなければならない

ことは，自然の刺戟とむすびついて，つねにくりかえされる条件反射が， 各世代へひきつづき作用することによっ

て，無条件反射が生れることを，彼が示唆していることである ． 彼の提~からいえば，すて、にのべた Kりler の環境詩｜：

fnli, Chapmannの環境抵抗， Shjeldrup-Ebbの順位fjJIJ.Lorezの順位と細ばりなどが，適応との関連をつうじて理解

されなければならないことは明らかである．

いままのべたことからもわかるように，自然においては適応は変異の問題とわかちがたく結びついている．という

よりは，適応は代謝過程で生物が，新しい生活諸条件を選択的に同化 ・E異化する過程に起源をもち，変異を手がかり

としてそれが認識され，考察されてきた，ということができる

徳任I(1957）は H 〆ーウィンが重視した生物の適応機構は，生命の起源まで遡って考慮すべき問題で、ある．適応、性

は生物が環境を克服 (II原応〉しながら生きぬいていく過程でしめされるものであるから，この積極面の適応性を自然

淘汰の中核に引きすえることによって，ダーウィソ説を建設的に高めなければならないけとのべている．

かくして，適応というのは生命の流れの全運動過程において，生物と生活諸条件のあいだの関係が統一されていく

運動形態をその内容とするものである，ということができる．したがって， それは遺伝性と変異性が統一されてい く

過程の問題であり，また生物と非生物，および生物と生物のあいだの 2つの闘係が統一されてし、く過程の問題でもあ

る しかし生物学の歴史的方法において，この問題は必ずしも十分に論議されているとはいえない．

(iii） 遺伝と 変異

生物学における歴史的方法が，他の諸学派の自然観や理論と異なる点がもっとも顕著にあらわれる問題点の 1つに，

遺伝と変異の認識の問題がある．

変異現象は広く自然界に分布している．変異の原因が何かということに闘速して， Darwin (1859）は2つの要因

一一生物の性質と環境の性1'1:－”を区別する必要があると書いている． そして，ちがった諸条例ニのもとで同僚な変呉

を生じうるしその反対のこともあるから，第1の要因つまり生物の性質がもっとも本質的なものである，と彼は考

えた．さらに，彼は生物におよぼす諸条件の影響自体が，一定していたり，不定であったりすることがあり得ると指

摘している．そこで彼が理解している一定の変異性というのは，たとえば食物の量に依存した生長，食物の質に依存

した色彩，また気候に依存した淡町や毛皮のj写さなどである．また，不定の変異というのは，同一種の諸個体がしめ

す多様な差異のことで，両親からも， あるいは速い組先からも巡伝したものでない変異のことである．そして，彼は

( 52 ) 
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理論的な面では変異性における生物の性質の役割を強調したが，事実材料の考察にあたっては，つねに変異性の原因

が外的諸条件であり，それなしには変異は不可能であることを強調している（Oparinand Platonov 1963). 

一方において，生物の変化が外部環境との相互作用とは関係がないとし、う見解にたつ， 自然発生論の流れがある．

もっとも広くゆきわたっている自然発生論的考え方は，オラソタの植物学者 DeVries (1912）の突然変異説であり，

ワイスマソ モーカ‘ン遺伝学理論の現代の後継者たちに，多少修正されたかたちで支持されているものである．そこ

では，ダーウィ γ理論との関連でいえば，進化の過程においては “不定の変呉川だけが過大に評価され，それは外的環

境と無関係に，偶然、的な突然変異によって突発的に出現するかのように理解されている．この理論の支持者たちは，

遺伝性を勺立伝子供n＂と名づける遺伝物質の自己再生，あるいは自己模写する小粒子の性質に帰せしめ ，突然、変

異の発生過程について，何にものにも制約されない，自然、発生的不確定さの可能性を認めている．遺伝子はその自己

再生過程で，全くなんらの原因もなしに自己模写の不正確さを生ずる．すなわち，もとの形態とはいくぶん異なった

新しい分子を形成することもありうる．変形した遺伝的基礎をもった生物が生ずるとなれば，異なった構造や生物的

性質をもった新生物もあらわれてくることになる．それは原因のない現象としての自己再生の不正確さを根拠とする

ところに特徴がある（Oparinand Platonov 1963). 

先にのべた生物の変異性の原因として環境の変化を重視する立場は，Darwin以後，Haeckel,Cechenov, Timiriazev, 

Mechenkov, Berbank, Michurin, Pavlovらの唯物論生物学者らによって発展させられてきた．ターウィン ・ミチュー

リンj宣伝学はi宣伝性を， その根底に物質代謝能力をもっ生活の一定の型と解する．ミチューリン学説にしたがえば，

おのおの生物はそれ自体外部環境要素からなりたっており，さまざまな生活諸条件のなかで歴史的にっくりあげられ

てきた生物の本質的な泣伝性と対応している．環境が変化するとき，生物体は新たに出現した要素のうちから，その

全部，または任意のものを同化するのではなくて，ただ以前に彼の要求の性格に対応して同化したことのある生活条

件ともっとも近く，もっともよく似たものだけを同化するのである．それ故変異性は，単に周囲の環境の変化ばかり

でなく ，生物のill:伝性とも関係がある．いいかえれば，環境の変化が同一であれば，いろいろ異なる遺伝性を有する生

物は，異なった変化をする このように，ミチューリン学説は，変異現象のなかにおける環境，生活諸条件の決定的役

割を強調しながら，同時に，生物自体のこの過程における遺伝性の積極的役割についても考慮、していると Oparinand 

Platonov (1963）は説明する．

さらに， Oparinand •P latonov (1963）は， “生物体の遺伝性の適応変異という概念と，獲得した性質や特性の泣伝

の概念とは，密接な関係がある”ことを注窓している．つまり，変化する生活諸条件の影響で生物に新しい性質や特

徴を合法則的に形成することと，それが泊伝的に固定するという 2つの表現は，本質的には同ーのことがのべられて

いるのである．ただ前者で強調されているのは泣伝性の変化であるが，後者では変異したものの遺伝であるというこ

とである．そして，獲得形質遺伝の問題にたいすると同様，遺伝的変異性の適応的性格に関する問題にたいしても，

生物学者のあいだに対立する異なった見f~iJ~生ずる理由がそこにある と彼らはいう ．

周知のように， i宣伝と変異の問題はダーウ ィン ・ミチューリン的立場とワイスマン・モーガ γ的立場のあいだで，

長いあいだ論争がつづけられてきている．基本的には，前者は生物の変異性の原因として，物質代謝の過程における

生物と環境の関係を問題とし後者は外的環境と無関係に偶然的におこなわれる遺伝子の自己模写の不正確さに恨拠

を求めている点に特徴的なちがし、がある．石井 （1947）は “生物進化の問題は，結局において遺伝と変異の問題に帰

着する．何故なら，この 2つの現象は生命現象における最も根源的なものであり，遺伝の方は生物の保守的傾向をあ

らわし反対に変異は進歩的傾向をあらわしており，これらの互に対立している 2つの傾向の統ーが，生物の変化ま

たは進化として現われるからである．この 2つの現象が科学的に解決されなければ，進化の問題は真に根本的に解決

されることはできない”と主張する．また，徳田（1957）は “遺伝性は祖先の性質を再現しようとする性質である．

これに対して変異性は，環境との関係をもちながら変化してし、く性質である．この 2つのちがった性質が，同じ原形

質の営みであらわされることは，最も注目すべきことである．同じ物質が，機能の面では矛盾した 2つの働きを示す

ことは，要素的なものから原形質がっくりあげられる過程で矛盾をはらみ，その矛盾を統一する方向に生命そのもの
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が，つねに発展してきている，と考えると理解できる”と指摘している．

すでに論議したように，回有の蛋白合成反応、の進行を支配する DNAおよび RNAのはたらきを基礎とするi宣伝

性は，つねに変化し複雑化する生物の増摘にさいして，ある一定の保守性，つまり組織や構造や代謝の一定性を保証

するものであった．生物の増殖（分裂・発生・分化〉 ・自己再生産（生殖）にあたって， i宣伝性が支配的な状態のも

とでは，種の諸性質の総体的展開は，主としてそれによって規定される．しかし，それは固定したものではなくて，

生物と生活諸条件のあいだの関係に質的変化がもたらされる と，先行する種とは質的に異なった新しい運動形態の種

が形成される．つまり，生物と生活諸条件のあいだの関係をつらぬいて， i宣伝は種が祖先の性質を再現しよう とする

過程であり，変異は適応をつうじて新しい関係をつくりあげていこうとする過程である．それらは種の運動過程にお

いて矛盾する 2つの側面として，相互に他の側簡を｜当己の存在の前提とするものである．

かくして，生体にも生活諸条件にも影響されない自律的遺伝物質が匡i定的に存在すると考えたり， DNAの安定性

が代謝や蛋白合成と無関係に｜孟l定したものであると考える思考は， 明らかに生物進化の思想と相容れないものであ

る．しかし一方において，生物の相対的独立性（物質運動における特殊性〕を無視して，生物と生活諸条件のあいだ

の関係においてつねに環境支配が優占すると考えたり．あるいは生体の組織的分化を無視する思考もまた，生物進化

の特殊法則を否定する思想といわねばならなし、

〔iv） 種

歴史的方法に基盤をおく生物的生産の研究においては， たとえば Nikolysky(1957, 1963）らにその例がみられる

ように，研究対象は水域から出発するのではなくて，まず種がとりあげられ， その適応特性が問題と される．したが

って，そこでは自然、において種が実在するかどうかということが，切実な課題として登場する

周知のように， Darwinの種の認識はいまでも一定の評価をうけている．その理由は，彼が同種個体の集りからな

りたっている種を全面的に問題にすることによって，種の可変性（変異），および自然経済のなかでそれが一定の位

1琶をしめることを問題にしたからである．しかし，徳田（1957〕が“〆ーウィ γほどに種にたいする関心の高かった

ものでさえ，最後まで稜を具体的なものとしてつかみ得なかった．彼は種の鑑別を主として変異の面だけでおこなお

うとしたために，生活しつつある個体の集りとしての種の立イヰ像は，ついに正確にはつかみ得なかったので、ある日と

指摘するように， Darwinの稜の認識もまた一面的であった．彼は自然における種の変化－発展を論じながら， 理論

の聞では “種とし、う用語は任意、的なもので，相互に極めてよく似ている個体のグノレープを表示する便利のために考

えだされたものであり，変種とし、う用語と木質的にはちがう ところがないと私は考えているけ （1859）としヴ言葉に

代表されるように， 種を実在のものとして全面的に捉えることができなかった．このことは， L巴bedev(1962）も指

摘するように，進化過程を中間iのない鎖と考える平板進化論的な観念と関係がある．つまり，種は量的変異の累積を

、とおして，中断なく発展すると考えたばあいには， 形態学的に規定された“分類学的種目は承；t悲しても， 一連の進

化の過程で質的に飛躍したものとして発生し， 区別される生物学的径の実在性は否定されることになるであろう

Darwin (1859）が“種は著しく特徴のあらわれた変種であり，変種ははじまりつつある穏である H といわざるを得な

かった理由がそこにある．

その，後，生物学的種の実在性は， Timirjazev,Michurinらによって強く主張されはじめた． Timirjazev (1937）は

“わ兵われが 自然史的種は抽象的概念か， 実在のものか一一ーの題目で提起した課題にたいしては， おそらく言

。葉がもっている 2つの若、味から，二様に答えなければならないだろう ．カテゴリーとして厳格に決定され，つねにそ

れ自体均一で不変なるものとしての稜は，自然界には実在しない．これに反対して，実在することを証明するのは明

らかにスコラ哲学者一一一“実在論者川一一ーの古い誤りを再びくり返すこ とを意味しよう ー しかし これとともに，そ

して．全くこの結論とは無関係に，われわれは当然，I震がわれわれの観察したモーメソトにおいては実在するものであ

ることを認めるべきであり，そしてこれが事実であり，期待する説明である H とのべている．また， Michurinが自然

がどのようにして無数の種をつくったか．そして今日も間｜析なくっくりつつあるか，このことの完全な理解はいまの

ところもっていないとのべながら， 実践上の成果とむすび、つけてがfしい種の形成を促進した （01コarinand Platonov 
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1963）こ とが注目される．しかしこれまでの段階はまだ，種の実在性の認識は理論的には混乱期にあったといって

