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第 13 回日本進化学会大会（京都大会）の
お知らせ
きたる 7 月 29 日から 31 日にかけて、第 13 回日本進化学会年会を京都にて開催します。
今回の年会は国際分子進化学会（SMBE）との合同ということで、国際分子進化学会に
参加する方はそのまま日本進化学会に参加できる、国際分子進化学会に参加しない会
員でも国際分子進化学会のプレナリーと一部のシンポジウムを聴くことができる形式に
なっています。会員諸氏がこれらのシステムをうまく利用して楽しんでもらえれば幸い
です。大会参加費は一般会員 6,000 円、学生会員 3,000 円を事前登録ですので、かなり
の割安感で国際と国内の両方の学会を楽しめると思います。
会場は京大の時計台だけにしています（29 日のプレナリーは平安神宮近くのみやこ
メッセですのでご注意願います）
。京都の夏の暑さを考えて、屋外の移動はなしで、全
てのイベントを同じ建物の中で行います。目玉は、30 日の夜に予定しているポスター
セッションで、＜納涼ポスターセッション＞と謳い、ビールなどのドリンクと簡単な料理
つきで、サイエンスと会員相互の交流の両方を楽しむ企画となっています。その場でド
リンク代を集めますのでご協力願います。
サイエンスの内容としては、初日の国際分子進化学会のプレナリー（みやこメッセで
す）で、分子進化のトップ・サイエンティストの話しを聴けることも 1 つの目玉です（国
際への参加費は 4 万円ですから、それを払わずにプレナリーを聴けるのはかなりの特典
と思います）
。二日目は、午前は 4 つのシンポ（中立進化 vs. EvoDevo vs. 地球史レベル
進化 vs. メタゲノム解析）が並行しており、どれを選ぶのか頭の痛い内容となっていま
す。昼はランチョンセミナー 2 本で 300 名分の弁当を準備しています。午後は、感覚受
容体進化のシンポと武器甲虫の進化学。そして、総会・東大田嶋文生氏の受賞者講演、
納涼ポスターセッションへと盛り上がっていきます。最終日は、午前は二日酔いの頭
で、脳進化と適応進化のゲノムレベル解析の 2 本と高校生ポスターとなっています。ラ
ンチョンは 150 名分しか準備していませんので早いもの順となります。午後は、学術会
議主催の嶋田・長谷部企画の市民公開講座と協同繁殖のシンポが並行して行われます。
実質、日本進化学会は 1.5 日しか与えられていないので、ポスター発表と一般口演を独
立して行う時間をとれていないのが気になります。希望があれば、一般口演の方もポス
ターを貼ってもらってディスカッションしてもらっても結構です。その場合は阿形まで
前もってご連絡ください。
全てが土壇場ギリギリで会員諸氏にはご迷惑をおかけしていますが、とにかく年会を
楽しむ精神で参加ください。熱い京都でお持ちしています。
第 13 回年会・大会委員長

阿形清和

P.S. 参加登録・演題登録の締め切りは 7 月 9 日深夜 12：00 となっています。奮ってご参
加ください。
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▶▶▶シリーズ「私と進化学」第 1 回◀◀◀

虫から始まり虫で終わる（前編）
「昆虫採集から分子生物学へ」
大澤 省三（初代進化学会会長）
昆虫少年時代

同好会」の存在を知り、早速入会した。間もなく愛

私が少年時代に住んでいたのは名古屋市東区の新

知一中へ入学。ここでもあまり勉強をせず昆虫採集

出来町。あまり豊かではない人たちの住むさびれた

にうつつをぬかしていた。かといって、将来昆虫学

長屋街。すぐ裏手に徳川家由緒の「建中寺」があり、

者になりたいという具体的な考えを持つほど成熟し

高い石垣にかこまれ、それをよじ上らなければ中へ

ておらず、ただ虫が好きだから外のことに目が向か

入れない。人を入れないから中は鬱蒼とした原始林

なかったというべきであろう。
やがて太平洋戦争（当時は大東亜戦争といってい

（？）で、昆虫の宝庫だった。この森で春から秋まで
は甲虫を中心に虫取りに熱中していた。時には、父

、服部さんは勤め先の三井物産
た）が勃発（図1-3）

につれられ、近郊へ “ 遠征 ”した。岐阜県郡上八幡

ビルマ支店へ出向。私に同好会の後を託された。数

へ行ったとき、ほとんど収穫らしいものはなかった

冊の同好会誌は私が手書・ガリ版で出した。会員は

が山道の石の下から当時としては珍しいガロアムシ

50 名はいたと思う。戦争はますます激しくなり、敗

を採集することができ、岐阜の名和昆虫研究所から

戦へと突き進んでいったが、それでも終戦の前年と

発行していた「昆虫世界」に投稿し、掲載された（図

終戦の年の一月にはガリ版会社に頼んで、2 冊の会

。これが私の活版印刷での論文（？）の最初であ
1-1）

。
誌を出した（図1-2）
中学 3 年のころは、軍事工場で最初（3 年生）は週

る。その頃、故服部広吉氏が主宰する「愛知の昆虫

1、2 回働かされたが、4 年になると、登校すること
なく、工場での兵器作りや、その他の重労働を科せ
られた。昼も夜も B29 の空襲で、防空壕へ潜り込む
生活の連続であった。このような事情で、私の中学
での教育は 3 年生までである。動員の間をこっそり
縫って、植物好きの友人と上高地や鈴鹿の山へ虫取
図1-1 中学 2 年（1943）時代に書いた最初の昆虫の報文

りにでかけた。一度は上高地で台風にあい、足止め
されたので、遭難届けが出されたということをしり、

図1-2

著者が編集／発行していたガリ版の昆虫同好会誌

図1-3
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大目玉をくった覚えがある。会誌もそういった間を

集令状が届かず、難を免れた。合格した学友のほと

縫ってだした。当時の採集品は図1-4, 5に示すが、

んどは敵艦への体当たりで散っていった。NHK の

1-4 の 3 種は後に図鑑を飾ったもの、図1-5は私の

あのドラマはよく真実を伝えていて、私は当事者の

採集品が type になったもので、下の 2 種の種小名は

一人だったので、出演者の一人一人を実在の人物に

osawai である。一方、私の身には勤労動員や虫取り

対応させることが出来る。

よりはるかに深刻な事情が持ち上がっていた。昨年

その頃は名古屋の自宅は空襲で壊れ、郊外のさる

8 月 15 日の NHK スペシャル「15 歳の志願兵」をみら

寺に疎開していた。予科練事件の後、私は第八高等

れたかたは記憶しておられると思うが、3 年生以上

。
学校を受験した（この年だけは中学 4 年生で卒業）

で資格のあるものはほぼ強制的に甲種飛行予科練習

受験といっても本格的な入試はなく、面接と作文書

生（予科練）に志願させられ、私もその一人であっ

き程度のもので、八高の数学は日本一難しいといわ

た。名古屋から岩国まで鈍行の列車にのせられ、形

れていたが、数学の苦手の私でも合格できたのは数

式的な試験の後、合格ということになってしまった。

学の試験がなかったからである！出題された作文の

しかし幸いにも当時の混乱で私と、もう一人だけ招

題目がふるっている「茶の湯につき記せ」である。合
格しても、戦争はなお続いていて、数か月は中学生
のまま工場で働き、その後、八高生にはなったもの
の、やはり郊外の小学校に合宿、勤労動員の続きで
。
ある。やがて原爆投下によりついに終戦（図1-6）
やっと母校に帰って講義は始まるとおもったら、終
戦直前の空襲で丸焼け。名古屋から一時間あまりか
かる河和の旧日本軍の建物で講義が始まった。生徒
は勿論、近くの農家などへの下宿である。講義のほ
うは中学 3 年までしかやっていないことは顧慮せず、
昔のままの程度ですると宣言され、事実、最初はほ
とんどの講義は極めて高度であった。とくに数学な
どは全く理解不可能で、事実上卒業までそんな状態
であった。英語を例にとれば、いきなり海外の推理
小説（たしかその一つはチェスタートンだった）を教

