
日本進化学会入会申込書

＜年月日（西暦）＞　　　　　　　年　　　月　　　日　　　№　　　　　　　　　　　　

ふりがな

名　　前

ローマ字

所　　属

所属先住所または連絡先住所
〒

TEL FAX

e-mail

以下から選ぶかまたはご記入下さい（複数記入可）

専門分野 人類、脊椎動物、無脊椎動物、植物、菌類、原核生物、ウイルス、理論、
その他（ ）

研究分野 分子生物、分子進化、発生、形態、系統・分類、遺伝、生態、生物物理、情報、
その他（ ）

以下から選んで下さい
一般会員 ・　学生会員

注）研究生や研修生などの方々の場合、有給ならば一般会員、無給ならば学生会員を選んで下さい。
学生会員は必要に応じて身分の証明を求められる場合があります。

申込方法／上記の進化学会入会申込書をご記入の上、下記の申込先へ郵便・FAX・e-mailでお送り下さい。
申 込 先／日本進化学会事務局　〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F（株）クバプロ内

●TEL : 03-3238-1689●FAX : 03-3238-1837●http://www.kuba.co.jp/shinka/●e-mail : shinka@kuba.jp

＜年会費の納入方法＞
【年 会 費】

一般会員　 3,000円／学生会員　2,000円
賛助会員　30,000円（一口につき）

【納入方法】

①銀行振込みをご利用の場合

（銀 行 名）三井住友銀行　　（支 店 名）飯田橋支店
（口座種類）普通預金口座　　（口座番号）773437
（口座名義）日本進化学会事務局　代表　株式会社 クバプロ

②郵便振込みをご利用の場合

（口座番号）00170-1-170959 （口座名義）日本進化学会事務局
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会員の皆様には、お元気で日々ご研究に励まれていらっしゃることとお慶

び申し上げます。今年から会長に就任いたしまして、新しい執行部での会の

運営が始まりました。慌ただしく月日が過ぎる中、評議員会のみなさまに

は、すでにさまざまな問題について意思決定をお願いしてきました。あれや

これや、会員の皆様にお知らせしなければならないことが多々ありますが、

忙しさにかまけている間に進化学会ニュースレターの発行が遅れましたこと、

お詫び申し上げます。

進化学は、非常に多岐にわたる分野を包含しています。それは、生物の分類群を超えてすべて

の生物を対象にします。生命現象の特定のレベルのみを対象にするのではなく、遺伝子から生態

系まで、すべての階層が対象になります。しかも、研究の手法も一つには限りません。遺伝子の

解析も、細胞の仕組みの解明も、神経生理学も、行動と生態の観察も、化石の発掘も、純粋に理

論的な分析も、何でも含まれます。これほど多様であるにもかかわらず、進化学会が一つの集ま

りとして研究者を引き寄せ、互いに刺激的で実りある会話をかわすことができるのは、進化の考え

の概念的一貫性にあるのでしょう。これは、すばらしいことだと思います。

進化の研究には、純粋に学問的な興味のもとで行われ、それが直接何の役に立つのか、よくわ

からないものもあります。新薬開発や特許をめざすものもあります。いずれにせよ研究というもの

は、研究者がのびのびと、何にもわずらわされることなく思考を自由に羽ばたかせていくことによ

って進んでいくものでしょう。DNA研究者で、若くして亡くなったロザリンド・フランクリンは、

研究費の申請書を書きながら、「こんなに楽しいことをしているのにお金がもらえるなんて、後ろ

めたいくらい」と言ったそうですが、何よりもまず、研究は楽しくなくてはいけません。

しかしながら、昨今の状況は、フランクリンのころとは様変わりしました。短期的な成果をあげ

ることがますます求められ、社会の何に役立つのかを説明することが求められ、社会に対して成果

を広報し、還元することが求められています。一方で、理科系の学問をめざす若者の数が減少し、

優秀な人材を集めるための競争が激しくなっています。

学会は研究者の集まりですが、このような状況に対応して、もはや、かつてのような専門家だ

けのアカデミックな集まりに閉じていることはできなくなりました。あまりにこれらのことばかり

に汲々となり、政治的に動くのは間違いだと思いますが、学会が社会に対して積極的に働きかけ、

提言し、専門家の知恵を役立てる努力をすることは、正しいことだと思います。一人ひとりの研

究者が存分に自由に研究できる環境を作るために働くことは、純粋に学問の成果をあげて、高度

な研究を積み上げていくこととともに、学会の大きな使命だと思っています。

この8月には第10回の大会が東大駒場キャンパスを会場に開かれます。一人でも多くの会員の

みなさまにお集まりいただき、研究に関して刺激的な討論をするとともに、進化学会の社会的役

割についても、さまざまなご意見をいただければと願っております。

2008年度日本進化学会会長　長谷川　眞理子（総合研究大学院大学）
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日本進化学会 会長挨拶

●表紙写真は、タンザニアで捕獲されたシーラカンス

このシーラカンスは、タンザニアのキゴンベという漁村で、2005年1月12日に捕獲されまし

た。雌の個体で、捕獲時の体重は105 kg、体長は170 cmあり、卵を36個お腹に抱えていま

した。この時点でタンザニアで捕獲された最大のシーラカンスでした。この個体は、東工大

岡田典弘研究室に寄贈され、2007年10月26日に日本に到着しました。CTスキャン等の検

査の後に、樹脂特殊加工（プラスティネーション）化され、標本が作製されたものが、今回

の進化学会大会にあわせて東大駒場博物館で展示されます（展示期間：8月20日から9月8

日まで）。なお、京都の吉田生物学研究所に依頼してシーラカンス標本をプラスティネーシ

ョン化しましたが、これは世界で初めての試みで、世界でこの個体しかありません。上述の

期間以外は、原則として東工大フロンティア研究センターの1階で常設展示中（12:00から

17:00まで）です。
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日本進化学会第10回東京大会を、2008年8月22日（金）から24日（日）の3日間、東京大学駒場キャ

ンパスで開催いたします。大会の参加申し込みは以下の大会ウェブサイト http://www.sendou.soken.

ac.jp/esb/esj2008/ を通じてお願いします。皆様の参加をお待ちしています。参加登録は7月31日まで

受け付けております。

8月22日（金） 9:00 ～20:30 シンポジウム、一般口頭発表（受付中）、

ワークショップ、ポスター発表（受付中）、評議員会

8月23日（土） 9:00 ～16:10 ワークショップ、夏の学校、公開講演

16:10 ～17:00 総会

17:00 ～17:20 学会賞授賞式

17:20 ～18:00 受賞講演

18:00 ～20:00 懇親会

8月24日（日） 9:00 ～17:15 シンポジウム、ワークショップ、夏の学校、高校生ポスター発表

※尚、上記はあくまでも予定であり、変更の可能性もありますので、詳しくは随時大会ウェブサイト

http://www.sendou.soken.ac.jp/esb/esj2008/ をご参照ください。

注）夏の学校および公開講演会は一般の方も参加できます。

参加の申し込みはウェブサイト http://www.sendou.soken.ac.jp/esb/esj2008/ を通じてお願いしま

す。オンライン登録の締め切りは7月31日です。ただし、事前申し込みの扱いは7月10日までですの

で、ご注意ください。また一般講演の申し込みも同じサイトで扱っています。こちらの締め切りは7

月10日です。

注1）一般講演は会員のみです。

注2）一般講演は口頭発表またはポスター発表です。ただし会場等の都合でご希望に添えない場合がありま

す。また口頭発表の申し込みは一人一発表、ポスターは一人の方が複数発表していただいても結構です。

一般会員 学生 非会員

大会参加費
7月10日以前 5000円 3000円 6000円

7月11日以降 6000円 4000円 7000円

懇親会費
7月10日以前 5000円 3000円 6000円

7月11日以降 6000円 4000円 6000円

大会についての問い合わせは第10回大会実施委員会（E-mail：esj2008@ml.soken.ac.jp）まで。
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日本進化学会　2008年度役員紹介

