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日本進化学会 会長挨拶
2011 年 3 月 11 日の巨大地震に始まる一連の大災害により、多数の命が失
われました。また現在でも数十万人が避難生活をされています。地震と津波
による大きな被害を受けた東北と関東地域にとどまらず、福島県の原子力
発電所の大事故により、放射性物質の拡散が広範囲に及んでおります。
すでに会員の皆様へのメールでお知らせしましたように、大震災による直
接の被害を受けられた東北 6 県と茨城県には、120 名以上の日本進化学会会
員がおられます。20 名以上の会員を擁する東北大学では、臨時のサーバー
が立ち上がっていますが、会員のおられる研究室はみな大きな被害をうけられたと思います。ま
た、50 名以上の会員がおられるつくば地区でも、地震やそれにともなう停電などで、研究活動が
大きく阻害されたことと懸念しております。茨城大学日立キャンパスでも建物の損害がいちじるし
いとお聞きしております。
本学会の執行部と評議委員会では、災害に見舞われた会員への対応を現在協議中です。この
「日本進化学会ニュース」が完成される時にはまだ結論が出ていないと思いますので、決定次第、
メールでお伝えいたします。
また、地震などの被害の僅少な西日本の会員におかれましては、共同研究者を中心に、東日本
で災害に遭われた会員・非会員を問わず、研究者の方に手をさしのべていただくよう、希望いた
します。復興まで長い期間がかかると思われますが、互いに手をとりあい、研究の灯をともし続け
られるように、がんばってゆきましょう。

ご参考までに、すでに以下のような情報がネット上に発信されております。

＜大学共同利用機関＞
基礎生物学研究所：緊急の共同利用研究（http://www.nibb.ac.jp/support/）
生理学研究所：共同利用研究特別プロジェクト（被災地域大学・研究機関研究者支援）
（http://www.nips.ac.jp/contents/release/entry/2011/03/post-159.html）
統計数理研究所：特別共同利用研究
（http://www.ism.ac.jp/news/2011/20110323specialcooperatresearch.html）
国立遺伝学研究所： 緊急の共同利用・共同研究（http://www.nig.ac.jp/より）

＜大学＞
北海道大学： 緊急の共同研究 （http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/kyoudou/kyoudou2011.html）
長浜バイオ大学：被災大学への支援情報集約の呼びかけ
（http://www.nagahama-i-bio.ac.jp/news/important/2011/03/post̲121.html）
京都大学：平成 23 年東北地方太平洋沖地震に関する本学の対応状況等について
（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news̲data/h/h1/news7/2010/110325̲1.htm）
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今年 1 年間の活動計画をご案内します。

本学会の最大の年間行事である年次大会は、今年は7 月末に京都大学で開催されます。分子進化
学の国際会議であるSMBE との共同開催という形を考えていましたが、本学会には分子進化学以外
の分野の研究者も多いことから、部分的に共同開催とする形にしました。SMBE 大会は7 月26 日から
30 日までですが、日本進化学会の年次大会は、SMBE がみやこメッセを会場に使う7 月29 日から7 月
31 日までとします。日本進化学会参加者は、SMBE の講演も聴くことができます。SMBE 京都大会
のホームページは http://smbe2011.lab.nig.ac.jp/ です。

日本進化学会は、毎年次の3 種類の賞を公募しています：日本進化学会賞、研究奨励賞、教育啓
蒙賞。すでに会員へのメール配信でこれらの賞の公募通知がお手元に届いていることと思います。締
め切りは3 月末から延長して4 月 25 日としましたので、ふるって自薦・他薦をお願いいたします。日
本進化学会賞と教育啓蒙賞については、本学会の会員である必要はありませんので、これらの賞にふ
さわしいと思われる方を推薦いただければ幸いです。

これまで本学会のホームページは、国立情報学研究所のご厚意で、無料でサーバーを使わせていた
だいておりましたが、国立情報学研究所がこのサービスをすべての学会についてこの3 月末で終了す
ることになりました。そこで執行部では、昨年から新たなサーバーの場所を探しておりました。3 月
中に新しいサーバーに移動する予定です。

日本進化学会は現在任意団体ですが、数年前に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律」が施行され、これまでよりも財団法人の設立が簡単になりました。法人格を持つと、学会
としていろいろと便利な面がありますので、学会の法人化に関するワークショップを近く立ち上げて、
検討を開始します。

日本進化学会では、夏に開催する年次大会の期間中に「進化生物学夏の学校」を開催しています。
学会の活動として、このような学校を開催することは重要だと考えますので、かつて学会が誕生する
以前に行われていた春の学校や、あるいは秋の学校、冬の学校があってもよいのではないでしょうか。
このような、進化生物学の学校を1 年に複数回開催する可能性を、今後執行部で検討してゆこうと考
えています。

本学会の活動としてまったく新しい試みとして、
「ツアー」を提案したいと思います。生物進化を研
究する基本は、自然界における生物の多様性です。そこで、日本のあちこちにまだ豊富に残っている
多様な生物のいきざまを見学するツアーをすることを考えつきました。会員の皆さんから広くご意見
をうかがい、ツアーの計画を立ててゆこうと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。
会長＝斎藤 成也
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日本進化学会賞受賞記

西田

睦

（東京大学・大気海洋研究所）

長年にわたって魚を対象にした進化研究に携

が、水の中はわれわれ人間が容易に入り込めな

わってきた。好奇心の赴くままに研究を続ける

い謎を秘めた世界で、魚はそこの住人だという

ことができただけで十分に幸せなのに、2010 年

ことがひとつ。もうひとつは、生きものとして

夏に「魚類の進化に関する分子系統学的研究」

の魚が、われわれ人間と絶妙の距離にあること。

で日本進化学会賞と公益信託・進化学振興木村

哺乳類ほどは近くなくて、生々しくない。しか

資生基金の木村資生記念学術賞をいただくこと

し無脊椎動物や植物よりは同じ生きものとして

ができた。本当にありがたいことである。とく

の共感がもてる。

に嬉しく感じているのは、進化学の中でも地味

地元の京大の水産学科に入った。魚を見る新

な系統学的研究に評価の光を当てていただいた

たな視点が加わった。人間の資源として見る視

ことである。関係者に深く感謝したい。この機

点である。食糧資源としての魚の重要性はきわ

会に、どのような状況の中で、どのように考え、

めて大きい。だが、それだけではない。ダイビ

どのように研究を進めてきたのか、少し振り返

ングによる（あるいは水族館での）フィッシュ・

ってみたい。

ウォッチング、釣り、飼育などのレジャーの対
象という側面の重要性も落とせない。食文化を

魚の魅力

はじめとする文化的資源という側面も大事だ。

子どものころから、生物、とくに魚類が好き

人類と同じ脊椎動物に属する動物として、魚は

だった。両親に川や湖や海などの水辺によく連

ヒトを理解し治療するための生物医学研究の重

れて行ってもらったことが影響しているのかも

要なモデルや材料にもなる。「人間と絶妙の距

しれない。近くの魚屋の店頭も好きだった。店

離」にあると感じた点は、こういう意味をもっ

先からなかなか動かず、母を困らせたらしい。

ていたわけだ。そして改めて言うまでもないか

いま思うと、そこは街の中に開いた水圏生物多

もしれないが、魚類は地表の7 割以上を占める

様性の窓だった。小学校のころには、近くを流

水圏生態系の上位に位置する主要動物群であり、

れる鴨川で友人と魚捕りに熱中した。捕った魚

脊椎動物のほぼ半分にあたる3 万種近くに及ぶ

を自宅の庭の池に入れて飼おうとしたが、たい

種数は水圏の生物多様性の重要構成要素である。

がいは失敗した。中学に入ると、外来のものも
含めたさまざまな淡水魚の水槽飼育を始めたが、
これは成功することが多くて楽しかった。
魚の何が魅力だったのだろう。水辺は身近だ

進化への関心とアユの種内変異研究
私が大学に入った1960 年代の後半というのは、
世界的なスチューデント・パワーの嵐によって、
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大学が賑やかな時代だった。その雰囲気の中で、

回の受賞にまでつながってくるわけで、感謝に

生物的自然の多様性（いまの言葉で言えば生物

堪えない。

多様性）を進化の視点から理解したいと思うよ

アロザイム分析を用いたアユの種内変異の研

うになった。進化に関する当時の議論には新旧

究の過程で、琉球列島に固有のユニークな集団

いろいろなものが混在していたが、私は次のよ

が発見された。これをリュウキュウアユと名付

うに考えた。進化の素過程は集団遺伝学的過程

けて記載した [1]。琵琶湖のアユが遺伝的にやや

なのだから、種内変異の問題から取りかかるべ

特異であることも明らかになった。これら一連

きだと。松原喜代松教授 ― 岩井 保教授と続いた

の研究を通じて、種というものは、その内部に

魚類分類学・系統学の研究室に所属し、アユの

地史を反映した複雑な、あるいは顕著な変異を

種内変異を大学院のテーマにした。隣にある理

有していることを理解することができた。

学部の動物生態学研究室でアユの生態に関する
研究が活発におこなわれてきており、そこでな
されてきた議論も踏まえての選択だった。

沖縄での研究
1980 年に琉球大学の理学部海洋学科に助手と

集団遺伝学的にアプローチすべきだと考えた

して職を得ることができた。琉球列島は生物地

のはよかったが、実験生物でもない魚種の自然

理学的にたいへん興味深いところである。アロ

集団を相手にどうしたらよいか。遺伝暗号の解

ザイム分析を手がかりに、リュウキュウアユを

読が1966 年に完了し、ようやく初期の分子生物

はじめとする琉球列島固有動物の保全遺伝学

学が完成しつつある時期である。組換えDNA 手

的・保全生物学的研究をおこなった。琉球列島

法や、効率的な DNA シーケンス技法（マクサ

はまた（当然ながら）サンゴ礁研究のパラダイ

ム・ギルバート法とサンガー法）がようやく世

スでもある。私もサンゴを食害するオニヒトデ

に出ようかどうかという頃で、DNA を分析する

の全太平洋スケールの遺伝的集団構造研究など

ということは考えられなかった。だが、多数の

を実施することができた[2]。こうした研究をさ

酵素タンパク質のアミノ酸配列の異同を電気泳

まざまな種について積み重ねていくことにより、

動的にざっと推定する方法（アロザイム分析法）

地域の、ひいては地球の生物多様性の実態が明

が出てきた。よし、これだ、と思った。しかし

らかになっていくものと思われた。

マクロあるいはミクロの形態分析を主要な手が

ところで、当時の琉大はすでに国立大学にな

かりにしていた所属研究室には、生化学的分析

ってはいたが、まだ米民政府立の大学だった名

の設備もノウハウもない。ようやく使い物にな

残がそこここにあった。学科はまさに Depart-

るデータが取れるようになったのは、数年にわ

ment。助手はAssistant Professor 扱いで、研究

たる試行錯誤の後のことである。うまくいくか

室の西島信昇教授、諸喜田茂充助教授（のち教

どうかも分からない大学院生の試行錯誤を、指

授）は自由に研究させてくれた。講義もまるま

導教授だった岩井先生はよく許してくれたもの

る担当した。よい勉強になった。

だと思う。ただ許してくれただけではない。機
器や試薬の購入も認め、自由に研究させてくれ

タンガニイカ湖シクリッドの系統構造

たのである。当時はうかつにもよく認識できな

アロザイム分析から得られるデータは、それ

かったが、研究室の主宰者として研究費の苦労

以前の自然集団の実験集団遺伝学で用いられて

をするようになった今、そのありがたさがよく

いたそれと違い、より広い有用性がある。推定

分かる。アロザイム分析を開始できたことが今

された遺伝子を形質として扱うにしても、遺伝
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距離に変換して使うにしても、集団解析だけで