よいであろう．

ミチューリン的方向をさらに発展させたミチューリン生物学は， 種のあいだにみられる君主境中断を， 中間諸形態

の機械的な脱落とみないで、，質的な変化の帰結であるということから出発する， と Levedev(1962）はいう． つま

り，生物界の発展を平板な進化と考えないで，古いものの内部に新しい質が飛躍的に発生すると考えるわけである．

Lysenko (1952）は H種とは物質の生きている形態の，質的に規定された特別の状態のことである 植物 ・動物 ・微

生物の種の木質的な特徴は，個体のあいだに存する程内の一定の相互関係である この種内の相互関係は，ちがった

；径の個体のあいだの相互関係とは異なっている．それ放に，種間の相互関係とはちがった種内の相互関係の質的差

異は，種としての形態、を変種から区別するために，もっとも重要な基準の 1つである H という つまり，ここでは種

概念に 2つの新しい契機が強調されている 1つは種が質的に機定されていることであり ，他の 1つは穏内関係と種

間関係の質的ちがいが強調されていることである．

かくして， Lebedev(1962）によれば，ミチュ ーリン生物学においては種の概念はつぎのように考察されている．

すなわち，（1）進化過程は連続的な，中｜折のない，量的な変化の過程ではなく，弁証法的に発展する過程であり，そ

のなかでは量的変化は質的なものに転化し，漸次性の中断が生ずる.(2) 生物学的な種は現実的に存在し，発展の弁

証法的な進化過程における質的に明白な鎖環として発生する.(3）生物学的な種は実在するものであり，種内関係に

よって規定された，完全な構造をもっ点が特徴となっている，と彼は指摘する．そして，種は車種または品種から構

成されており，より小さい生物学的単位をふくむばあいもある．班種，変種，さらに個体変異にいたるまで，これら

の細分は新しい種の形成にいたる小段階ではなくて，種の存在形態なのである 種の個体lt干の構成に，より多様な形

態があればあるほど，種は多様な生活諸条件に適応すると彼は説明している.Oparin and Platonov (1963〕もまた，

種内の多様な型（車種 ・季節穏 ・その他の種内幹〉は，種がより広大な地域，より多様な緩息条件に順応して，種の

生存を司能にする適応、性をi科大するとのべている．

(3）理論の発展とその特性

最初に上にのベた主要な諸概念の認識を基盤として，生物学における歴史的方法が現実にどのような研究を展開し

ているかを眺めてみよう ．まず手近かな例として，Nikolysky(1957, 1963）およびその一派の研究があげられる．彼

は｛ll'il体ltf'の数量変動および~u＋行動の研究に関 して ， それらを環境要因の一方的作用の結果とする機械論は克服され

なければならないと主張する そして，水域（空間〉から出発する処理の態度は生物を軽視する結果をまねき，生物

と環境の統ーをひき裂くと同時に，生物と環境の機械論的対立をみちびくものである．われわれは経済的魚類の適応

特性の研究と，それらの適応特性をつうじて認められる環境のなかで，個体1洋の変動法則を明らかにすることができ

る．魚群生産力の把握は，まず何よりも，栄養連鎖のなかで魚群にもっ とも近い相の反映が得られるように進められ

るべきで，それには必らず種の適応特性を深く認識するこ とが基礎とならなければならない，と彼は強調する．そし

て，魚、の最大生産量を判断する指標，漁獲量を拡大する可能性および漁獲が十分な強度に達しているか否かを判定す

る生物学的指標として，生長度および性成熟の速度の問題を重視し，それらの分析にもとづいて，最大の補充量を保

障する調節適応の強度がどの程度に述しているか，また餌＊Iがどの程度に合理的に利用されているかという；ことが判

断できると彼らはいう．

生物的生産についてこのような提案をおこなう理論的根拠は，自然制御（自然調節〉にたいする彼らの自然観のう

ちによくあらわれている．たとえば， Nikolysky(1957）は，個体1「fが哨大しはじめるとまず個体あたりの餌が滅り，

生長の速度が綬漫になる．このことは倒体計の性成総の開始年令を遅らせることになり，そのような個体群から由来

する補充群は相対的に減少してくる 食物の獲得を契機として，個体群の増大それ自身が個体群の減少をもたらすと

いうのである目つまり， 食物関係を契機に，生物と生物のあいだの矛盾が，自然制御を生みだす原動力であると彼は

説明する そしてーこのような生物と環境のあいだの矛盾は，租がその歴史的発展過秤ーで獲得した適応性のなかに統 E

ーされている，したがって，ある種の個体~t干の変動形式は，その種の適応特性の 1 つである ． このように種の保存を
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保証しまた種の個体数量をある数値に到達するように規定している適応特性の研究こそ，倒体群の数量変動の研究

の基盤であると彼は主張する．

これより 10数年遡って，Binogradov(1941, 1945）は，ニシンなどの成魚が年々く り返している産卵 ・索餌 ・越冬

などの生活年周期に対応する代表的分布型のあることに着目して， 現場の浜~j努や漁場の選択に有効な漁業用海図の製

作を提唱した．彼はカムチャッカ西岸のタラパガニの漁業用海図をつくるにあたって，まず過去における暦期間別の

漁獲分布図をつくり，これを漁期分析図と名づけた．つぎにそれを仕上げるにあたって，観測されたタラパガニの生

活年周知jの段階別に漁獲分布図を分類し，生活年周期の各段階において，漁携を推奨する漁場の図面をつく った．回

遊生物の漁場図をつくる方法は古くからおこなわれてきたことである．それらは （1) 回遊の各段階における生物の

分布をつくる こと，（2) 特定の麿期間における魚の漁獲分布図をつくること，という2つの方法が採用されてきた．

しかし第lのものは漁場判定に有効でないし第2のものは魚の生活や回遊の法則をしめさない．こうして彼は，

漁業用海図の作製法は，ある一定の生活年周期における魚の代表的分布型をあらわすように，しかもその変型の原因

となる主な環境要因をあらわすように発展しなければならないと主張した．

この研究で注目されることは， Lysenko(1952）が生長と発育の概念を区別し，生物が発育の諸段階のちカ1いにし

たがって，具ーなった環境条件を必要とすることを指摘したように， Binogradov(1945）が，発育段階の後期にあたる成

体期について，生活年周期のちがいにしたがって，異なった分布型をしめすことを指摘し，実践的な見地から漁業用

海図を問題にしたことである．それは，生物が生活年周期の諸段階のちがし、にしたがって，異なった環境条例ニを必要

とすることを3種の一連の生活の過程，とくに成体期の諸段階について問題にしたという点で，注目される試みである．

すてtこふれたように，生物学における歴史的方法は Darwin(1859）にはじまった．．それが，どのような自然観の

もとで，どのような研究を進めてきたかを眺めるために，主要な概念と一部の水産分野の研究を考察してみた．これ

らの論議をつうじて，私たちは生物学において歴史的方法とよばれるものの底を流れるものが何んであるかというこ

とを，ある程度理解することができる．

まず第 l に気のつくことは，歴史的方法においては， 研究対象の選択が4!l~原WJ的に，研究者の怒意によってあれこ

れと思弁的におこなわれるのではなくて，対象の自然史にしたがって，その歴史的発展過程において主導的役割をは

たしているものが選択的にとりあげられるということである．したがって，そこでは対象の歴史的過程とその発展の

諸段階（質的ちがい）が重視される．

たとえば， Nikolysky(1957〕は魚煩の生物的生産の研究について，水域・（空間〉から出発する処理の態度は，生物

を軽視する結果をまねき，生物と環境の統一をひき裂くと同時に，生物と環境の機械論的対立を導く と警告し，穫の

適応の研究から出発しなければならないと主張する．この主張の基盤にあるものは，自然史において生物は非生物の

運動の発展から生みだされた物質の一連の発展段階て、あり ， ~，，生物および生物のそれぞれの段階は物質に共通な普通

的特性をもっと同時に，それぞれ相対的に独立した特殊の運動形態をもつものであるという自然観である．そして，

種および適応性が重視されたのは，自然史において物質を発展せしめた矛盾の原理，また生物を変化－ 発展せしめた

原動力である生物と非生物の矛盾が，種の生活ないし適応の過程に典型的に内包されているとし、う考え方にもとづく

であろう．生物と環境の関係を問題にするときに，彼らは環境の一方的支配関係を強調する機械論や，生物と環境の

歴史的関係を無視して単に両者の相互関係をとりあげる要因論にたいして，厳しい批判を加える．それは，生物的生

産における環境のはたらきや，生物群集における種間のはたらきあいを否定しているのではなくて，自然史の発展段

階に根拠をおいて，生物と環境を統ーして捉えることの重要性を問題にしているのである．

歴史的方法におけるこのような認識はどのようにして生れ，育ってきたものであろうか 私たちはこの問題につL、

て，猿から人聞にいたる長い進化の過程で，生活資料を得るために Hわれわれの祖先の両手が長いあいだの改善と習

練をへて， 石刀やそれに似たきわめて簡単な道具をつくることを覚えることによって，猿の人間への転化の決定的な

一歩が完成された” （Engels l~l 然弁証法〉という人間の発生 ・ 発展の歴史的特性に注目しなければならない． つま

り，適応能力において他のすべての猿をしのいでいた猿族が，餌生物の種類と範闘をひろげ，植物食から肉の並食へ

( 56 ) 



日本の海洋 ・漁業生物研究の歴史的過程とその発展に闘する研究 。第2報

移行する過程で脳髄の発達をもたらし協同作業を契機に言語を生みだした終くべき進化 －発展は， 人類が火を用い

道具をつかって，一般動物の食物獲得とは質的に全く異なった H 労｛げ’を発展させる過程ではじめて得られたもので，

人間の認識の発生と発展もまた，それとi¥VLに1にすることはいうまでもない．

このようにして生れ， 育った人間の認識，あるいは科学の方法の歴史的過程をふり返ってみると，そこには “思考

と存在がどのような関係にあるか”（Engelsフォイエノレパッハ論）とし、う根本問題のあることがわかる．そして，

この課題は観念論および唯物論という妥協のない対立を生みだしてきた．つまり ，人間の思考， 意識，精神などが根

源的なものでJ存在つまり物質 －自然よりそれが先にあると主張する人たちは観念論の流派を形成してきた．一方にz

自然 ・物質こそ根源的で，それは人間の思考や感覚から独立して存在し，精神や意識や思想はその反映として出てく

るとみる人たちは，唯物論の流派に属してきた．

このよ うな人間の認識あるいは科学の方法の歴史的過程と発展の諸段階についての考祭は，この報告の第3報の中

心諜題としてここでは論議を省き，原始時代－古代中世・近世および現代についてその歩みの大すじにふれておこう．

私たちはまず，原始時代の人類の思想的成果が，客観的法則性を利l々 のうちに求めて事，，話をなりたたせている こと

を知ることができる．そこでは，ものの始源と生成がつねに出産とL、う直接的なイメージのなかで語られていること

を，私たちは古代ギリシアの叙事詩や叙情詩をつうじてま日ることができる〈広Jll 1968). 当時このよ うな原始社会に

おいては，人々は終日j!fVJ＼，、ても得るところはわずかに自己の生活を満すにすぎないか，あるいは満し得ない状態にあ

った，このような低い生産力のもとでは，人間は共同で生産し，共同で消費することによってのみ餓死を免れること

ができた．このような低い生産カの水準のもとでは，生産関係とくに生産手段の所有の形態は社会的成員によって共

有される制度でしかあり得なかった そして，自然、を制御することが少なかったために，自然崇拝の宗教的色彩が生

れたわけである．

長い）京始時代をへて人類はようやく文明の｜時代にはし、り，いわゆる歴史H奇代を経過することになる．ここで人類の

科学的給料の目覚めがはじまったときに，まず段初にあらわれたものは， Thalesらのミ レトスの思想家による自然成

長的な弁証法の唯物論であった．それは事物の真相と根拠を自然そのもののうちに求めるものであり，彼らのものの

考え方は1 当時ょうやくさかんになってきた鍛冶工場，あるいは織物工場の仕事場にみられる物質の変化状態の観察

からひきだされたとみられるところが多い，といわれている（森 1966〕 つまり，ミ レトス学派の哲学が万有の説明に

あたって神々の名を排除して，合理的思考の第1歩をふみだしたのは，上にのべた社会経済的土台の反映であった．

この思想の流れはその後 Enpedokles らの多源論的唯物論をへて， Demokritosの原子論にいたって 1つの壮大な体

系に成長する．一方において，Pythagorastこすでにその筋芽をみる観念論的世界観は， Sokratesをへて Piatonにい

たって，明確な体系として成立する．そして， Piatonのイデア説を厳しく批判して， Aristotelesが再び唯物論的性絡

をと りもどすことになる．ギリ シア古典哲学の最後のにない手として，先人たちの思想の総合を志した Aristotele5

のうちには，弁証法的唯物論の芽と形而上学的観念論とが相争っており，観念論的形態の枠をうち破ることができな

力、っTこ．

人類がはじめて科学を生みだしたこの｜時代は，地中海を中心とする商業および貨幣制度の発達が，氏族制度の崩壊

に拍車をかけるとともに，土地所有貴族と新しい商工業貴族との対立が生みだされた時代で、ある．そして，唯物論を

主張するミレトスの哲学者たちが進歩的な商工業の見地にたっていたのにたいして，観念論を主張するエレア学派お

よびピタゴラス学派の哲学者たちは，主として旧貴族やそれと結んだ一部の反動的奴隷所有者たちの見地にたつもの

であった．このように。利1々 の名を排除して，万物の説明に合理的思考の第1＆：をふみだすことになった科学の誕生

は，長い年代にわたる原始時代の生産の経験と文化的遺産，および古代の奴隷，農民， 職人などの生産労働を基盤

に，その土台のう えに発生した西紀前81止紀のミレ トスの商工業の発達が1つの契機であった

やがて文化の諸領域において，古典ギリシアH寺代とは区別されるヘレニスムの時代があらわれる． そ こでは，

Pia tonと Aristotelesの学校の継承であるアカデメイア派， ベリパ トスiRのほかに，ストア派，エピターロス派，懐

疑派などが並存した．この時代を代表する一学派であるストア派の目的論的思想にみられる大宇宙の特性は．その人
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間主義にある．そこでは，人間は神々のために，および人間相互のためにつくられたものである．また動物は人間の