―役 員 構 成 ―

会長： 長谷川眞理子（総合研究大学院大学）

副会長： 斎藤成也（国立遺伝学研究所）

事務幹事長： 颯田葉子（総合研究大学院大学）

会計： 佐藤矩行（京都大学）

庶務： 大田竜也（総合研究大学院大学）

web担当： 田村浩一郎（首都大学東京）

渉外： 村上哲明（首都大学東京）

編集： 深津武馬（産業技術総合研究所）

広報： 池尾一穂（国立遺伝学研究所）

生物科学学会連合担当： 橋本哲男（筑波大学）

男女共同参画委員会担当： 中丸麻由子（東京工業大学）

会計監査： 西田治文（中央大学）

隅山健太（国立遺伝学研究所）

― 評 議 員 ―

阿形　清和（京都大学）
浅見　崇比呂（信州大学）
巌佐　庸（九州大学）
岡田　典弘（東京工業大学）
粕谷　英一（九州大学）
河田　雅圭（東北大学大学院）
倉谷　　滋（CDB RIKEN）
郷　通子（お茶の水大学）
小林　一三（東京大学）
斎藤　成也（国立遺伝学研究所）
佐々木　顕（総合研究大学院大学）
嶋田　正和（東京大学）
田村　浩一郎（首都大学東京）
塚谷　裕一（東京大学）
長谷川　政美（復旦大学）
長谷川　眞理子（総合研究大学院大学）
長谷部　光泰（基礎生物学研究所）
疋田　努（京都大学）
三中　信宏（農業環境技術研究所）
四方　哲也（大阪大学）

日本進化学会 第10回 東京大会について
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日本進化学会10周年記念出版物の構成 斎藤 成也（編集委員長）

編集委員会では、日本進化学会10周年記念出版物について、以下の構成を決定し、現在各項目の著

者候補をまとめているところです。8月の進化学会東京大会の時までには、これらの項目について、

執筆依頼を送る予定です。なお、今後若干項目が追加される可能性があります。

日本進化学会ニュース July 2008

日時 　平成20年9 月20 日［土］13:00～17:00
会場 　東京大学農学部1号館2階　8番講義室 

▲
      ▲

      ▲
 ▲
 ▲
 

主催 　日本学術会議　基礎生物学委員会・応用生物学委員会合同　進化・系統学分科会 
共催 　日本進化学会 
後援 　国際生物学オリンピック日本委員会（JBO） 

司会：佐倉 統（東京大学大学院情報学環教授、日本学術会議連携会員） 

開会の挨拶（趣旨説明）：嶋田 正和（東京大学大学院総合文化研究科教授、日本学術会議連携会員、 
                                                                日本学術会議進化・系統学分科会幹事） 

I　講　演（13：05～15：55） 
―第1部―　進化学の教育と啓蒙（中等教育、社会を含めて） 
1）長谷川 眞理子（総合研究大学院大学教授、日本学術会議連携会員、 
　　　　　　　　　     日本学術会議進化・統学分科会副委員長） 

　　  ダーウィンとその時代 
2）渡辺 政隆（サイエンス・ライター） 

　　  現代日本の進化論リテラシー 
3）中井 咲織（立命館宇治高等学校教諭） 

　　  中等教育で進化をどう教えるか 

―休憩― 

―第2部―　進化学の最前線　 
1）浅島 誠（東京大学理事（副学長）、日本学術会議副会長） 

　　  発生生物学からみた進化学への系譜 
2）五條堀 孝（国立遺伝学研究所生命情報DDBJ研究センター長・教授、 
　　　　　　　    日本学術会議連携会員、日本学術会議進化・系統学分科会委員） 

　　  ダーウィンを超えて―進化学革命の最前線（中立説からゲノムまで）― 

Ⅱ　パネルディスカッション（15：55～16：55） 
司会：佐倉 統（東京大学大学院情報学環教授、日本学術会議連携会員） 

           嶋田 正和（東京大学大学院総合文化研究科教授、日本学術会議連携会員、 
                                 日本学術会議進化・系統学分科会幹事） 

閉会の挨拶：浅島 誠（東京大学理事（副学長）、日本学術会議副会長） 

以下のプレ・シンポジウムのサイトに入って、案内に従って申し込んでください　 

http://www.darwin-200th.net/
問合せ先：日本進化学会事務局・（株）クバプロ 

E-mail:symposium@darwin-200th.net/　TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837 
＊定員（220名）となり次第、締め切りとさせていただきます。 

2009年は、進化論を唱えたチャールズ・ダーウィン（Charles R. Darwin）の生誕200周年にあた
ります。また、自然選択による進化論を展開した『種の起源』（初版、1859年刊）の出版150周年
にもあたります。そのため、2009年をダーウィン記念生物学の年と位置づけ、世界各国の博物館
でダーウィン展が催されています。 
日本学術会議進化・系統学分科会、ならびに日本進化学会では、生物学・進化学におけるダーウ
ィンの業績を称えて、2009年のダーウィン記念生物学祭の広い周知と宣伝、そして進化生物学の
教育と啓蒙のため、1年前の今年2008年9月に以下の要領で「ダーウィン生誕200年記念　進化
学プレ・シンポジウム2008」を開催したいと考えております。 
講演の第1部「進化学の教育教育と啓蒙」、第2部「進化学の最前線」、そしてパネルディスカッ
ションの3部構成になっており、盛りだくさんです。万障お繰り合わせの上、ご参集下さい。 