5

よっても変更を迫られていない。

なく系統解析にも活用ができるのである。何ら
かの基準で時間較正ができれば、進化時間推定

DNA レベルの分析へ

も可能である。そこでこの特性を活用し、種レ

アロザイム分析を用いてこうした研究を続け

ベルを超えた系統解析にまで研究を広げること

ている間も、DNA の直接分析に切り替える時期

にした。

を私は見計らっていた。1980 年代に入る頃には、

東部アフリカを南北に走る大地溝帯には、ヴ

ミトコンドリアゲノムDNA のRFLP 分析が出て

ィクトリア湖、タンガニイカ湖、およびマラウ

きた。新しい手法を導入するには、近くでそれ

ィ湖という巨大な湖がある。地面が沈み込んで

をやっている研究室がない限り、機器を揃える

いる場所にあるので、土砂で埋まることがなく、

ための経費が必要だ。使い物になるところまで

長い歴史を有している。そのため、それぞれの

手技を磨くのに時間や労力もかかる。その結果

湖内において独自に進化したと見られる固有の

得られるデータの威力はどうかと考えた。一番

生物群を擁している。なかでも、シクリッド（カ

乗りならともかく、どうも費用対効果がよくな

ワスズメ科魚類）の多様性は著しく、脊椎動物

いように思われた。そこで、これはパスするこ

の適応放散の顕著な事例として注目されている。

とにした。そうこうしているうちに、80 年代の

院生時代から研究室に出入りをさせてもらっ

半ばにポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法が発明さ

ていた京大動物生態の川那部浩哉教授が、毎年

れ、80 年代末にはそれを自動でおこなうサーマ

タンガニイカ湖に多種共存の生態学的研究のた

ルサイクラーが考案された。アロザイム分析法

めの調査隊を送り込んでいた。シクリッドは進

のときと同じように、これだ、と思った。これ

化学的にも非常に面白い。そこで頼み込んでこ

を集団や系統の研究に使わない手はない。

の調査隊に加えてもらい、アロザイム分析のた

ちょうどそのように思っていた1990 年の3 月

めの器具や試薬を担いでタンガニイカ湖へ行っ

末に、京都国際会館で生命の進化についての国

た。スクーバ・ダイビングをして魚を捕り、リ

際シンポジウムが開催された。進化学の第一線

ービッヒ管で蒸留水をつくって現地で実験をし

のそうそうたる研究者が参集したシンポジウム

た。

だった。シドニー・ブレンナー博士の講演の巧

その結果、タンガニイカ湖のシクリッドには

みさには舌を巻いた。木村資生博士と大野 乾博

たくさんの古い系統があることが判明した。ヴ

士の意見の応酬なども印象に残っている。しか

ィクトリア湖およびマラウィ湖のシクリッドは、

し私にとってのこのシンポジウムの最大の意義

そのうちの1 系統に含まれること、すなわち、こ

は、カリフォルニア大学バークレー校のアラン・

の1 系統から派生したと考えられることも明らか

ウィルソン博士と会えたことだった。

になった[3]。この結果は、3 つの古代湖のうちで

ウィルソン教授には以前から注目していた。

最も長い歴史をもつのがタンガニイカ湖である

タンパク質の生化学的な分析を手がかりに、ヒ

という事実と整合的である。タンガニイカ湖は、

トと類人猿が分岐したのは従来想定されていた

東アフリカのシクリッドの古い系統が存続して

よりはるかに新しい時代であることを示したり、

いる場所だったのである。この研究は、その後、

生物の形態的進化の多様性を論じたりする仕事

DNA レベルでシクリッドの系統研究を進める上

は、非常に魅力的だった。しかも、彼のラボは

で、有用な基礎を提供するものとなった。提供

ベイエリアで進められたPCR 法開発の舞台の一

した系統像の基本は、DNA レベルの系統研究に

部で、PCR 法をいち早く集団解析や系統解析な

6
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どの進化研究に導入しつつあった。このシンポ

しても、全長 1 万 7000 塩基ほどで、サイズが手

ジウムでの講演も、彼らのミトコンドリアDNA

ごろであるのも大きなメリットだ。私たちは、

分析に基づく現生ヒト集団の起源を探る話 ―マ

系統解析ではmtDNA の全ゲノム配列を、集団

スメディアでは（誤解を生じやすい）
「ミトコン

解析では部分配列を分析対象とした。

ドリア・イブ仮説」として取り上げられていた

系統解析では条鰭類全体を研究対象とした。

もの―だった。以前から手紙で連絡をとってい

条鰭類は魚類のほとんどの種を含む主要部隊で、

たが、このとき初めて会うことになる。これが

われわれ哺乳類など四肢類とシーラカンスや肺

彼の初来日だった。桂離宮などを案内しながら、

魚を構成員とする肉鰭類の姉妹群である。まず

いろいろと話をした。翌年、彼のラボに入れて

自分たちで、効率的なmtDNA 全塩基配列の迅

もらうことになった。DNA レベルでの集団解析

速で確実なシーケンス法を確立した。この手法

や系統解析への道がひらけた。

を用いて、多くのメンバーとともに、条鰭類系
統解析への挑戦を開始した。

ミトコンドリア全ゲノム分析による
大規模系統解析
1993 年に新設の福井県立大学へ異動した。新

「どんな研究をしているのですか」とはよく問
われる質問だが、
「魚類の系統を調べています」
と答えると、
「魚のどんなグループを対象にして

しい生物資源学を目指したキャンパスには、当

いるのですか」とさらに聞かれることが多い。

時最新のABI のDNA シーケンサーや多数のサー

これに「魚類全体です」と答えると、不思議そ

マルサイクラーを導入することができた。これ

うな顔をされてしまう。確かに、これまでの系

らをフル活用して、DNA 分析による魚類の集団

統学や分類学では、専門とする研究対象を特定

研究・系統研究が開始された。各地から多くの

の科や目に絞るのが普通だった。形態形質を主

研究者や院生が集まってくれた。ラボの活力は

要な手がかりにしようとすると、そうなるのか

急ピッチで高まった。ここでも自由に研究させ

もしれない。しかしDNA を手がかりにするなら

てもらった。千葉からは、日本に新しいphylo-

ば、そのような制約を自らに課す必要はない。

genetics を導入する上で中心的な役割を果たし

とは言え、3 万種近い魚類を一気に対象にす

ていた宮 正樹博士が顔を出してくれ、強力な研

るには、作業量の面からも、系統解析計算のた

究チームが形成された。1999 年には多くのメン

めのプログラムやコンピュータ・パワーの面か

バーとともに東大海洋研究所へ移った。研究チ

らも制約がある。私たちは、条鰭類の系統問題

ームはさらに賑やかになった。

を複数の問題群へと分割して、高次系統問題か

一連の研究では、ミトコンドリアDNA（mt-

ら順次、戦略的に研究を進めた。次々に研究の

DNA）を分析対象とした。なぜmtDNA なのか。

成果が得られた。熊澤慶伯博士らとの研究で明

理由はいろいろあるが、何といっても遺伝子の

らかになったように、魚類ではmtDNA の進化速

相同性確認が容易であるということである。核

度が哺乳類に比べて3 〜4 倍遅い。そのこととも

DNA の場合、多くの遺伝子に重複があり、遺伝

関係して、魚類では深い分岐関係の解析（つま

子の相同性の確認がむずかしい。しかしmtDNA

り高次分類群の系統解析）にもmtDNA データ

の場合、その素性は非常によく分かっていて、

が有効だったのだ。幸運であった。10 年余の間

この点で問題がない。コピー数が多くてPCR 法

にこの関連だけでも200 編に近い成果論文を公

で増幅しやすいということもある。また、ミト

表することができた。

コンドリアゲノム全体を分析の対象に選んだと

見えてきた条鰭類の系統像は、従来の見方と
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一致する部分もいろいろとあるものの、全体とし

ウナギ類はその双璧だ。それぞれ、淡水と海水

ては非常に新しい、しかも統計的にも信頼性の

という大きく異なる環境の間の壁を乗り越えて

高いものである。進化研究は、系統枠を基にし

何千キロメートルものダイナミックな回遊をお

た生物間の比較なしには一歩も進めることがで

こなう。ただ、その方向がまったく逆である。

きない。系統枠は進化研究に不可欠な基礎であ

すなわち、前者では淡水域で産卵し、生まれた

る。私たちの得つつある条鰭類の系統枠は、魚

稚魚は海洋域へと出て成長し、再び産卵のため

類の進化研究に有用な共通基盤となりつつある。

に淡水域に戻ってくる。これに対し、後者では、
海洋域で産卵し、生まれた稚魚は淡水域へと入

系統解明によって見えてくるもの：

ってきてそこで成長し、産卵が近づくと再び海

意外な発見例のいくつか

洋域へと戻っていく。こうした大規模な回遊の

研究を進めていると、いろいろと意外な発見

起源は長年の大きな謎であった。行動の化石な

がある。たとえば、これまで長いあいだ別の

ど期待できないので、類縁のある現生種の系統

「科」の魚だと考えられていた3 つの深海魚のグ

関係を探り、祖先状態を推定するしかない。こ

ループ（クジラウオ類など）が、それぞれ同じ

のような課題にも挑戦した。研究の結果導き出

科の魚の雌・雄・幼魚であったという驚くべき

された解答は明瞭で、サケ・マス類は淡水起源、

発見があった[4]。幼体と成体、雌と雄が形態的

ウナギ類は海洋、しかも深海起源であった [9, 10]。

に大きく異なる例は脊椎動物でもある程度は知

この結論は、これらの魚類に関するさまざまな

られているが、それぞれ別の「科」に分類され

知見とたいへん整合的である。

ていた例は脊椎動物で初めてのことである。こ
の例は、地球にはまだまだ未知の謎が残ってい

系統枠を活用した遺伝子進化・

ることを示すものだと考えられる。

ゲノム進化研究

一方、同じ目や亜目などといった分類群に含

本格的な進化研究は、系統枠があって初めて

められていて同じグループの魚だと思われてい

可能となる。したがって、信頼度と密度の高い

たのに、実際にDNA データを得て系統解析をし

系統推定ができると、これまでは難しかったさ

てみると、まったく異なる系統のものが混じっ

まざまな進化現象についての本格的な研究がで

ていたという事例も見つかってきた。進化学に

きる。私たちは、自ら構築した条鰭類の系統枠

おいても注目されている魚類も例外ではない。

に基づいて、いくつかの遺伝子群を取り上げ、

シクリッドもその一員であるベラ亜目[5]

