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 Octopuses and Humans Share Intelligence Gene 

ｈ 

reveal   明かす 

gene   遺伝子 

sequence  連続  

cognitive  認識の 

finding  発見 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

良く知られている イルカなどの海洋生物が/ 高いレベルの知能を持っていること

は// 科学者は最近タコも「驚くべき」知能をもっていることを発見した// イタリア

の海洋生物学者のチームが明らかにした/ タコは人間の知能を規定する遺伝

子を持っている// 8 つの触手をもつ海洋生物は短鎖 DNA配列 1 を持つ/ 

「動く遺伝子」と呼ばれる// これらと同じ遺伝子が人間のゲノムの 45％を占め

る研究者は言った// その DNA 配列は学習に重要だ/ そして創造力や脳に記

憶を貯めておくために// 科学者はその DNAがタコに認知能力を与えているか

もしれないと言う/ 人間の持つそれと似ている// 科学者は彼らの発見は重要だ

と主張した/ なぜならその発見はタコがどのように行動を修正しているかの洞察を

あたえるからである/ 異なる刺激に対して// 科学者はこのプロセスを「行動の可

塑性」と呼ぶ// 生物学者のグラズィアノ・フィオリトは示唆しているその研究は/ 

人間の知能をさらに理解することの手助けになると// 彼は言った「タコの脳は/ 

機能的に哺乳類の特徴の多くと類似している」// この理由からその DNAは研

究のためのとてもおもしろい候補になりそうだ/ 知能の進化に関する知識を進歩

させる」// 彼は言うタコの脳の構造は意味しているだろう/ その生物が無脊椎

動物や他の海洋生物よりもより哺乳類に近いことを// 

It is common knowledge that sea creatures like dolphins/ have a high 

level of intelligence.// Scientists have now discovered that octopuses 

also have "remarkable" intelligence.// A team of Italian marine 

biologists have revealed that/ octopi have a gene that also determines 

the intelligence of humans.// The eight-tentacled sea creature has 

short sequences/ of DNA called "jumping genes".// These same genes 

make up 45 per cent of the human genome.// The researchers said the 

DNA sequences are important for learning/ and for creating and storing 

memories in the brain.// The scientists say the DNA may give 

octopuses cognitive abilities/ that are similar to those humans have.// 

The scientists say their research findings are important/ as they give 

an insight into how octopuses amend their behavior/ in response to 

different stimuli.// Scientists describe this process as "behavioural 

plasticity".// Biologist Graziano Fiorito suggested that the research/ 

could help us understand more about intelligence in humans.// He 

said: "The brain of the octopus/ is functionally analogous in many of 

its characteristics to that of mammals.// For this reason the DNA 

represents a very interesting candidate to study/ to improve our 

knowledge of the evolution of intelligence."// He says the brain 

structure of octopuses may mean/ the creatures are more similar to 

mammals than invertebrates and other sea life.//     
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《Linking Logic》 

ex.) could help us 

 

amend  修正する 

stimuli  刺激(単数:stimulus) 

plasticity  柔軟、可塑性 

analogous  類似して 

invertebrate 無脊椎の 
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