参加申込方法 

Program

＜大項目＞　4頁

（図表こみで8,000字程度）

＜中項目＞　2頁

（図表こみで4,000字程度）

＜小項目＞ 1頁未満

（図表こみで2,000字未満）

1. 宇宙の起源から太陽系の誕生まで

＜小項目＞

2. 地球の誕生＜小項目＞

3. 原始大気と海＜小項目＞

4. 分子状酸素の起原と変遷＜小項目＞

5. 地球生命の起源（総論）＜大項目＞　

5.1 RNAワールド＜中項目＞　

5.2 タンパク質ワールド＜小項目＞　

6. 微化石と化学化石＜小項目＞

7. 地球生命以外の可能性＜小項目＞

8. 真正細菌＜大項目＞

8.1 シアノバクテリア＜小項目＞

8.2 大腸菌＜小項目＞

8.3 枯草菌＜小項目＞　

9. 古細菌＜大項目＞

10. 最初の真核生物＜中項目＞

11. 先カンブリア代＜中項目＞

12. 細胞内共生＜大項目＞　

12.1 ミトコンドリアの細胞内共生

＜大項目＞　

12.2 葉緑体の細胞内共生＜中項目＞　

13. 原生生物（プロティスト）＜大項目＞　

13.1 共生によるオルガネラの獲得

＜中項目＞

13.2 真核生物のスーパーグループ

＜中項目＞

13.2.1 オピストコント＜小項目＞

13.2.2 アメボゾア＜小項目＞

13.2.3 エクスカバータ＜小項目＞

13.2.4 リザリア＜小項目＞

13.2.5 アルベオラータ＜小項目＞

13.2.5 クロミスタ＜小項目＞

13.2.6 植物の誕生＜中項目＞

14. 多細胞化＜中項目＞

15. 陸上植物（総論）＜大項目＞　

15.1 植物、陸上へ＜中項目＞

15.2 蘚苔類＜中項目＞　

15.3 植物の生活環＜中項目＞　

15.4 シダ類＜中項目＞

15.5 小葉類＜小項目＞

15.6 種子植物（総論）＜大項目＞

15.6.1 裸子植物＜中項目＞

15.6.2 被子植物（総論）＜中項目＞

15.6.2.1 基部被子植物

＜中項目＞

15.6.2.2 単子葉類＜中項目＞

15.6.2.3 真正双子葉類

＜中項目＞

16. 真菌類（総論）＜大項目＞

16.1 担子菌＜中項目＞　

16.2 子嚢菌＜中項目＞　

16.3 接合菌類・ツボカビ類

＜中項目＞　

16.4 粘菌類＜中項目＞　

16.5 その他の菌類様真核生物

＜中項目＞　

16.6 地衣類＜中項目＞　

17. 動物（総論）＜大項目＞　

17.1 海綿動物＜中項目＞　

17.2 刺胞動物＜中項目＞

17.3 エディアカラ動物群＜中項目＞　

17.4 左右相称動物の誕生＜中項目＞　

17.5 動物の「軸」と対称性＜中項目＞　

17.6 環形動物＜中項目＞　

17.7 軟体動物＜中項目＞　

17.8 線形動物＜中項目＞　

17.9 カンブリア爆発（総論）

＜中項目＞　

17.9.1 古生物学の知見から

＜中項目＞　

17.9.2 分子系統学の知見から

＜中項目＞　

17.10 節足動物（総論）＜中項目＞

17.10.1 三葉虫を代表とする古生

代の節足動物＜小項目＞

17.10.2 甲殻類＜中項目＞

17.10.3 クモ・ダニ類＜中項目＞　

17.11 昆虫＜大項目＞　

17.11.1 昆虫の翅の起源

＜小項目＞　

17.11.2 昆虫、陸上へ＜小項目＞

17.12 新口動物＜中項目＞　

17.13 棘皮動物＜中項目＞　

17.14 半索動物＜小項目＞　

17.15 脊索動物＜大項目＞　

17.16 尾索動物＜中項目＞　

17.17 頭索動物＜中項目＞　

18. 脊椎動物（総論）＜大項目＞　

18.1 ゲノム重複と脊椎動物の成立に

ついて＜中項目＞　

18.2 無顎類（円口類）＜小項目＞

18.3 軟骨魚類＜中項目＞　

18.4 硬骨魚類＜大項目＞

18.5  脊椎動物、陸上へ＜小項目＞

18.1 四肢の観点から＜中項目＞　

18.2 咽頭派生体の観点から

＜中項目＞　

18.6 両生類＜大項目＞　

18.7 羊膜類の誕生＜中項目＞　

18.8 爬虫類＜大項目＞　

18.8.1 中生代の大型爬虫類

＜中項目＞　

18.8.2 単弓類（哺乳類含む）

＜中項目＞

18.8.3 有鱗類＜中項目＞

18.8.4 主竜類＜中項目＞
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18.8.4.1 カメ類＜小項目＞　

