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進化から生まれた病気
巻頭インタビュー
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京都大学名誉教授

井村裕夫

病は「その場しのぎ」
の
進化による「矛盾」
の産物
生物の進化は、決して理想的な生物を目指すための設計図どおりに進んできたわけではなく、むしろ環境
の変化や事象に対処するため「その場しのぎ」の矛盾した方法を選択した結果だったことがわかってきた。
そして、私たちを悩ます病気の多くはこの矛盾が関係している。病気を治すにはまず、病気を理解する必
要があるが、そのためには進化という視点からのアプローチが必要になってくるという。
「進化医学」
は、昨今関心を集めているようですが、
これを一言で説明しようとすると簡単ではありません。
進化医学を提唱したアメリカのランドルフ・M・ネ

のだろうと思います。

進化は “その場しのぎ”の結果

シー（Randolph M. Nesse）
は、進化医学は「工学におけ

特に 21 世紀に入って、ヒトゲノムをはじめ、いろ

る物理学のようなもの」
と言っています。人工衛星を

いろな生物のゲノムがわかってきました。そしてヒト

月などいろいろな天体に送れるのは工学の成果ですが、

を含むすべての生物の遠い祖先は、38 億年前にこの

その基礎にきちんとした物理学がありました。

地球で生まれた、単細胞生物であることが確実になり

同じように、医学は多方面に発展してきましたが、

ました。単細胞生物が地球環境の変化に対応しながら

ヒトの病気をさらに理解し、治そうとするには、病気

進化し、やがて多細胞生物になり、ヒトへと進化して

の成り立ちを深く理解しなくてはなりません。そして

きた、そういう過程がわかってきたわけです。

病気になるヒトの体は、生物の進化の結果としてある

しかし、進化は、
「理想的な生物」
という設計図を目

のですから、進化という視点が必要なのです。ですか

指して進んでいるのではありません。むしろ、起きた

ら進化医学とは、ある意味では、医学の基礎をなすも

事象に
「その場しのぎ」
に対応した結果です。ですから、
さまざまな矛盾が積み重なることになりました。
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ヒトの立位二足歩行は、顕著な例でしょう（図 1）
。
どうしてヒトが立位二足歩行を選んだのか、いくつか
の説がありますが、これによって骨盤を大きく改造さ
せましたし、また結果として脳を大きくすることがで
きたとされています。
しかし一方で、
大量のエネルギー
を使う脳に血液を送るために心臓から脳まで上方向に
血液を流すのは容易ではなく、起立性低血圧、いわゆ
る立ちくらみが起こりやすく、立位のための体の構造
は頸部脊椎症や椎間板ヘルニア、股関節炎といった問
題にもつながります。進化医学では、これを「トレー
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図1 立位二足歩行と関連して多くなった疾患または病態

として不具合が生じるということです。

起立性低血圧（失神）

高齢者の誤嚥が問題になっていますが、こ
れもトレードオフの例でしょう。ヒトの気道
と食道の仕組み（図 2）
を見ると、食道と空気

嫌気性古細菌

の通り道が交叉していますので、誤嚥は起こ

頸部脊椎症

るべくして起こるとも言えます。
もう少し説明しましょう。生物は水中から
地上に上がったので、えら呼吸ではなく、別
の呼吸器官が必要になりました。それが肺で
す。浮き袋を肺にしたと考えられていますが、
浮き袋はもともと消化器官から分岐した器官
です。ですから、食物の通り道と空気の通り
道が、喉頭あたりで交叉してしまいます。霊
長類のチンパンジーなどは喉頭の入り口が高
い位置にあるので、誤嚥は多くありません。

好気性細菌

椎間板ヘルニア
難産
股関節炎

ヘルニア
痔核

しかしヒトは、
立位になったうえに、
言葉を
使ってコミュニケーションをするようになり
ましたが、高い位置に喉頭の入り口があると
言葉を発声しにくいので、喉頭が下がってき