図1-4 戦時中に採集したカミキリムシ 3 種で、戦後の図
鑑に使われた標本

科書に使い生徒に訳させる。“ 敵性英語 ”でほとんど
中学時代の My uncle has a good radio set 程度くら
いしか分からないのに、すらすらできるはずがない。
教授曰く「君は it や is も辞書を引くのかね」とか、隣
の学生がそっと教えると「友達とはありがたいもので
すねー」と、にやっとされる、といった具合である。
やがて、河和の建物も火災で消失、一年あまりの

図1-5 戦時中に採集した新種の甲虫。下の 2 種の種小
名は osawai

図1-6
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混沌の時代

後、名古屋へ復帰する運動が功を奏し、もとの場所

最終学年（3 年生）になった年、わが国での発生学

へ戻ることが出来た、河和のときも、名古屋へ帰っ
てからも、数人で生物学の教授、熊沢正夫先生の部

の“ 第一人者 ”といわれた Y 教授の指導をうけること

屋に入り浸りで、先生は何でも好きな生物でやりた

になった。当時の日本、特に名古屋の生物学教室は

いことをやりなさいということだったので、私は勿

発生学＝生物学という雰囲気でそれ以外のことがで

論昆虫採集に専念し、幾つかの結果を和文で数編の

きる雰囲気はほとんどなかった。事実、中根さんも

報文を書いた。折もおり、東大を卒業された中根猛

シーズンになると、モリアオガエルの組織化学を失

彦先生が名古屋大学理学部生物学科へ赴任されたの

礼ながらあまり熱心でなくやらざるをえなかったよ

で、しばしば採集品を持参して同定してもらったり、

うであった。

いろいろ昆虫学の初歩を教えてもらった。ちなみに

折しも、先進国では核酸の重要性が認識されは

熊沢正夫先生は木村資生さんや江上信雄さん（とも

じめたが、日本の生物学界ではほとんど無知であっ

に故人）の指導教官でもあるので、私の 5 年先輩だ

たのは上にのべたとおりである。渡辺格さんや柴谷

が、同じ熊沢門下である。木村さんは、八高時代、

篤弘さんが、外国の論文を広くサーベーして核酸の

熊沢先生の指導で百合の核型分析で立派な研究をさ

重要性をアピールし始めたのがちょうどこのころで、

れ、江上さんはショウジョウバエの遺伝の仕事をさ

核酸研究会を組織し、啓蒙に全力をあげられた。そ

れた。私は母校の火災などで、本来は 3 年間の高校

の当時は、RNA のある所蛋白合成あり、といった程

生活が約 1 年半、中学の正規の期間が 5 年のところ

度の今からみればたわいもない時代で、諸外国でも

を、3 年しかやっておらず、正規の 8 年を 4 年半で駆

いろいろな生物の成長、発生における RNA と蛋白

け抜けたことになる。

合成のパラレリズムをみる研究が盛んにおこなわれ

やがて、八高を卒業し、名古屋大学理学部生物学

ていた。とはいってもリボソーム RNA、tRNA（最初

科へ進んだ。君は昆虫が好きだから、中根君の部屋

、mRNA の区別などはもと
は sRNA といわれていた）

に同居せよ、と主任教授の一言で中根さんから昆虫

より、遺伝子が DNA であることさえ証明されていな

学を学ぶこととなり、ときには一緒に上高地、木曽

かった時代である。Y 教授は RNA に注目したが、そ

福島、鈴鹿などへ採集に同行させてもらった。幾つ

の引き金になったのは、ベルギーの Jean Brachet が

かの和文の報文を単独、または中根さんと共著で書

RNA の発生における重要性を言い始めたことによ

いたり、中根さん担当の日本昆虫図鑑の一部の図と

る。そこで、Y 研究室ではモルモットの組織からとっ

解説書きの手伝いなどをしていた。論文は世界共通

た RNA や核タンパクタンパクを誘導原（オーガナイ

だから英語で書きなさいということで、当時、日本

ザーの代用）とし、未分化外胚葉にはたらかせて神

でほとんどやられていなかったエンマムシの小文を

経組織を誘導するという研究と、オーガナイザーに

英語でまとめ、中根さんにさんざんなおされてやっ

RNA が多いかどうかを定量する研究が主流であっ

とに日の目をみた（図 2-1；右の写真が中根さんの助

た。しかし私は、後者はさておき、前者のようなや

手時代）
。これが私の書いた英語の最初の論文であ

り方には大きな疑問をもっていた。その一つの理由

る。そうこうするうちに、中根さんは西京大学（現

はモルモットの組織にイモリのオーガナイザーと同じ

在の京都府立大学）へ移られ、昆虫をやる人がいな

誘導物質があるとは考えにくいし、たとえ類似のも

くなってしまった。

のがあったとしても、その後をどのように解析したら
いいのか皆目見当がつかなかったからである。私は
このような研究をやる気になれ
ず、教授には幾度となく私の意
見をのべた。そして、どうしても
このような発生関係の研究はや
りたくないので、分子生物学（当
時はそのような名称はなく、細

図 2-1 名古屋大学の学生の時、初めて書いた昆虫の英語論文（右の写真は昆
虫学の指導をしてもらった中根猛彦先生（故）
）
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もろくに勉強していない君はもう手遅れだから、イ
モリがいやなら、別の動物の発生をやりなさい、と
いわれた。私は全く納得出来なかったので反骨精神
を発揮してろくに返事をしないまま退散した覚えが
ある。そのため、Y 教授にとっては次第に私の存在
がうとましくなっていったようである。このころ、2
年下の岡崎令治さんが同じ研究室にいたので、彼と
私はモルモットの腎臓などではなく、イモリ胚からタ
ンパクや核酸をとり、それを分画してアルコールで
沈澱、イモリ外胚葉にうえこむ実験をやった。実験
としてはこの方が正道である。私がタンパクをとり
彼がイモリ胚の手術をやったと記憶している。どこ
かに誘導物質があればそれが真の誘導物質ではない

図 2-2 卒業論文（1951）
。下の図 3 枚は組織化学でイモ
リの卵母細胞の核の alkaline phosphatase 反応で検出さ
れるのは、artefactであることを示した実験

かというねらいであった。ところが、どのタンパク分
画にも多かれ少なかれ誘導能があり、どうもタンパ
クをアルコール沈澱すると本来誘導能のない内胚葉
に由来すると思われるタンパクにも誘導能がでてく