ために，植物は動物のためにつくられたものである．つまり，神・人間・人間以外の自然物という宇宙の 3段階的秩

序が顕著であり，個々の白然、物は人間存在にむかつて目的論的に秩序づけられ，自然神論または宇宙神論が典型的な

形で成立する（加藤 1968). そして， これらのヘレニズムの世界観は， Alexanderのベルシヤ， エジプトの制覇

が拡大し， ナイル河口に新しくつくられたアレクサンドレイア港を中心に東西の交易が盛んになり， ギリシア諸都

市から政治的自由が奪われていく過程で，ギリシア的なものと東方的なものが融合してっくりあげられたものであ

る．

ついで，キリストの福音を出発点として，古代末期にはじまる教父哲学があらわれる．キリスト教はもちろん哲学

としてあらわれたのではなくて，イエス・キリストの福音として世にのベ伝えられた．そして 1世紀末から8世紀末

にいたるあいだの教会著作家たちによって，教理の展開がおこなわれた．そこでは古代哲学の遺産が用いられたが，

その神・世界・人についての考え方は，すべて古代哲学のものと根本的に異なるもので，その出現は哲学の歴史に決

定的な転回点を与える契機となった．そして，哲学が原理的にも実践的にもキリスト教の神学から分かれずに，キリ

スト教こそが真の哲学であると認められるにいたったことが特徴的である（服部 1968).

当然、のことながら科学と教育は宗教に密着し，自然および社会の解釈はすべてキリスト教の教義から出発して説

明されることになり，哲学は“神学の下女”となった．観念論的世界観，つまり客観的法則を神に帰する方向が勢を

得てきた中世は，ローマ中央集権崩壊後に残ったばらばらの小さな村落と農場，僧院と荘園などの集りが，農奴制を

基盤とする封建的領主経済を基盤に，その後しだいに結合と再編成をくりかえし，公園・王国・帝国などに結集して

いく過程であった．その社会経済の特徴は，土地の大部分を所有する地主・領主による農奴の搾取，すなわち経済外

的不払労働と剰余生産物の搾取によって代表される．つまり，国王を頂点とする中世のピラミッド型のヒエラルキー

は，支配者と被支配者の差別と主従関係，いいかえれば身分制によって農奴を搾取する経済外的強制の重要な基盤で

あり，キリスト教はこの経済外的強制によって農奴を搾取する支配者のイデオロギーとして重要な役割をはたすもの

であった．支配者の思想的武器として宗教が用いられたことによって，科学は発展の可能性が奪われ，無神論はもと

より唯物論もまた，本来の形では完全に弾圧され，いわゆる中世の暗黒時代が出現する（森 1966).

やがて， 中世的世界観を根本からくつがえす最初の科学者として， Copernicusがあらわれる．彼の地動説は， ス

コラ哲学の教条主義に反対した宇宙の合理的な見方を主張し，封建社会のヒエラルキーを足元から揺り動かすもので

あった．また， Galileiは力学という新しい分野を確立し， 真の意味での近代科学を出発させた． ヨーロッパの先進

国であったイギリスでは，唯物論の主張者 Baconがあらわれる． それは中世の唯名論の経験論的性格を継ぐもので

あるが，中世的，思弁的方法に反対して神学と闘うものであり，科学的方法としての帰納法の特徴は，その分析的性

格にあった．フラ γスはイギリスとくらべて経済的発展がおくれていたが，カトリックとプロテスタ γ トの対立の過

程で合理主義的，自由主義的思想、が育成され，やがて“近世哲学の父”とよばれる Descartes,R.を生みだした．彼

は封建的・スコラ的思考を厳しく批判し，中世的思考に近世ブルジョア的思考を対置させて，科学を神学から切りは

なした．彼は幾何学を基礎として，演緯的方法を内容とする“方法叙説”を生みだした．

この新しい時代，つまり15世紀の後半にはじまる近世は，蓄積された商人資本がやがて生産過程に侵入し，マニュ

フアクチュアーを生みだして前期資本がようやく生産の内部から剰余価値を獲得するようになり，封建的自給経済に

代って新しい生産関係を土台とする資本主義的生産方式がはじまる時代である．そこで、は，かつて封建社会の支配者

が，支配のために自己の世界観を宗教に求めたように，初期資本主義生産の発展を担当した新興フやルジョアジーもま

た，生産力の発展を阻む封建制度を排除して自己の社会的地位を主張するために，封建的諮概念や宗教と闘う理論的

武器をもたなければならなかった．彼らの武器こそは唯物論であった．そこでは，科学の発展自身も必死の闘争を経

なければならなかった．神への冒演という名のもとに，近代をひらく自然科学者に加えられた多くの弾圧の激しさが

それをしめしている．しかし歴史の発展はそれを押し止めることはで、きなかった．資本主義の発達は自然科学の発

達を促し，また自然科学の発達は彼らの合理的世界観に資料を与え，新興ブ、ルジョアジーの進歩的世界観は， 17～18
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世紀の唯物論として確立されることになった（森 1966).

近代自然科学は，資本主義の上昇線にあったイギリスを中心に発展してきたが， 18世紀のフランスにおける産業発

展の要求は，イギリスの技術や科学の吸収に向わせ，同時に白からも新しい科学の発展を開始させることになった．

イギリスの科学や哲学をフランスにもたらしたのは Co吋 1llacであり， Voltaireであったーこうしてイ ギリス唯物論

とくに Lockeの経験論は，旧制度と闘う啓蒙思怨家たちの理論的な土台となったーLaMettrie, Diderotらは，フラ γ

スiiff.物論のなかで‘もとくに自然科学の問題をとりあげ， 17・18世紀の自然科学の成果を総括して，もっとも進んだ唯

物論的自然、観を構成した.17世紀ll(t物論においては，物質の唯一の属性はひろがりに求められ， 運動は物質の諸性質

の1つであった．これにたいしてフ ランス唯物論は， 運動は物質の属性であり，すべての性質の源泉であることを強

調した．物質がその内的能動性（運動）によって物質みずからを動かしあらゆる現象をつくりだすとなれば，もは

や世界をつくりだす創造主も，また運動の第l原因たる神も全く必要としなく なる．こうして，フランスi’佐物論はニ

ュートン力学をとりいれながらも，それにまつわっている“i最初の衝撃”一－;fl!Jtこよる運動の創造一ーに真向から反

対した このように，フランス唯物論は運動の普通性と絶対性を理解し強調したが，しかしそれは力学的な運動鋭か

ら説出することがで、きなかった．この機隊？命的性絡は，17・18世紀に共通してみられるところから，ともに形。市上学

的唯物論として包括されるのであるが，フランス唯物論において一層l怪物論的傾向が徹底されるとともに，それだけ

また，機械論的に一般化された．かく して，フランス唯物論は新しい社会変革への進行と科学的進歩を土台として開

花 し， フ ランス大革命へのフツレジ ョ ア階級の思想的武器と なっ t~ので‘ある（森 1966〕 ．
一方に18世紀のドイツでは，この世紀の前半いらいフ ランスやイギリ スの啓蒙哲学の流入がさかんに起ったにも拘

わらず，遅れた経済事情の下に生れたドイツ啓蒙符学はフランスのそれのように，政治的影響力をもつに至らなかっ

た．それは政治や社会の改革の動力とはならず，むしろ市民の生活の世俗化，合理化を進めるだけであった．しか

し，このようなドイツ啓蒙哲学の非政治的性絡も，思想の歴史的発展という面からいえば，単に消極的な面だけでは

なくて，やがて啓蒙哲学の総決算としてカント哲学を生みだした． つまり，哲学史では18世紀後半し、らいのドイツ啓

蒙哲学は，前の17世紀形而上学の系列とならぶところの，近世形而上学の第2の系列をつくりだしたので、ある．いわ

ゆる Kantから Hegelまでの哲学者たちによって， 17世紀の Descartesから L巴ibnizにいたる形而上学の展開が再

現されているといってよいであろう．そして， 2つの系列は前者が二元論から一元論への進みであり，後者が二元論

から汎神論への進みであったという点に lつの相似がみられる．また， 17世紀の形而上学は幾何学の体系に似たもの

になろうとして数学理論的であろうと したのにたいして， ドイツ形而上学は Hegelの意味において弁証法的であった

という点にちがし、がある．正統キ リスト教の世俗化とみるべき二元論〈デカノレト哲学やカント哲学〉にたL、して，も

っと異端であった一元論的思想が，思想の lつの可能な型として，はっきりと姿をあらわすにいたったことが注目さ

れる （野田 1969).

すでにみてきたように， 古代H佐物論は素朴な自然生長｜約な， そういう JI:~で弁証法とむすびついた唯物論であった．

近世の唯物論は，古代唯物論の否定であり，その内容は個別的な実証的認識一一諸科学の分析的な認識ーーの発展を

反映し自然科学の認識をその恨底においた．この時代の自然科学的方法が哲学に移されることによって，この唯物

論は機械論的，形而上学的性格をその特色とすることになった（森 1966).

このように，唯物論は観念との闘いをとおして，社会的な変革と科学上の発展にと もなって形態を改め，内容を深

めてきたが，この長い唯物論の発展の基盤にたって， 19世紀後半に Marx,Engelsによ るマノレタ ス主義哲学があらわ

れる．理論的な継承 ・発展という長からいえば，その源泉となったのはドイツ古典哲学とくにへ ゲノレ弁証法とフラ

ンスH佐物論であり，直接的には Feuerbachの喰物論であった．それはまず， 思考と存在に関する哲学上の板本問題

について，本源的なものが存在であることを明らかにすると ともに，近世唯物論の形而上学的，機械論的性格を脱ぎ

すてて，古代ギリシアから19位紀にいたる哲学と諸科学の具体的成果をわがものと した科学的世界観一一史的唯物論

と弁証法的唯物論ーーとしてあらわれた．彼らは歴史の発展過程を，とくに19世紀L、らいの労働運動と革命闘争の諸

事実と経験を，弁証法的に総括し普遍化することによって， 社会の発展の原動力が生産力と生産関係の矛盾にあるこ
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と，階級社会においてはそれは階級闘争を生みだし，社会の古い形態の否定による新しい形態の出現，両者の前進交

代によって実現されるという弁証法的な法則を切らかにした．彼らの新しい哲学的，政治的見解は1844年ころにその

基本的な立場を確立し古い世界観〔観念論哲学〉および Feuerbachの直感的な唯物論の全面的な批判にとりかか

っている．

Kantから Hegelにいたるドイツ啓蒙哲学， Feuerbach,Marx, Engels, Leninの弁証法的唯物論を生みだした現

代の社会経済の質的変化は，近胆：にはじまる資木主義の発達が，マニュフアタチュアーから機械工業へ移行して，急

速な社会的変革と科学 ・技術の発達をもたらすことになったイギリス産業革命からはじまる． 19世紀初頭にいたっ

て，資本主義の発展は同時にまた，資本主義の矛盾を生みだすことになった．それはフツレジョアクーの富の高度の集

中と， プロレタリ アートの極度の貧困と失業，小ブ、ノレジョアジーの大量の破産となってあらわれはじめた．そして，

40年代の労働運動の発展は，労働者階級が1つの独立した社会的勢力として，巨大なエネノレギーを突現できることを

保証した． こうして， 資木主義の発展そのものが， 必然的に労働者階級を歴史の舞台に登場せしめたこと， これが

Marxと Eng巴lsが活動しはじめる40年代の社会経済の特徴であった．そして， 彼らはこの社会経済上の経験的素材

をとおして，つまりプロレタリアートの対立者との激しい闘争のなかで，はじめて唯物論を社会と歴史のなかに貫徹

するマノレタス主義哲学を形成することになった〈森 1966）.ついで＇＇ 19世紀後半にいたって，資本主義の発展がtl！：界
的な帝国主義（独占資本主義段階〉形成の段階へ巡むにいたって，哲学もまたレーニン的段階に達する．