その進化パターンの研究を進めてきた。遺伝子

トヨが属するヨウジウオ目[6]

や、イ

などがその例であ

進化の結果が押さえやすい可能性があると考え、

る。ひとつのグループと考えられていたものが

その産物が比較的単純な機能ネットワークのな

異質なものの混合物であったという事例は、な

かで働く遺伝子群を取り上げるようにした。嗅

にも高次分類群に限ったものではない。同一種

覚受容体遺伝子群、糊状物質遺伝子群、孵化酵

と考えられていた魚が、多数の隠蔽種の混成物

素遺伝子群などである。その結果、遺伝子レパ

であったという例もいろいろと見つかってきて

ートリーが非常にダイナミックに進化している

いる[7, 8]。こうした生物群の場合、多様性はず

ことが明らかになってきた[11 〜 13]。遺伝子レパ

いぶん過小評価されていたことになる。

ートリーのユニークさが、個々の種あるいは種

魚類には一生のあいだに数千キロメートルに
も及ぶ回遊をするものがいる。サケ・マス類と

群に特異性をもたらす基盤の一部になっている
ことは間違いなさそうだ。

8
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遺伝子レパートリーの進化という面で興味深

ちに、実際上、現生魚類の全種を対象にした超

いのは、全ゲノム倍加（WGD）に伴う大規模な

高密度分子系統樹を得ることもあながち夢では

遺伝子の重複と消失、そしてそれと関連した新

ないであろう。このようにして得られる魚類の

規遺伝子の出現である。脊椎動物は2 回の全ゲ

充実した系統枠が、さまざまな進化研究の基盤

ノム倍加（2R-WGD）を経験した。それが脊椎

として役立てば嬉しい。

動物の繁栄の基礎になっていると考えられてい

個々の種はそれぞれ特有の分布域と内部構造

る。 条鰭類はさらにもう 1 回の全ゲノム倍加

を有している。私が最初にこのことを学んだア

（3R-WGD）を経験した。これは脊椎動物におい

ユに関しては、その後マイクロサテライトDNA

て大規模に起こった全ゲノム倍加の最も新しい

分析など、DNA レベルの分析も進めている。そ

ものである。そのため、その痕跡がまだ色濃く

の結果、アロザイム分析では見えなかった興味

残っているはずであり、現生魚類の分析からゲ

深い集団構造の詳細が見えてきている[15]。また、

ノム倍化の進化への影響を調べやすいと考えら

コイやフナといった「普通の」魚でも、調べて

れる。私たちは、全ゲノムが解明された条鰭類

みると、その内部に実に豊かな変異を有してい

5 種（トラフグ、ミドリフグ、ゼブラフィッシ

ることが明らかになってくる[16, 17]。DNA 解析を

ュ、メダカ、イトヨ）などの比較から、この課

活用して、さまざまな種の内部構造と、それが

題に挑戦した。これにより、これまでの想定以

示唆する歴史的経緯を含めて理解することがま

上に多くの遺伝子が3R-WGD の影響下に進化し

すます大事になっていると考える。

ていることを初めて定量的に明らかにした[14]。

また、種内における適応に関わる遺伝子の動

そして、私たちの分岐年代推定を基礎に、重複

態という、これまで未知であった領域への挑戦

した遺伝子の消失と存続のプロセスとメカニズ

も興味深い。どの種も、現在の環境とその変化

ムについて新しい提案をすることができた。魚

に適応している。地球環境が人間によって激し

類は、このように貴重な研究機会を提供してい

く変化しつつあるなかで、適応に関わる遺伝子

る。

の頻度は集団内・集団間で大きく変化している
はずである。これを把握することはきわめて重

おわりに
魚類全体の系統的多様性の究明については、

要であるにも関わらず、これまでほとんど手つ
かずであった。DNA 分析手法の新展開とゲノム

今後、ミトコンドリア全ゲノム分析によるアプ

データの充実は、この領域への挑戦を可能にし

ローチをさらに展開できればと考えている。私

つつあると考えられる。こうした研究が、保全

たちは、すでに条鰭類の全目を網羅する1,000 種

生態学や保全遺伝学などとも連携して、生態系

以上のmtDNA の全塩基配列を決定した。これ

の保全・合理的管理・持続的利用への道筋を切

らは全科の80 ％以上をカバーしており、その結

り開いていくことに期待したい。

果、条鰭類の大系統の大枠は明らかになりつつ

何度も述べたように、私はこれまで自由に研

ある。だが、その細部についてはまだまだ解析

究を進めてくることができた。振り返ってみて、

が必要である。また、魚類全体の多様化の解析

これは本当にありがたかった。私が魚類の進化

をしようとすると、分子系統樹にできるだけ多

学になにがしかの貢献をすることができたのだ

くの種（できれば現生魚類の全種）が盛り込ま

とすれば、それはひとつの方向で研究を続ける

れているのが望ましい。新しい超並列型配列決

ことができたおかげであろう。自由に研究する

定技術を活用することにより、そう遠くないう

ことができる大学などの研究機関の存在がたい
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へん大事であったということになる。その恩恵
をこうむってきた者としては、そのような場を

7

Miya, M., Nishida, M. 1997 Speciation in the open

8

Kon, T., Yoshino, T., Mukai, T., Nishida, M. 2007

ocean. Nature. 389, 803 ― 804.

維持・発展させることにもそれなりに力を注ぐ

DNA sequences identify numerous cryptic species

べきではないか。最近、研究そのもの以外にも

of the vertebrate: a lesson from the gobioid fish

相当な時間とエネルギーを割かなければならな

Schindleria. Mol. Phylogenet. Evol. 44, 53 ― 62.
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Geno-Evo-Devo
欧州
学会
紀行
工樂 樹洋（ドイツ・コンスタンツ大学）
はじめに
私は、南ドイツの大学で、おもに脊椎動物を
対象として、分子系統の観点からゲノムを解析

なしに興味を惹く話を探すにはよかったともい
える。
私は、とくにGenome, evolution and develop-

するという、phylome の研究に取り組んでいる。

ment と題されたセッションをほぼ全部通して聴

学部教育や大学院学生の研究指導にも携わるな

いた。対象は哺乳類、昆虫、そして植物とまち

かで、欧州あるいはドイツの文化に根付いた精

まちであったが、遺伝子重複やシスエレメント

神性の違いに気づくことも少なくない。7 月初

による制御などの共通認識をベースとして、遺

旬、フランスで2 つの国際会議に出席した。と

伝子制御の変化が形態の進化につながるメカニ

くに今回、文化・精神性の違いの中で、私自身

ズムについての議論が交わされた。ChIP-seq な

を含む日本人が国際会議においていかに振る舞

どを用いた大規模実験解析が積極的に用いられ

い、有意義な時間を過ごすことができるか、非

るとともに、情報解析においても周到にデザイ

常に深く考えさせられた。会期が一部重複した

ンされたものが目立った。さらに今回、トラン

ため、双方とも全日程参加はかなわなかったが、

スポゾンと遺伝子水平移動のセッションも好ん

雰囲気と自分なりの雑感を綴ってみたい。

で聴いた。これらのトピックは、ゲノム配列情
報の蓄積によって可能となった、非コーディン

リヨンでのSociety for Molecular

グ領域の種間比較を通して、より理解が深めら

Biology and Evolution（SMBE）年会

れたといえる。以前から調べられていた原核生

毎年海を渡るこの国際会議への参加は、2008

物や単細胞真核生物だけでなく、多細胞生物の

年バルセロナ大会以来であった。欧州開催の場

ゲノム間でも頻繁に水平移動が起きていたとい

合、欧州各国から近距離で参加できるというこ

う報告が新鮮であった 1 〜 3）。

とで、参加者が増大する傾向にあるらしい。私

会期半ばで次の会議に移動したため全てをカ

もそれに便乗した。今回の参加者は1,100 人を越

バーできてはいないが、幾人かの参加者と合意

えていたそうで、聴衆が講演会場に入りきれな

できた点がある。それは、ゲノムプロジェクト

いという状況も頻繁に見受けられた。さらに、

や、いわゆる次世代シーケンサーによって配列

配布される抄録集には、発表者 1 名の氏名と発

入手における制限が大幅に減ったうえ、分子系

表タイトルしか掲載されず、知人および著名人

統樹法を含む基本的な解析方法について、こう

本人の発表を除けば、自分に縁のある発表を見

用いるべきだ、というある程度のコンセンサス

つけるのは非常に困難であった。逆に、先入観

が得られたことで、より生物学および進化学の
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問題の核心に迫ることができるようになったと

したドグマの実体であると同時に、いまだに多

いう点である。それは、次世代シーケンサーを

くの研究者の研究対象でもある。しかし、裾野

使用していながらも、単にそれを誇示するよう

がけっして広いとはいえないこの分野で、興味

な発表タイトルを掲げるケースがほとんど見受

が分散しにくいのは仕方がない。たとえば、次

けられなかったことにも現れていた。

世代シーケンサーを用いた研究も一握りで、包

この会議において私はポスター発表を行った。
我々ヒトのゲノム中には、全ゲノム重複に起因

括的な解析スタイルは多くの場合とられてない。
注目される遺伝子が限られているとはいえ、

する冗長性がみられるが、その冗長性の起源を

様々な動物を調べれば、一見奇異な現象が見え

探るカギとなる初期脊椎動物 4）のゲノムの特徴

てくるものである。なんと、欧州産トラザメで

について報告した。かつて「海外の学会にわざ

は、一般に脊椎動物が保持している4 つの Hox

わざ行くなら口頭発表するのは当然のこと」
、と

遺伝子クラスターのうち3 つしか同定されていな

いう教えをうけていたこともあり、旅程の制約

い 5）。いっぽう、爬虫類のうちヘビ・トカゲの

のためとはいえ今になってポスター発表という

系統では、 Hox クラスターへの制約が緩んだ結

のは正直気が引けた。しかし、この機会を逆に

果、反復配列が増えるとともに後方の Hox 遺伝

最大限に利用するため、ポスターの内容につい

子の制御に変化が起きたという。これが、この

てぜひ議論したいと思っていた3 人の研究者に予

動物群特有ともいえる体幹後部の分節化におけ

めコンタクトをとっておいた。期待通り、彼ら

る新規性の獲得につながったという報告であっ

とポスター前で会うこととなり、深い議論を交

た 6）。

わすことができた。他の訪問者とのやり取りも
含め、有意義なポスターセッションとなった。

毎回、この学会に付随して、Tribolium（ゴミ
ムシダマシ）研究者によるサテライト会議が行
われている。また会議自体のシンポジウムのト

パリでの第 3 回 Euro Evo-Devo（EED）

ピックとして、無脊椎動物における分節化や、

会議

原始的な海綿動物や刺胞動物、さらに植物の形

この会議は、2006 年から隔年で行われている。

態形成も毎回取り上げられる。いっぽう、シス

初日夜のオープニングレクチャーこそ逃したも

テムズバイオロジーなど数理系のセッションも

のの、リヨンを早朝 6 時半の列車で発ったおか

行われた。私は、Evolutionary developmental

げで、2 日目の午前のセッション途中から出席す

genomics と題されたシンポジウムで口頭発表を

ることができた。飛び込んだのは、神経堤細胞

行った。分子進化のテイストに仕上げたSMBE

と頭部形態形成についての、この会議ではおな

での発表を、Evo-Devo 風にアレンジしたもので

じみのセッションであった。顎や歯など脊椎動

ある。ゲノム研究というもの、表現型進化に注

物特有の形質の進化について、古生物から分子

目し生物に生で触れている研究者に知見をフィ

発生学に渡る幅広いアプローチによる研究が報

ードバックすることで、その価値を見いだした

告され、深い議論が繰り広げられた。

いというのが私の信条である。とくに今回は、

進化発生学研究において注目される遺伝子の

ヤツメウナギの遺伝子配列の特徴が、遺伝子機

バリエーションに限りがあることはひとつの問

能の種間比較におけるベースとなるオーソロジ

題であると私自身は考えている。たとえば、多く

ー（直系性）の同定を狂わせている可能性につ

の動物で前後軸に沿った分節のアイデンティテ

いて報告した。同時に、私が指導する学生 2 人

ィを定義する Hox 遺伝子群は、この分野を開拓

がポスター発表し、四足動物の系統で失われた
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Bmp16 遺伝子 7）などについて報告した。印象的