生物教室で実際に研究できるようなことはほとんど

るように思えた。こういう次第で結局この仕事は失

ない。

敗に終わった。私はこれでこの手の研究から手をひ

話しを少し前にもどす。岡崎さんとの研究の前に

いたが、岡崎さんはイモリのオーガナイザーを室温

私には卒業論文を書かねばならない事情があり、そ

でアルコール固定したものでもたしかに誘導能があ

れも発生と何らかの関係が必要であった。当時の

るが、− 20℃のアルコールで固定したものにはまっ

雑誌を見ると、海外での“ 流行 ” の一つは組織化学

たく誘導能がみとめられないことを発見した（1955

で、核 酸が主 体であったが、もう一 つは alkaline

年ころ）
。この結果は、タンパクの変性が少ないよ

phosphatase であった。その理由は、核が強く染色

うなやり方でオーガナイザーを殺すと、誘導能は消

されるので、核酸の代謝と深い関連があるらしいと

えてしまい、つよく変性させると“ニセ”の誘導能が

いうことだが、根拠は薄弱といわざるをえなかった。

でてくると解釈される。この岡崎さんの実験で、私

そこで、両生類（イモリ、サンショウウオなど）を

ははっきりと誘導物質追究がみのり少ないことをさ

使ってこの酵素の発生における分布の変遷を調べる

とった。実際、外胚葉をアンモニア水などでばらば

ことに決めた。酵素の組織化学には凍結切片の使用

らにしたり、カオリンなどを植込んでも神経組織が

が一般的だが、生物教室にはそんなしゃれたものは

できることがしられているから、むしろ種々な外的

ない。しかし生化学では幾つかの酵素はアセトン・

刺激に反応する外胚葉の動的過程の解析こそ本質的

パウダーにして活性を保つことを知り、氷冷アセト

であると感じられた。しかし当時の生物学の進展状

ンで卵や胚を固定し、切片を作って当時盛んに用い

況では、このような複雑な系の解析は不可能で、岡

られた Gomori-Takamatsu 法で、phosphatase の検

崎さんも私も次第に発生学をあきらめることになる。

出を行なった（ミクロトームの刃は自費で買った）
。

事実、その後、この線の研究は何の成果もえられ

ところが、特定の胚組織には反応がでるものの、オ

ず終焉した。教授に楯をついてはみたものの、それ

ルガナイザーに強く出るわけでもなく、核にもほと

ならなにをやったらいいのか当時の私にはわかるは

んど反応がでない。ただ、イモリの卵巣を調べると、

ずがない。そこで、化学の江上不二夫先生の講義を

たしかに卵母細胞の核に反応がでるが、それより

聞きにいったり、アメリカ文化センター、工学部図

周囲の follicle cells の反応は圧倒的に強いことがわ

書室、名市大図書室、理学部化学や数学の図書室

かった。そこで、卵巣の切片を熱処理し、酵素を不

へ足しげく通い、核酸と名のつく論文を片端からコ

活性化したスライドを、熱処理をしない切片と face

ピー（手書きと、後にはタイプライター）した。難し

to face にはりつけ、反応をみると、不活性化した切

すぎて分からないものが多かったし、理解できても、

片の核が見事に染色されることがわかった。要する
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に、反応中に活性のある切片から染色された酵素が

diffuse して、非活性化した核に吸着されると言う
結論をえた。結果としては無駄な実験だったといえ
るが、とにかく、英文で論文を書き、卒業論文とし
た（図 2-2；横の図は上から 1）卵巣の phosphatase
図 2-3

反応；短時間では核にはほとんど反応がでないが

イモリ卵母細胞の発生過程のRNAと蛋白の定量

follicle cells の反応は強い；2）長時間の反応では核
にも反応がでる；3）不活性化した切片を活性のある
切片とあわせて incubate すると核だけに強い染色が
みられる）
。教訓：方法のマニュアルを盲目的に信ず
るな！
私の卒業後は教授が一年アメリカへ出張、私に
とっては勝手放題いろいろなことに手をそめること

図 2-4 太田行人先生（右の写真）がやっておられたミト
リササゲの化学成分の分析の論文

のできた時代であった（ただし実りが多かったわけ
ではない）
。前にも触れたが、世界各地の研究室で
は、組織化学の論文と並行して、RNA とタンパクの

久的に sequencing が可能であることが分かった。

相関関係が、いろいろな生物で調べられているのに

一時、DNA 解析用に大掛かりな冷凍保存が叫ばれ

呼応し、卒業論文の材料として使った卵母細胞の成

たが、これはほとんど無意味で、アルコール、アセ

長過程の RNA とタンパクの消長をしらべることにし

トン中で保存すれば十分である。気になる人は、そ

た。卵母細胞は follicle 組織の中に包み込まれている

れを冷凍庫で保存すればなおいいのかもしれない。

ので、いろいろな stage のものを単離できない。考

Rockefeller 研究所時代

えたすえ、卵巣をアルコール固定し、ビノキュラー
の下で、ピンセットを使いばらすのが効果的である

大学卒業後、文部省特別研究生となったが、翌

ことがわかり、卵母細胞の成熟過程の RNA とタンパ

年 1 月、突然研究生をやめて研究補助員になれとい

クの消長を追うことが出来た（ちなみに、核と細胞

う。教室の都合もあったのだろう。4 月にはいって

質も分離できる）
。こんな研究でも Science に投稿し

助手となったが、遠からず転機がきた。Rockefeller

たら採用してくれた時代で、まさに今昔の感がある

（現 Rockefeller 大学）
Institute for Medical Research

。この外、植物の太田行人さんが、ミトリ
（図 2-3）

の Mirsky（図 3 左；当時は 50 代初め）の研究室への

ササゲの発芽、成長時、いろいろな物質がどのよう

Rockefeller Fellow としての留学である（1954 年）
。

に変化するかを調べておられ、RNA の定量を私にま

ここでは Mirsky のほか Allfrey（図 3 右）と女性研究

かされた（図 2-4；横の写真は太田さん；なお植物の

者 Daly の 3 人だけの小さな研究室だった。なにし

RNA の定量は単純な orcinol 反応 ̶といっても若い

ろ、名古屋大学では組織切片の作り方や、我流の生

ひとは初耳だろうが̶ は orcinol に反応するペント

化学？技術しか身につけておらず、こんなことが一

ザンなどが RNA 分画に多量含まれるので使えない。

流の研究室で通用するはずがない。最初の半年は英

長々と昔話を書いたが、今から見ればほとんど意

語もろくに話せなかったが、Mirsky 先生はそんなこ

味のない研究ばかりであったことは否めない。しか

とはおかまいなく、毎日朝 9 時から午後 5 時まで、付

し、これらの研究の中で私が考案したことが、後年、

ききりでしごかれた。夕方になると、翌日の実験の

オサムシの DNA 系統解析で役立っている。オサム

詳細なフローシート、使用する機具リスト（例えば、

シ（とその他の小動植物）は乾燥標本ではほとんど

5 ml のピペット何本、遠心管何本など）の提出を求

満足な DNA sequencing ができないし、冷凍標本、

められ、細かくチェックされた。これで次の朝から直

酢酸エチル（ほとんどの採集家が使う）で殺した標

ちに実験にとりかかることが出来る。極めて合理的、

本は駄目な場合が多い。そこで、何十年前のアセト

能率的である。しかし半年にわたるこのしごきはか

ンやアルコール固定を思い出し、試してみたところ、

なりきつかった。出勤時間は研究所員全体が厳守

生きたものをこれらで殺し、保存すれば、ほぼ半永

。昼食の時以外はほとんど立ち通しで実
（9：00 AM）
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験をし、帰りには脚がはれるほどだった。
半年後、これからは自由にやれ、というお
許しがでて、その後、1 年半楽しく研究に打ち
込むことができた。ちなみに、この研究室で
は、仔牛の胸腺から分離した核での蛋白合成
と、そのエネルギー源となる ATP 合成で、私
は Allfrey の蛋白合成の研究の一部を手伝いな
がら、もっぱら ATP 合成をやっていた。蛋白
合成も ATP 合成も細胞質でおきることが常識
であったが、分離核ではその両方が核でもおき
るという、ある意味では画期的な研究と見なさ
れていた。その後、蛋白合成のほうは、多分核
膜についたリボソームによるのではないかとい
うことになったらしいが、ATP 合成のほうは追
試した人がなく、私は間違ってはいなかったと
思っている。Mirsky も Allfrey もすでに故人と
なったが、2 人とも本格的な分子生物学（当時

図3 1954-55年にRockefeller Institute for Medical Research
（現Rockefeller University）のDr. A.E. Mirsky（故）の研究室へ留
学。右はDr. V. G. Allfrey
（故）

の Cell Biology）の神髄を伝授してもらった私
にとっての大恩人である。なお、写真の下の論
文は私の留学中に行なった研究の結果である。
帰国後は岩波書店に頼まれ科学文献抄録
の一冊として、
「細胞核」を出版したが（図 4
左）
、 後 に、Mirsky と 共 著 で The interphase

nucleus を書いた（図 4 右）Mirsky は、私の書
いた所をみて、自分の知らないことまでよく調
べた、と褒めてくれた時は嬉しかった。

タンパク合成系の研究の発展

Mirsky は私の帰国に際して、日本では十分
な研究が今のところ出来ないからアメリカに
残ったら、と勧められたが、あの競争の激しい

図4 1958年に岩波書店の科学文献抄31として出版した「細胞
核」
74pp.とMirskyと共著でAcademic PressのThe Cell, Vo1. 2,
Chapter 10に出した総説