18.9. 鳥類＜大項目＞

18.9.1 鳥類の起源＜中項目＞

18.9.2 走鳥類＜中項目＞

18.9.3 普通の鳥＜中項目＞

19. 哺乳類＜大項目＞

19.1 形態からみた哺乳類の成立

＜中項目＞　

19.2 哺乳類の形態＜中項目＞　

19.3 哺乳類の分子系統＜大項目＞　

19.4 単孔類＜中項目＞　

19.5 有袋類＜中項目＞　

19.6 有胎盤哺乳類＜大項目＞　

19.7 齧歯目＜中項目＞　

19.8.鯨偶蹄目＜中項目＞　

19.9 食肉目＜中項目＞　

19.10 霊長目＜中項目＞　

20. ヒトの進化（総論）＜大項目＞　

20.1 類人猿とヒトの系統の分岐

＜中項目＞

20.2 ホモ属の出現とその拡散

＜中項目＞

20.3 ホモサピエンスの誕生と進化

＜中項目＞

21. 地質時代＜大項目＞

22. 化石 ＜大項目＞

23. 古代DNA ＜大項目＞

24. 地球生態系＜大項目＞

25. 地球環境の変動と生命史

＜中項目＞　

25.1 古生代から中生代移行期の大絶

滅＜中項目＞　

25.2 中生代から新生代移行期の大絶

滅＜中項目＞　

25.3 大陸移動＜大項目＞

25.4 気温変動＜中項目＞　

25.5 小惑星などの地球環境への影響

＜中項目＞

26. 日本列島周辺の生物相＜中項目＞

26.1 日本列島の植物と真菌類

＜中項目＞

26.2 日本列島の陸上動物＜中項目＞　

26.3 日本列島周辺の海洋生物

＜中項目＞

31. 遺伝子の増殖＜中項目＞

31.1. 核酸の複製と転写＜小項目＞

31.2. 体細胞分裂と減数分裂

＜小項目＞

31.3. 遺伝子の系図＜大項目＞　

32. 突然変異＜中項目＞　

32.1. 塩基置換とアミノ酸置換

＜中項目＞　

32.2. 挿入と欠失＜中項目＞

32.3. 組換え、遺伝子変換、逆位

＜中項目＞　

32.4. 遺伝子重複＜大項目＞　

33. 遺伝子の水平移動＜中項目＞

33.1. 原核生物間での水平移動

＜中項目＞

33.2. 原核生物と真核生物のあいだ

での水平移動＜小項目＞

33.3. 真核生物間での水平移動

＜小項目＞

34. タンパク質＜中項目＞

34.1 立体構造＜中項目＞　

34.2 転写と翻訳調節＜中項目＞

34.3 オーソログとパラログの機能変

化＜中項目＞　

34.4 遺伝子族と超遺伝子族

＜大項目＞　

35. ウイルスとファージ＜中項目＞

35.1. RNAウイルス＜中項目＞

35.2. DNAウイルス＜中項目＞

35.3. ファージ＜小項目＞

36. ゲノム＜中項目＞

36.1 原核生物と真核生物のゲノム

＜中項目＞

36.2 ゲノムの大きさ＜中項目＞

36.3 ゲノム重複（倍数体化）

＜中項目＞

36.4 イントロン＜中項目＞

36.5トランスポゾン＜中項目＞

36.6 ゲノムのGC含量とアイソコア

＜中項目＞

36.7 がらくたDNA＜中項目＞

37.7.1 偽遺伝子の機能と進化

＜小項目＞　

36.8 ゲノム対立（genomic conflict）

＜小項目＞

37. 分子進化速度＜中項目＞

37.1 進化パターンによる速度の違い

＜中項目＞

37.2 同義置換速度と非同義置換速

度＜中項目＞

37.3 進化速度の一定性（分子時計）

＜中項目＞

37.4 世代あたり、年あたり、細胞分

裂あたりの進化速度＜小項目＞

38. エピジェネティクス＜中項目＞

38.1 メチル化＜小項目＞

38.2 インプリンティング＜小項目＞

39. 個体の増殖＜中項目＞

39.1 遺伝的浮動＜大項目＞　

39.2 無性生殖＜中項目＞

39.3 有性生殖＜中項目＞

39.4 自殖＜中項目＞　　　

40. 自然淘汰（自然選択）＜中項目＞

40.1 中立進化＜大項目＞

40.2. 負の淘汰（浄化淘汰）＜中項目＞　

40.3 正の淘汰＜中項目＞　

40.3.1 固定型の淘汰＜中項目＞　

40.3.2 平衡淘汰＜中項目＞　

40.3.2.1 超優性淘汰＜中項目＞　

40.3.2.2 頻度依存淘汰とESS

＜中項目＞

40.3.2.3 密度依存淘汰

＜中項目＞

40.3.3 群淘汰＜中項目＞

40.4 性淘汰＜中項目＞　

40.5 淘汰の単位＜小項目＞　

40.6 有害遺伝子の蓄積

＜小項目＞

41. 発生と進化＜中項目＞

41.1 表現型の可塑性＜中項目＞

41.2 遺伝子ネットワークと進化

＜中項目＞

41.3 植物の発生＜大項目＞　

41.3.1 生活環の進化＜中項目＞　

41.3.2  生活史の進化＜中項目＞

41.4 動物の発生＜大項目＞

41.4.1 形態形質＜中項目＞

41.4.2 行動形質＜中項目＞

41.4.3 脳と神経＜中項目＞

41.4.4 形質の遺伝的変異

＜中項目＞

41.4.5 多面発現＜小項目＞

42. 行動と進化＜大項目＞

42.1 子育て行動＜中項目＞　

42.2 死の進化＜小項目＞

42.3 協力行動の進化＜中項目＞

42.4 血縁淘汰（血縁選択）＜中項目＞

42.5 利他行動の進化＜中項目＞

42.6 社会性の進化＜中項目＞

42.6.1 カースト分化＜中項目＞

43. 集団の進化＜中項目＞

43.1 単一集団内の遺伝的多様性

＜中項目＞

43.2 集団の遺伝的構造と遺伝子流

動＜中項目＞

43.3 地理的分断＜中項目＞

43.4 小集団の絶滅要因＜中項目＞

43.5 遺伝的変異の維持＜中項目＞

44. 形態の進化＜大項目＞

44.1 相同性ー伝統的概念＜中項目＞

44.2 相同性ー発生生物学的概念

＜中項目＞

45. ホモプラジー（疑似相同）＜中項目＞

45.1 収斂 ＜小項目＞

45.2 並行進化＜小項目＞

45.3 逆転 ＜小項目＞

46. 形態形質の進化速度＜中項目＞　

47. 種概念＜大項目＞

47.1 種概念ー生物学哲学の観点か

ら＜中項目＞

47.2 種概念ー生物学の観点から

＜中項目＞

47.3 種概念ー保全生物学の観点か

ら＜中項目＞

47.4 種概念ー古生物学の観点から

＜中項目＞

48. 種分化＜中項目＞

48.1 異所的種分化＜大項目＞

48.2 同所的種分化＜大項目＞

49. 適応放散＜大項目＞

50. 交雑帯＜大項目＞

51. 共進化＜大項目＞

51.1 共進化ー捕食と被食＜中項目＞　

51.2 共進化ーホストとパラサイト

＜中項目＞　

51.3 共進化ー競争と形質置換

＜中項目＞

51.4. 共進化ー共生＜中項目＞

51.5 植物?昆虫/菌類の共進化

＜中項目＞　

52. 生物多様性と進化＜中項目＞

52.1 群集の系統的制約＜中項目＞

52.2 地球環境変化と進化適応応答

＜中項目＞

52.3 外来種による遺伝的変化

＜中項目＞

53. 現代人による環境への影響

＜中項目＞

53.1 地球温暖化＜中項目＞

53.2 GMO（遺伝的に改変された生

物）＜中項目＞

53.3 作物の栽培化＜中項目＞　

71. 分子進化学

71.1 塩基配列とアミノ酸配列データ

の解析＜大項目＞　

71.2 対立遺伝子頻度データの解析

＜中項目＞

71.3 分子系統樹の作成＜大項目＞

71.4 データベースの利用＜中項目＞

72. 古生物学＜大項目＞　

72.1 地質年代の推定：数十億年?

一千万年レベル＜中項目＞

72.2 地質年代の推定：数百万年以下

のレベル＜中項目＞

72.3 古生物学と現生生物学

＜中項目＞

73. 形態学＜中項目＞

73.1 比較解剖学＜大項目＞

73.2 形態学＜大項目＞

73.3 形態測定学＜中項目＞

73.4 パタン形成の理論と実際

＜中項目＞

73.5 環境への生理的適応

＜大項目＞

74. 生態学的データの解析＜中項目＞

74.1 数理モデリング＜小項目＞

74.2 統計モデリング＜小項目＞

74.3 ベイズ法（MCMC）＜小項目＞

75. 分類 ＜大項目＞

75.1 研究対象生物の採取と分類

＜中項目＞

75.2 分類体系化ーDNA Barcode

＜小項目＞

75.3 分類体系化ーPhyloCode 

＜小項目＞

75.4 系統樹データベース（Tree of

Lifeなど）＜小項目＞

75.5 体系学プロジェクト（AToL,GBIF 

など）＜小項目＞

76. 量的遺伝学＜中項目＞

76.1 遺伝的相関＜中項目＞

76.2 QTL解析＜中項目＞

77. 生物地理学＜大項目＞

78. 進化学と関連分野とのかかわり

＜中項目＞

78.1 医学・薬学・農学＜中項目＞

78.2 社会科学＜中項目＞

78.3 心理学・認知科学＜中項目＞

78.4 哲学を中心とする人文科学

＜中項目＞

78.5 宗教 ＜中項目＞

79. 教科書における進化の取り扱い

＜中項目＞

80. 社会と進化（創造論やインテリジェ

ントデザインを含む）＜中項目＞

81. 進化学の歴史＜中項目＞　

81.1 進化思想ーダーウィン以前

＜小項目＞

81.2 進化思想ーダーウィン以後

＜中項目＞

81.3 進化の新総合説＜中項目＞

81.4 中立進化論の誕生と確立

＜中項目＞

81.5 ゲノム時代の進化学＜小項目＞

81.6 日本における進化学の発展ー

明治大正＜小項目＞

81.7 日本における進化学の発展ー

昭和以降＜小項目＞

82. 進化研究に大きな貢献をした研究

者＜大項目＞

83. 付録：進化史年表＜大項目＞
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なっている。散在する研究領域を進化という

“共通言語”で結ばれた「合衆国」（p. 345）とし

て結びつけようというのが著者の夢だ。

著者の前著『Darwin's Cathedral : Darwin,

Religion, and the Nature of Society』（2002

年刊行、University of Chicago  Press）以降の

宗教に関する著者自身の長い論議の続きも垣間

見える。キリスト教に対する執拗な論議は、そ

のような受け皿をもともともたない日本の読者

にとっては関心が薄いかもしれないが、世界的

に見たときの進化思想の受容と反発を考えると

きこの論点は避けては通れないだろう。

文理を問わず、一般向けの読者を想定した本

書の内容とレベルは、スティーヴン・J・グ

ールドやリチャード・ドーキンスの著作を受け

入れている日本の読者層にもきっと読まれるだ

ろう。ただし、本書がカバーしている話題の広

さと書き手のスタンスからいえば、“もうひとり”