会が何度かあった。そこで感じたことは、日本

だったのは、 Hox をはじめとする発生制御遺伝

の国内学会は一般に規模が大きく、活発である

子に傾倒してきた研究者との雑談を通して、こ

ということである。科学先進国であるが英語圏

れからは保存された遺伝子群ではなく、逆に保

ではなく、そして島国であるという事情を考え

存されていない要素を見つけ、表現型進化にお

れば自然かもしれない。自分の経験によると、

ける意義を探るというスタイルを推進していき

国内学会はとくに学生には非常によい自己啓発

たいという気運が感じられたことである。上に

の場である。たとえ英語の訓練にならなくとも、

述べた通り、テクノロジーと解析規模の面では

他の研究者と交流する際のいろはを学べるよい

必ずしも最先端の研究ばかりとはいえないが、

経験である。日本の学術には独自のスタイルが

これまで同様、この会議の参加者からは、個々

あり、それはそれでよいと私は思う。ただ、外

の生物、組織、細胞に向けた情熱を感じ取るこ

に出て必要に迫られたときに困らない、あるい

とができ、絞られた対象をつぶさに調べあげ、

はむしろその機会を最大限に生かすための準備

記述することの重要性を再認識させられた。

が必要であることはいうまでもない。来年は、
進化学会とSMBE の年会が合同で行われる。日

国際学会をいかに有意義なものにするか
日本からの参加者と話すなかで、一部の研究

本の学会員と外からの参加者の両者にとって意
義深い会議になることを願っている。

機関での旅費削減について聞かされた。欧米の
学会に参加する場合、時間の消費だって無視で
きない。では、予算・時間の消費を上回る成果
を挙げるにはどうすればよいのか。究極的には、
自分がどれだけ有用な情報を得られるか、また、
自分（の研究成果）が正しい人に見つけてもら
えるか、ということになる。私の場合、知人の
発表や既に出版された研究の報告を聴くのを最
小限にとどめるとともに、より具体的な興味に
従って聴く話を選び、より特異的な人脈を築け

引用文献
1）Gilbert, C., Schaack, S., Pace, J. K., Brindley, P. J.
& Feschotte, C. 2010 A role for host-parasite interactions in the horizontal transfer of transposons
across phyla. Nature 464, 1347 ― 1350
2）Pace II, J. K., Gilbert, C., Clark, M. S. & Feschotte,
C. 2008 Repeated horizontal transfer of a DNA
transposon in mammals and other tetrapods. Proc.

Natl. Acad. Sci. USA 105, 17023 ― 17028
3） Ray, D. A. et al. 2008 Multiple waves of recent
DNA transposon activity in the bat, Myotis lucifu-

gus. Genome Res. 18, 717 ― 728

るよう行動することを心がけている。とくに肥

4）Kuraku, S., Meyer, A. & Kuratani, S. 2009 Timing

大化した会議を、いわゆる若手研究者が有意義

of genome duplications relative to the origin of the

なものにするには、何らかのポリシーが必要で

vertebrates: did cyclostomes diverge before or
after? Mol. Biol. Evol. 26, 47 ― 59

あると、自身の経験に基づいて私は認識してい

5）Oulion, S. et al. 2010 Evolution of Hox gene clus-

る。今回は、SMBE でのポスター発表に先駆け

ters in gnathostomes: insights from a survey of a

て、事前にウェブサイトで参加者を把握してお

shark (Scyliorhinus canicula) transcriptome. Mol.

き、会いたい人には予めコンタクトを取ってお
いた。口頭発表であれば、目当ての人にトーク
を聴いてもらえるよう予めリクエストしておい
てもよいのではないか。特に相手が欧米人の場
合は、これが失礼にあたることはないだろう。
これまでに欧州諸国の国内学会に参加する機

Biol. Evol. 27, 2829 ― 2838
6）Di-Poi, N. et al. 2010 Changes in Hox genes' structure and function during the evolution of the squamate body plan. Nature 464, 99 ― 103
7）Feiner, N., Begemann, G., Renz, A. J., Meyer, A. &
Kuraku, S. 2009 The origin of bmp16, a novel
Bmp2/4 relative, retained in teleost fish genomes.

BMC Evol. Biol. 9, 277
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後藤 大輝（米ペンシルバニア州立大学）

私 は 2006 年 よりペンシルバニア州 立 大 学
（ Pennsylvania State University、 写 真 1） の
Kateryna Makova 先生の下で、ポスドクとして
主に霊長類における分子進化学、比較ゲノム学
研究に従事してきました。この度、沖縄科学技
術研究基盤整備機構（OIST）に異動することが
決まりましたので、これまで約 5 年間の留学体
験についてレポートしたいと思います。
私が海外でのポスドクに興味を持ったのは、
博士課程の学生の頃でした。同じ研究室の先輩
方が博士号取得後海外へポスドクとして留学し

写真 1 Old Main と呼ばれている旧本館で、現在は大
学のシンボル的建物。写真は冬に撮影されたもので、
雪で覆われている。

ており、留学先での話をいろいろ聞かせていた
だくにつれ、とても興味が沸いてきました。私

験はないが、大学には以前訪問したことがある

は博士号取得後まずは2 年間国内でポスドクを

ので、特に不安がない。
」と答えました。どこが

することが決まり、その間に海外のポスドク先

どのように良かったのかはわかりませんが、結

を探しました。ゲノムレベルの進化研究をした

果、Makova 先生に採用していただきました。

いと思っていましたので、関連する論文を読み、

ペンシルバニア州立大学は、 ペンシルベニア

ネットから情報を集め、留学先の候補を絞り、

州 のほぼ中 央 に位 置 するステートカレッジ

これらの先生とコンタクトをとりました。コン

（State College）に本部を置く総合大学です。ス

タクトをとった大半の先生からお返事をいただ

テートカレッジは、ピッツバーグから車で2 時間

きましたが、なかでもMakova 先生から最もポ

半、フィラデルフィアから3 時間半と、都会か

ジティブなお返事を頂き、すぐに電話面接をす

ら離れた森の中にある小さな大学の街です。夏

ることになりました。電話面接では「これまで

はカラッとした心地よい気候で、登山やハイキ

の研究内容と興味のある研究テーマ」
、
「将来の

ングやピクニックなどをして周りの豊かな自然

キャリアプラン」
、それに「海外生活での不安の

を満喫することができる最高の季節です。10 月

有無」について質問されましたので、
「突然変異

の降雪から始まる冬は4 月まで6 ヶ月間も続きま

の維持機構に興味があり、将来は日本でアカデ

す。気温が氷点下数度前後で、道端に十数 cm

ミックなポジションに就きたい。海外生活の経

の積雪が見られる日が大半ですが、時にはピリ
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ピリと刺すような寒さでマイナス20 度にも達し、

さて、私自身の研究はというと、霊長類にお

積雪が50 cm を超える大雪の日もあります。こ

けるY 染色体の進化です。あらゆる種でY 染色

のため、冬は車であまり遠出せず、外出を控え

体のゲノム配列を決定することで、どのような

室内で過ごすことが多くなります。

遺伝子がY 染色体上に存在し、どのような自然

ステートカレッジの治安の良さは全米でも屈

選択圧がY 染色体上にかかっているのかを調べ

指の水準で、モーガン・クイットノー社による

ています。そして最終的には、乱婚や単婚とい

2009 年の調査では「全米で最も安全な都市圏」

った交配様式がY 染色体の進化に強く関わって

という評価を受けたのをはじめ、常に「全米の

いるのではないかという仮説の検証をしたいと

安全な都市圏」の上位にランクされています。

考えています。これまでにゴリラのY 染色体の

また近隣には、1700 年代の入植当時の生活様式

遺伝子領域の解析を終え 3）、現在テナガザルに

を守っているアーミッシュやメノナイトの人々

ついて解析を行っているところです。

が独自の生活しているような、緑豊かでのどか
な地域です。

2010 年現在、Makova 研究室は、私を入れて
2 人のポスドク、5 人の博士課程の学生、3 人の

大学はペン・ステート（Penn State）という愛

学部学生、それに先生の11 人のメンバーからな

称で親しまれています。多くの学問分野で高い

ります（写真2 ：写真には1 人の体験入学者も写

研究水準を誇っており、特に、建築学・工学・

っている）
。1 人のポスドクと博士課程の学生は

理学の理系の学問分野では軒並み上位にランク

データ解析を専門とするバイオインフォマティ

されています。また、スポーツが盛んでもあり、

シャンである一方、ポスドクの私と私が指導し

バレーボール、体操、アメリカンフットボール

ている3 人の学部学生のみがウェットな実験をし

等の強豪校として有名です。とりわけ、アメリ

ています。Makova 研究室では、ポスドクと博士

カンフットボールは実力と人気の両方が高く、9

課程の学生はそれぞれ自分の研究テーマを複数

月から12 月のレギュラーシーズン中、街はカレ

個持ち、先生とマンツーマンで研究を進めてい

ッジフットボールの話題でもちきりです。全米

くというのが基本方針です。なので、研究室内

最大規模のスタジアムや史上最高齢の名物監督

でポスドクや博士課程の学生がお互いのテーマ

がいることなどから、たびたびメディアでも取り

についてコメントやアドバイスをし合うことは

上げられます。

ありますが、協力して同じテーマの研究に携わ

Makova 先生は昨年テニュアを取り、准教授

ることはありません。また、先生は学部学生の

になられたばかりの若い先生です。主な研究の

指導に関しては直接口を出さず、私に一任して

テーマは比較ゲノム手法を用いた突然変異機構

くださっています。現在、学部学生には、私の

の解明です。具体的には、ゲノムレベルのデー

実験の一部を手伝ってもらっています 4）。

タをもとに統計学的手法を用いて、突然変異と

私が感じているここでの研究のメリットは、

関係する遺伝的要因を変異の種類ごとに同定し

人的要因の充実です。この大学には根井正利先

ようと試みております。現在は、性染色体、マ

生が所長を務める分子進化遺伝学研究所（Insti-

イクロサテライト、短い挿入・欠失サイト 1）に

tute of Molecular Evolutionary Genetics）を中

注目し研究を行っています 2, 3）。共同研究者に

心に数多くの進化学をテーマに扱った研究室が

は統計学的解析手法のアドバイスをしてくださ

あり、また比較ゲノム・バイオインフォマティッ

る先生や統計学的に検出された要因の有用性を

クスセンター（Center for Comparative Genomics

実験で検証してくださる先生などがいます。

and Bioinformatics）を中心に比較ゲノム解析を
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写真 2
Makova 研 究
室のメンバー
（2010年6 月）。
左から 4 人目
が Kateryna
Makova 先 生
で、 右から 2
人目が著者。