アメリカでの研究生活には少々自信がなかった
ので、丁重にお断りした。帰国後、SERVAL の高速

により、分子構造が決まり、Hershey, Chase の実験

遠 心 機、 上 等 の fraction collector、magnetic stir-

で遺伝子が DNA であることが決定的となった。そ

rer、日本では入手困難な試薬など多数を贈っても

の 後 Kornberg らによる DNA polymerase の 発 見、

らったが、これらが、その後の研究にどれだけ役に

岡崎による DNA 合成過程詳細はメカニズムの解明

たったかはかりしれないものがあった（贈り物がくる

（Okazaki-fragment の発見など）によって DNA の研

までは、ちゃちな fraction collector（年輩のかたはご

究は一段落した。私は DNA 関係の研究にはタッチ

存知のいわゆる“ヤジロベー ” 型）
、magnetic stirrer

していなかったので、これ以上詳しく書かない。そ

などは自費で購入してつかっていた。後者は定年ま

（DNA
の間、Crick がいわゆる Central dogma の idea

で何十年も愛用した。

の複製と DNA の遺伝情報は RNA に伝わり、さらに

1950 〜 1960 年は分子生物学の成熟期で、その進

それが鋳型となって蛋白をつくる）をだしたが、こ

歩のはやさは目をみはるものがあった。DNA のほう

のような理論とは独 立に in vitro の蛋白合 成系が

は、私の Rockefeller 時代に Watson, Crick, Wilkins

出 来 上 が り、central dogma の“DNA makes RNA
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makes protein” の経路が確かなものとなった。そ

私どもはまず（1）の問題から手をつけることに決

の立役者はアメリカ Harvard Medical School の Za-

めた。材料はイースト、大量培養の設備などないの

mecnick・Hoagland 一派だが、ほとんど同様の研究

で、階 段の下のスペースを仕切り、100 W の電球

が予算も機器類も乏しい新潟大学の緒方規矩雄の研

を幾つかともして保温培養。化学教室の Sharpless

究室で独立に行なわれたのは、特筆すべきである。

centrifuge をかりて集菌。それを冷凍室内で大型

緒方さんとは、その当時から親しくしていただいて

乳鉢を使い、すりつぶす。アメリカではすりつぶす

いて、定年後松山へ移られてからも研究をつづけら

のにアルミナ・パウダーを使っていたが、日本では

れていたが、数年前亡くなられた。緒方さんは自称

良質のものが入手できない。いろいろ試した結果、

「名ピッチャー」
、私も草野球に凝っていたので、緒

NaOH, HCl で洗浄した石英砂の微細粒がアルミナ

方さんの球を私が打てるかという賭けをしていたが、

よりも使いやすく、より優れていることをみつけた。

実現できなかった。残念！ その後、日本では京都

石英砂ですりつぶしたものを、buffer に suspend し

大学の田代裕、同じく高浪満らがこのラインの研究

て超遠心でリボソームを除き、上澄から phenol 法

に貢献した。これらの研究で、細胞の homogenate

で sRNA fraction をとる。一読すれば簡単に思える

を超遠心にかけてえられるペレットのリボソーム顆

が、重労働の連続であった。このようにしてとった

粒（蛋白と RNA の複合体）が蛋白合成工場であるこ

sRNA

fraction には 大 量 の polysaccharide が 含 ま

と、それとは別に超遠心の上澄を pH5 で処理する

れているので、それを除去する方法を考案。当時、

と沈殿してくる fraction（いわゆる pH5 enzyme）が、

ECTEORA というイオン交換セルローズが、核酸の

RNA と蛋白の複合体で、この蛋白酵素がアミノ酸

吸着、分画につかわれていたので、まず、市販のセ

を RNA に付け、リボソームに運んでそこでペプチド

ルローズを所定の試薬（薬品名など忘却）と反応さ

合成が起きることが明らかとなった。これより前に

せ、ECTEORA を作った。これに sRNA fraction を

リボソームでの蛋白合成のさい、template となる

通すと、sRNA は吸着されるが、polysaccharide は

RNA は 3 つ組のヌクレオチド一種のアミノ酸に対

完全に流しだされる。吸着された sRNA は 0.3M の

応するらしいことが遺伝学的に示唆されていたの

NaClO4 で ECTEORA から外し、アルコール沈殿で

で、Crick は一種のアミノ酸が RNA の 1 塩基座に対

sRNA を回収。このようにしてえられた sRNA 分析

応することはありえず、対応する 3 組の塩基をもっ

用超遠心や電気泳動でも均一である。前者は高浪満

た短い RNA の先端にアミノ酸をつけ、リボソーム

さん、後者は高田健三さんに分析してもらった。分

に運ぶアダプターの存在を示唆した。それが pH5

子量測定は遠心の沈降定数（4.0S）と粘度から朝倉

で沈殿する RNA で、蛋白がその RNA に特定のアミ

昌さんの指導で決定し、分子量 25,000 から 27,000 の

ノ酸をつける酵素（現在の aminoacyl synthetase）

間（約 80 ヌクレオチド長）であることがわかった（図

で あることが 明らかとなった。ちな み に、リボ

。これ まで、Crick は adaptor を 20 ヌクレオチ
5-1）

ソームという名 称は、1958 年に開 催され た First

ド長にみたない RNA と考えていたし、Harvard のグ

Symposium（Biophysical Society）の『Microsomal

ループは 1.8S くらいだといっていたようだが、それより

Particles and Protein Synthesis』で Carnegie Insti-

遥かに長い RNA だった。ただちに Nature に短報をだ

tution of Washington の Richard B. Roberts により

。ところが、direct mail で Journal of Moした（1960）

提唱されたものである。

（JMB）の創刊号のチラシがきたので、
lecular Biology

この段階でもっとも基本的な 3 つの問題が提示さ

contents をみると、Watson のところへきていた Tis-

れた。
（1）生体のタンパクのアミノ酸が 20 種なら、そ

sieres が大腸菌で sRNA の分子量を決めた論文がで

れに対応するアダプター RNA（当時は sRNA とよば

ていることを知った。論文の題も yeast と E. coli の違

れていた。現在の tRNA）は少なくとも 20 種が必要

いだけである。早速、Tissieres にこちらの preprint

である。その正体は？；
（2）リボソーム RNA は分子

をおくったところ、E. coli の sRNA が約 25000 といっ

量からいって、生体の全蛋白の情報量を満たし得な

ても、ほとんど誰も信用してくれない。Yeast で同じ

い。それならどのように多種類の蛋白が合成される

結果がでたので、やっと広く信じてもらえるように

のか？；
（3）20 種のアミノ酸に対応する 3 組のヌクレ

（Watson,
なった、という返事がきた。なお、Wilkins

オチドの具体的は配列の正体（遺伝暗号）は？

Crick とともにノーベル賞をもらった）は私たちの
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tRNA の X-ray Pattern を 見 た い
からというので提供し、その結果
は Nature に発表された。Yeast の

sRNA の 塩 基 組 成 を Dowex-1 の
カラム・クロマトグラフィー（Van

Potter が始めた細胞の可溶性ヌク
レオチドの分析法を私どもが改良
し、正確な塩基組成決定を可能に
した）でみると、A,G,C,U 以外に
幾 つか の nucleotides があり、な
かでも U の derivative らしいもの
がかなり含まれていることが分
かった。リボソーム RNA にはほと
んどない成分である。この U 関連
の nucleotide は細胞全体からとっ

図 5-1 sRNA
（現在の tRNA）の分子量決定（学位論文）

た RNA からすでに見つかってお
り、5th nucleotide といわれてい
たが、Waldo Cohn により構造決
定 が な さ れ た（pseudouridine；

5-ribosyluridine）
。かくして問題
の U-like nucleotide は pseudou-

ridine であることがわかった（図
。そこでの無 細胞系を構築
5-2）
14

し、 C-leucine で と 結 合 で き る

RNA を し ら べ て い る と、pseudouridine を ふ くむ sRNA だ け が
14

C で標識されることが分かった。

つ ま り、pseudouridine は sRNA
にほぼ特異的な成分であるという
14

ことである。当時は C-leucine な
どは簡単に日本で入手できるもの
ではなく、それに isotope を生物
教室でつかうことには強い抵抗が
あったので、研究室の予算では入