膝関節炎

たのです。これでは、食物が肺に入ってしま
うので、食物が入ってくることを察知すると、

深部静脈血栓症
血栓性静脈炎

気道の入り口を喉頭蓋がふさぎ、食物を食道
に通すという仕組みを作りました。ところが
高齢になると、そういう反射が鈍くなってし

扁平足

まい、誤嚥が起こりやすくなるのです。もち
ろん若くてもむせる、つまり誤嚥が起きます。
これは、決して優れた設計とは言えません。

ヒトはなぜ痛風になるのか

四足歩行から立位になって重心の位置が変わり、骨盤の形態が大きく変化した。
これによって、さまざまな疾患を抱えることになった。
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（
「進化医学 人への進化が生んだ疾患」井村裕夫著 ,P51, 羊土社 ,2013 年より転載）

遺伝子の成分でもあり、また代謝に重要な ATP もプリ

風は、尿酸が過剰になり尿酸ナトリウム塩が関節など

ン体からできています。あらゆる生物が持っている非

肉食などいくつかの原因で、血中の尿酸値が高くなる

産生されるのですが、ほとんどの生物は尿酸を、さら

ことによって起こりますが、では、なぜヒトは尿酸が

に尿素やアンモニアに分解して排泄します。
フクロテナガザル

尿酸レベル

痛風という病気も同様に進化と関係があります。痛

チンパンジー
20 常に重要な成分です。これが分解されるときに尿酸が
に蓄積して起こる急性、慢性の関節の炎症です。肥満、

過剰になるのでしょう？
それは、ヒトには尿酸分解酵素の遺伝子活性がない

ゴリラ

10

からです。尿酸は、体内で合成されたり、食物から摂
取したりしたプリン体の代謝産物です。プリン体は、

オラウータン

ところが、ヒトとゴリラやチンパンジーなど一部の
テナガザル

パタス
霊長類は、尿酸分解酵素を失ってしまいました。ちな

オマキザル
グリベット
霊長類ですが、突然変異が起こった場所は違うのです。
アカゲザル
ホエザル
タマリン
みに、同じように尿酸分解酵素を持たないヒトと他の
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が多いのです。

図2 成人（ヒト）
とチンパンジーの舌、
咽頭、
喉頭の構造

成人男性

彼らをラクターゼ（乳

チンパンジー

糖分解酵素）持続者と呼
び、ヨーロッパ地域、ア
フリカ地域に見られます。
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ヒトとチンパンジーで、上気道の構造が大きく異なる。チンパンジーは、顎が突き出て喉頭入り口の位置が
高い。ヒトは顎が小さくなり舌が後ろになり、位置も高い。

（
「進化医学 人への進化が生んだ疾患」井村裕夫著 ,P84, 羊土社 ,2013 年より転載）
起立性低血圧
（失神）

の突然変異は違う場所に
起きているので、環境に
適応するため、違うとこ
ろに変異が出て同じ結果
となっています。という
ことは、それが生存に対
して有利だったのだろう
と見ることができます。

ということは、
同じ進化の過程ではなく、
それぞれ別々

ヒトがアフリカを出て世界に広がったときは、皮膚

に起こったことだろうと推定できます。このことから

の色が黒かったのですが、北方に移動した際、皮膚に

色素が多いと、ビタミン
尿酸を分解する酵素を失ったのは、生存に有利だから 嫌気性古細菌
真核生物
D の合成が悪くなり、くる病
ではなかったかと考えられます。さらに、尿酸は腎臓
頸部脊椎症
から分泌されますが、再吸収して体外に排出されるこ

になってしまった。そこで皮膚の色が白いヒトが増え
てきました。
しかも、アフリカから地球上に拡がる途中に、ネア

とが少ないのです。
尿酸分解酵素を失った一つの有力な説は、尿酸の抗

ンデルタール人やデニソワ人という、ヒトの古い種と

酸化作用です。樹上生活を始めた哺乳類は、強い紫外

の交配が起きていることもわかっています。ヒトには、

線にさらされることになり、酸化が強くなります。ま

ネアンデルタールの遺伝子が 2％程度入っているとい

た脳が大きくなって寿命が延びたことでも、抗酸化作
椎間板ヘルニア

好気性細菌
ミトコンドリア3000 ｍあたり
われています。チベットの人は、標高

用が重要になってくるでしょう（図 3）
。しかも霊長類

で生活しても赤血球が増えないとされていますが、そ

難産
は、もう一つ、強い抗酸化作用を持つ成分であるアス
ヘルニア コルビン酸の合成能を、恐らく尿酸分解酵素に先立っ
股関節炎
痔核

れはデニソワ人の遺伝子が入っているからです。この

て失っています。何が起きたかはわかりませんが、一

方では抗酸化作用のある物質を失い、他方で保持する
ことにした、というのも進化の妙です。
現生人類以前の変異だけでなく、ヒトが誕生して以
降、アフリカを出て世界に移動する過程で獲得した遺
伝的特質もあります。