のウィルソンの著作、たとえば：エドワード・

O・ウィルソン［山下篤子訳］『知の挑戦：科学

的知性と文化的知性の統合』（2002年12月20日

刊行、角川書店、372+31+viii pp.）がもっとも

“近縁”かもしれない。

今年の6月はじめに、国際人間行動進化学会

（HBES）の日本での初の大会が京都で開

催された。著者ウィルソンは（“もうひとり”の

ウィルソンとともに）、HBESの有力メンバーの

ひとりであり、本書の中でもHBES大会でのさ

まざまな経験が人間進化学に関わる彼の研究を

推進した重要な契機となったと記されている。

ほかならないわれわれヒトがどのような意味で

生物進化の“産物”であるのかを知る愉しみ

（苦しみではない）を読者に伝えようとすること

が著者の最大のミッションであり、本書はそれ

に成功していると私は思う。

全体としていえば、本書は現代進化生物学の

“本流”に位置する（群淘汰を主張した点

で“傍流”と判断する向きもあるだろうが）理

論派の研究者が、自然・生物・人間・文化・社

会・倫理について幅広い射程のテーマを一般向

けにわかりやすく説いた力作である。文体とし

ては確かにソフトなのどごしなのだが、流動食

を食わされたような肩すかしの読後感はない。

『みんなのための進化学』というタイトルはけっ

して見かけだけのキャッチフレーズではない。

進化研究の臨場感を著者独特のユーモア感覚

と批判の眼で伝える本書は、すでにある出

版社から翻訳されることが確定している。もし

適切な訳者を得ることができれば、日本人読者

にとってはハッピーなことだ。

［書評者：三中信宏］

日本進化学会ニュース July 2008 “Society of Evolutionary Studies, Japan”News Vol. 9, No. 1

書評

本書『Evolution for Everyone』は、著者デ

ィヴィッド・スローン・ウィルソンが実際

に勤務先の大学で開講している講義名をタイト

ルにしている。彼は、さまざまな経歴と関心を

もつ学生たちとともに、一般進化論プログラム

〈EvoS〉を勤務先の大学で開講し、“進化”とい

う観念が照らす森羅万象の広大な領域をかけめ

ぐる。

著者は、進化過程における群淘汰（group

selection）の数学モデルで昔から有名な研

究者である。実際、「groups of organisms」と

いう従来的な視点から、「groups as organisms」

という著者の持論は通奏低音のようにいつでも

聞こえてくる。群淘汰と個体淘汰をめぐって自

然淘汰理論の中で長年にわたって論争が続いて

きた。著者の形而上学では、「群」と「個体」と

はある連続的なスペクトルの両端であり、質的

なちがいは何もないことになる。実際、本書を

読めば、群淘汰（複数レベル淘汰）に則った世

界の見方を体験することができるだろう。群の

ための行動は善であり、個体のための行動は悪

であるという“進化的倫理”はシンプルかつこ

わいほど明快だ。

本書では一般読者には難解な数式やモデルは

いっさい登場しない。むしろ、どちらかと

いえば、ナチュラル・ヒストリーとしての色合

いが意外なほど濃厚な本であり、著者自身がフ

ィールドでの研究材料としている糞虫の生態を

はじめとして、バクテリアから植物、そしてヒ

トにいたるまで、多くの生物群が登場する。と

りわけ、最後から二つめの章「帰ってきたアマ

チュア・ナチュラリスト」では、自らの人生を

ふりかえりつつ、著名な小説家を父にもつ息子

がいかにして進化学者となって再びもどってき

たかを語っているのが印象的だ。

体裁としては「章」構成をとっているが、各

章の長さは平均して10ページ程度の短さ

だ。したがって、全36章からなる本書は、生物

進化 をめぐる「エッセイ集」として読まれるべ

きものだろう。しかし、グールドのエッセイ集に

見られるような、ときとして散漫な文章の集積

ではなく、本書は章の間のクロスレファレンス

が有機的に張り巡らされていて、全体としてひ

とつのストーリーになるような工夫がされてい

るようだ。巻末の註と文献リストそしてURL集

が参考になる。

本書には、自伝的な章もあれば、著者の近く

にいる研究者群像のエピソード、そして人

間にかかわる進化生物学的視点がもたらす新し

いヴィジョン、さらには進化的思考に反対し続

ける創造論者やID支持者たちへの批判もある。

そして、芸術から宗教にいたる人間の社会的・

文化的側面を進化の観点から解きほぐす。この

ように話題は多岐にわたるが、全体を通して

「自然淘汰思考（natural selection thinking）」が

どこまで普遍的かを伝えることが一貫した柱に

『Evolution for Everyone』

【書名】Evolution for Everyone: 
How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives

【編者】David Sloan Wilson
【刊行】2007年3月27日
【出版】Delacorte Press
【頁数】x+390 pp.
【ISBN】978-0-385-34021-2 [hardcover] / 978-0-385-34092-2 [softcover]

日本進化学会活動報告（2007年9月～2008年9月）

2007年 11月30日 進化学会ニュースVol.8, No.2発行

2008年 1月1日 長谷川眞理子会長の就任。新執行部の活動開始

2月25日 新評議員メーリングリストの開設

4月25日 内閣府主催・第2回みどりの式典に参加

その他 ・学会ウェブサイトの運営。

・関連学協会から依頼された文書を会員に配信した。

・10周年記念出版事業の編集について準備を進めた。
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では、20人以上である。そして、注目すべきこ

とに、レントゲン、アインシュタイン、シュレー

ディンガーなど外国人がその多数を占めている

のである。

そして、彼らの研究の業績のおかげだと思う

が、基礎研究を重視しようという伝統が強い。

面白い研究をしろといわれることはあっても、

役に立つ研究をしろといわれたことはない。ロ

ッシュやノバルティス、シンジェンタなど、スイ

スの経済を支える製薬・化学企業も、基礎研究

へのサポートを欠かさない。

先述のNature記事は、スイスが学際研究をサ

ポートしようとしていることにも触れている。情

報科学や物理学・化学との融合による、いわゆ

るシステムバイオロジーである。スイスの国全

体としては、EUやイギリスのグラントとも歩調

を合わせて、SystemsXというプログラムがある。

スイスの中でもチューリヒ大学では、大学重点

領域としてシステムバイオロジー・機能ゲノム

学が創設された。組織作りに当たって、神学科

（！）出身の学長は、日本から留学生が来ていた

縁もあって日本では理研にも視察に行ったと聞

かせてくれた。そもそも私の職は、この重点領域

に基づいて植物分野に新しく創られたのである。

進化学とシステムバイオロジーと、どういう

関係があるのかと思われる方もいるかもしれな

い。しかし、広く解釈すれば、システムバイオ

ロジーとは、大量の情報を活用した生物学、で

ある。そう考えれば、進化学や生態学は、生物

学の中でずっと昔から「システムバイオロジー」

を推進してきた。これを分子遺伝学にも適用し

て学際的研究を推進するというならば望むとこ

ろである。FGCZ（チューリヒ機能ゲノム学セン

ター）には、共用の最新機器が整えられており、

バイオインフォーマティクスのサポートもある。

気がかりな点があるとすれば、このプログラ

ム自体が6年計画なので、6年任期の後が見えに

くいことであった。しかし、ポジティブな面に

注目しようと考え、スイスに行くことにした。

欧米でPIになると、まず授業の準備に相当の

エネルギーを割く必要がある。学生の評価があ

り、その結果は、とくにアメリカであれば職そ

のものにも影響する。

チューリヒの理科系大学教育の特色として、

学部の中頃から授業が英語になるということが

挙げられる。続く大学院は完全に英語であり、

世界中から大学院生が集まってくる。このこと

で、学生は現在の科学の主要言語である英語を

学び、またドイツ語のわからない外国人教員

（私のことだ）も授業をできることになる。

強調しておきたいが、スイスの3主要言語は

ドイツ語、フランス語、イタリア語であり、決

して英語圏ではないのである。イタリア語圏か

らチューリヒなどのドイツ語圏の大学に来た学

生などは、高校まではドイツ語やフランス語を

学び、大学に入れば英語の授業にさらされる。

インドヨーロッパ語族で言語がお互い似ている

とはいえ、それほど楽なことではないはずだ。

私が赴任した前後に、ちょうどチューリヒ大

学に若手の進化研究者が増えたので、6人でPrin-

ciples of Evolutionという授業を始めることにし

た。Blockcourseと呼ばれる2ヶ月間のコースで、

午前中は講義、午後は各研究室に分かれて研究

プロジェクトをし、最後に発表会である。メン

バーは、魚の性行動や系統地理をテーマにする

Tony Wilson, ガラパゴスのフィンチなどの集団

遺伝学の Lukas Keller、 理論の Homayoun

Bagheri、送粉の化学生態学のFlorian Schistl、

ハエの性的二型などを研究しているWolf

Blanckenhornである。

私はドイツ語で講義できるわけがないのでも
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私は、2006年4月からチューリヒ大学で研究