図 5-2 sRNA 中にpseudouridine が存在することを最初に示した論文（学位
論文）

手不可能だった。そのころ、私は
酸 ̶その生物学、化学、物理学」を 5 名の共著で出

日本に分子生物学を浸透させるため奔走しておられ
14

る渡辺格さんの手伝いをしていたが、たまたま C

版した。1963 年までの世界の情勢をすべて網羅した

アミノ酸が使いたいといったところ、さりげなくこ

大冊（pp. 517）で江上先生の序文を頂くことが出来

れで買えよと、1 万円札をポケットからだしていただ

た（図 6）
。編集はほとんど私がやったが、広範にわ

いたのは忘れ難く、有り難い思い出である。その格

たる分野の聰纏めであり、未熟な私には荷の重い仕

さんも今はいない。なお、上記の sRNA に関する研

事だった（図 6）
。
次の課題はこの sRNA は当然少なくともアミノ酸

究が私の博士論文となった。
このころ核酸の研究が急速に進み、国内でもそれ

の数の種の混じりであるから、これらを分ける必要

を認識してもらう必要性を感じ、広川書店から「核

がある。私のような生物屋には技術的に限界がある
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ことが分かっていたので、化学で DNA をやってい

施設を開設した。教授

大澤文夫（物理）
、助教授

た竹村彰佑さんに一諸にやらないかと持ちかけたが、

竹村彰祐（化学）
、助手

大澤（生物、後に助教授）

DNA のほうが忙しくて断られた。竹村さんは当時

の布陣であったが、部屋もなく、理学部の既存の教

Maxam-Gilbert の DNA 塩基配列法の基礎の一つと

室へ頼み回り、やっと部屋を確保したが、竹村さん

なった DNA のヒドラジン分解法の完成を目指してお

などは、しばらく部屋無しで苦渋の日々をおくられ

られたのだから、断られて当然である。それとは別

た。それにもっとひどいのは、予算で、総額 100 万

に江上不二夫先生が東大へ移られ、浅野仁子さんが

円。3 研究室で 3 等分し、年間 30 万円であった。こ

分離に成功した ribonuclease Tl をつかって sRNA の

れでは事実上なにも出来ないので、アメリカの NIH

構造決定をやらないか、と名古屋へこられて、われ

や Jane Coffin Foundation へグラントを申請、幸い

われの sRNA をもってゆかれた。浅野さんが始めた

にも両者とも研究を評価してくれて 2 万ドル近くの

が、彼女の事情で打ち切りになったのは残念であっ

研究費をもらい、一応の基礎的設備をととのえるこ

た。かなりの後、アメリカの Holly がアラニン sRNA

とができた。折しも、Y 教授はどういう理由か不明

［これ以降は tRNA（transfer RNA の名称を使う）
］の

だが、突然退職してアメリカの研究所へ転出。日本

全構造を決め、ノーベル賞をもらった。それも江上

をたつ前に、東京の動物学の著名な有力教授連を尋

−浅野の Tl を使って決めたのだから、皮肉としか

ね、大澤だけは日本の理学部生物学教室へは絶対入

言いようがない。その後、三浦謹一郎さんが名古屋

れないでくれと言いおかれたそうである。この話しは

へ赴任、竹村さんらと多数の tRNA を精製し、構造

その有力教授の一人が京大の故 N 教授にはなしたの

決定をされた。私どもの研究がかなり進んでいた当

を、私が N 教授から直接きいたのだから間違いでは

時、Gordon Conference で Holly の講演をきいたが、

なかろう。それかあらぬか、私が後に広島大学へ転

全 tRNA の塩基組成分析のような面白くない話しで

任し、その後、名古屋の生物へかえる機運が同教室

あった。日本での研究がもう少しうまく cooperate し

からもちあがり、引き受けたにもかかわらず、実現す

ていたら、Holly より早く構造決定が出来たと思う

るまでに 5 年の歳月を要した。Y 教授はよほど私がき

と、一抹の無念さを禁じ得ない。

らいだったらしい（その逆もまた真）
。私は彼とのい
やな思い出がトラウマとして残っており、体調の悪い

Messenger RNA 発見の前後

時にはいまだに夢にでてきて悩まされている。

しばらくして、化学、物理、生物学科の教授が台

閑話休題。先に、リボソーム RNA が、かなりヘ

頭する分子生物学の重要性を認識し、分子生物研究

テロでない限り、細胞の全蛋白をコードできないこ

図 6 1963 年までの核酸研究の専門書と江上不二夫先生の序文。518 pp.この本は当時の核
酸に関するほとんどすべての知見が網羅されている。共著者の中で磯、高木両博士は故人
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とを述べた。一方、大腸菌にファージが感染すると、
リボソーム RNA の合成がとまり、新しい極めて代
謝回転の早い RNA が合成されるという事が分かっ
た。この研究はアメリカの Volkin & Astrakan と日
本の渡辺格が独立に見つけたが、渡辺さんが論文に
する前に Volkin らが発表してしまった。この RNA
の塩基組成はファージの DNA を反映しており、大
腸菌のものとはまるでちがう。この研究の後、同じ
系をつかって、Brenner, Jacob, Meselson が決定的
な実験を行い、この RNA こそ、ファージ DNA から
つられ、ファージ蛋白質の鋳型となるもので、mes（mRNA）と命名した。
senger RNA
この発見に刺激されたのが、他ならぬ Watson で、
あれはファージ特有の現象であり、大腸菌を始め、
他の生物に当てはまるか分からない、というのであ
32