そこではまず，思考と存在の関連について，本源的なものは存在である．たとえば精神活動は人間の大脳とそのは

たらきであり，それは物質の歴史的発展における最高の運動形態である（Lenin哲学ノート〉と説明される．精神や

感覚が否定されるのではなくて，運動する物質が，われわれの詰、識から独立して存在する客観的存在であることを認

めることからすべてがはじまるのである.Engels （自然弁証法〉は運動の弁証法の説明にあたって “運動の形態変化

は，つねにすくなくとも 2つの物体のあいだにおこる 1つの過程であって，この過程において，その一方の物体はあ

る質の運動〔たとえば熱〉の一定量を失ない，他方の物体はそれに相当する量の他の質の運動（力学的運動，電気，

化学的分解）をうけとる．したがって，ここでは量と質とは双方の物体問で対応しあっているのである．個々の狐立

して存在する物体の内部で， 運動を1つの形態から他の形態に転化させることは，今日までまだ成功していないので

ある H という．つまり，すべての運動の変化は，少くも 2つの物体のあいだにおこる 1つの過程であり，そこに働く

主要な矛盾が運動の変化 ・発展の原動力である．したがって， 矛盾というのは4均質であり， 運動であり， 過程であ

り，思想である．そして物質あるいは運動の質的ちがいは，矛盾の運動形態の質的ちがいに根拠がおかれる（毛 矛

盾論〉．

Marx （経済学批判）は H人聞はその社会的生産において， 一定の必然、的な， 彼らの意志、から独立した諸関係を，

つまり彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する生産関係をとりむすぶ．この生産諸関係の総体は社会の経

済的機構を形づくっており，これが現実の土台となって，その上に法律的 ・政治的上部構造がそびえたち，また一定

の社会的意識諸形態はこの現実の土台に対応している 物質的生活の生産様式は社会的 ・政治的・ 精神的生活諸過

程一般を制約する．人間の；昔、識がその存在を規定するのではなくて，逆に人間の社会的存在がその意識を規定するの

である．…..・＇として，思惟と存在の関係を美事に定式化し，社会の弁証法的な発展法則を明らかにした ．

かくして，弁証法的唯物論は自然と社会をつらぬく一切の運動の原理を確立した．生物学における歴史的方法が，

弁証法的唯物論にその理論的根拠をおき，生物の歴史的過程とその発展の諸段階における矛盾の運動形態を捉えるこ

とを目指すものであることはいうまでもない．そして，すでに論議したように，それは Darwinにはじまり，ソ連に

おし、て正統ダーウィニズムの流れとして発展してきた．しかしすでに論議したように生物的生産の研究において弁

証法を掘りおこす仕事は，ょうやく緒についたばかりである．
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v 生物の物質経済の基本的問題

1 生物と環境の関係

生物的生産過程において， 生物と生活諸条件のあいだの関係は，相互に他を白からの存在条件とする決定的に重要

な問題である．そして，この問題は一般に生物と環境の関係の問題としてとりあげられてきた．どのような法則が，

生物と環境のあいだに存在するのか．その関係は一方的なものか，それとも相互関係であるのか，相互関係だとすれ

ば主導的なものはどちらに属するのか．これらの問題点は，生物学においては Darwinいらいの古くて，しかも新し

い課題なのである

環境とは何かということについては，いろいろな見解がある．たとえば，今西（1941）は生物の認識しうる環境の

みがその生物にとっての環境であるとし， Allee等 (1949）はある生物をとりまくすべてのものを環境とよんでいる．

沼田（1948〕は生物的環境とは生物にとっての環境を意味し生物を離れて客観的に存在するそれではないと考える．

渋谷（1954）は主体と環境の関係の考え方について，環境決定論および交互作用論の問題点を批判して，自己運動論

の見地から環境を理解することの重要性を主張した環境とは何かという論議について総括的労作をおこなった森

(1961）は，生物は外界のある部分と同化・異化をつうじて結ばれ，もしくはその部分を存在の条件とする．この部分

が環境であるという．

ソ連のミチューリン生物学において，環境がどのように理解されているかということについて， Lebedev (1962) 

はつぎのように説明する．生物と生存諸条件とが統一されているという法則を承認することが， ミチューリン的概念

の出発点となる命題である．生物と環境の統一において，主導的な役割は環境に属する．このことは，つぎの観点か

ら説明される.(1) 生体は無機体から生じた (2）生物は自分の体を無生命体から， つまりまわりの環境の諸要素か

らっくりあげる.(3) 外的環境のなかに体をつーくりあげるのに必要な物質が存在するならば生物は生存し発育できる

が，もし存在しなければ生物は死んでしまうか，変異する・ー ・などが根拠としてあげられた．そして，環境とは，

そのなかで生物が生きているところの，まわりのできごとである．しかし環境のすべての要因が，動物や植物にと

って意義があるのではない．生物に及ぼす環境諸要因の作用の程度に応じて， Lysenkoは生存の条件，影響を与える

諸要因，および住居環境などの区別を立てている，と Levedevは説明している．

野村（1963〕は，環境とは生物の生活に関する外的条件の総和であるという．また， 川11時（1967）は，われわれは

外部条件というのを単に生物体のまわりをとりまく条件，いわゆる環境として漠然と捉えるのではなく ，生物体の対

立物として，すなわち代謝に関与する物質的諸条件として捉えるのであって，この意味で“環境日と区別する．もち

ろん，代謝には直接関与しないが，多かれ少なかれ生物体と関連をもっている外的条件も存在する．こうしづ外的条

件と外部条件の総体を，私は環境とよぶべきだと考える．この用語法にしたがえば，外的条件は生物と外部条件の統

一体としての生命過程の外側の条件だということになる．魚、のばあいには，たとえば流れである．流れが運んでくる

酸素や餌は外部条件であるが，流れそのものは外的条件である，と彼は説明する．

いままでのべたことからもわかるように，環境にたいする諸見解というのは，単に環境の定義や説明ではなくて，

生物的生産過程をどのように捉えるかということの研究者の自然、観を反映しているのである．その意味では，それら

の諸見解は生物的生産過程における生物と生活諸条件の関係を問題にするかぎりでは示唆に富む内容をもち，私たち

にとって教えられる点が少くない．と〈に，渋谷が環境決定論および生物・環境交互論の問題点を明らかにして，生

態学における種の生活の重要性を指摘したのは大きな貢献であった．また，川崎が外部条件と外的条件を区別したこ

とは別としても，環境を生物体の対立物として，すなわち代謝に関与する物質的条件として捉えなければならないこ

とを明確に指摘したことは重要である．

いろいろな環境観が生物的生産の研究においてどの程度に客観性をもち，また理論的にどのような問題点を抱えて

いるかを吟味するために，すでに論議した生物の基木｜約諸性質の研究，および体系的諸理論において，生物と環境の

関係， 厳密には生物と生活諸条件のあいだの関係がどのようにとりあげられてきたかということを眺めてみよう．
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2 生物の基本的諸性質の研究にみられる生物と環境の関係

(1）栄養

分ミ

代議J過程において生物が非生物とのあいだに，積極的，選択的なエネノレギー交換をおこなうことはすでにのべたと

おりである．そして，エネルギーの交換に関して，塩類の交換 ・耐性（たとえば狭広塩性，水界の汚渇度の影響，

イオン状態 ・pH‘の影響など）， カ《ス交換（酸素の消費量など〉，およびエネノレギーの交換過程における媒質の温度，

圧力，その他の物理的諸性質の影響などについて，この領域の生物と環境の関係の研究は莫大な数にのぼる．

とくに独立栄養生物は，たとえば緑色植物は太陽騒射のエネノレギーを利用し，化学合成細菌は化学変化のエネノレ

ギーを利用する したがって，これらの独立栄養生物についての栄養の研究は，当然のこ とながら生物と非生物の

あいだの関係を基本的に重視してきた．

一方に従属栄養生物においては，とくに動物は主に生きた食物（植物 ・動物〉を食うことから，栄養の問題は Elton

にその典型がみられるように，食う食われるの関係，つまり生物と生物の関係を基盤として捉えられてきた．そし

て，生物と ~I＂生物のあいだの関係は，食物関係，つま り生物と生物のあいだの関係が実現される さいの条件として促

えられてきた傾向がつよい たとえば，キツネの食性（食物連鎖関係〉が季節の移り変りにと もなって変化する（Cook

and Hamilton 1944）とか，底魚の食1生が漁期 ・漁場によって変化する（青山 1956）というよ うな視点から多くの研

究がおこなわれてきた

すでに論議したように，栄養の問題は生物的生産の研究においていろいろな理論や理論体系を生みだす端緒となっ

ている．それは，生命が歴史的に非生物から発展した特殊形態の運動であり，非生物の物理 －化学的運動から生物を

区別する基本的な棋拠が，栄養（ひろい芯、味で代謝〕を出発点とすることにあった．そして， この領域の生物と環境

の関係は，生物と非生物，および生物と生物の関係と して莫大な考察がおこなわれてきたが，一般には環境要因（非

生物生物〕が代謝あるいは食物関係にどのような影響を与えるかといういう観点から問題がとり あげられてきた点

に特徴がみられる．しかし，近年において， Oparinand Pratonoba (1963）が，栄養代謝の過程におこる生物と非生

物のあいだの矛盾が，生物群集における複雑な生物と生物の関係（生物的社会関係〉を生みだしたことを指摘してし、

ることに注目しなければならない

(2） 生 長

すでtこのべたように，独立栄養生物においては，大陽稿射エネノレギーを直接に利用することから，他物生態学にお

いては生長に関係する重要な環境要素として光（幅射エネルギー〉と植物の生活の関係が，古くから問題と されてき

た．とくに，日長と生活あるいは形態変化についての現象観察が広範におこなわれ，短日縞物，長日植物について，

生長と日長のあいだの関係がくわしく考察されている．一方において， 動物については，たとえば生長の地理的ちが

い，空間効果，流水養魚における水温と溶存酸素の生長に与える影響などの考察が，典型的な例としてあげられる．

もともと，生物個体の物質経済に：t＜＞いては，独立栄養生物は同化した物質をl呼吸によって失っていくものである．

一方に従属栄養生物はとり入れた食物量の一部は体外に排出され， 残りの部分が同化量となってH乎吸のために用いら

れる．これらの過程で，同化裁がI乎！汲量より大きければ生長量がみられ，反対に11')<1汲によ って失われる量が大きけれ

ば，生物個体の物質経済はマイナスとなる．これらの関係は，摂食量一排他盆＝同化量，同化量一呼吸量＝生長設の

関係によってしめされる． そして，生長に関する研究は，この個体の物質経済にたいして，光 －水分－温度 酸素量

および食物量（このぼあい食物の生きた生物としての運動は余り考慮されなしつなどが，どのように作用するかとい

うことについて，莫大な研究がおこなわれてきたことが特徴的である．

(3）増殖および自己再生産

生物的生産に関する増殖の研究にたいし大きな影響を与えたと考えられるよ将殖の典型的な研究の例を， 私たちは

Malthus (1798）の人口論にみることができる． 彼の人口論は2つの原理を根拠とする．第 1は，人間の生殖能力は

強大不変であるということである．第2は，人間を扶養する生活資料を産出する土地の生産力は有限であるとい うこ

とである．そして，彼は人聞の生殖力による人口増加の力は，土地の生産力のイ申びより強力であると考えた． しか

( 62 ) 
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し，人口は生活資料をこえて無限に桶加することはできない．生活資料が不足すれば，人口l'¥11/J日にたいしていくつか