行っている研究室が多数あります。同じ、もし

けいろいろな人とふれあい、知識や経験や人脈

くは近い研究分野の人たちが身近に多くいるた

を増やすことは、研究生活を続ける上で大事な

め、週 1、2 回行われるセンターごとのセミナー

ことだと思います。なぜなら、研究そのものは

では、自然と熱い討論になりますし、新しい手

個人（またはグループ）で行うものですが、その

法や技術を学ぶ良い機会となります。さらに、

研究の学術的な評価や位置付けは、他の研究と

シーケンスセンターやコンピュータセンターとい

の関連によるものだからです。海外に居ると日

った共通施設の運営など、研究のサポート体制

本国内の先生方との接点が薄れることはデメリ

が非常に充実しています。部局ごとに専任のス

ットであるのは確かですが、それ以上に上に書

タッフがいるので、余計なトラブルなどに煩わ

いたような多くのメリットがあるように思いま

せることなく、研究に集中することができます。

す。これからも、少しでも多くの若い日本の研

そして、アメリカ国内外から著名な先生方がた

究者が海外で活躍することを期待しております。

びたび講演に訪れます。運よく時間が割り当て
られれば、そのような先生方と個別に研究の話
をする時間を持つことができます。このような

1 Kelkar,

Y.D.,

Strubczewski,

N.,

Hile,

S.E.,

Chiaromonte, F., Eckert, K.A., Makova, K.D. 2010
What is a microsatellite: A computational and

講演や個別の対談の機会は、自分の研究で塞ぎ

experimental definition based upon repeat muta-

がちな気持ちに新鮮な刺激を与えてくれます。

tional behavior at A/T and GT/AC repeats.

最後になりましたが、留学すべきか否か、ま
た留学に何を求めるのかは人それぞれだと思い

Genome Biol. Evol. (in press)
2 Kvikstad, E.M., Makova, K.D. 2010 The (r)evolution of LINE and SINE distribution in the primate

ます。日本とアメリカの両方でポスドクを経験

genomes:

した私の意見と致しましては、迷うなら一度海

Genome Res. 20, 600 ― 613.

外で研究を行ってみることをお勧めしたいと思
います。アメリカでは何より多くの研究者の方々

Sex

chromosomes

are

important.

3 Goto, H., Peng, L., Makova, K.D. 2009 Evolution of
X-degenerate Y chromosome genes in greater
apes: Conservation of gene content in human and

と交流でき、著名な先生と話ができる機会が多

gorilla, but not chimpanzee. J. Mol. Evol. 68, 134 ―

くあり、システム的に雑務に悩まされることな

144.

く集中して研究に取り組むことができます。昨

4 Lau, A.N., Peng L., Goto, H., Chemnick, L., Ryder,
O.A., Makova, K.D. 2009 Horse domestication and

今研究においてもアメリカに引けを取らない日

conservation genetics of the Przewalski ' s horse

本ではありますが、まだまだ国外には見習うべ

inferred from sex chromosomal and autosomal

き事柄がたくさんあります。また、外に目を向

sequences. Mol. Biol. Evol. 26, 199 ― 208.
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連

載

研究効率化

ペーパーレスで築く効率的な研究環境
その1
千葉県立中央博物館

はじめに
省資源や経費削減の一環としてオフィスのペ
ーパーレス化が叫ばれだして久しい。とはいっ

宮 正樹

マを少数の人間で扱うようになると、大量の情
報を効率的に扱うことのできる研究環境を整え
る必要に迫られてくる。

ても現実は、ペーパーレスとはほど遠い毎日で

今号から始める連載は、こうした悩みやジレ

ある。会議やミーティングに出席すれば書類が

ンマをどのようにペーパーレスで解決してきた

山のように配布され、自室に戻ればそれらを後

か、私の実体験をもとに解説する。登場するソ

で読み返すこともなくフォルダーに放り込むだ

フトやデバイスは以下の通りである。

け。保存される書類はまだましな方で、たいて

PDF 版論文の管理ソフトPapers、革新的なデ

いのものは即ゴミ箱行きとなる。パンフレット

バイス（であるにもかかわらず十分に認識され

やチラシ、ダイレクトメールも同様で、ほとん

て い な い ） iPad、 OCR（ optical character

どは（たとえ貴重な情報があったとしても）読

recognition）機能の搭載により格段に有用性が

まずに捨てているのではないだろうか。

増した AdobeAcrobat Pro、
おなじみの EndNote、

考えてみれば、買っただけで読んでない本や、

クラウド上（インターネット上）の仮想ノート

コピーだけとって（あるいはプリントアウトだけ

ソフト Evernote、すべての紙媒体の情報をPDF

して）読んでない論文も似たようなものだろう

化 してしまう高 速 ドキュメントスキャナー

か。これは単なるスペースの無駄にすぎないが、

ScanSnap、そして本の電子化に必須の裁断機

だからといって捨てるわけにもいかない。何と

PK-513L などである。こうしたソフトやデバイス

かならないか・
・
・。自分の書棚に並ぶ本や論文に

を駆使することにより、1 年前からは考えられな

は、当然のことながら自分が欲しいと思った貴

いほど楽しく（イライラせずに）効率的に研究

重な情報が含まれているはずで、要はその情報

を進めることができるようになった。

を取り出せないで眠らせているだけなのである。
一方、文字通り日進月歩の科学技術のおかげ

あらためてPapers を紹介

で、10 年前には考えられなかったような大きな

扱う研究テーマが大きくなればなるほど参照

研究テーマに取り組むことができるようになっ

すべき文献の量は増える。一方で、文献を読む

た。私のような個人商店主のような研究者でさ

絶対時間は雑用の増加と共に減少するのが常だ。

え、
（多くの共同研究者の助けを借りているとは

さらに問題なのは、技術は進歩しても人間の脳

いえ）3 万種を超える魚類全体を対象とした進

は一向に進歩しないこと。進歩しないどころか

化系統学のトピックを扱うことができるように

退化する。年齢と共に創造性は失われ、記憶を

なった。とはいえ、これまで何十人、何百人も

取り出すことさえも容易でなくなる。読みたい

の人が一生をかけて取り組んできた大きなテー

文献をどこにしまったのかさえ忘れ、挙げ句の
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果 てに同 じ論 文 のコピーを三 つももってい
た・・・なんてことはよくある話である。
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iPad の外見は、Apple 社が出しているラップ
トップコンピュータ（MacBook など）のモニタ