膝関節炎

たとえば、ある地域のヒトは、成人になっても乳糖

血栓ができやすくなり、病気につながります。

共生菌だったミトコンドリア
現代の私たちを悩ませている疾病に、免疫関連のも
のがあります。
免疫は、ウイルスや細菌に感染したときに排除する
機能ですが、感染という現象は、単細胞生物にもあり、

の分解酵素を持っています。哺乳類の場合、母乳を栄

それに対してある種の免疫機能も備えています。

養源としていますから、乳糖分解酵素をあまねく持っ

「CRISPR-Cas」
といって、一度ウイルスに感染した細菌

ています。この酵素の遺伝子は、離乳に伴って不活化

は、そのウイルスの DNA を切断して取り込んで、いわ

されるのですが、食料を牧畜によって確保している民

ば目印とし、次に同じウイルスに感染したときにはウ

族には、この乳糖分解酵素に関連した遺伝子に突然変

イルスの攻撃に向かうというシステムです。最近、こ

異があって、成人になっても、酵素を持ち続けるヒト

の仕組みを利用して遺伝子編集をする技術が開発され、

深部静脈血栓症
血栓性静脈炎

扁平足
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遺伝子がないと、3000m の高さでは赤血球が増えて、
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図3 霊長類における最大寿命と血漿尿酸レベル
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寿命が長くなると、抗酸化成分である尿酸のレベルが上がっていることがわかる。縦軸は血漿尿酸値
（mg/dL）
を特異的代謝率で割った値。

（Cutler, R.G: Antioxidants and aging. Am. J. Clin. Nutr., 53: 373S-379S, 1991 を改変引用）

利用されているのですが、これは、ウイルスに対する

度に大量に放出されることがあります。すでに言いま

獲得免疫です。単細胞生物ですらウイルス感染を免れ

したように、ミトコンドリアはもともとは別の生物で

ないのですから、感染というのは、生物の宿命でもあ

したから、免疫系に異物と認識され、一斉に攻撃を受

るのです。

けることになります。その結果、炎症性サイトカイン

ヒトの細胞数は 37 兆といわれていますが、その数

が大量に放出されますので、臓器の損傷や不全を招い

倍の細菌と共生しています。真核生物の細胞小器官で

て、ショック状態になることもあります。クラッシュ

あるミトコンドリアは、もとはと言えば共生菌です。

シンドロームと言われていますが、敗血症と似たよう

原核生物時代に、ある種の菌を取り込んで共生したの

な症状を引き起こすのです。これも二十数億年前の進

です。地球黎明期には酸素濃度が薄かったのですが、

化の結果なわけです。

少しずつ光合成をする細菌が増えてきて、酸素濃度が

多細胞生物になると、免疫、特に Toll 様受容体によ

上がってきました。酸素は、生物にとって有害な側面

る免疫が進化してきました。脊椎動物になると、抗体

もあるので、酸素を利用する菌を共生させることで酸

が作られるようになり、一度感染するとその記憶が

素の害から免れようとしたのです（図 4）
。そこで菌を

残って、次の感染に対して迅速に対応できるようにな

取り込んでミトコンドリアができましたが、それが

りました。これが獲得免疫で、長い寿命に貢献したこ

“反乱”しないよう、ミトコンドリアの一部の遺伝子

とは疑いがありません。しかし他方で、多発性硬化症、

を核へ移しています。ミトコンドリアは、今でも二重

関節リウマチ、1 型糖尿病といった自己免疫疾患や炎

の生体膜に覆われて独自の DNA を持っています。

症性腸疾患などは、高度に進化した免疫系のトレード

こうしてミトコンドリアは、普段は生物の中で ATP
を合成し酸素呼吸の場としての役割を担いながら、共
生しています。
しかし、たとえば、災害で組織が損傷して細胞が壊
死したりすると、細胞内のミトコンドリアが血中に一

オフであると言えます。
また現代人は、細菌との共生を避けるようになって
しまいました。これがアレルギーに関連しているので
はないかと以前からいわれています。
私が医学部に入学した 1950 年代の死因の上位は、
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気道