る。そのころ、私どもは、大腸菌を用い、 P とト

図 5-3 メチルア ルブミン・カラムによるmessenger
RNA の分析

レイサーとして、リボソーム合成過程の研究をして
いた。短期間の 32P の投与では蔗糖濃度勾配遠心で
みると、確かに典型的リボソームより軽い成分が幾

本 語（Japanese English と 書 か ず に Japanese と 書

つも検出される。私どもは、これらはリボソームの

いてきたのは、いかにも彼らしい）を英語になおし

前駆体と思っていた。同じような実験は Watson の

てやる」といって JMB に掲載してくれた。この研究

所と、アメリカ Carnegie 研究所の Bolton, Britten,

は是非 Gordon Conference で話せというので渡米、

Roberts や、ソ連 の Spirin の 研 究 室 でもやってい

Watson と Harvard か ら New Hampshire の 会 場 ま

た。さる機会に Bolton が私どもの研究室を訪問した

で彼の車に同乗。会議が終わって Harvard へ帰った

32

が、彼 曰く「Watson は kinetics をしらな い。 P で

が、折角ここへきたのだから 1 か月くらい遊んでゆ

ラベルされるのはみなリボソーム前駆体 RNA だ」と

け、ということで、guest house に滞在。研究室を

いう。Spirin たちは、それらの幾つかにネオゾーム、

一つあけてくれて、好きなことをやれといわれ DNA

エオゾームなどと言う名前を付けていた。私たちは

カラムで mRNA を分画する実験をやったが、時間

どうも納得がいかないので、別の方法で mRNA か

切れで終わってしまった。私の隣の部屋ではあの

32

どうかを確かめることにした。まず P を短時間大腸

DNA sequencing 法の開発でノーベル賞をもらった

菌に与え、それから全核酸をとり、メチルアルブミ

Gilbert がコツコツとリボソームと mRNA の interac-

ン・カラムクロマトグラフィー（アメリカの Philipson

tion の実験（だったと思う）をしていた。Watson は

らが他の目的で開発したもの）で分析すると、tRNA

私と同年で、気さくに話しあうことができた。しば

ともリボソーム RNA とも全くことなる第 3 の RNA が

しば member 専用の食堂へ連れて行ってくれたが、

検出され、しかもその塩基組成はリボソーム RNA

彼はトレードマークのノーネクタイ。たわいもない

とは異なり、大腸菌全 DNA の塩基組成に近似して

話しの途中、こちらがハッとするような idea をさり

。ファージ感染
いることが分かった（図 5-3；白丸）

げなく口にする。やはり彼は天才だなと何度も感じ

菌でも同じような、しかしファージの DNA の組成

た。ある日、Carnegie グループが主張していた P

とほぼ同じ RNA が検出された。このほかのかなり

投与短時間でラベルされる例のリボソリーム RNA の

32

広範な実験から、問題の RNA はリボソーム RNA の

前駆体説は撤回したのか、ときいたら、Oh, no, but

前駆体ではなく、mRNA であることが強く示唆され

they will understand slowly と全く問題にしていな

た。早速論文を書き、Watson に送って JMB に出し

かった。事実、その後、Carnegie グループからこの

てくれるよう頼んだところ「これは非常に面白いか

点に関して、全く無音になった。Watson の研究室

ら JMB にのせる。ただし Introduction のお前の日

には多数の研究者、院生がいたが、ほとんど指導し
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ない。院生が私のところへきてしばしば愚痴をきか
されたが、Watson がなにげなくふっと言った会話の
中の idea をとらえ、理解して、実行するかどうかが
問題で、天才の下で働くのにはそういった覚悟が必
要なのであろう。事実、initiation codon が f- メチオ
ニンであることなどは、彼の何気ない会話からでた
そうである。なお、この時は彼等がノーベル賞をも
らう前の話しである。私達がだした mRNA の話しと

図8-2 Annual Rev. Biochemistryの依頼で書いたリボソー
ムの総説

ほぼ似た論文が、同じ雑誌にでているのをみて驚い
た。フランス・パスツール研究所の Gros らのもので
ある。あとで聞いたところ、Spiegelman のところで

分離、精製はすでにどこでもできる方法として確立

も誰かがやっていたが、大澤らは我々の真似をした

されていたが、問題は蛋白である。一次元ゲル電気

と言っていたそうである。私は彼のところのことは

泳動でみても少なくとも 40 種以上もあるが、分解能

全く知らなかったし、迷惑千万な話しである。同じ

も劣悪で、しかも、それぞれの蛋白を単離する事が

ようなフィールドでは、独立に同じことを考えるこ

困難である。私達は、先ず 50S と 30S リボソームを

との証左であろう。tRNA の時も Tissieres と私達が

分け、それぞれから蛋白を分離、carboxymethyl-

全く同じことを独立にやっていたこともそういった

cellulose（CMC）カラムで各蛋白を分離することか

ことの例といえる。

ら始めた。CMC は例によって手製である。その結

さて、順序からいえば、mRNA のどの 3 組がどの

果、50S は少なくとも 20、30S は 17 のピークに分離

アミノ酸に対応するかという遺伝暗号の話しに移る

さ れ、50S 蛋 白 は 50-1 〜 50-20；30 は 30-1 〜 30-17

べきであるが、話しの都合で暗号は後回しにして、

と名付けた（不確実なピークは除外；後編図11-1参

リボソームの研究にふれる。

照）
。このカラムでは分離不可能の蛋白ピークがあ
り、現在では 50S は〜 34 種、30S は 21 種の蛋白か

リボソーム研究ブームの到来

らなることされているが確定的でないものもある）
。

mRNA 研究が一段落したのにつづき、蛋白合成

当時は、世界各地の研究室でカラムクロマトグラ

の場であるリボソームの研究ブームの到来となる。

フィーが試みられたが、分解能からみると私達のも

なにぶん極めて複雑な構造体のため、研究内容も

のがもっとも優れていると自負している。話しが前

多岐にわたり、とても一研究室だけでは手におえる

後するが、後にドイツの Wittmann らが 2 次元電気

ものではない。大きく分けると、
（1）リソームの構

泳動で蛋白の分離を行い、世界各地の研究室で勝手

成成分（RNA、リボソーム蛋白）の分離、精製法の

な名前をつけていたものを 30S は S1 〜 S21；50S は

（2）リボソーム RNA と蛋白の一次、高次構
確立＊；

L1 〜 L34 という共通名称に統一することを提唱、現

（4）
造；
（3）リボソームにおける構成成分の配置；

在にいたっている。
14

＊

リボソームの合成過程 ；
（4）分離したリボソーム

次はリボソームの合成過程の解析である。 C- リ

RNA と構成蛋白からの活性をもったリボソームの再

ジンで短時間ラベルした大腸菌の無細胞抽出液を

構成；
（5）リボソーム RNA と蛋白遺伝子の遺伝子

特殊な方法でリボソーム蛋白以外の可溶性蛋白を

＊

除去し、蔗糖濃度勾配遠心にかける図 7-3 のような

（6）抗生物質耐性菌とリボソームとの
マッピング ；
＊

＊

（7）リボソームの多様性 で、研究グループ
関係 ；

パターンがえられる（●がラベルされた蛋白）
。これ

はほとんど全世界に乱立？したという盛況ぶりであ

らをさらに細かくわけて、再遠心すると、例えば図

る（＊は我々の研究室で手がけた課題）
。図 7-1は現

7-4 が得られ、その I からは図 7-5 のように、40S 成
分が精製できる。同様に 4 の〜 30S も精製できる。

在認められているリボソームの組成をしめす。
リボソームの研究を始めてしばらくの後、広島大

これらの成分は 23S rRNA を含むから、50S リボソー

学原爆放射能研究所生化学部門の教授だった柴谷

ムの合成の前駆体と見なしうる。これらのピークを

篤弘さんからの誘いで、彼の研究室へ移籍し、名古

CMC カラムで分析すると、図 7-9 のように、rRNA

屋での研究を継続した。（1）のリボソーム RNA の

と結合している蛋白のみが検出できる。図 7-8は〜

12
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30S、図 7-9は 40S 成分の蛋白組成である（矢印は欠

兼太郎・寺岡宏さん（故）
（図 8-7）と密接な共同研究

除タンパク）
。これらや他の解析から、50S リボソー

。主としてエリスロマイシン
をおこなった（図 8-3）

ムの合成は図 7-10 のような中間体を経由し、特定

（EM）との関係に重点をおいたが、私たちが別に進

の蛋白を RNA に結合しながら完成すると結論した。

めていたリボソーム蛋白の遺伝子マッピングの研究

30S リボソームの結果は省略。

でさらに幾つかの別の抗生物質に関与する蛋白を同

抗生物質とリボソームの関係は数カ所の研究室で

定した。そのころまでのマッピングの結果の詳細は

進められていたが、私たちは、塩野義研究所の田中

図 8-4を参照されたい。さて、幾つかの EM 耐性菌

図 7-4, 5 40S, 32Sの前駆体の存在をしめす。図 7-5は
40Sの精製

図 7-1 大腸菌リボソームの構成

図 7-2 大腸菌 50Sリボソームの生合成の研究」の論文
のタイトル
図7-8, 9 32S, 40S 前駆体に50Sリボソームに存在す
るリボソーム蛋白（矢印）が欠除していることを示した図

図 7-3

図 7-10 上の結果とその他の解析を考慮した50Sリボ
ソームの合成経路。詳細は本文参照

14C-lysineでラベルしたリボソームの前駆体
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のリボソーム蛋白を CMC カラムで調べると 50-7（現
在の L4）の流出位置がずれているし、ペプチド分析
でもアミノ酸組成の違いが証明された。これらのリ
ボソームは EM との結合能がほとんどないか、著し
く弱い。このほかの抗生物質耐性菌のリボソーム・
タンパク質の変異についても、かなりのものについ
てしらべ、遺伝子座をきめ、抗生物質ごとに耐性決
定蛋白がことなることが分かったが、細かい結果は
省略する。なお、当時は抗生物質が直接問題の蛋白
と結合することによって蛋白合成を不活性化すると
考えられていたが、最近の研究では、抗生物質は直
図8-7 田中兼太郎博士（左）と寺岡宏博士（右）