何とかしなければならないという危機感をも

ー部分のみを（文字通り）取り外したような形

って私がたどりついたのが、昨年の進化ニュー

状で、カバーも何もついていない。外部に出て

スレター 11 巻 1 号で紹介した文献管理ソフト

いるスイッチやボタンのようなものはわずかに3

Papers（Mac 版のみ）であった。脳内で整理しき

つで、操作のほとんどはディスプレイをマルチ

れなくなった大量の文献情報を、Papers はこの

タッチすることにより行う。モニターのサイズ

1 年間でものの見事に整理してくれた。知り合い

は9.7 インチ、高解像度で写真や動画などは大変

のスイス人研究者が、このソフトが出る前には

美しく見ることができる。重量は680 g で厚さは

自分がどうやってPDF 版の文献を整理していた

13.4 mm、混雑した電車で立ちながら見るには

のだろうかと言っていたが、まさにその通りで

少々重たいが、慣れれば苦にならない。

ある。ちなみに、この半年間で私が管理する文献
数は飛躍的に増え、ついに2,200 件を超えた。

バッテリーの駆動時間は実質 10 時間と非常に
長い。アメリカやヨーロッパ行きのフライトで

文献が整理されるだけではない。PDF につい

もバッテリーの残量をあまり気にせずに使うこ

ているメタデータから全文検索が可能となり、

とができる。記憶媒体はフラッシュドライブを

キーワードさえ適切に設定すれば、脳内に情報

採用しており、その容量は 16 GB、32 GB、64

をためこむことなく必要な情報を検索したり読

GB の3 種類。通信の基本はWiFi の利用、さら

みたい文献にたどりつけるようになった。さら

にオプションで最高 7.2 Mbps の転送速度をもつ

に、タブを使ったビューワーを備えているので、

3 G モデルを選ぶこともできる。3 G モデルであ

同時に閲覧している文献数が増えても文献間を

れば、国内であればソフトバンクのネットワー

容易に移動できる。つい最近まで、蛍光マーカ

クを、海外に行ってもソフトバンクと契約して

ーを片手に論文を読んでメモをとり、机の脇に

いる通信網を利用することができる（ただし別

さまざまな文献を積み上げて論文を執筆してい

途 1 日あたりの使用料が発生する）
。したがって

たのが嘘のようである。

ソフトバンクの携帯電話が通話可能な場所であ

今のところ唯一の欠点は、Papers 内部で文献
内にアンダーラインを引いたり直接書き込みが

れば、世界中どこでもインターネットの利用が
可能になる。

できないことであろうか。 これについては

ハードウェアとしてのキーボードは付いてい

AdobeAcrobat Pro などの助けが必要となる。た

ないから、何かを入力するときにはモニターに

だし、メモ帳のようなものはついているので、た

出てくるソフト的なキーボードを打つことにな

とえば引用した文章をそこにコピー＆ペースト

る（BlueTooth を介して外付けキーボードを使

して残すことは可能である。

うことは可能）
。机の上で使う分には、
（慣れれ
ば）相当の速さで入力が可能である。キーボー

iPad の登場
Papers に加えて私の研究環境を一変させたも

ドも何もついていないiPad をコントロールする
のは、iPod と同様にiTunes というソフトである。

のはiPad である。iPad のことをあらためて説明

iTunes がインストールされたパソコンとiPad を

する必要もないと思うが、まだ日本人研究者で

USB を介してつなぐことにより、ソフトのアッ

活用している人は少ないようなので簡単に説明

プデートやデータのバックアップを行ったり、さ

する。

まざまな情報やデータをやりとりする。したが

18
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ってiPad はスタンドアローンのデバイスではな

東京の自宅に帰宅し、早速Papers のiPad 版を

く、ホストとなるパソコンの存在が必須となる。

ダウンロードした（ もちろん有料）。 iPad 版

ソフトのiTunes はWindows 版もあるのでMac ユ

Papers には Syncing という機能がついており、

ーザ以外の利用もまったく問題ない。

パソコン本体に格納されているPapers のデータ

まだまだ説明が足りないと思うが、ハードと

ベースとWiFi 経由で同期させることができる。

してのiPad をざっと紹介するとこんなところだ

早速Syncing の設定を整え開始ボタンを押す。論

ろうか。

文のPDF がMacBook Air からすいすいとiPad に
吸い込まれていき、当時1,700 件ほどあった文献

iPad の使い途
こんなデバイスが研究者にとっていったい何
の役に立つのであろうか？ iPad が話題になり始

は一晩で無事にiPad で読めるようになった。も
うこれで論文のコピーを持ち歩かなくて良いの
だと思うと、本当に気分が楽になった。

めた当初、
（革新的なデバイスがえてしてそうで

もちろん論文以外のPDF も、いろいろなアプ

あるように）私はその用途について見当もつか

リケーションを介して読むことができる。たと

なかった。しばらくしてPapers のiPad 版が出る

えば、論文原稿を読んだり改訂したりするには

ということを知り、すぐにその使い方の一つが

iAnnotate というソフトが秀逸である。ソフトの

ひらめいた。PDF 版論文のビューワーとしての

感触としては、AdobeAcrobat Pro の注釈機能の

iPad である。

みを取り出した感じであろうか。強調線や取消

新しもの好きの私がすぐに買いに走ったのは

線を引いたりメモを残したり、およそ考えられ

言うまでもない。購入したのは千葉市内の店舗、

る脚注はこのソフトでPDF に直接書き込むこと

帰宅途中の総武快速線内で早速 3 G に接続して

ができる。進化学会ニュースレターの校正も、

みた。その時点ではもちろんPapers は入ってい

このソフトを使って通勤電車内ですべてこなし

なかったので、まず試したのはインターネット

た。もちろん、校正が終わったPDF は電車の中

ブラウザーのSafari。3 G ということであまり期

からメールを使って印刷会社に送ることもでき

待していなかったが、実用上はまったく問題な

る。これまでは、校正というとプリントアウト

いほど快適にウェブの世界を探索できることが

した紙に朱を入れるのが当然であったが、完璧

わかった。

なペーパーレスになったのは快感であった。紙

次に試したのはマップというソフト。これは

を無駄にしなくなっただけでなく、通勤で持ち

3 G と合わせることにより、GPS デバイスのよう

歩いているデイパックの重さが飛躍的に軽くな

な使い方もできる。ときどき接続が切れるが、

ったのは有り難かった。

時速100 km 以上で疾走する総武線快速の現在位

論文や原稿のビューワー以外にもiPad を便利

置が正確に地図上に示されることに驚く。拡大

に使える場面はいくらでもある。たとえば学会。

表示したJR 船橋駅の構内に、ポインターが吸い

多くの学会で手渡される重たいプログラムには

込まれるように入っていったのは感動的であっ

つねづね閉口してきたが、今どきはたいてい事

た。携帯電話が通じる場所であれば、フィールド

前にPDF 版が公開される。それをダウンロード

でもGPS のかわりに使えるであろう。もちろん

してiPad で見られるようにしておけば、検索は

海外での利用も、Google Map と連携しているの

できるし便利なことこのうえない。さらに3 G を

でまったく問題ない。初めて訪問した街でも、国

使えば講演中に気になったトピックをネットで

内外を問わずに自分の居場所がわかるのである。

検索したり、演者の論文をダウンロードしたり
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することだってできるのである。
私はまだ試していないのだが、Keynote（Mac
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れば自分でつくればよいのだが、その方法につ
いては次号以降で具体的に触れる。

版プレゼンテーションソフト）やPDF を用いて

iBook というソフトでは同様に英語の古典も

授業を進めている人もいると聞く。学内なら重

無料で読むことができるし、電子ブックが充実

たいラップトップでも構わないだろうが、移動

している海外からは多くの原書（専門書を含む）

を伴う学外となると、iPad 一つで授業ができれ

を購入することができる。もちろんダーウィン

ばこんなに楽なことはない。

の「種の起源」初版本も無料で入手できる。外
国語の本を読むときには何と言っても辞書機能

iPad の副次的効用

が便利である。意味がわからない単語の上をタ

大量の文献情報に押しつぶされてしまいそう

ップするとその単語がハイライトされ、辞書に

になった私であるが、Papers とiPad の登場でひ

直行することができるのである。もちろん辞書

とまずはその惨劇を避けることができた。今な

だけではなくウェブ百科事典であるWikipedia に

お研究者として論文を執筆できているのは、こ

も直接行くことができる。

の二つの神器無しには考えられない。私の研究

視覚的な楽しみは読書だけではない。You

環境を効率的にしたものは冒頭にも紹介したよ

Tube というソフトを使えば、一気にインターネ

うにまだ数多くあるのだが、それらについては

ットの動画の世界に入っていける。動物の行動

次号以降で触れることにする。今回は最後に、

など興味深い動画も数多く含まれているから研

iPad を導入する副次的効用について述べる。

究にも有用である。さらに、最近になりiTunes

ウォークマンやiPod が音楽の楽しみ方を革命

Store を通じて映画のレンタルや購入が可能にな

的に変えてしまったように、iPad は読書や動

り、数多くの映画をiPad で楽しめるようになっ

画・映画鑑賞の楽しみ方を大きく変えようとし

た。大画面で観る映画もよいが、iPad で観る映

ている。たとえば、iPad には「青空文庫」とい

画はまた優れた別世界であることを付記してお

うソフト（有料）があり、著作権の切れた古典が

く。ちなみにマイケル・ジャクソンのThis is it

無料でついてくる。私は、今さら購入するのが

は、同時代を生きたものとして必見であろう。

はばかれるような夏目漱石や森鴎外の著作をこ

iPad で可能になったこうした「楽しみ」は私

のソフトであらためて読むことができた。もち

の生活にどれだけ潤いを与えてくれただろうか

ろん新刊本もわずかではあるが、日本でも購入

計り知れない。効率的な研究生活は、研究生活

できるようになった。

を効率化するだけではなしえない。研究生活だ

画面で本を読むことに抵抗がある人も、いっ
ぺん実際の画面を見てみるとよい。フォントの

けでなく日常生活もワクワクさせてくれるiPad
は真の革新的デバイスと言ってよいだろう。

種類や文字の大きさは当然のことながら、バッ
クグラウンドとしての紙質や画面の明るさも好

おわりに

みに応じて変更できるから、眼にやさしい電子

次号では書籍のPDF 化 （通称「自炊」
） につ

本がカスタマイズできる。意味がわからない言

いて触れたいと思う。書棚で眠っていた数多く

葉は辞書を使って引くこともできるし、検索機

の専門書が自分のコンピュータ上で生き返り、

能を使えば登場人物が出てきた場面もたどるこ

新たな知の空間が広がることを知ったら、最新

とができる。もちろんこれらの機能は（電子版

のドキュメントスキャナーや裁断機を買わずに

さえあれば）専門書にも使える。電子版がなけ

はおれないだろう。
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ソフトウェア紹 介

『最尤樹推定ソフトRAxML の紹介』
千葉県立中央博物館

はじめに

宮 正樹

え、OTU がこの数になると当時のソフトでは樹

この10 年間における系統解析技術の進歩は著

形探索能力に限界があったし、一応示した最尤

しい。我々の研究グループがミトゲノム全長配

樹（らしきもの）にはブーツストラップ確率も

列に基づく魚類の系統解析プロジェクトを始め

何も示すことができなかった。

てから10 年少しが経とうとしているが、その変

その数年後、2003 年に出版した論文ではOTU

遷をみるとこの世界のあまりの変わりように驚

の数は100 に達した [4]。PAUP の最節約樹探索

。
く（表 1）

にラチェット法 [5] を組み合わせることにより、

2000 年当初、このプロジェクトを開始するに

何とかその場を凌ぐことができたが、形質ベー

当たって、どのようにミトゲノム全長配列を扱

スの解析をこれ以上続けるのはもう限界だろう

えば真の系統に近づくことができるのか検討し

と当時は思ったものである。当然のことながら、

た論文

[1]

では、扱った分類群（OTU）の数は

最尤法を使うことは（当時としては）不可能で、

わずかに8 つ。PAUP [2] を用いた最節約（MP）

PAUP を走らせたとしても、いつ終わるともしれ

法でデータを解析したが、コンピュータのCPU

ない樹形探索をむなしく繰り返していた。

はシングルコアでクロック周波数は1.1 GHz。塩

系統解析の世界でベイズ法が台頭したのがち

基配列長が10 kb を超えたため、いくらOTU が

ょうどその頃である。我々の研究グループも早

少ないと言っても、解析にずいぶん時間がかか

速この画期的な手法を導入し、2003 年に出版し

ったのを覚えている。

た論文のいくつかではMrBayes[10] を用いた解析

その後、2001 年には48 種の魚類ミトゲノム全

結果を示すことができた[11]。系統樹のトポロジ

長配列に基づく系統解析結果を出版した [3]。こ

ーや進 化 モデルの各 種 パラメータの探 索 に

れでも当時としてはかなり大規模なデータセッ

MCMC 法を応用したベイズ推定は、後に分岐年

トで、非力なCPU（シングルコアで1.25 GHz）

代推定に広く応用されることになったが [12]、系

で何とか最節約樹を示すことができた。とはい

統解析においてはブーツストラップ確率と比べ

表1

魚類ミトゲノム（約 16,500 塩基対）分析に基づく系統解析の変遷

発表年

OTU

最適化規準

ソフトウェア

CPU

時間

8

MP

PAUP 4.0b2a

PowerPC G3 1.1 GHz

?

48

MP（ML）

PAUP 4.0b4a

PowerPC G4 1.25 GHz

?