気道

性低血圧
（失神）
結核、肺炎・気管支炎、そして子どもに多い
下痢・腸炎でした。すべて感染によるもので

図4 細胞内共生によって生じた真核細胞

す。ところが、それからわずか数十年で、感

嫌気性古細菌

染症は軒並み制御されるようになりました。

真核生物

頸部脊椎症
当然、私たちの共生菌にも変化が出ています。
今、よく調べられているのは、腸内細菌です
が、これとアレルギー、自己免疫に関する研
究は数多く出ています。
環境が変化することで、宿主にも変化が生
じるのは、他の哺乳類の例でもよく知られて
います。コアラの主食はユーカリですが、こ
の分解を助けるのは腸内細菌です。そうした

好気性細菌

椎間板ヘルニア

例はパンダやゴリラなどでもわかっています。
植物を分解する腸内細菌は、分娩の際に母親

難産
から受け継がれるものです。パンダでは帝王
股関節炎
切開による分娩の場合、母親の菌が移植され

ミトコンドリア、葉緑体といった細胞内器官は独自のタンパク質を有している。こ
れらはかつて共生した細菌であることが、ゲノムの解析によってほぼ確実とされて
いる。（「進化医学 人への進化が生んだ疾患」井村裕夫著 ,P28, 羊土社 ,2013 年より転載）

ず、腸内で笹などが分解されず栄養を吸収できないと

のミスマッチが起こり、糖尿病を引き起こすのではな

いう事態も起こりますので、母親の便を与えるのです。

いかという説です。これは遺伝子というよりはエピ

糖尿病はインスリンの進化の結果

ジェネティクス、遺伝子の使い方によるものとされて
います。

免疫と同時に、今、大きな問題になっているのが糖

20μm
脂肪だけでなく、エネルギー源としては糖質も重要

尿病です。2 型糖尿病は、肥満などによってインスリ

です。細菌は、グルコースを摂取して、グリコーゲン

膝関節炎
ンが相対的に不足して起こる疾患です。

やトレハロースに合成します。しかしトレハロースは

細菌の段階でも飢餓に応答するべく、エネルギーを

酵素で分解しなくてはエネルギー源として利用できず、

保存する仕組みを備えています。真核生物ではグリ

生物の体が大きく、速く動くようになると、筋肉や心

コーゲンだけでなく、脂肪をエネルギー源として保持
深部静脈血栓症
血栓性静脈炎

臓などでも多くのエネルギーを必要とします。その際、

するようになります。ショウジョウバエになると、哺

いちいちトレハロースを分解していては、効率が悪い

乳類の脂肪細胞に類似した脂肪体が出てきますが、こ

のです。さらに脳が大きくなることで、いよいよ多く

れも飢餓に備えたものです。脂肪を蓄えることが有利

のエネルギーが必要になり、摂取したグルコースを直

に働いたのです。しかし、飽食の現代では、それが肥
扁平足

接利用するようになるのです。

エネルギーを効率良く貯蔵できる遺伝子を持ったヒト

くタンパク質を糖化してしまいます。ここにも、グル

が生き残ったのではないかという倹約遺伝子仮説が登

コースを直接利用することのトレードオフがありまし

場しましたが、必ずしもそれで説明できない事例があ

た。グルコースの血中量を制御するためにインスリン

ります。

を進化させることになりましたが、一連のインスリン

満の遠因になっています。糖尿病に関連して 1962 年に、

しかしグルコースは還元糖で、酵素を介することな

そこで替わって登場したのが DOHaD（developmental

分泌に関わる機構に不具合が生じたり、肥満などでイ

origins of health and disease）説です。胎生期の環境が

ンスリンが不足したりすることで、糖尿病を引き起こ

貧しいと、その栄養状態に適応できるようにプログラ

すことになるのです。2 型糖尿病は全世界で加速度的

ミングされますが、生後は必ずしも食料が乏しいとは
チンパンジー

に患者数が増えています。食の欧米化が急速に進んだ

限りません。結果的に胎生期に作られたプログラムと

ゴリラ
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Special Features 1

進化から生まれた病気
冒頭で、立位二足歩行になったことがヒトにさまざ
まな病をもたらしたことに触れましたが、立位二足歩
行になったことで脳も著しく大きくなりました。