をしている。研究内容や海外生活については、

最近日本語で書いたものがあるので1,2,3)、ここ

では准教授としての経験を通じて、スイスの国

際的研究環境について述べてみたい。スイスで

の状況をみるにつけ、日本の進化学はもっと世

界に発信する力があると感じており、ヒントに

なれば幸いである。

アメリカ・ノースカロライナ州立大学でポス

ドクを2年過ごしたころ、独立して研究できるポ

ジション（PI, principal investigator、日本語で

言えば准教授など）を探し始めた。多数応募し

た中で、スイス・チューリヒ大学からオファー

を得ることができた。スイスの研究事情などほ

とんど知らなかったのだが、ちょうどNature誌

に、なぜ小国スイスが科学大国なのか、という

特集記事が掲載された4)。

「UR博士は、スイス連邦工科大学ローザンヌ

校で少数派である。それは、女性だからでもな

く、若くして独立ポジションでグループを率い

ているからでもない。彼女が目立つのは、スイ

ス人だからだ」と始まる文章が示しているのは、

国籍に関係なく世界中から人材を集めている国

際的研究環境である。アメリカのようなテニュ

アトラック制度を採用したことで、若手の研究

者の活躍の場が急増した。人口約750万人、九

州ほどの広さの国土のスイスは、銀行業だけで

なく、科学研究にも国の未来を見いだしている

のである。とくに、近年アメリカの研究費が減

少し、外国人研究者が流出する中で、比較的経

済の好調なスイスはそのリクルートに成功して

いるようだ。職のオファーを得たチューリヒ大

学植物生物学研究所も国際色豊かだ。同じ階の

30人ほどの中に10を越える国籍が数えられ、研

究所セミナーも英語である。その他にも、大学

関連の科学系の学会、シンポジウムは、ほとん

ど英語で行われている。

進化学とは直接関係ないが、ノーベル賞とい

う指標を使えば、チューリヒ大学がこれまでノ

ーベル賞受賞者13人で、日本人全体よりも多い。

同じ町にあるスイス連邦工科大学チューリヒ校

清水 健太郎（進化機能ゲノム学部門長・准教授）

図1 植物園に囲まれたチューリヒ大学植物生物学研
究所と、研究室メンバー（2007年9月）。チューリヒ
到着時に一人だったところから、研究室メンバーと研
究を進められるようになったのは何よりもうれしい。
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で、何十ページもの申請書を出さなくてはいけ

ない。これをきくと、日本で研究をしてきた方々

には、本末転倒のように思われるかもしれない。

しかしこれは、研究者コミュニティに対し、政

府に対し、ひいては市民に対して、自分の研

究・教育計画が税金を使うに値するということ

を説得する作業であり、現代科学研究の不可分

な作業の一部と捉えられている。そして、グラ

ント書きは考える機会でもある。欧米の研究者

の方が論文を書くのが一般に早いのは、グラン

ト申請の時点でよく考えてあるので、カットア

ンドペーストで論文になるという側面が大きい

と思う。

先述のように、スイスのSystemsXは、システ

ムバイオロジーを中心として学際的研究を促進

しようとしている。数理生物学者であるEAWAG

（スイス連邦水域研究所）の佐竹暁子さん（現

北海道大学）とともに、熱帯雨林生態系の同調

現象についてのプロポーザルを出すことにした。

締切が1月1日とは厳しい設定で、佐竹さんには

申し訳ないが、クリスマス休暇に書くことにな

った（用意のいいスイス人は早々に書き終えて

いるはずだが）。幸いにしてこの申請は通り、さ

さやかながら大学院生一人の雇用が認められた。

また、大学重点領域では、新型シークエンサ

ー454の導入に伴い、研究室間の共同研究をサ

ポートしている。1回のシークエンスランに約

100万円が必要なので、個々の研究室には負担

が大きく、大学規模のサポートは欠かせない。

この導入は、進化生物学にとって大きなチャン

スだと考えており、熱帯の生物多様性や、シロ

イヌナズナに近縁なタネツケバナ属の適応放散

などの解析を進めている。

プラクティカルに研究効率を考えた際には、

スイスくらいの中庸の長さの研究費申請書が最

も効率がよいのではないかと感じている。アメ

リカの研究申請書は、長すぎて研究を妨げてい

る。一方、日本の申請書は審査に足る情報を書

くスペースが乏しく、論文や学会活動などほか

のアピールが必要になるだろう。

そしてまた、スイスの研究費は、それぞれの

テーマごとの金額はさほど大きくないものの、採

択率は40％程度に高いと言われている。アメリ

カのように、当たれば大きいが不況下では採択

率が10%を割るとなると、長期的な研究計画が

立てにくい。

アメリカ時代のsupervisorであるMichael

Puruggananは、ことあるごとに、PIとしての心

構えを聞かせてくれた。PIになるとこれまでの

研究者生活では全く経験しなかった雑務を何で

も自分でやらなければならなくなる。PIになっ

てから5年間ほどが研究者人生で一番つらい時

期で、ポスドクがいかに楽しかったかが分かる

ものだが、欧米で研究をしたければこの5年間は

越えるべき道なのだと。PIになって2年たってみ

て、楽しいことももちろんたくさんあるが、た

しかに狭い意味での研究に携わる時間は大きく

減った。自分でフィールドに研究対象を見にい

って、テーマを考える時間だけは削らないよう

にしているが、実験は自分ではできない。

Michaelのおかげで心構えができたことにはとて

も感謝している。

伝票の管理には、毎日少なからぬ時間を割い

ている。大学院生は給与が支払われるため、ス

イスの保険制度や年金制度も予算の書類に関わ

ってくる。大学事務は英語が通じない人も多く、

試行錯誤の繰り返しである。日本との些細な違

いが、非常に面倒になることも多い。消耗品予

算は、人件費以外ならば何にでも使えるといわ

れていたので、急な出費を心配して多めに残し

ておいた。年末になり、残りで2万フラン（約

200万円）の植物のインキュベータを買おうとし

て見積もりも終わったころ、1万フラン以上のも

のを買ってはいけない、と通達が来た。しかし、

年内に使い切らないと予算が消えてしまう。し

かも、12月後半になるとクリスマス休暇で企業
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ちろん英語で講義するのだが、ドイツ人の学生

にパワーポイントを訳してもらって、英語とド

イツ語の両者を準備した。授業後の学生アンケ

ートは予想外のポイントを突いてくる。ほとん

ど全員が書いてきたのが、「90分間話し続ける

な、45分で休め」であった。1時間以上話し続

けるのはドイツ語圏では御法度らしい。たしか

に研究所セミナーでも、外国人が1時間を超え

て話していると、どんどん人が抜けていく。ま

た、別の授業で聞いた話をもう一度聞くのを非

常に嫌がる。知っている話を聞くというのは耐

えられないらしい。実際のところ、学生の興味・

知識レベルの分散が非常に大きいため、分かっ

ていない学生に合わせるようにしていたが、そ

れは求められていないようだ。

午後は各研究室に学生3人ずつが来て、研究

をする。我々のような小さいグループでは、研

究室総出の一大プロジェクトである。来た3人

の学生はみな優秀だったが、三者三様なのが面

白かった。ドイツ人学生はコンピュータの前で

脇目もふらずに解析し、一緒に実験している大

学院生に更にデータを出してほしいと迫る。隣

に座るフランス系スイス人学生は、5分も集中で

きずに携帯とチョコレートを片手に出て行って

しまうが、プレゼンテーションになると見事に

こなす。そして、スイス系とラテン系を親に持

つ学生は、バランスよく実験を進め、2ヶ月で論

文になるようなデータを出していった。

また、博士課程大学院生向けに、論文紹介

（Journal Club）をしている。大学重点領域「シ

ステムバイオロジーと機能ゲノム学」の大学院

生同士の交流を図ろうというのが始めた経緯で

ある。重点領域の12研究室の関心は相当に違

う。一方でまた、システムバイオロジーという

名前を使うと、さまざまなものが包含できると

いうのがいいところである。私自身がよい勉強

になっている。

その他にも、博士課程大学院生向けには、

Computational Biologyという3日間の集中授業

をしている。午前中が講義、午後がコンピュー

タ実習である。“Robustness and evolvability in

Living Systems”の著者Andreas Wagnerと、メ

タゲノミクスの開拓者の一人Christian von Mer-

ingと分担している。

案外時間をとるのが、研究室外の学生の指導

である。研究所内の修士・博士の大学院生の発

表会などは週に1回ある。そして、他の研究室

の大学生から指導のコミッティに入ることを求

められると、研究の相談に乗ることになる。日

本でもコミッティ制度は最近導入されていると

聞く。こうした機会は共同研究を発展させるチ

ャンスでもあり、病原抵抗性遺伝子の正の自然

選択の検出や、病原菌のゲノムプロジェクトに

も携わるきっかけにもなった。

社会に向けた広報活動、いわゆるサイエンス

コミュニケーションも主要な仕事で、毎年報告

書に含める必要がある。私自身、日本にいたこ

ろから興味をもって活動してきていたので違和

感はない。とくに2008年は、チューリヒ大学175

周年の市民向け活動が相次いだ。研究室の大学

院生の小林正樹さん、また短期滞在していた永

野敦さんは、日本でサイエンスカフェという市

民向け活動の経験があり、面白いアイデアを出

してくれた。たとえば細胞小器官をジグソーパ

ズルにしたものは、チューリヒの子供にも人気

だった。ちなみに175年というと、日本のどの大

学より古いと思うが、ヨーロッパではかなり新

しい部類である。

欧米のPIの主要な仕事は、何といっても研究

費（グラント）の申請を書くことである。大学

院生にも給料が必要なので、研究費がなければ

研究室が始まらない。日本とは比べものになら

ない重厚な書類を書く必要がある。スイスはそ

れでも20ページ程度だが、アメリカは特に大変
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ウム以外が全て日本語では、観光に出かけるし