MP

PAUP 4.0b8a

PowerPC G5 2.0 GHz

9 hr

2000

[1]

2001

[3]

2003

[4]

100

2005

[6]

102

ベイズ

MrBayes 3.12

PowerPC G5 2.5 GHz（dual）

数日

2006

[7]

59

ベイズ

MrBayes 3.12

PowerPC G5 2.5 GHz（dual）

数日

2009

[8]

96

ML

RAxML 7.0.4

Intel Xeon 3.2 GHz（quad）

数日

2011

[9]

473

ML

RAxML 7.2.8

Intel Xeon 2.9 GHz（12 core）

59 hr
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て過大な値がでる事後確率をどのように評価す

模データを日常的に扱う我々の研究グループに

るかが問題となった [13]。

とって、現在では欠かせないツールの一つとな

MrBayes が画期的だったのは、塩基配列デー

っている。

タにパーティションを区切ることによって、そ
の内部に含まれる異質性（たとえばコドン間の

RAxML で出来ること・出来ないこと

塩基置換パターンの差異）を考慮に入れた推定

RAxML の現行バージョン（ver. 7.04 以降）は

をできるようになったことであろう。また、計算

大規模データに特化した最尤樹探索ソフトであ

面では並列化が進み、CPU の数が多ければ多い

る。同様のものとしてGarli [16] やPHYML [17] が

ほど計算が高速化した。とはいえミトゲノム全

あるが、これら二つのプログラムは、 ① 最新バ

長配列を使った解析では、OTU が300 を超える

ージョンでもパーティションを区切れない（ただ

と各種パラメータの事後推定値が収束しなくな

し近い将来できるようにするとGarli もPHYML

るなど、発表されてからわずか数年で限界が見

も宣言している）；② 大規模データを扱えると

えてきたことは否めない。MrBayes のバージョ

言っても、最大 200 程のOTU から得られた数千

ンアップが3.1.2 を最後にまったく行われなくな

bp のデータ行列にすぎない；③ 塩基配列とアミ

ったことも、このことと無縁ではないのだろう。

ノ酸（あるいは形態データ）のような混合デー
タを扱うことができない；④ 計算速度はRAxML

RAxML の登場

の10 分の1 以下などの点でRAxML に大きく見劣

こうした中で登場したのが最尤樹推定ソフト

りがする。

RAxML（ Randomized Axelerated Maximum

もちろんRAxML にも出来ないことがある。進

Likelihood）[14] である。アメリカ人の研究仲間

化モデルにGTR （general time reversible; rate

から「ギリシャ人が作った不親切だがすごい最

category = 6）[18] 以外のモデルを使おうとして

尤樹探索ソフトがある」と聞いたのは3 〜4 年前

も、作者がそのような選択肢を用意していない。

だろうか。作者は正確にはギリシャ系ドイツ人

したがって F81（rate category = 1）[19] や HKY

だったのだが、早速ダウンロードして使ってみ

（rate category = 2）[20] などに代表されるよりシ

た。UNIX ベースのプログラムで、自分でコンパ

ンプルなモデルを ModelTest [21] のようなプログ

イルしなければならず、しかもソフトを走らせ

ラムが最適だと判断しても RAxML では使えな

るためには、コマンドラインをいちいち入力し

い。作者の主張するところによると （個人的な

なければならないので使い勝手は悪かったが、

見解と断ったうえで）、すべての進化モデルは

何しろ数百のOTU から得られた1 万を超える塩

GTR のサブモデルであり、尤度を比べれば必ず

基対からなるデータ行列をものともしないその

といってよいほどGTR を使った場合が高く出る

高速性には驚いた。数日後に出てきた結果も、

から問題ないとのことである。もちろん進化速

MrBayes を数ヶ月かけて走らせたものとほとん

度のガンマ補正や不変座位の補正（RAxML の作

ど変わらず、むしろ後で尤度を比較してみたら

者は後者も大嫌い）などは解析に組み込むこと

RAxML の方が高かった。Ver. 7 からは名称を

ができる。

[15]、CPU のマルチコア

では、どれくらいの規模の解析が可能か。マ

化やコンピュータの並列化に対応したり、新た

ニュアルには25,000 のプロテオバクテリアから得

な最尤樹探索法を採用したりするなど、さらな

られた単一遺伝子約1,500 塩基対のデータを一つ

る高速化が図られた。そのようなわけで、大規

の CPU で 13.5 日かけて解析したり、2,100 種の

RAxML-VI-HPC と変え
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哺乳類から得られた50 万塩基対のデータを解析

に直接リクエストするとプログラムに取り入れ

したと記されている。もちろん私はこれほど大

てくれることがある。パーティションを区切る

規模なデータの解析をしたことはないが、現在

オプションやブーツストラップリサンプリングを

472 種の魚類から得られた 15,024 塩基対のミト

パーティションを区切ったまま行う機能などは

ゲノム全長配列をIntel Xeon

2基

私が強くリクエストした後に導入されたもので

（計 12 コアでクロック周波数は2.93 GHz）で構

ある（作者は当初このようなオプションの有効

。この
成されるMacPro で解析している（表 1）

性に懐疑的であった）。MrBayes のように、パ

解析では高速ブーツストラップ1,000 回（−f a オ

ーティションに重みづけを施すことができれば

プション）＋最尤樹探索で平均約 60 時間かかっ

より良いものになると進言したのだが、このリ

ている。 同様の解析を 4 年ほど前の MacPro

クエストはコードをすべて書き換えないとなら

（Intel Xeon Core 2 Duo 2 基の計 4 コアでクロッ

ないからということでRAxML に実装されること

Westmere

ク周波数は3.0 GHz）で行うと100 時間以上かか

はなかった。

る。もちろん結果が得られることと、得られた
結果が最も尤度の高い系統樹であるかは別問題

RAxML はなぜ速くて正確か

であるから注意が必要である。RAxML の作者も

GTRCAT という尤度の概算法を随所に取り入

その辺は心得ていて、得られた系統樹は単に

れていることが計算速度の向上につながってい

best-scoring ML tree だと記している。とはい

るのは明らかである。作者の主張は、系統樹の

え、この程度の規模のデータであればトポロジ

トポロジーこそが大きな尤度差もたらす一番の

ーの探索能力は優れているようで、同様の解析

要因であるから、正確な尤度を求めることに時

を異なる条件で10 回行っても尤度の差は絶対値

間を割くよりも、尤度を高くするトポロジーを

で10 未満である。実際に10 回の解析から得られ

求めることが重要だというものである。RAxML

た10 本のbest-scoring ML tree の厳密合意樹を

がユニークなのは、そのような系統樹を求める

とっても、解像度の悪いところ（ブーツストラ

にあたって（トポロジー探索の）初期樹に遺伝

ップ値が極端に小さいところ）で多分岐になる

的距離に基づく近隣結合樹ではなく、形質ベー

だけである。

スの最節約樹を用いることである。では、その

当然のことながら小規模なデータでもきちん

最節約樹を求めるのにどのようなアルゴリズム

とした結果が出る。先日、大学院の授業で霊長

を用いているのだろうか？ その点について作者

類のミトゲノム全長配列をダウンロードし、そ

は詳らかにしていない。

こから cyt b 遺伝子を抜き出しRAxML 解析（コ

後ほど触れることであるが、RAxML で最も効

ドンをパーティションで区切った最尤樹探索）

果的な使い方は高速ブーツストラップ（BS）探

をデモして見せたが、20 ほどのOTU で100 回の

索法（ − f a）というオプションによる解析であ

ブーツストラップ＋最尤樹探索でわずか83 秒で

る。この手法は次のようなプロセスからなる。

結果が出たのには驚いた（2.53 GHz Intel Core

① BS サンプルから最節約樹を求め、それを初期

2 Duo 上での計算）
。もちろん出てきた結果はリ

樹として最尤樹を算出する；② この操作を複数

ーズナブルなもので、最尤樹探索をほとんど待

回（たとえば1,000 回）繰り返す；③ 得られた

ち時間無しでデモできる時代になったのかと感

BS 樹の尤度を5 本おきに概算（この場合 200 本

慨深いものがあった。

のBS 樹の尤度をBS サンプルではなくオリジナ

また、RAxML で出来ないことがあれば、作者

ルデータを用いて概算； fast ML search）；④
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さらに概算尤度が高いトップ10 のトポロジーに

ーがない環境ではコンパイルできない）
。Mac の

つ い て よ り 正 確 な 尤 度 を 求 め る （ slow ML

ターミナル環境（UNIX に直接入れるインターフ

search）
。私の個人的な経験からいうと、オリジ

ェース）であれば、ソースコードが入ったフォ

ナルデータにのみ基 づき最 尤 樹 を探 索 する

ルダーにディレクトリーを移動し、make -f Make-

RAxML のアルゴリズム（− f b オプション）より

file.PTHREADS.gcc とすることで実行ファイルが作

も、この高速BS 探索法の方がより尤度が高いト

成される（ただしX-code というUNIX のソフト

ポロジーに到達することが多い。同時に（やや

ウェア開発環境をOS のDVD からインストール

過小評価となるとはいえ）BS 確率も算出できる

していないとエラーメッセージが返される）
。プ

のであるから、この方法は大変有用である。

ログラムをより高速化したいときは、Makefile.
PTHREADS.gcc をエディターで開き、CFLAGS

RAxML の基本的な使い方

の ― O のスイッチを2 から4 に書き換えるとよい。

私が日常的に行っている解析をもとにRAxML

また、インテル社製のCPU を実装しているコン

の使い方を概観してみる。いささか不親切な解

ピュータであれば、Intel C++ というコンパイラ

説ではあるが、不明な点はウェブ上の情報を利

ー（試用版を使用期間限定でダウンロードする

用して是非自分の環境でRAxML を使えるように

か別途購入する必要あり）を使うとより一層の

してほしい。

速度向上が見込める。

1） プログラムのダウンロード（ http://www

3）プログラムの保存場所：

kramer.in.tum.de/exelixis/software.html）：

実行ファイル（raxmlHPC-PTHREADS）がで

RAxML は頻繁にアップデートする。現在のバ

きたら sudo cp raxmlHPC-PTHREADS/usr/local/bin/

ージョンは7.2.8 だが、最新のものはソースコー

で UNIX の実行ファイルフォルダーにコピーす

ドしか提供されないのが普通である。したがっ

る。こうすればどこからでもプログラムを呼び

てソースコードをダウンロードして自分でコン

出せる。ただしこのフォルダーにコマンドサー

パイルするのが基本的な使い方である （したが

チパスが設定されていないとプログラムが呼び

ってUNIX の基本的な使い方はマスターしなけれ

出されないので注意すること。これについては、

ばならない）
。RAxML BlackBox というウェブ版

非常に優れたアラインメントソフト、MAFFT

もあるので、こちらを利用するのも一つの手で

[22]

はあるが、最新版を使えるわけではないことや

ment/software/）にわかりやすい解説があるの

（古いバージョンのバグがそのまま残っていたり

で参照されたい。デフォルトで設定されるプロ

する）
、サーバーの使用時間が限定される（ブー

グラムの名称（raxmlHPC-PTHREADS）は長す

ツストラップの回数は100 回に限定）など、さ

ぎるので、私はrax728 などとリネームしてから

まざまな制約がある。Win 版実行ファイルは ver.