生物の歴史から見ると、ごく短い期間に起こりました。
この進化の過程が脳の疾患を招いたとする説がいく
つかあります。
たとえば WHO の調査では、
統合失調症は、

猿人が二足歩行を始めたのがおよそ 600 万年前で

世界各国の発生頻度が似通っているとされています。

すが、そのころの脳は、まだチンパンジーとあまり変

オーストラリアで隔絶されて居住しているアボリジニ

わらない大きさでした。ところがそれから 400 万年ほ

にもこの疾患が見られるということは、人類がアフリ

ど経ったころ、直立原人が登場して、急激に脳を発達

カを出たときから関連遺伝子があったのではないかと

させたのです。

考えられ、都市生活でのストレスなど環境要因ばかり

しかし、脳が大きくなることは、生存に優位なこと
ばかりとは言えません。たとえば難産になるので、分
娩時、死亡のリスクが高まります。立位二足歩行なの
で、骨盤の形が変わっていますから、子どもがなかな

とは言えないようです。このようにいくつかの精神障
害、発達障害は社会脳との関連がいわれています。

進化の視点から生まれる発想

か出てこられず、どうしても難産の傾向になります。

脳の進化が急速だった一方、ヒトは、未熟な状態で

産道で大きな頭を回転させないといけないのです。し

生まれるので、脳は胎生期から生後数年まで成長し続

かも、それでなくても難産ですから、大きく成長させ

けるという特徴があります。その間に、
シナプスの“整

てから産むことができません。未熟な状態で出産し、

理”をするわけです。サルの赤ちゃんは痩せています

数年間の養育が必要になります。これも生物的に見れ

が、ヒトの赤ちゃんはたいてい丸々と太っています。

ば、非常に負担の大きな仕事です。

脳の発達のために、皮下脂肪を蓄えておく必要がある

そして先ほど触れたように、脳は、非常に多くのエ

からです。

ネルギーを消費します。ヒトの成人の脳は、体重の

さらにヒトには、
「 adolescence（青年期）
」があり

3% 程度の重量ですが、1 日の消費カロリーの 20％く

ます。ゴリラにはそうした明確な時期はないそうです

らいを占めるといわれています。しかも脳を作るのに

から、ヒト特有でしょう。私は、副腎の性ホルモンの

もタンパク質、脂肪とたくさんの材料を必要とします。

分泌が増える 6 歳が就学時期に当てはまるので、副腎

そこまでしてなぜ、ヒトは、これほど脳を大きくした

の性ホルモンは脳の発達と関連していると考えている

のかというのは、まだ完全にはわかっていません。

のですが、いろいろな議論があります。いずれにして

現在、有力な説としてあるのが
「社会脳仮説」
です。
脳が大きくなったので、言語によるコミュニケーショ

も青年期は集団で生活し、周囲とのつながりを学習し
ていく時期です。

ンが活発になり、集団の規模を大きくすることで、猛

しかし、統合失調症や双極性障害といった疾患も青

獣の多いサバンナで生き残ることができるようになり

年期に発症します。これらの疾患は、脳の急激な進化

ました。すると、脳はさらに複雑で重層的な働きをす

が関わっていると考えています。脳の発達は人間の社

るようになります。生態環境の要請というよりも、ヒ

会を豊かにした反面、精神疾患というトレードオフが

トが構成する社会環境が脳を発達させたというのが、

あると考えられているわけです。

社会脳仮説とされるものです。

進化は、“修理屋”といわれています。不具合が生

脳がどのように発達するのか、まだ充分にわかって

じたから、そのときの都合に合わせて直しただけなの

いませんが、この
「社会脳」
という概念の軸となるのは、

です。その結果、病気が生まれることもあります。だ

相手の気持ちを慮るという能力です。樹上生活から草

とすれば、病気の、特に予防を考えるときに、進化と

原で暮らすようになり、獣を相手に集団で狩りをする

いう視点によって、新しい発想が生まれるのではない

ために、必要だったというのです。数万年前からは、

でしょうか。医学だけでなく、栄養学や社会学などの

音楽や宗教といった文化を持ち、1 万年前からは農業

研究においても知っておいてほしい視点だと思います。

や牧畜など食料の生産を始めます。これらの変化は、

253（2019）
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