かない。日本人同士はもちろん日本語で話せば

よいのだが、ポスターの内容は英語にして、英

語話者が来たら英語で説明したら、たとえ言葉

が拙くても、研究で心は通じるだろう。スイス

国内の進化・生態学研究者が集まる会議Biolo-

gy08は、英語を母語とする人がほとんどいない

にもかかわらず、英語で開催されていた。

学生やポスドクとしてスイスでの進化研究に

興味を持っていただけるよう、近辺の進化学研

究者を紹介しておく。ヨーロッパ進化学会はス

イス・バーゼル大学にいたStephen Stearnsが創

始したものであり、その伝統はいまもスイスに

活きている。

チューリヒ大学では、授業紹介で挙げた人々

の他、Phylogeny and evolution of angiosperms

など多数の著書のある名誉教授Peter Endress、

脊椎動物の現世・化石の形態学のMarcelo

Sanchez、分岐年代推定とサクラソウの進化の

Elena Contiなどと議論する機会が多い。すぐ隣

のスイス連邦工科大学チューリヒ校（ETHZ）は

Genetic Diversity Centerを中心に、植物生態遺

伝学のAlex Widmer、ミツバチのPaul Schmid-

Hempelなどがいる。電車で1時間圏には、分子

集団遺伝学の代表的ソフトウェアArlequinの制

作者Laurent Excoffier（ベルン大学）、シクリッ

ドの適応放散で知られる Ole Seehausen

（EAWAG）、虫媒花・鳥媒花の分子遺伝学の

Cris Kuhlemeier（ベルン大学）、Alpine Plant

Lifeの著者Christian Körner（バーゼル大学）な

ど枚挙にいとまがない。

そして、外国人研究者が多いということは、

日本人も多い。進化関係のPIに限っても、

EAWAGでは、荒木仁志さんが魚の人為選択な

どの研究を始められたところで、しばらく前ま

で先述の佐竹暁子さんもいらっしゃった。こう

した環境を活かして、ETHの生物物理学者の石

川尚さんとともに、日本語でのセミナーと親睦

会を開催している。つい先日は、地球物理学の

森島龍司さんに、地球と生命の起源について、

最近の劇的な研究の進展を聞かせていただいた。

また、学部生向けとしてこの機会に紹介した

いのが、チューリヒ大学の夏の10週間の研究体

験コースである。欧米では、研究者を目指す学

生は、しばしばこうしたコースに参加して研究

とは何かを学んでいく。私自身、学部のころに

はイスラエル・ワイズマン研究所の1ヶ月コース

でさまざまな体験をした3)。

http://www.biologie.uzh.ch/NeuerStudien-

gang/UndergraduateSummerSchool.html

読者の方、または読者の身の回りの方で関心

のある方があれば、ぜひお知らせ下さい。旅費

などのサポートが出る可能性があります。

また、この原稿を読んでいただいて、チュー

リヒで我々と共に研究したいと思った方は大歓

迎です。シロイヌナズナのゲノム情報を活用し、

近縁で種数の多いタネツケバナ属やフタバガキ

科などを材料に、適応と種分化を分子的に研究

しています。時折大学院生を募集するほか、日

本学術振興会などのサポートで滞在を希望され
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も事務も滞りがちである。よく考えれば当然な

のだが、日本の年度末が3月なのが無意識にあ

り、考えが至らなかった。あわててあちこちに

連絡し、所長をはじめ多くの人の助けを借りる

ことになった。最近、年度を越して使用できる

SNF（スイス国立財団）の予算がとれたので、

こんなことはなくなる予定である。

日本のシステムの優れている点の1つとして、

大学事務が、責任感をもってきちんと書類を処

理してくれるということを強調したい。日本に

いるときは全く意識しなかったが、これは素晴

らしいことである。アメリカの大学事務や官公

庁に、頼んだ書類がきちんと処理されることを

期待してはいけない。スイスはアメリカよりは

信頼が置けるが、日本のように勤務時間外でも

手伝ってくれるなどと言うことは期待できない。

スイスと日本には、考えてみれば多くの共通

点がある。例えば、時計産業など、高度な技術

を必要とする付加価値商品は、日本とスイスが

世界をリードしてきたと言って過言でないだろ

う。両国とも、天然資源が乏しく、国土が狭い

が、治安がよく、人々が勤勉で電車も時間通り

に到着する、といったことが背景になっている。

そして高齢化が進み（100歳以上の長寿者比率

は日本に次ぐ）、若い労働力が不足している。

これまで述べてきたように、スイスの大学は、

大学院生・研究者ともに世界から人を集めるシ

ステムをつくることに成功した。スイスはここ

に科学立国の将来を見ているのであろう。日本

も、テニュアトラック制度や留学生増加計画な

どにより同様の方向に向かおうとしているよう

に見える。伝え聞く限りでは、総研大や大学の

付置研究所などでは、分野にもよるが外国人の

研究者も少なくないようだ。

こうした中、進化学は日本の学問の中でも、

とくに国際化に有利な位置にあるのではないか

と感じている。日本の進化学の強さと国際性を

特に感じたのが、日本で基生研のサポートによ

る第5回OBC国際会議Speciation and Adapta-

tionのオーガナイザーを務めたときである（会議

の詳細は奥山雄大さんによる参考文献5へ）。ま

ず1点目に、日本の大学院生の研究とプレゼン

テーションのレベルが非常に高かったことであ

る。多くの外国人参加者が、日本からポスドク

を募集するにはどうしたらいいのかと相談して

きた。日本の学生は、もっと自信をもって世界

に発信していいのである。そして2点目に、半

年前の急な招聘にもかかわらず、数十人招待し

た外国人参加者のほとんどが参加してくれたこ

とである。日本は文化自然、そして研究の点で

人を引きつける魅力があるのである。進化学に

とって日本の三島はいわば聖地であり、会場が

おなじ静岡県に位置していたこともよかったの

だろう。

日本の大学に留学生や外国人研究者を増やす

ことは、国際競争の中での時代の要請という面

もあろう。しかしまた、私がここで強調したい

のは、世界中の人々と研究・議論をしていくこ

とは、とても楽しいということである。

日本でも大学院の授業を英語に切り替えるの

は、不可能ではないと思う。いくつかの大学が

取り組み始めているという話も聞く。先述のよ

うに、スイスでも学生・教官ともに苦労はして

いるが、メリットが明らかにデメリットに勝る。

メリットは、世界中から大学院生が集まりやす

くなること、また、非英語圏学生にとってトレ

ーニングになることだけでなく、外国人の教官

が過ごしやすくなることも挙げられる。日本に

いる外国人研究者は、日本語も話せるスーパー

サイエンティストが多いようだが、それは限ら

れた人にしか期待できないだろう。

手始めに、日本国内の学会大会でも、英語の

要素を増やせないものだろうか。せっかく外国

から何人か招聘しても、2，3の英語のシンポジ

図2 スイスの渓流沿いに生えるアブラナ科タネツケ
バナ属Cardamine amara（土松隆志撮影）。モデル
生物シロイヌナズナに近縁であり、属内200種が水中
から高山まで多様な環境に適応放散している。現在C.
hirsutaのゲノム解読を進めている。
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る場合もぜひご連絡下さい。研究室のホームペ