の規制lが作用する．規制は怒徳・窮乏 道徳的抑制lの3つがあげられる．そして町彼はi説殖の原理と生活資料の不足

による規fjjlj原理は相互に密接に関連し，規制l原理によって人口と生活水準のあいだに均衡が生じ，人口の哨加と減少

は波動を描くと考えた．

しかし増殖に関して Malthus(1798）が提案した幾何級数的i衿大法JllJdN(t) ＝εNdtは句初期の培養試験・人口

j普加などの外には適合しない 実際の人口t1;-j加によく適合する式は約 100年前に Verhulst (1838, 1845）によって

得られた．それは logistic幽線とよばれ，人口1：首加の表現としてのみではなく，個体1洋の僧大，生長量の犠加にも適

合するので，現在ひろく用いられ，性質もくわしくしらべられている（久保 吉原 1957〕．

生物の繁殖能力と環境の規制作用を直接に対応させる発想は，その後 Chapman(1928）によって， 生物繁栄能力

と環境低抗という慨念によって提唱された．彼の生物繁栄能力は H生物が生殖し生きのこる，すなわち数を併すため

の生物悶有の性質”という内容のものである.Chapmanは，生物繁栄能力という1概念は生物各種の能力の比I佼に役

立つばかりでなく，環境作用を測定する上に有効であると主張した．そのために必要な量的とり扱いの基準になるも

のは，環境抵抗が存在しないばあいの個体群憎加率である かれはこれをもって絶対繁栄能力をしめすものとした．

漁業生物学の分野において， Hjort(1938）いらい繁殖の研究が卵，制「仔の生残り過程の研究として特殊な発展を

とげたことはすでにのべたとおりである．そこでは，カレイ ・ヒラメ・タラ ・サパなどの卵 稚仔が、海流やl次送流

で輸送させれることから卵 ・稚仔の分散 －集合と水洗の運動との関係が， くわしくしらべられている．

すでに論議したように，生物的生産の研究においては，生物の基本的性質の lつである上将殖，あるいは自己再生産

を，直接に個体数のj普減と結びつけてきた傾向がつよい．たとえば，最大限の治殖をはかることが繁殖保護であるとい

う発想にその典型がみられる．当然のことながら，増殖の研究における生物と燃境の関係にたいするとりあげ方も 3主

として環境の規制的要因が，個体数の消長にたいしてどのように影轡を与えるかという観点から問題を捉えてきた傾

向がつよい．しかし，すでにのぺたように，l説殖および自己再生産の性質は，直後に個体数の増減に結びっく性質のも

のではない．生物的生産における種個体鮮の個体数の増減は，穫の全生活において，生物が生活諸条件とのあいだに特

殊な関係をむすびながら生物の基本的諸性質を総体的に展開してしぺ過程によって実現されるものである したが

ってJii(i殖，自己再生産に関する生物とWl境のあいだの問題のとりあげ方も， そのような見地から見直す必要があろう．

μ） 移動および反応

すでにのべたように，水産研究の領域では，移動および反応の性質をとおして，生物と非生物の関係の問題が広範

な分野からとりあげられてきた．その典型的なものの 1つとして，サケ・マスの母川回帰の例をあげることができ

る．また， 一方において，変化する漁況を予知する目的のもとに，海洋・気象条件 Clffitll£ 光－流動・化学成分〉な

どが，漁業生物の習性や集合 ・分散にどのように影響するかということがしらべられてきた．さらに，近年において

漁業や養殖業を能率的におこなうために，魚の行動を規制する直接的な外的要因〈たとえば音など〉の研究がとりあ

げられてきた．

そして3 一般的にいえることは， これらの研究における生物と非生物の関係のとりあげ方は， 非生物的自然の物

理化学的条件が，生物の力学的運動や被制球性をどのように規制するか．という観点からおこなわれたものが多い

ということができる．このことは，漁業生物学の基盤にある生態学の：l~H生と無関係ではない． それは，現代の生態学

において， 生物と環境のあいだの関係が， どのように理解されているかにつながっている． たとえば， 八木・野村

(1952），森（1961〕らによ って指摘されるよりに，非生物的環境の諸要素の作用が体系的に論じられるばあいには，

まず陥物生理学者 Liebigの“最小限の法則けの例がとりあげられる．いうまでもなく，それは肥料学の分野から主

張されたもので，生物現象の進行または反応は，これに関する多数要素のうちの最小値（すなわち最悪条件〉をもつ

ものに支配される，というものである．ついで，Liebigの理論が，要因の相互作用，環境複合，適応、現象などによっ

て修正されなければならないことが指摘され.Shelfordの耐忍の法則（1913）の例があげれる．つまり，物理・化学

的な怒条件の極限も最小量と同時に，最大量のばあいをふくめて，各生物はそれぞれ耐忍の限界 (limitof tolerance) 
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のなかで生活していると考えるわけである．そして，生物はその非生物的環境に関する耐忍の限界外に生活すること

はできない しかし，耐忍の限界内ならばどこでも生活できるというのではなくてγ こんどは他種の生物の作用（生

物相互作用〉をうけて分布を制限される．つまり，大まかな分布域は非生物的環境によって決定され，比較的小地域

の分布は生物相互作用により規定されると考えてよかろう（森 1961）という発想も出てくる

なお，注目しなければならないのは，生態学においては，理論的にはいままで、のべたように生物と ~lo生物の直接的

関係だけが問題にされてきたわけで、はない，という点で、ある たとえば，八木 野村 （1952）が指摘するように，

H生態学の分野では，主として俊一息の実態，生活現象の季節的変化，各生物相互間の関連性（とくに生存競争〉，など

の問題がとりあげられてきた．このため環境の影響といえば，上記のような問題を連想しがちであり，また環境の影

響はこれらの事象にたいしてもっと も強く現われるかのよう な錯覚に陥りやすい しかしこれは誤りで，次記するよ

うに環境はあらゆる方面に影響するのである．従って環境対生物の問題は，ひとり生態学の問題ではなくて，全生物

学の問題と解すべきである （環境の内容を限定すれば別であるが）＂とし、 う指摘も出て くる．そして，彼は種の形成

と環境，形態と環境，生活現象と環境，遺伝と環境などの諸関係の研究における問題点を大まかにとりあげている．

また，森（1961〕は“要するに非生物的環境問時間的変動を示す生物もこの変動に対していろいろな反応を示し，

長期間にはついに生物自体の内部に固定された変化も引きおこすものがあると思われる”と云い， 生物と環境の一般

的関係について， “以上を要するに，考える対象の自然、構造のレベノレが大きければ無1幾環境が生物の存在を規定する

力が大きく（環境が主導的〕， レベルが小さくなるにつれて生物の存在を生物白からが規定する程度が大きくなる，

といえよう”と考えた．

しかし，生物の現実の生活においては，栄養・生長 ・搾i殖 ・自己再生産など，生物の基本的諸性質の実現が保障さ

れるためには，生物の力学的運動（移動を含む〉の助けが必要であり，しかもその力学的運動は被刺戟性 （反応〉に

よって保障されることが必要であった．このことから，生物的生産および魚群行動の研究においては，生理学的研究

がつよく要求され，またその研究がおこなわれてきた．しかし，そこでまずE重要なことは，生理学，生態学いずれの

分野に拘わらず，生物と環境のあいだにおこる一時的関連 （条件反射〕と恒常的関連 （無条件反射〉のあいだの関係

を， 歴史的観点から客観的に理解しなければならないということである．というのは， 変化する環境に対応する一時

的関連の日常的くり返しの蓄積が，一定の条件のもとで，歴史的に恒常的関連に転化する可能性が考えられるからで

ある．また，反応についての生理学的研究が迫加されることによって生物的生産の研究が完成するのではなくて， 基

本的諸性質の総体的展開を捉える方法論に問題の重点があることはいうまでもない．

3 体系的諸理論にみられる生物と環境の関係

(1）生 活 史研 究

生態学の土壊であった18世紀の博物学は，すで

るもので、あつTこ 当然のこ とながら，そこで、はイ悶体の生活の過程におこるE色4釘と非生物’ および生物と生物の関係

が．個別にくわしく調べられた、生態学の初期の仕事は，ほとんどこれらの関係を個別に明らかにしようとしたもの

か，あるいは特定の生物種について，生れて死ぬまでのあいだの諸性質，すなわち生活史を調べたものであった（森

1961）.その後，生態学の発展にしたがって，生物が環境と宅密接に関係のある体制をもつことから，生活形（Warming

1909）という概念によって生物と環境の関係を理解しようとする試みがおこなわれた．さらに，生活型という概念に

よって，生活量そのものを量的， 質的につかみ，生活量の哀づけによって生物と環境の関係を明らかにしようとする

試みに進んだことは， すでにのべたとおりである．

こうして， 生活史研究の基盤である個体生態学の分野では，代謝過程における生物と非生物のあいだのエネノレギー

の交換について，塩類の交換および耐性，カ、ス交換，媒質の温度，圧力，その他の物理l:J係者性質の影響について，す

ぐれた多くの研究がおこなわれてきた． とくに，植物生態学においては光 (iii融•J エネノレギー〉と植物の生活の関係が

重視され， 日長と生活あるいは形態変化についての現象分析がひろくおこなわれた．このことは，日本において生態

学という訳語を明治28年 (1895）につく った三好学の立場や，郡場〔1953）の “植物生理生態”の内容が、主として
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；！（！＇／＜，生育地の条件下での生理学的現象を重くみる立場〔宮地 1961）に， 1つの代表的典型がみられるー

かくして，個体生態学を基礎とする生活史研究は，｛自体あるいは穫の行動・ 習性およびそれらに及ぼす環境の影響

についてすぐれた研究を誌積してきた．そして， これの研究に共通する特徴は，環境諸要因が生物の代謝，行動，あ

るいは習性をとのように規定するかとし、う見地から問題がとりあげられていることである したがって，そこでは生

物と生活諸条のあいだの関係について，種の具体的生活をつう じて実現される生物の基本的諮性質の総体的展開が．

生物群集をつうじておこなわれる生物的社会関係と，どのように関連しているかとしづ問題が捨象されていることが

特徴的である．

(2）環 境論

環境論研究においては生物の集合分散 ・繁殖および栄養などの諮性質と非生物的自然の諸性質とのあいだの直接

的関係が個別に，広い範囲にわたってとりあげられてきた とくに，漁場論および漁況論においては海の物理・化学

および海洋生物学的諸性質が，魚の分布 ・移動 －回遊・集合 ・分散などをどのように規定するかという観点から， 非

生物的自然、の諸性質と生物の諸性質のあいだの相関が分析され，その類型や変動傾向が量的に捉えられてきた．これ

らの諸研究に共通する特徴は，ヨ，，生物の運動が生物の運動をどのように規制するかという見地にたっているこ とであ

る．すなわち，生物と生活諸条件のあいだの関係において，生物とi!i'生物，および生物と生物の関係は基本的に重要

な 2 つの側面であるが， この理論争！•系においては生物と生物の関係は捨象されている こ とが特徴的である たとえば，

種内の個体間干渉，種間関係，生物の環境評｛illiなど重要な問題がこ こでは考隠されていない

また，非生物的自然、の運動の特性についても，一連の運動過程における質的な変化 ・発展の諸段階とそれぞれの特

性が明確に説明されることが少い たとえば，水機や気回の運動の実体について，それらの発生 －変化 ・発展の一連

の運動過程における質的変化の諸段階が殆んど説明されていない． したがって，選択的にとりあげられた諸性質が，

水見の実体がどのような段階で，どのような条件におかれたときの性質であるかとい うこ とについては説明が不十分

で，爾後的な示唆の程度に止まり，研究の前進が少ない．端的にいえば，環境論研究は生物的生産に関しては，現象

論の段階に止まっているといってよいであろ う．

（の 平 衡 理 論

平衡理論は個体1洋一般を研究の対象として， エネノレギーの流入（生長，補充 ・増殖〉および流出（死亡 ：自然死

亡 ・ 漁獲死亡， ~I孜〕について，力学的に単純化された生物的生産過程を仮定して，個体群の個体数のL隠滅過程にあ

らわれる諸要因の関係について，解析的構造論を展開してきた．

この理論体系がとりあげている平衡というのは，自然界における生存競争あるいは食物関係などを契機に説明され

てきた，自然制御にまつわる均衡論に根拠をおくものであった．しかし 生物と生活諸条件のあいだの関係を土台

に，生物の基本的諮性質の総体的展開によって実現される質的にいろいろ異なった種の生活が令 等質のものとして一

般化された個体群を通過するエネノレギーの収支におきかえられたために，生物的生産様式の質的区別が姶象され、と

くに生物と非生物の関係の問題が後退していることが特徴的である

(4） 生 態系 理 論

生態系理論の歴史的発展が，もともと浅海の oyster-bedから出発して， 19佐紀中葉～後期にわたる個生態学の発展

を土台と して， biocenosis～succession～biome～ecosystem (biosystem〕の過程をへて到達したものであるこ とは，す

でにのべたとおりである．

そこでは，自然、からとりだしてくる研究対象の単位は，生物と環境（非生物および生物〉が一体となって構成する

生態系という閉鎖的な実体である．その機能は，生体と環境のあいだにおこなわれるエネノレギーあるいは物質の移行

・循環の運動が基礎であり，その根源は太陽エネノレギーにあると説明される．また，生態系の構造は無機的自然と生

物群集とがあって，後者は生産者・消資者および分解者（還元者）から構成され，それらのあいだにおこなわれるエ

ネルギーの移行が，生態系の内部で自律的に調和して，系の安定性が保たれると説明される．そして，生態系理論が

非生物と生物のあいだのエネノレギーの移行・ 循環を， 全面的にではなくて， 栄養にまつわる nicheの観点からー宿

( 65 ) 
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的に捉えているものであることは，すで7このべたとおりである．

すべての認識はまず構造の認識からはじまる． そして，はだらき（機能〕というのは構造が変化していくプロセ

ス，それ自身の構造をつうじて，はじめて私たちの認識となるものである．したがって，私たちの研究において，構造

と機能の認識はつねに統一されていなければならないはずである．ところで，生態系理論においては，非生物と生物

のあいだのエネノレギーの移行 ・循環を，構造については太陽→地球→生産者→消費者→分解者→地球の関係として捉

えた したがって，これらの宵絡的な構造を背景に，エ不ノレギーが移行 ・循環する構造が変化していくプロセスそれ

自身の構造が問題になってくる．ところで，太陽→地球へのエネノレギーの移行と，生産者→消費者→環元者のエネノレ

ギーの移行は，質的に異ったものである．したがって，それを統ーするためにはーエネノレギーの質的変化を捨象して

量的変化に統一されることになる． つまり s 生態系理論は生物と環境のあいだの関係を，エネノレギーの量的変化の過

程として捉えているもので，生態系内のエネノレギーの移行 ・循環の変化，調和，安定とよばれる問題も，等質なエネ

ノレギーの力学的な運動形態に統一されるように， 理論それ自身がl%＇成され ている点に特徴がある したがって，生物

が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をむすびながら，質的に特殊な生物的生産を生みだしそれを変化・発展させ