接 rRNA の特定部分と結合し、その立体構造を問題
の蛋白が支えていることが分かったようである。し
たがって、耐性菌で抗生物質が結合できなくなるの
は、その蛋白に結合している rRNA の立体構造が構
成物質と結合出来ないようになるためということに
なる。

1965 年ころから始まったリボソーム・ブームにと
もない、一年に 2 〜 3 回の国際的ミーティングが世
界各地で開かれた。私はその度に呼び出されほと
んど出席したが、1、2 のものは断らざるをえなかっ
た。写真をとったり、記録を残すことの好きでない
私のつたない記憶では、つぎのようなリボソームの
ミーティングやシンポジウム開かれた（順不同、年
度も不確実なので省略：コロラド大学；ベルギー
（EMBO）; スイス・モントルー付近；ウイコンシン大
学；ニューハンプシャー（ゴードン・コンファレンス
の一部）
；コールド・スプリングハーバー研究所（2
回）
；ブルガリア（欠席）
；ハンブルグ；スウェーデン

図8-5
ウム

；マルセイユ（EMBO）
、その他
のヨテボリ（EMBO）

図8-3

Wisconsin大学で行なわれたリボソームのシンポジ

塩野義研と共同で行なったエリスロマイシン耐性大腸菌リボソームの研究
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［EMBO は European Molecular Biology Organiza-

の Max-Planck Institut füer Molekulare Genetik
（MPMG）の Wittmann の グ ル ー プ で、 規 模 か ら

。
tion］
このリボソーム・ブームの立役者はウィスコンシ

いってもとても日本の小研究室の及ぶところではな

ン大学で、Khorana（ノーベル賞受賞者）の後をつ

い。野村さんは idea や実験技術の点でぬきんでて

いだ野村真康さんのグループと（図 8-6）とドイツ

いて、一流のスタッフを揃えているし、Wittmann

図9-2

図8-4 Cold Spring Harbor Lab.で行なわれたリボソーム
のシンポジウム。類似のテーマ（リボソーム遺伝子のマッピ
ング）で研究していたSypherd（Univ. Calif., Irvin）との共著
論文

所長のH.G.Wittmann博士（故）夫妻

図9-3
士

留学中の寺岡宏（故）博

図9-4 A. Böck（当時MPMG）へ
きていたが、後にミュンヘン大学
教授となり、後世に残るセレノシ
ステインの研究で著名。ライン河
のほとりにて

図8-6 当時のリボソーム研究の
中心の一つであったWisconsinグ
ループを率いた野村真康博士

図9-5, 6 Knud NierhausとR. Brimacomb（イギリスから
留学）
。ベルリン郊外の池でのセ̶リング

図9-1 リボソーム 研 究のメッカの一つであったMaxPlanck für Molekulare Genetik（MPMG）

15

日本進化学会ニュース July 2011

図5-4

Messenger RNAの研究と同時に開始した主としてわれわれのリボソームの研究の総説

のグループは一つの研究所をほとんど独占してお
り（図 9）
、潤沢な研究費と世界各地から人材を集
め、研究を推進していた。私は 1974 年、客員教授と
して招かれ、半年滞在したが、豊富と研究費とその
規模の大きさには驚嘆を禁じえなかった。図 9-2は

Wittmann 所長夫妻（所長は故人）
、図 9-3は寺岡宏
さん（故）
、図 9-4は当時 MPMG へ来ていた August

Boeck で 図 9-5, 6は K. Nierhaus と R. Brimacomb
（イギリスから来ていた）
。MPMG が裕福だと言っ
ても、Wittmann 自身は不要となったコピー用紙を
小さく切って裏をメモ用に使うという節約ぶりで感
心した。ただし、所員がそれを見習っていたかどう
かは別問題であるが。Wittmann の部屋の書棚をみ
ると、Reitter の Fauna Germanica（ドイツの甲虫研
究のバイブルだった）が並んでいるではないか。そこ
で、あなたも昆虫が好きなのかと尋ねたら、大学の
時に使ったもので、カラー図版は誰かが持っていっ
てしまったが、ほしければあげるよ、といって図版な
しの 3 冊をもらった。いまでも大切に保存している。

図10 セ ミ ナ ー の Proceedings（Univ. Tokyo Press/
Elsevier）
, 669 pp

私達のグループも度々人の入れ替わりがあり、小
規模な研究室ではあったが、そこそこの研究をして

どのような事情からかわすれてしまったが、王子

いると自負していた。しかし、いまとなって考えて
みると、しょせんお釈迦様の手のひら上の孫悟空で、

国際セミナーの開催をたのまれ、小関治男（故）
、内

同等または、よりすぐれた研究が山ほどあり、one

田久雄（故）
、由良隆さんらと北海道・苫小牧で「Ge-

of many にすぎなかったようである。なお私はこの

netic and evolutionar y aspects of transcriptional

間、幾つかの総説を書かされたので、それほど捨て

and translational apparatus」と 題 し て 1979 年 8 月

たものでもなかったかもしれない（図 5-4，図 8-2な

31 日から 9 月 5 日にかけて約 50 名の世界の著名学者

ど）
。後者は、Waldo Cohn が名古屋の研究室へ来た

を招きシンポジウムを開催した。この時の特別講演

際、頼まれて書いたものだが、英語の総説などとて

者は野村真康・木村資生博士であった。この時の

もかけない、といったら、ノーベル賞受賞者の某大

Proceedings は University of Tokyo Press/Elsevier

先生の英語などは、英語かどうか分からないほどひ

から 669 pp. の大冊となって発行された（図10）
。
（以下次号へつづく）

どいから大丈夫と言われた事が忘れられない。
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第 1 回「研・人 」インタビュー

Walter M. Fitch アワード受賞者：
土松隆志（チューリヒ大学）

近年ではパソコンやソフトウェアが進歩して研究

だいたトークのうち、受賞前が半年で 3 回、受賞後

者の代わりに計算や解析を自動化してくれる機会も

が残り半年で 8 回なので、ずいぶん増えたと感じま

多々ありますが、考え、ひらめき、時には苦悩しつ

す。
研究室訪問やセミナー発表などを通じていろ

つも新しい研究分野を切り開いていくのは常に「人」

荒木

の仕事です。ここでは近年国内・外を問わず際立っ

いろな人と意見交換し、交流が広がることは研究

た業績を上げられた研究者に、その研究動機や過

者にとっては大きな財産ですよね。受賞に関しては

程、今後の展開などについて伺ったインタビューの

周りの反応も大きかったと思いますが、土松さんに

レポートです。

とって最も印象深かった反応というのは？

今回の「研・人インタビュー」は昨年、フランス・

土松

多くの方に研究を知っていただけたことはも

リヨンで行われた Society for Molecular Biology &

ちろん嬉しかったですが、進化遺伝学者の Deborah

Evolution（SMBE）の年 会で日本 人としては 1995

「誰よりこの人に自分の研究を
Charlesworth など、

年の太田博樹先生以来、史上二人目の Walter M.