使っている。

7.2.6 のものが入手可能である。

4）データの作成：

2）プログラムのコンパイル：

のウェブサイト（http://mafft.cbrc.jp/align-

RAxML は extended PHYLIP フォーマットを

ダウンロードしたフォルダーには計 10 個もの

採用している。オリジナルのPHYLIP のフォー

Makefile が含まれている。今どきマルチコアで

マットはOTU の名称が10 文字以内など非常に使

ないコンピュータの方が少ないであろうから、選

いづらいが、RAxML では256 文字までの名称が

ぶべきものはMakefile.PTHREADS.gcc というフ

使える。FASTA でダウンロードしたデータ（ア

ァイルである（当然のことながらgcc コンパイラ

クセッション番号付き）をそのまま使えるので
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これは便利である。私の場合は、アラインメン
[23]

コマンドラインをファイルとして必ず残し、そ

やMesquite

れをコピーしてターミナル（UNIX）の画面にペ

[24] などのソフトでデータを視覚化し内容を十分

ーストすることによってこの面倒な作業を簡略

にチェックし、② そのファイルをNEXUS 形式

化している。私が使っている代表的なコマンド

で保存した後でBBEdit などのエディターで開き、

ラインを元にいくつかのオプションやスイッチ

③ 各種のNEXUS ブロックを手作業で取り除く

について説明してみよう。

トをとった後に、① MacClade

ことでextended PHYLIP フォーマットを作成し

rax728 -T 2 -f a -x 23803 -p 50141 -# 1000 -m

ている。一見繁雑な作業のようだが、残すもの

GTRGAMMA -s in.phy -q partition.txt -o Aus_aus,

は OTU の数と配列長だけであるから簡単であ

Bus_bus -n out

る。 MacClade やMesquite を用いてPHYLIP 形

rax728 ：これはRAxML のプログラムにつけた

式でエクスポートすると、OTU の名称が削られ

名称である。プログラムを /usr/local/bin/ に置

てとんでもないことになるので注意すること。

かずにデータと同じフォルダーにおくのであれ

5）パーティションの設定：

ば、この部分は ./rax728 となる。

同じ遺伝子の中でも、塩基の置換パターンが

-T 2 ：-T というのはマルチコアのコンピュー

一様でないことは、実際にデータを取り扱って

タを使ったときに設定するオプションである。こ

いればすぐにわかる。たとえばタンパク質コー

こに利用可能なCPU の数を入力する。デュアル

ド領域を座位ごとに独立したものとして扱いた

コアであれば2 を、クアドコアであれば4 を入れ

かったら

ればよい。

DNA, gene1codon1 = 1-1134＼3

-f a -x 23803 -p 50141 -# 1000 ：-f で探索アルゴ

DNA, gene1codon2 = 2-1134＼3

リズムを設定する。17 種類のアルゴリズムが用

DNA, gene1codon3 = 3-1134＼3

意されているが、上述したように実際に使うの

という内容を記したテキストファイルを作成す

はa というスイッチが一番多いであろう。-x は高

れば、各座位ごとに別々のパーティションが設

速ブーツストラップアルゴリズムを呼び出すオ

定され、より現実に即した解析が行われること

プションで、指定された5 桁の乱数（この場合

になる。さらにこれにrRNA やtRNA のパーティ

23803）の下でブーツストラップサンプルを発生

ションが加われば

させる。-p は最尤樹探索の際の初期樹となる最

DNA, gene2 = 1134-1605

節約樹を算出する際に使われる5 桁の乱数（こ

DNA, gene3 = 1605-2180

の場合50141）で、-x と-p にそれぞれ同じ数を指

のようにパーティションを加えていけばよい。デ

定してやれば、異なる解析でも同じ結果が再現

ータにアミノ酸配列や形態データを混ぜること

できるとのことである（作者がプログラムのデ

もできるが、その場合の詳細についてはマニュ

バギングのために使っている）
。- # の後ろの数字

アルを参照されたい。

はブーツストラップの回数になり、高速ブーツ

6）コマンドラインの作成：

ストラップアルゴリズムを使うときには、この

これまでデータファイルとパーティションフ
ァイルの二つのファイルを作成したことになる。

数字が多ければ多いほど、より広範なトポロジ
ー探索が行われることになる。

手入力でコマンドラインを一回一回記すことも

-m GTRGAMMA ：- m で用いる進化モデルを

可能ではあるが、プログラムの作者でもない限

指定する。この他にも不変座位推定を含めた

りそのようなことは無理である。私の場合は、

GTRGAMMAI や、さまざまなアミノ酸モデルが
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用意されている。

（
（A, B, C）
, D, E, Out）;

-s in.phy -q partition.txt ：シークエンスファイ

となり、これをファイル（たとえば constraint.

ルとパーティションファイルを-s と-q で指定す

txt）としてセーブしておく。この制約下での最

る。

尤樹を求めるには、上記のようなコマンドライ

-o Aus̲aus, Bus̲bus ：外群を -o で指定してお
くと、見慣れたかたちで系統樹が出力される。
外群が複数ある場合は、単系統になるような組

ンに ?g constraint.txt というオプションをつけて
最尤樹を求めればよい。
たとえば、実際に出てきた制約付き最尤樹が

み合わせを選ばないと、外群の中でデータ行列

（
（
（
（A , B）
, C）
,（D, E）
）, Out）であるとしよう。

の一番上に記された種のみを用いたルーティン

一方、制約無しの最尤樹は（
（
（A , B）
,（
（C, D）,

グが行われる。

E）
）, Out）であったとすると

-n out ：出力ファイルの名称を指定する。こ
の解析では5 つの出力ファイルが得られるが、そ
の内容についてはマニュアルを参照されたい。
[25]

（
（
（
（A , B）, C）
,（D, E）
）
, Out）;
（
（
（
（
（A , B）, C）, D）
, E）
, Out）;
という2 本の系統樹をNewick 形式で一つのファ

の

イルに記しセーブしておく（たとえば test.tre）
。

ようなソフトでないと系統樹を可視化できない

-f g に加えて -z test.tre というオプションでファ

こともあるので注意が必要である。

イルを名を指定すると、そのファイルに含まれ

大規模なデータの場合にはDendroscope

以上がRAxML を用いた系統推定の基本であ

るすべての系統樹の座位ごとの対数尤度をTree

る。ユーザインターフェースが無いに等しいた

Puzzle [26] のファイル形式で算出してくれる。こ

め最初はとっつきは悪いが、慣れてしまえば少

のファイルはCONSEL

ないメモリーでも動作するし、これほど使いや

きるので、名の知れた統計的検定（KH/SH/AU

すいソフトはない。

；すべて日本人が開発！）はすべてこのソフト

[27]

で直接読むことがで

上で行うことができる。

RAxML の応用
RAxML を使って仮説検定ができる。たとえ
ば、これまで広く受け入れられてきた分類群が、

おわりに
RAxML は進化し続けている。Ver. 7.2 になっ

分子系統樹を推定してみると単系統群として再

てから最尤樹探索能力はめざましく向上してお

現されないことは多々ある。そのような場合、

り、数ヶ月毎にかなり大規模なアップデートが

その分類群の単系統性をトポロジー上の制約と

行われている。私が現在解析しているコイ目魚

して与えた制約付きの最尤樹（帰無仮説）と、

類1,511 種を含む解析でも、驚くほどリーズナブ

そのような制約を与えていない最尤樹を求め、

ルなトポロジーとブーツストラップ値が得られ

両者の尤度を統計的に比較することにより仮説

ているのはこのことの証左であろうか。これも、

検定が可能となる。この場合、帰無仮説となる

ユーザの多様なリクエストに真摯に対応するDr.

単系統仮説は対象となるOTU をNewick 形式で

Alexandros Stamatakis のお陰である。 RAxML

単系統群としてまとめればよい。たとえば、A,

を日本で使っている人はあまり見かけないよう

B, C, D, E, Out という6 つのOTU があり、これ

であるが、今や形質ベースで進化モデルを用い

までの仮説ではABC の3 つが単系統群を形成す

た系統解析が手元のパソコンで簡単にできる時

るとされてきたとしよう。Newick 形式でこれを

代になった。種系統樹の推定だけでなく、分子

記すと

進化研究にも是非利用していただきたい。
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higher-level relationships of the World s largest

また、彼はヨーロッパ進化学会が主催するサ

freshwater

マースクールの講師を毎年務めている。本年は
Phylogenetics ― new applications, pitfalls and
challenges
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『古生物学事典（第 2 版）
』
国立科学博物館

図書
紹介

真鍋

真

【書名】古生物学事典（第 2 版）
【定価】15,750 円（税込）
【刊行】2010 年 06 月 10 日
【出版】朝倉書店
【頁数】B5 版 / 584 ページ
【ISBN】ISBN978-4-254-16265-3 C3544

朝倉書店の古生物学事典（第 2 版）が2010 年 6
月、日本古生物学会の創立75 周年に合わせて刊行

堆積物のデータ解析の発展性や魅力を感じさせて
くれる。

された。第 1 版から約 20 年ぶりに改訂され、項目

筆者の専門とする脊椎動物進化では、近年、
「分

数も約1,100 とほぼ倍増し、第2 版というよりも全

岐学」的手法に基づく系統の理解や分類が進み、

く新しい書籍になった。
「アンモノイド類」
（アン

「両生類」
、
「爬虫類」
、
「哺乳類」などの系統の解

モナイト）、微化石「コノドント」などの絶滅分

釈や分類が大きく変化している。「両生類」は現

類群、巣穴や足跡などの「生痕化石」など、豊富

生種を含む平滑両生類からは想像のできない多様

な図とともに、古生物学事典ならでの内容は期待

性の存在、かつては「無弓類」に分類されていた

通りだ。「シダ類」のように現生種を含む分類群

「カメ類」が「双弓類」に位置付けられたりして

の解説でも、現生種の分子系統図から、化石の多

いる状況は、いわゆる生物学の事典では十分に解

様性や産出時代はもちろんのこと、葉柄の顕微鏡

説されていない内容である。
「生きている化石」は

写真など、最古の化石までの時空的な広がりを感

遺存種として片付けられてしまうこともある用語

じることができる。石川県から富山県にかけて分

だが、ダーウィンによる当初の定義はもとより、

おんまそう

布する第四紀の「大桑層」は、産出する貝類化石

その事例が隠棲的な環境に限定されないことや、

群集の変化から、41000 年周期の氷河性海水準変

集団遺伝学的な見解も言及されている。化石を扱

動、水温の年較差の増大と日射量の年較差の増

うことの無い生物学者にも、是非お薦めしたい事

大、対馬海流の日本海への流入時期など、化石と

典である。
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日本進化学会 男女共同参画 活動報告
Society of Evolutionary Studies, Japan
日本進化学会では、これまで学会員の性別に関するデータを把握していなかったが、この機会
に現在の会員についてのデータをまとめた。また新規入会フォームに性別をチェックする欄を加
えることで男女比の動向を把握し、今後の活動の基礎資料とすることができるようになった。
2010 年9 月現在会員数は約1,300 人（うち25.5 ％が学生会員）であり、女性の割合は全体で16.8 ％
であった。学生会員は、24.6 ％が女性であるのに対し、普通会員の中での女性の割合は14.1 ％で
あった。これは、学術的に近い日本遺伝学会での女性会員の割合と類似した数値であり、有職
者の女性比率が低い傾向が見られた。しかし、2009 年 12 月まで2 期連続で学会長は女性であり、
学会の中で女性のリーダーシップも発揮されてきたといえる。 今後は、学会の意思決定に関わ
る役職や大会での主導的役割に関わる女性の比率など、他の学協会に倣って基礎的データを集
計していく必要があると考えている。
今年の男女共同参画学協会連絡会の活動への参加については、2010 年8 月に開催された「女子
中高生夏の学校 2010 〜科学・技術者のたまごたちへ〜」に協賛団体として参加し、ポスター・
キャリアブースにて

進化生物学：生物進化の歴史や機構を探る

を出展した。女子中高生や

中学校高校の教員に興味を持ってもらえるよう進化生物学の魅力について説明した。今回は、1
名のみの担当でポスターを用いた発表のみであったが、今後は他の学協会に倣ってポスターの前
で何か子供たちが体験できるような実験を準備できたらより効果的であると考えている。
（文責：日本進化学会男女共同参画担当
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