てい く過程の問題分析をこの理論体系から期待することは図鋭である．

(5）歴史的方法

生物学における歴史的方法は Darwinにはじまるといわれているが，もともと Darwinの自然淘汰理論は，その本

質からいって， 生物と環境との相互連闘に関する学説であり， 生物進化において生物の生活諸条件のはたす役割につ

いての学説である（Platonov1959〕．

すでにのべたように，生物学における歴史的方法は生物とその生存諸条件とが統一されているという法則を承認す

ることからはじまる．ここで統ーというのは，生命活動あるいは生物の生活という， 1つの運動過程において基本的

に矛盾する 2つのものが，そのような矛盾において運動しうる形態をつくりあげていくことである．したがって， 矛

盾の統一形態である生命活動，種の巡化， あるいは生物の生活の過程で，基本的に矛盾する 2つのものが何んであ

り，また 2つの関係でより主主木的なものが何んであるかということが問題となってくる．

Darwinは生物にたいする環境の直接的彩響を研究することを霊視した． 彼は，動組物の種々の品種にたいして環

境が直接的な作用を与える事実を総括しながら， H孤立した土地で＼種々の生活諸条件のところに長期間居住するこ

とは， 淘汰の助けなしにでも，新しい種族の出現を誘発することができる＂(Darwin 1859）と指摘している．そし

て，この指摘の板拠となった H外的存在諸条件の直接的 ・規定的作用 H の主主で，彼は気候，食物その他の諸要因がわ

れわれの育成生物に非常に規定的で力強い影響を与えたために，人間ないし自然によ って営まれる淘汰の作用なしに

でも，それらのおかげで，新しい車種や種族が形成されたことがのべられている．そして彼は，外的影響の性質を，

直接に全生物体に（あるいは生物体のある部分に）働きかけるものと，間接に一一ー生殖系統をつうじて働きかけるも

のとに区別し，前者を直接的（無似￥：、介〉，後者を間接的〔媒介的〉とよんだ．

Darwinを継承した Michurinは，捕物のII開化の研究成果や，自然界の生物の観察結果をも とにして， 環境の変化

は個々の生物の型を新たにあらわれた諸条件に適応させざるをえないという結論に達した．彼は 日生命は，その筆舌

につく しがたい多様性のあらゆる精密さで＼ 絶えまなく前進しており，生物のあらゆる外部的生活条件はつねに変っ

ている．これらの変化に適応しながら，それぞれの生物は進化の大道にそってしだいに完成されていく，この運動の

なかで停滞しているものはすべて，衰亡絶滅の運命を免れえないものである”（Platonov1959）とのべている．彼は，

適応過程における淘汰の役割を背景に，生物と環境の関係を考えていたわけで、ある

また， Lebedev(1962）は， ミチコーリ γ生物学の基本的命題を説明して， “生物と環境の統ーにおいて，主導的な

役割は環境に属するけという． その理由として彼は， l〕生物休は無機体から生じた の生物は自分の体を無生命か

らーーまわりの環境の諸要素からっく りあげる の 外的環境のなかに体をつくりあげるのに必要な物質が存在する

ならば生物は生存し発査できるが，もし存在しなければ生物は死んでしまうか，変異する ・という 3点をあげてし、

る．
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生物と五日境の相互関連について，生理学的観点から大きな貢献をした Pavlovの業績があげられる．そこでもっと

も注目されることは，生物と環境のあいだにおこなわれる一時的関連（条件反射〉が長いあいだくり返されるばあ

い，それは恒常’的な関連（無条件反射〉に合法則に転化するとし、う結論である．彼は“新たに形成された条件反射の

うちのあるものが，後に無条件反射に巡伝的に転化する ということは許容できる＂ (Platonov 1959）とのべている．

生物界の発展にたいして環境が規定的役割をもつことについて，極めて明確な指摘をしたのは Marxである．彼は!fJIJ

植物にとってその発展を規定する出発点となるもの，第1義的なもの，主動的なものは“かれらにとって外部的な自然

である，したがって非生物的なものであり，さらに別の動｜直物に／.：＿＼，、する彼らの関係である＂ (Platonov 1959〕との

べている．

また，歴史的方法の見地からおこなわれた生物と環境のあいだの矛盾について Oparinand Pratonov (1963〕の見

解が注目される．彼らはつぎ、のように説明した．個体や穫は環境から自分に必要な物質とエネノレギーをひきだすが，

それは反複利用には不適当な別のかたちで返される．彼らは環境から必要物質をひきだしながら，環境を貧しくし，

自分たちのtJI＇出物によって環境を汚し白からひきおこした破段を回復することはない もし彼らの活動の結果が，

他の種の逆方向の回復活動によって解消されないないなら，彼らの生存は短期間に不可能となるであろう．彼らが不

断に生存してし、く諸条件となるのは．他のいろいろな種の逆方向の活動であって句これらの種ははじめの個体や種の

代謝産物を利用しながら，彼らの生活資源を回復していくのである．このように，異なった種によって代謝産物（ある

いは互に相手〕を相互に利用しあうことが，生物学的循環を保障しそれは他物，微生物および動物の生物群集のな

かでおこなわれる，と彼らは説明した つまり，栄養代謝の過程におこる生物と環境のあいだの矛盾が，生物界の物

質循環を生みだす原動力であることを指摘したわけで、ある．

かくして，生物学における歴史的方法はし、ままでのべてきた他の理論体系にくらべると，まず対象の歴史的過程と

その発展の諸段階を問題にする点でちがし、のあることがわかるそこでは，生物の運動が非生物の運動から発展した歴

史的に一連のものであることが問題にされると同時に，生物の運動が非生物の運動とは歴史的発展段階を異にする，

質的に異なった特殊形態のものであることが問題とされる．また，すべての運動の変化発展は，一連の運動過程それ

自身に内在する主要な矛盾を原動力としておこり，運動の段階的，質的ちがし、は矛盾の運動形態の質的ちがし、に求め

られる．そして，生命の進化．生活様式の変化，あるいは生物的代謝など．一連の運動過程をつらぬく普通的な矛盾

として，生物と非生物， および生物と生物のあいだのそれぞれの矛盾が問題となり．これらの主要な矛盾を典型的に

内蔵するものとして，種の実在および生活が重視される．それは生物群集や個体の軽視ではなくて，それらの運動の

歴史的根拠として種が重視されるのである．

しかし上にのべた問題点とそれらのあいだの相互関係が，歴史的方法を目指す生物学の諸分野において，必ずし

も十分に論議されているわけでーはない．たとえば，生物と非生物的環境の関係，および生物と生物的環境の 2つの商

が震視され，より基本的なものが前者であることが論議されてきた．そして，多くのばあい 2つのものは統ーして捉え

なければならないと主張されている．歴史的方法でいう統ーというのは，単なる総括ではなくて，対立 ・矛盾するも

のの統ーである． したがって，生物と非生物，および生物と生物の関係という 2つの側面を統一的に捉えることを問

題にするためには，生命活動あるいは生物的生産の過程で， 2つの側面がどのように矛盾するかということが問題と

なる．しかし生物学における歴史的方法は．この点について未だ十分に論議を行なっていない．

かくして，生物学における歴史的方法は，生物的生産に関して現代の生物学が当面する理論上の主要な問題点を指

摘している唯一の分野であるといってよい しかしそれらの理論的統ーは，この分野においても，今後に残された

重要な課題であるといはねばならない．

4 生物的生産の原理

(1) 生物的生産に関する生物の基本的諸性質の相互の関係

生物現象は，それを捉えるいろいろな視点のちがし、に応じて，さまざまな姿をみせてくれる いままで論議したよ

うに，生物に関する諸科学はそれぞれの視点にたって，生命および生物的生産について．港大な現象と勝れた法則を
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捉えてきた．しかし，事実と法則が豊かになるにしたがって，当然のことながら，いろいろな視点から得られた諸法

Nilの相互の関連が問題になってくる．いうまでもなしそれらの諸法則は現実の生物の生活においては生物と生活諸

条件のあいだのいろいろな特殊関係を土台に統ーされているものであり， それらの総体的展開によってはじめて，

生物は歴史的に変化発展し，また現実の生活を営むことができるものである．生物学の研究においては，いろいろ

な視点から捉えられた生命あるいは生物的生産の複雑な現象と諸法則の関連を，統一的に捉えることは不可能に近い

という意見がある．しかし，科学の諸分科における事実と法則の蓄積が退かになるにしたがって， 生物科学のなかの

諸分科の地位の相互関係の問題が登場し，諸分科それ自身の体系的発展のためにも，この問題は重要な課題となって

きた．とくに，良一業・畜産 －林業および水産分野の生物科学においては，いろいろな視点から得られた生物的生産の

諸法則が，生産手段の体系の重要な要素の lつである“生産対象”の実体として，統一されることが必要である．こ

のような見地にたって，この研究報告の現代的意義を明らかにするために，私はこの章で，生物と生活諸条件のあい

だのいろいろの特殊な関係を統一的に捉える，いわば自然における生物の物質経済の原理的視点について，総括的に

考療を加えることにした．

生命あるいは生物的生産の木質を捉えるためにはs 生命活動の特殊性， つまりそれがどのようにして生れ， その後

どのように変化 ・発展してきたかという道すじを明らかにすることが必要である．このことは，生命の歴史的発生・

発展が実証的に捉えられなければ，生物的生産の木質が説明できないということではない．生命の一連の歴史的過程

をつらぬく運動の普遍性と，その発展の諸段階にしめされる特殊性とのあいだの関係を説明する必要があるという意

味である．このような観点から，まず生物の基本的諮性質 栄養 ・生長 ・増姐・自己再生産・移動・反応など

が，どのようにして生れ，相互に関連しあいながらどのように変化 ・発展してきたかということを，もう一度総括的

に眺めてみよう．

まず，第1に生物が外界から必要とする物質を選択的に吸収し，余剰のものを凱出する栄養とし、う性質が，どのよ

うに して生れたかを考えてみよう ． すでに論議したように，~＇、機的自然の発展は，まず非生源的に有機化合物をつく

りだした．やがて，それらは蛋白様物質や他の類似の高分矛化合物に変化し，そのなかから境界をもったコアゼノレヴェ

ートのようなコロイト1生多分系がつくられて，系のなかでの反応が発生し，膜を隔てて物質の交換が行なわれること

によって，生命活動の原型がはじまる このばあい，化学的な観点からいえば，物質代謝は多数の酸化 ・還元 ・加水

分解など，単純な反応の総和であり，いずれも生体外で再現できるものである． そこには生命の特性はない．しか

し，滴中の化学反応が複雑化し，それらの鎖のi命が酵素の生成によって定常的な反応連鎖や閉じた回路を生じ，時間

的にも空間的にも相互に調整された反積約をもつようになり，浦中の化学反応が表面！撲の形成に参加して，系内のエ

ネノレギーの消費と結びついた積極的選択性をもっ物質運搬（吸ー収と排出〉がおこなわれるにいたって，生命の活動が

はじまるくOparin1960〕．つまり生物の基本的性質の 1つで、ある栄養がここからはじまった．

ついて、，相互に調整された代謝の諸反応の連鎖、子回路が不断にくりかえされることによって，系のなかに共役的な

物質代謝の lつの網がつくられ，化学反応の自由エネノレギーは，系内のエネノレギーを必要とする過程にはいるように

なった その結果，系の合成生産物の生成は安定化され，系のなかでの物質交代の流れが不断であるにも拘わらず，

量的に噌大する系の組織と構造が恒常的になりうる可能性が生れた（Oparin1960). つまり，物質代謝の諸反応の相

互調整をつうじて， j 、ぃかえれば栄養代謝の質的変化と結びついて，合成が分解にまさる方向にむけられた系に量の

治大がおこり ，j原初的な生長の能力が生れた．

ところで，栄養代謝の質的変化と不断に結びついて生れた生長は，系の体1'1!1と友面とのあいだの恒常的関係を破成

することになったーつまり ，代謝の複雑化にと もなう共役i幾備の拡大にあたって，さけることのできない体積の増加

は，系が直接に外界と相互作用をする系の表面積と体1賓との比を乱すことになった．この困難を克服するためには，

系の表面の膜が凹んで小j泡体の形成がおこらなければならなかった.Oparin (1960）の言葉を引用すれば H失なわれ

た平衡は，生長と直接に結びついた系が，分裂することによらなければ， とりもどすことができなかった’ヘ つま

り， u どの生物でも個別的に存右ニするためには，生長し分裂したか，あるいは老化し死んだか， 2つの道だけが可能
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であった”のである．このように，生長をつうじておこなわれる生物的代謝の内部矛盾によって生れた分裂は，生物