ージは以下になります。

http://botserv1.uzh.ch/home/shimizu/index.html

http://www.imcr.uzh.ch/systembio/shimizu.html

最後になりますが、本連載は2002年に編集委

員だったときに自分自身が企画したもので、こ

うして再び書く機会が訪れたことは感慨深いも

のです。そしてまた逆に、日本の研究室紹介が

世界のどこかで書かれるのを期待しています。

本原稿に貴重なご意見を下さった土松隆志さん、

小林正樹さん、竹内やよいさん、清水（稲継）

理恵さんに感謝します。
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新 入 会 員 平成19年10月1日以降平成20年4月30日までの登録による

氏名 英字氏名 所属 専門分野／研究対象

上野　泰生 Ageno Yasuo 埼玉大学理工学研究科博士後期課 分子進化、生物物理
理工学専攻

川端　邦明 Kawabata Kuniaki 理化学研究所 モデル化、ロボット、生態
藤森　一浩 Fujimori Kazuhiro産業技術総合研究所 脊椎動物、分子生物、分子進化、発生、形態、

セルエンジニアリング研究部門 系統・分類、遺伝、生態、情報
齊藤　万丈 Saito Banjo
川端　弘子 Kawabata Hiroko 北海道大学大学院理学研究院 植物、形態、生態

生命理学部門
張替香生子 Harikae Kyoko 東京大学農学部獣医学課程　 脊椎動物、分子生物、分子進化、発生、形態

獣医学専修
星　　　泉 Hoshi Izumi 東京外国語大学アジア・アフリカ 人類

言語文化研究所
小林大州介 Kobayashi Daisuke北海道大学大学院経済学研究科 人工物の進化、経済学・イノヴェーション理論

博士課程
西田　　朗 Nishida Akira 脊椎動物、理論、家畜育種（統計遺伝学）
津田みどり Tsuda Midori 九州大学大学院農学研究院生防研 植物、系統・分類、生態
鈴木　誉保 Suzuki Takao 理研・CDB・形態進化 無脊椎動物、発生、形態、生態、生物物理
松村　秋芳 Matsumura Akiyoshi 防衛医科大学校生物学教室 人類、脊椎動物、理論、形態
神谷　充伸 Kamiya Mitsunobu 福井県立大学生物資源学部 藻類、系統・分類

海洋生物資源学科
松尾　隆嗣 Matsuo Takashi 首都大学東京理工学研究科 無脊椎動物、分子進化、遺伝、生態
中島　敏晶 Nakajima Toshiaki 東京医科歯科大学疾患生命科学研究部 人類、分子進化
木村　信也 Kimura Shinya 兵庫医科大学医学部 人類、脊椎動物、分子生物、遺伝
岸田　拓士 Kishida Takushi 京都大学大学院理学研究科 脊椎動物、分子進化、系統・分類、生態
斉藤　　潤 Saito Jun 茨城大学 植物、分子生物、分子進化、形態
佐藤　　亨 Sato Toru 放送大学大学院 原核生物、理論、分子進化、古生物
伊藤　　拓 Ito Taku 帝京大学医学部 人類、脊椎動物、遺伝、臨床精神医学
長崎　慶三 Nagasaki Keizo （独）水産総合研究センター 原核生物、ウイルス、微細藻類、分子生物、

瀬戸内海区水産研究所 系統・分類、生態

田上　陽介 静岡大学農学部
福田　知子 兵庫県立人と自然の博物館
高木　拓明 奈良県立医科大学物理学教室
荒西　太士 島根大学汽水域研究センター
大里　直樹 産業総合研究所生命情報工学センター
武山　智博 新潟大学大学院自然科学研究科
岸　　茂樹 京都大学生態研究センター
日下部りえ 神戸大学大学院理学研究科生物学専攻
片桐　友二 東京大学大学院総合文化研究科

広域科学専攻
柏木　明子 弘前大学農学生命科学部応用生命工学科

生体機能工学講座
篠原　　渉 京都大学理学部
川北　　篤 京都大学大学院人間・環境学研究科
沓掛　展之 総合研究大学院大学先導科学研究科

生命共生体進化学専攻
芦田　　久 京都大学大学院生命科学研究科

分子応答機構学分野
岡本　宗裕 鳥取大学農学部獣医学科
塚谷　裕一 東京大学大学院理・生物科学
太田　聡史 理化学研究所
中嶋　美冬 ハワイ大学動物学科
山本　直樹 急音大学生存圏研究所

森林代謝機能化学研究室
島田　　孝 ㈱静環検査センター
三村真紀子 筑波大学生命環境研究科

遺伝子実験センター
西岡佑一郎 京都大学霊長類研究所系統発生分野
遠藤　秀紀 東京大学総合研究博物館
石山　廣子 神戸大学理学研究科
金子　聡子 お茶の水女子大学
荒木　仁志 EAWAG Center of Ecology, Evolution, 

and Biogeochemistry
倉田　薫子 武蔵工業大学知識工学部　
長井　光三 日本体育大学日本体育大学女子短期

大学部
関本　訓士 ブリティッシュコロンビア大学理学部
栗和田　隆 沖縄県病害虫防除技術センター
越川　滋行 ウィスコンシン大学マディソン校
足立　直樹 理化学研究所基幹研究所

先端計算科学研究領域
徳田　　誠 理化学研究所植物科学研究センター
甲斐　　厚 神戸大学自然科学系先端融合研究環
田中　啓太 理化学研究所脳科学総合研究センター
土田　　努 理化学研究所松本分子昆虫学研究室
畑　　啓生 近畿大学農学部水産学科
坂田　はな 東京大学教養学部
齋藤　慈子 東京大学大学院総合文化研究科
木村　　澄 （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜

産草地研究所
小西　　繭 信州大学理学部生物科学科
細谷　忠嗣 九州大学大学院比較社会文化研究院

生物多様性講座
石黒　　潔 独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構中央農業総合研究センター
由良　　敬 お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科
権藤　洋一 理化学研究所
江副日出夫 大阪府立大学大学院理学系研究科
辰巳　　誠 東邦大学大学院理学部
岩田　浩明 京都大学大学院情報学研究科
入江　直樹 京都大学大学院医学研究科
荻村　英雄 東京大学総括プロジェクト機構
大野ゆかり 東北大学大学院生命科学研究科

生態システム生命科学専攻
藤本　明洋 理化学研究所横浜研究所
中尾　　央 京都大学文学研究科科学哲学科学史専修
柳　　真一 九州大学農学研究院
福井　　眞 京都大学生態学研究センター
保谷　彰彦 東京大学大学院総合文化研究科
真田　幸代 九州沖縄農業研究センター
成田　聡子 農業生物資源研究所
谷内　茂雄 京都大学生態学研究センター
五條堀　淳 総合研究大学院大学葉山高等研究センター
細　　将貴 東北大学大学院生命科学研究科
吉武　　啓 独立行政法人農業環境技術研究所

農業環境インベントリーセンター
野尻　英一 早稲田大学社会科学総合学術院
山田　秀俊 東北大学大学院医学系研究科
小倉　　淳 お茶の水女子大学

会 員 所 属 変 更 平成19年10月1日以降平成20年4月30日までの登録による

退　会
谷口　陽介、小笠原　理、藤井　康之、飯島　一隆、毛利　秀雄、前川　光司、落合　弘和、藤井　宏一、
本川　雅治、大澤　資樹、鵜飼　克則、田邊　和之、山形　秀夫、渡辺　邦秋、浄住　大慈、竹谷　勝、
田中　孝尚、村井　みゆき、津野　憲道、山岸　哲、岩端　寿子、鈴木　和雄、今野　歩、長尾　香織、
平尾　知士、高橋　聖生、三宅　大介、高橋　亮、木村　一貴、比良松　道一、大角　信介、後藤　慶一、
本山　明日香、水津　慶信、小林　彩、水田　貴信、梅田　高呂、小堀　峻吾、高橋　一彦