がその基本的性質の 1つで、ある増殖の能力を獲得した契機である つまり，生命の出発系の受動的な分裂の過程が，

生長する生体の積駆的な分裂に変ってし、く過程に，発生がはじまったので、ある．したがって，土語殖の基本形態は細胞

の生長－ 分裂 発生および分化を内包し，自己再生産の原初的形態がそこからはじまる

しかし生物はその後の発展において，上にのベた自己再生産， つまり生残る可能化をさらに拡大した．その第 1

は，単細胞生物のある進化の段階で，胞子や卵子を形成する能力が生じたことである．このばあい，細胞はかくれた

生命の状態， いわば仮死の状態に移行し，不適当な生活諸条例二にたし、して生命を保持することができた．第 2の契機

はその接合の能力，すなわち類似の機構をもっ2つの生物個体の合ーの能力が生れたことである たとえば，原生生

物には分裂による生殖とと もに，新しい 高次の生殖法が現われるが， このばあいはそれに先行して 2つの細胞の融

合，つまり有性過程がある．そして，受精にさいして染色体数の減少（半数〉した 2個の細胞が融合し染色体数の

完全（ 2倍数の〉な細胞ができあがる 多細胞動物の主な生殖法は有性過程．つまり個体発生が卵の受精からはじま

ることはいうまでもない．

このよ うに特殊化された生殖細胞が，高度に分化した有弘哨主によって，どのようにして生みだされたかということ

について，現代の科学は必ずしも十分な説明は与えていない． しかし 自己再生産（生殖〉の基礎となっているの

は，し、ままでのべたこ とから明らかなように生物がし、ろいろな生活諸条件のも とで，化学的本性の異なった物質をとり

いれて，以前から生体にあった物質と等しい物質に変化させることである．もっと躍を密にいえば，Oparin(1960〕が

いうように， H どの生体においても諸物質の生成が不変であることは， lつの反応のつぎに他の反応がくる，その生

物独特の順序が，不変であることだけを反映している．そこでは厳密な意味での分子の’自己増殖’はないのであっ

て，ただそれが絶えず新しくつくられるのである’に このばあい，代謝の鎖が長くなり，複雑になってし、く過程で，

酵素ーーすなわち分子内に l ~不変な若干の原子団の配置をもった蛋白質ーーが生成され， 最初の自己再生産能力の

基礎となった代謝の時間的組織だけでは不十分とな り，空間的な機総，すなわち RNA巨大分子や，それからつくら

れたりボ核蛋白質頼粒の 1定の構造などが，自己再生産に参加，関連していった．そして，単なる動的安定性だけで

は不十分になったときに，安定化に必要な要紫と して DNAが生成された （Oparin1960），と考えることができる．

こうして，自己再生産は，巡伝性にたいして支配的な役割を演じてきたが，分子生物学の発展によ って， DNAから

RNA ~こ巡伝の陥号が伝達され， その RNA が鈎型となって， リボゾームとよばれる細胞内の頼粒上で個々のア ミノ

般を集め，その配列のJI頂序を決めて， 回有の~g l主i合成反応が進行することが明らかにされたことはすで、にのべたとお

りである．このばあい， DNAは生長するどの細胞にも蓄積するが， 代謝｜約に不活発な化合物として，細胞分裂にあ

たって，親の細胞において合成されたと同じ不変の状態で‘子の細胞へ移行する．したがって，DNAの生成は， つね

に変化し複雑化する生体系の土語殖にさいして，ある一定の保守性，組成や構造や物質代謝の一定性を確実にすること

をつう じて， 自己再生産の能力を高度な機構にっくりあげるのに大きな役割をはたした（Oparin 1960). しかし

注目しなければならないことは，生体系は生物的代謝を基盤に，栄養，生長， l衿殖の諸性質を獲得する総体的過程で

自己再生産の性質をつくり あげたもので，それは DNAなしに，その生成のずっと以前に，生物的代謝の形成のはじ

めから生じたものであるということである．つま り，生物がその自己再生産にさいして， 固有の物質代謝の法則的諸

変動の秩序が不変に保たれるのは，何かある唯一の要素に依存することによるのではなくて，生物が歴史的に複雑化

じてきた全機械の反映なので、ある．したがって，休にも磁撹にも影響されない自律的泣伝物質が固定的に存在すると

考えたり，また一方に，生体の保守性を維持するi立伝物質の存在やはたらきを否定する自然、観は誤りであるといわね

ばならない．

いままでのべた生物の基木

は，生休のなカミで、お．こなわれる発熱反応の結果生す、るエネノレキe一が用いられる．しかし もっとはっきりしたエネル

ギーの発現は， 代謝の化学的エネノレギーが力学的運動，つまり生物が空間的，積極的に移動する能力という形態へ変

化するところに見いだされる．たとえば，アメーパー運動，繊毛運動s 鞭毛運動および筋肉運動など、の形式がそれで‘
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ある．い うまでもなく，もっ とも完成された生物の運動は，筋肉収縮の発生によって成しとげられたが， それは一挙

に得られたものではなく て，原形質に存在する収縮性が，高度に分化したk:UIJ泡あるいは多絞性複合体一一非常に絞雑

な特典的構造をもった筋肉系一一ーの基本的原型である．

そして，生物の力学的運動がさらに彼維な姿をとってあらわれるのは動物界における筏食 ・生殖 ・保設 ・防衛など

に関連して，運動機能がそれらと不可分に結びついているこ とである．また，生理的要求に対応して，一定条件の環

境を求めたり，拒否したりする移動が可能となる．こう して，生物の越本的性質の 1つである力学的運動は，それだ

けが単独に切り離されたものではなくて，｛也の諸性質と密接に関連するものであり，その原初的形態は代謝の化学的

エネノレギーが．力学的運動に転化するところからはじまった．

ところで， とにのベた生物の力学的運動は，すべての生物に共通な性質である被~ilJ紋性 （反応〕 と密接に結びつい

ている ここで被刺戟性というのは “外界の作用にたいして，その力や場所や性絡において，作用のカや場所や性絡

と対応しない反応をあたえる生物の能力” （Oparin1960）のことである．これが，無生物界における類似の現象と， そ

の可逆性において質的に異なった運動形態であることはいうまでもない．この性質がどのようにして生れたかについ

ては明らかでないが， Oparin(1960）は，生命の出発系において代謝の型が形成された多分子開放系は，それをとり

聞む外界の作用にたいして， 特集的に反応する能力をすでにもっていたと挽定する． その根拠は，代謝過程にエネノレ

ギーの蓄積（たとえば ATPの形で〉をおこなう過程が生じたので，それをいろいろな外部作用にたいして使用する

可能性がつくられたからである．それが，生物の適合的な性格一一ー外界の作用にたいして生物が一定の動作をおこな

うことを可能にする興奮性ーーを変化－発展させた基盤であると彼はいう．ついで，輿哲伝達の根本的な変革は，出lj

戟の知覚と興奮の伝達という特殊化された機能をと もなった神経系の生成と発展によって，はじめて迷せられること

になった．つまり，神経系は生物と外部環境との相互関係の支配｜めな｜豆l路となり，や11経系の形態的生理的分化によっ

て，距離を陥って反応するという大きな可能性がつくられた．これによって，生物はl時間的・空間的に，位置を定め

る能力を獲得し，その生活閤，すなわち存在可能な範囲を鉱大した（Oparin1960〕．

以上，生物の基本的諸性質について，それらがどのようにして生れ，相互にどのように関連しあっているかという

ことを｜挑めてみたーこのことから，生物の自己保存と自己再生産の能力は， 1っかそこらの特定の性質によって支え

られるのではなくて，生物的代謝の変化，発展の諸段階に対応する，生物の基本自~諸性質の総体的展開によって保証

されているものであるこ とがわかる．

かくして．生命誕生のいろいろな学説（Holdin1928, Oparin 1938, Bernal 1949など〉のちがいに拘わりなく，

私たちはまず第1に， 生命が非生物 C31°生源的有機物をふくむ無機的自然〉から変化・ 発展したものであると考える

ことができる．そして， 地球の最初Jの存在時期においては，そこでおこなわれる物質の変化・ 発展は，完全に力学・

物理学 化学的法則によって決定さた．しかし， 1!¥li機的自然の発展によって非生源的有機物が生じ， そこにj瑛を隔て

て外界と対応する物質がつくられた．ついで，般によ って隔縦された系内に駿化起元反応がおこり，そのさいに得ら

れるエネノレギーを合成過程に可動化する機作がっくりだされる過程で，系内の化学反応が表面！換の形成に参加し， 系、

内のエネノレギーの消費と結びついた選択的物質逮搬がおこなわれるにいたって，生命活動がはじまったというこ とが

できる．

(2）生物的生産過程におこる主要な矛盾

生命活動は，も ともと非生物から変化 ・発展した物質であるから，それが力学 ・物理学－化学的法則に規定される

ものであるこ とはいうまでもない しかし，生命は無機的物質の諸性質やその組成が，単に量的に変化しただけのも

のではない．その量的変化の蓄積が 1定の段階に達したときに， 31°生物の運動とは質的にちがった特殊な運動法則を

もつことになったものである．このように，新しい質の運動が登場すると古い迎勤形態，つまり力学・物理学 ・化学

的運動形態が消失するのではな くて保存されるが，それらは後方にかく れることになる．そして新しい質の運動は，

かれらに問有の性質と新しい法則にしたがって実現されていくこ とになる．

JI＇生物 的世界にはなかった質的に新しい作殊形態の運動が，生物的代謝の発展の諸段階に対応する生物の基本的訪
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性質の総体的展開によって実現されることは，すでにのべたとおりである．ところで，それらをつらぬいて，この特

殊形態の運動の変化 ・発展を生みだす原動力は何んであろう．この問題について，私たちが生物学の走大な蓄積のな

かから得られた基本的なものは，生物と非生物の関係，および生物と生物の関係である というこ とができる．当然、の

ことながら，生物的生産の原動力を問題にするにあたって，この 2つの側面の関係が問題となってくるー

すでにふれたように，生命の活動がはじまったとき，そこにあるものは原初的生体と非生物だけであった．それ以

外には何もない．つまり，生命活動は代謝過程における生物と非生物のあいだの対立 矛盾を基本的なものとして

出発した．この運動過程において，生物と非生物はエネノレギーの交換をおこなうために，相互に開放的関係をもたな

ければならなかった．と同時に，それぞれは相対的に独立した閉鎖的関係をもたなければならなかった． というの

は，非生物は力学 －物理学 －化学的法則に支配される悶有の運動をおこなうものであり，一方に生物は非生物と質的

に異なった特殊形態の運動をおこなうものとして系内でおこなわれる諸性質の総体的展開が時空間的に統一され，非

生物によって一方的に左右されない恒常性が保証されなければならなかったからである．こうして，生命は代謝過程に

おこる生物と非生物のあいだの矛盾を統一するこ となしには，それを存続 ・発展させることができなかった．いうま

でもなく，矛盾の統ーというのは矛盾をなくすることではなくて，そのような矛盾において運動しうる形態をつくり

あげていくこ とである．したがって，従来の非生物的世界になかった質的に新しい生命活動の変化 ・発展は，代謝過

程におこる生物と非生物のあいだの矛盾を原動力として出発した，ということができる．つまり，生物とその生活諸

条例との関係において，生物と非生物のあいだの矛盾は生物的生産を変化 －発展させる原動力として基木的に重要な

ものであるということができる．

つぎに， 生物とその生活諸条件の関係を問題にするにあたって，上にのべた生物と非生物の関係とと もに，他の 1

つの重要な側面として生物と生物の関係の問題が登場する．たとえば，Darwin(1859）は生物の生活諸条件のすべて

の関係のなかで，生物と生物の関係ーー とりわけ食物関係ーーがもっとも重要であるとし “生活の網目関係” とい

う概念によって，自然経済の総体のなかにおいてそれぞれの生物（あるいは種〉が占める地位を問題にした．つい

で， Elton(1927）が食物連鎖，食物環，生態学的地位，生物群集の数のピラミッドなどの諸概念を用いて，生物群集

における生物と生物の関係を美事に画きだした．さらに， Schjelderup-Ebbe〔1913）が鶏の滑れにツツキの順位のあ

ることを確かめ， やがて Lorenz〔1935）が， 順位制と帝国ばりflillが動物社会構成上の 2大原理であると主張するにお

よんで，生物と生物のあいだの関係は，新しい角度から動物生態学の重要な課題となってきた．

端的にいえば，生物と生物のあいだの関係は， Darwin, Elton, Lorenzらによって主張されるように，自然経済の

総体，生物社会の物質経済，生物群集内の物質交換などにさいして，基本的に重要な役割を演じていることがわか

る．そして，この重要な問題は生物学の歴史的方法の分野においては，種内関係および種間関係の問題として， また

種内関係 ・種間関係・非生物環境の統ーという命題で，決定的に重要な問題となっている．この問題を正しく理解す

るためには，生物と非生物の関係がそうであったようにz 生物と生物の関係もまた，生命活動あるいは生物的生産の

歴史的発展過程の一環として，それを捉えなければならないであろう．というのは，生物と生物の関係は現実の生物

の生活においては，生物と非生物の関係と統一されているものであり，その統一形態は生物的生産の歴史的発展の諸

段階に対応して，変化 発展してきたと考えられるからである．

(3) 生物的生産の原理

すで、にのべたように，生物的代謝は非生物の世界にはなかった特刻形態の運動であり，それは生物と ~lo生物のあい

だの矛盾を原動力として，生物の基本的諮性質の総体的展開によって実現されるものであった．ここでは，それを生

物的生産力と よぶこ とにする．しかし，生物的生産様式が段階的に発展するにしたがって，原初的生体は基本的諸性

質の総体的展開をつうじて，一定の個体間および親仔間関係をもっ種を生みだした．それは生物の進化，あるいは生

物的生産の複雑な， しかし一定の法則にしたがう網目椛造のが；節点であり，生物と生活諸条件のあいだの矛盾の統一

形態を同じくする個体によって；構成される．生物と生物の関係は，こうした種の形成の過程に生じたものであり，さ

らにいろいろな稜が相互に広範な物質経済をおこなうにいたって， それは生物的生産において重要な役割を演ずるこ
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とになった．いま，それを生物的生産関係とよぶことにする．

かくして，生物的生産において生物的生産力（生物と非生物の関係を主とする側面〉と生物的生産関係（生物と生

物の関係を主とする側面〉は， 2つの主要な側面を構成する． もともと， 2つの側面は自然過程においては別々にあ

るのではなくて，生物的生産過程において統一されているものである．しかし，統一されている具体的内容を知るた

めには，私たちはまずそれを区別して理解しなければならない．

まず生物的生産力の側面を考えてみよう．すでにのべたように，生物と生活諸条件との関係において，それは基本

的に重要なもので‘あった．たとえば，代謝過程におけるガス交換1つをとってみても，生物はそれなくして生産を営

むことはできない．生物的生産において生物的生産力は基本的に重要なものである．

つぎに生物的生産関係の側面を考えてみよう．自然、史において生物的生産の発展が低い段階においては，生物的生

産関係はせいぜい種内関係に止っていた．しかし 生物的生産が発展していろいろな種が形成されてし、く発展の段階

ごとに，そこには従来みられなかった新しい生物的生産関係が生みだされていった．たとえば，種の具体的生活の過

程では，それぞれの種は生物的生産力の商では相対的に独立したものであると同時に，生物的生産関係の面ではそれ

ぞれの穫は相互に密接に関連しあう生物社会的関係でなければならなかった．この生物的生産力と生物的生産関係の

矛盾は，たとえば現実の種の生活において食物嬢取の過程にはいると，たちま‘らその矛盾に満ちた本性があらわれ

る．すなわち，生物社会においては種の食物への転化は必然的なものであって，それなしには生物はその生物的生産

を維持－発展させることができない，しかし悶有の生物的生産を営むそれぞれの種にとって，食物への転化という

ことは命がけの飛躍であり，しかも種の食物撰取の過程において，必ずしもそれが保障されているのではなくて偶然

にまかされている．こうして，種の食物への転化が失敗を許されない＆：＇、然、性であると同時に，それぞれの種にとって

それは保証のない偶然性であるとしづ矛盾は，生物的生産において重要な意義をもつことになる．というのは，この

矛盾が生物社会の総体的活動のなかで，食物連鎖，食物環，栄養段階，および nicheなどの編成のうちへ，それぞれ

の粧を配分して，食物への転化の成功を正~l~·’ならしめる条件となっているからである ． しかし，現実の極の生活の過

程においては，食物への転化は成功することもあれば失敗することもある．それぞれの種は，その食物摂取の過程で

多くの動揺，困難．闘争をふくむはげしい生活の努力をはらわなければならない．一般に生物社会の調和 ・平衡とよ

ばれるものは，変化のない安定した均衡て・はなくて，生物的生産過程における生物的生産力と生物的生産関係の矛盾

を統一するための，はげしい生活の努力をその内容とするものである．

かくして，生物的生産過程において生物的生産力（主として生物と~＼；生物の｜潟係〕と生物的生産関係（主として生

物と生物の関係〉とは基本的に矛盾するものである．そして，生物的生産力は新しい生物的生産関係を生みだしてい

く基盤であるが，同時にまた，その発展は一定の条件のもとでは生物的生産関係の；枠内でしかはたらくことができな

いから，より 以上に生物的生産力を高めるためには，新しい生物的生産関係が要求される こう して，新しい生物的

生産関係のもとで，生物的生産力がさらに高められていくであろう．つまり，自然、の生物的生産は，歴史的に，段階

的に，生物的生産力と生物的生産関係の矛盾を原動力として，生物と生活諸条件の関係が質的にちがう新しい種を生

みだしながら変化 ・発展してきたということができる

自然の生物的生産の問題について，生態学はその理論的基盤の 1つとして主要な役割をはたしてきた．そして，生

態学の長い歴史は生物と環境のあいだに行なわれるいろいろな運動のなかから，生物の生活諸条件を選び出して捉え

ることに全力を集中してきたといってよいであろう．しかし，生物と環境（手I；生物および生物〕のあいだの関係を捉

えるという発想からは，生物と非生物の関係を平面的にしか捉えることがでーきなかった．生物学における歴史的方法

は，この限界をのりこえて，非生物と生物の関係を一連の歴史的発展段階として促えることに成功した この科学的

な歴史観は， Darwinにはじまるといってよいであろう しかし，生物的生産の研究のその後の発展は，必ずしも

Darwinを正しく批判 ・継承したとはいい難い．たとえば，生活史研究，環境論，平衡理論および生態系理論などの

。IJにみられるように，生物と非生物の関係は交互論の観点、から平面的に従えられ，観察手段や分析方法の発達にも拘

わらず，むしろ Darwinの科学的歴史観から離れ去って，生物的生産の木質から遠のいていく傾向がみられる．
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この｜問題について，正統ターウィニスムの発展を主張するソ速のミ チューリン生物学が，生物と環境の関係を生物

と生活諸条件のあいだに起る矛盾として， 自然史の一連の過程のなかでそれを捉えることを強調し， 生物と非生物の

矛盾が基本的に重要であるこ とを指摘したのは， Darwinを批判的に！汲収し，発展的に継承したという意味で大きな

貢献であった．しかし，彼らは生物的生産を全面的に，総体的にそれを捉えることができなかった．それは，生物と

非生物の関係，および生物と生物の関係という 2つの関係を，生物的生産過程における普遍的矛盾の 2つの側面とし

て，統一的に捉えることに失敗したからである．このこ とは， 歴史的方法を主張する多くの生物学者が，生物と環境

の関係を構造論的に捉えるとい う初期の発想を， 清釘していないことを意味する．たとえば，ソビエ ト生態学は1950

年のキエフ会議で， 生態学的科学の根本的な命題と概念を， 環境の概念、を含めて生態学者によって再検討した 環境

とは，そのなかで生物が生きているところの，まわりの出来ごとである．しかし環境すべての要因が動物や植物に

とって同じよう に意義があるのではない．生物におよぼす諸環境要因の作用の程度に応じて，Lysenkoは生存の条件，

影響を与える諸要因，住居環境などの区別をたてた．そして，大部分のソビエ ト生態学者は， 環境の諸要因について

Lysenko と同じ分類をうけ入れている，と Lebedev(1965）は説明する．しかし，生物におよぼす環境要因の作用の

程度に応じて環境条件を区別したり，その種類に応じて非生物的条件や生物的条件を区別する発想は，構造論の反

映であろう．というのは，生物と環境のあいだの関係は，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をとりむすんで

いく過程の矛盾として捉えなければならないものである．たとえば，生物的生産過程をつらぬく普遍的矛盾が生物的

生産力と生物的生産関係の矛盾であるとすれば，生物的生産が質的に変化発展していく一連の各段階にしたがって，

この普遍的矛盾の運動形態がどのように特ー殊化し個別l化してい くかということを捉えてし、かなければならない．

すでに論議したように，生物的生産過程の矛盾は，その歴史的発展における一連の結節点として実在する種の生活

の過程に，典型的に内蔵されるものである． したがって，生物的生産の木質に迫るために，私たちの研究はまず自然

の生物的生産を支配する原動力である生物的生産力と生物的生産関係の矛盾が，種の生活における質的変化の一連の

諸段階つまり発育段階および生活年周期の各段階的変化にしたがって，どのように特殊化しまた個別化していくか

ということを明らかにしていくことからはじまるであろう．

VI おわり に

著者はこの論文において，主として生態学 ・生理学 ・生化学および環境研究の分野で育ってきた 生物的生産に関

するいろいろな理論の歴史的発展過程を考察した とくに，著者は諸理論の土台にある論理（自然観あるいは世界

観）に注目し，古くから生物と環境，生物的環境と非生物的環境，あるいは種内関係と種間関係というようような命

題で論議されてきた生物的生産に関する基本的な理論について，その効果と限界を分析した．そして，現代の生物学

が当面する理論上の主要な問題点の解決にたいして，重要な提案を行っている歴史的方法が，生物と生活諸条件のあ

いだにおこる矛盾を基本的なものとしてとり あげ，生物と非生物の関係，および生物と生物の関係を重視してきたこ

とを明 らかにした

ついで，生物学における歴史的方法が当面している理論上の問題点を考察して，生物的生産の原理，つまり自然に

おいて生物的生産を変化発展させる原動力は何か，という問題を論議した．そして，生物的生産を推進する基本的

な原動力は，生物が生活諸条件とのあいだに特殊な関係をむすんでいく生物的生産過綜におこる生物的生産力と生物

的生産関係のあいだの矛盾であることを明らかにした

現代の生物学においては，諸分科の急速な発展によって得られた諸法則を統一的に理解することが，強く要求され

ている．また，生物科学の諸分科をそれぞれより深〈発展させるためにも，生物的生産の原理の確立が必要なことは

いうまでもない しかし歴史的方法の観点からいえば理論というのはあくまで抽象的なものであり，それだけでは

実践的な意味をもつものではない．かくして，私たちは現実の生物的生産の研究における事実と規則性を出発点と し

て，それらの個別の， あるいは特殊の規則性が上にのベた生物的生産の原理と，どのような関連のも とに統一されて
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いるかというこ とを，明らかにしていかなければならないと考える．また，生物｜拘生産の原理に関する認識が個別研

究の縫進にあたって，その地位と方向について示唆を与える役割をはたすと同H寺に，個別研究をつうじて仮説の検証

をうけなければならないことはいうまでもない

日本の漁業生学の分野では歴史的方法の問題は，すでに単なる抽象論議の段階をすぎているといってよいで あろ

う．というのは，タ ラパガニ（佐藤 1965）にはじまって，サノミ （宇佐美 1966，川崎 1969），底魚（森田 1965，北片

1967, 1968），カタクチイワシ（近藤 1969）およびサンマ（内藤 1968. 1969）などについて， 具体的に研究が蓄積

されはじめているからである．そこでは，生物的生産過程の矛盾を典型的に内蔵する対象と して，まず種の生活の過

程がとりあげられ，発育段階および生活年周期の各段階にしたがって質的に変化する種の生活様式の特性が，まず移

動（集合 －分散〕の面から追究されはじめている．それは環境の軽視でもなければ，また生物群集の疎外でもない．

生物的生産力（主として生物と ~，，生物の関係〉と生物的生産関係（主として生物と生物の関係〕の矛盾，つまり生物

的生産の変化， 発展を支配する普通的矛盾が，秘の一連の生活における質f均変化の各段階で特殊化し，個別化してい

く過程を明 らかにしてし、 く道すじなのである．

かくして，種の生活の笑体，発育段階， 生活年周期というのは， そこでは単なる理論操作上の技術的手段ではな

い それらは対象の歴史的過程とその発展の諸段階における矛盾の運動形態の変化 －発展を問題とするための，歴史

的方法の基本的自’格なのである．たとえば，時間と空間と物質の関係について，カソト主義は観念論の側にたち， ｜時

間と空聞はわれわれの意識の形式て・あるとみなした．しかし，唯物論は客観的実在，すなわち運動する物質がわれわ

れの意識から独立した存在で、あるこ とを認めることによ って，当然のことながら時間と空間の客観的実在性を認めな

ければならない〔Lenin II佐物論と経験批判論〉つまり 2時間と空間は物質にとっては外から与えられたものではなく

て，物質それ自身の属性である．したがって，魚の移動（集合 ・分散〉に関するl時間と空間と生物（あるいは物質〉

の関係の例でいえば，それは他の物質と質的に区別される生物 （あるいは物質〉の特殊性，およびそれが質的に変化

していく一連の運動の特殊形態を板拠として捉えていかなければならない．
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