知ってもらいたかった」という何人かの偉大な先人

Fitch アワード受賞者となられたチューリヒ大・土松

と出会い、受賞へのお祝いの言葉と研究への評価を

隆志さん（以下敬称略）へのインタビューです。

頂いたのは、本当に嬉しかったですし、研究を続け

（インタビュアー：荒木仁志）

ていてよかったと思いました。思えば、私が学部生
の頃最初に精読した論文が Doborah Charlesworth

荒木

まずは改めてアワード受賞、おめでとうござ

の難解な理論論文でした。感慨深いです。

います。学会年会が去年の 7 月でしたから、あれか

荒木

土松さんらの植物の自家和合性進化に関する

ら半年以上経ったことになります。受賞の前後で何

研究論文は 2010 年、4 月のネイチャーに発表されま

か特に変わったことがありますか？

した（下記参照）
。論文が出た際の反響も大きかった

土松

ありがとうございます。受賞を通して多くの方

と思いますが、土松さんが考える、この研究成果の

に私たちの研究を知っていただくことができました。

最も大きな進化学上の意義というのはどのようなも

変わったこととして特に感じるのは、国内外の招待

のでしょうか？

講演の機会が増えたことです。2010 年に呼んでいた

土松

私達の研究のテーマは、シロイヌナズナとい
う植物における自殖の進化です。自
殖は自己の花粉と胚珠による交配で
すが、多くの種において自家不和合
性という自殖を防ぐ遺伝的な性質が
知られており、自殖が進化するため
には、この自家不和合性が不活性化
して自家和合性になることが重要で
す（図参照）
。自家不和合性は花粉側
因子と柱頭側因子の特異的な相互作
用によって起こりますが、私たちは、
花粉側因子に生じた突然変異がシロ

図 シロイヌナズナにおける自家不和合性から自家和合性への進化
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献したことを明らかにしました。自家和合性など、

荒木

適応形質の進化に直接関わった突然変異を分子レベ

ルに論文を載せることは目標であり同時に大きな壁

多くの研究者にとってトップランクのジャーナ

ルで同定できた研究例はまだ限られています。適応

でもあります。この論文を書いている時に特に気を

進化を担う突然変異が一般にどのような性質をもっ

つけたこと、気を使ったことなどがあれば教えてく

ているのか。この問いは、進化遺伝学の長年の課題

ださい。

のひとつです。今後、同様の研究が他の種でも行わ

土松

この種間交配をはじめ、ある程度コアとなる

れることで、自家和合性という適応形質の平行進化

データが出揃ってからが大変でした。論文を書き始

が一般にどのような突然変異によってもたらされる

めたは良いものの、書くなかで気付かされるデータ

のか、明らかになってくると思います。

の穴も多く、結果として様々な「詰め」の実験が必

荒木

そもそもこの研究を始められたきっかけは？

要になりました。大学院修士課程の頃にも専門誌に

土松

2005 年にウィーンで開催された国際植物学会

一本原著論文を出版したのですが、今回の論文の準

議（International Botanical Congress）に お い て、

備には桁違いの労力が必要でした。結果がある程度

現在の受け入れ教員である清水健太郎さんと知り

見えてからの作業なので、必ずしも楽しいことばか

合ったことは大きなきっかけです。当時修士課程の

りではなかったのですが、誰しもを納得させるデー

大学院生だった私は、適応形質の遺伝的基盤を明

タを出すという意味で必要なプロセスだったと思

らかにするような研究をしたいと考えていましたが、

います。また、ネイチャーのような週刊誌において

うまい手掛かりを掴めずに悩んでいました。清水さ

は、カバーレターで自分たちの研究をエディターに

んはもともと発生遺伝学の研究で学位を取得されま

アピールすることも非常に重要です。研究をわかり

したが、進化学・生態学への興味も強く、自殖の進

やすく要約し、この研究が分野のホットトピックで

化の遺伝的背景についての研究をはじめられていま

あること、今後多いに引用されるポテンシャルがあ

した。ちょうどスイスで独立したポジションを得よう

ることなどを、限られた字数制限の中で精いっぱい

とされている頃で、一緒に自殖の進化の研究をして

宣伝する必要がありました。細かい文章表現のひと

みないかという話になりました。

つひとつ、図表のデータのひとつひとつにこだわり、

荒木

それが海外研究留学のきっかけともなったわ

最終的に出来上がった原稿は、まさに「結晶」とも

けですね。ところでこの研究結果がこれほどイン

呼ぶべきものでした。このプロセスは、本当に自分

パクトのあるものになる、と確信されたのはいつで

の力だけでは不可能なもので、経験豊かな共著者の

しょう？ また、研究成果を得る上で一番困難だっ

方々のサポートがあってこそのものでした。心から

た点は？

お礼を申し上げたいです。

土松

この研究のコアとなった解析のひとつが種間

荒木

今回の受賞当日の様子をツイッターで公表さ

れていますね（下記参照）
。大きなステージで 8 人も

交配実験でした。自家不和合性を持つ近縁種のハ
クサンハタザオの花粉と自家和合性のシロイヌナズ

の最終選考通過者の中から受賞者 1 人を選ぶための

ナの柱頭の交配から、シロイヌナズナの柱頭側には

口頭発表、かなりのプレッシャーだったと思います

依然として自家不和合性の機能が残っていることを

がどのようなお気持ちでステージに上がられました

示した実験です。このことは、自家和合性の進化に

か？

関わる突然変異が柱頭側ではなく花粉側の因子上に

土松

シンポジウムは朝 8 時半からだったのですが、

あることを示します。最初に予備実験を行った時、

会場にいくとすでに最終候補者たちが集まっていま

はっきりと自家不和合性反応を確認され、清水さん

した。審査員の ひとりの Michael Lynch に「やあ、

と「ネイチャーに出せるかもしれない」と喜んだのを

君たちが Fitch Prize のファイナリストだね」と声を

覚えています。ただ、当時私はろくに掛け合わせの

掛けられ、ああ、あんなビッグネームに審査される

経験もなく、ピンセットの使い方にすらだいぶ不安

のかと、さっそく緊張が高まりました。8 人の最終候

があり、私自身この結果には半信半疑でした。その

補者のうち、私の順番は 7 人目でした。シンポジウ

後数か月かけて追試を行い、無事結果が再現された

ムが始まり、どの候補者も素晴らしい研究内容・高

ときには、自分たちが新しい事実を手にしたことを

いプレゼン能力で、緊張が頂点に、というより、も

確信したと同時に、心の底から安心しました。

う自分が場違いなような気がして帰りたいとすら本
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気で思っていました。6 人目のトークが始まった時点

ひとつが、東大日光植物園や大学のキャンパスを

で、会場の外に出て深呼吸をしたら少し落ち着きま

フィールドに、マルハナバチの訪花行動を適応の観

した。最後は、この場所に立てるだけでも儲けもの

点から観察するというものでした。もう夢中になっ

だと言い聞かせ、ステージに上がりました。

て来る日も来る日も友人たちとマルハナバチを追い

荒木

他の候補者の発表を聞いて感じたことは？

かけていましたね。実験デザインも滅茶苦茶、サン

土松

どの講演も素晴らしかったのですが、中でも

プルサイズも不十分な「研究もどき」でしたが、それ

印象に残ったのはスタンフォード大学 Kingsley 研究

でも野生の生物を使って仮説構築・実験・検証など

室出身の Frank Chan でした。彼はイトヨの腹の棘

の「科学研究」ができる学問があるんだと知れたこ

の適応的な喪失の分子基盤に関する研究で学位を

とは大きな収穫でした。そこからは進化学・生態学

取ったのですが、その仕事は 2009 年にサイエンス

にのめり込みました。その後いろいろと勉強するに

に出版され話題になったので、ご存じの方も多いか

つれ、適応進化の研究のためには、その形質の遺伝

もしれません。彼の発表は、研究の内容自体はもち

的背景をきちんと押さえることが重要だと考えるよ

ろんのこと、自分の問題意識を非常に根本的なとこ

うになり、最終的に分子遺伝学のモデル生物である

ろから丁寧に説明しており、かなり圧倒されました。

シロイヌナズナに行き着きました。という経緯なの

同時期に近い分野で学位を取得した人の中にこうも

で、研究室でピペットマンを持って実験するのもい

優れた人がいるものかと、多いに刺激を受けました。

いけれど、野外生物学に取り組みたい気持ちも強い

彼は現在隣国ドイツのマックス・プランク研究所で

です。
この仕事に限らず、研究を進める上で土松さ

ポスドクをしていることもあり、その後も時々会う

荒木

機会があります。同世代の優秀な研究者と知り合い

んが最もこだわっている点はなんでしょう？

になれたのは、Walter Fitch 賞にチャレンジして良

土松

かったと思うことのひとつです。

と思っています。実証研究は、実験室内の生理学的

荒木

いま振り返ってみて、土松さんが受賞者に選

実験でも、野外での生態学的フィールドワークでも、

ばれた最大の要因はなんでしょう？
土松

実際の生物を用いた実証研究にこだわりたい

あるいはコンピューター上でのゲノム解析でもいい

最大の要因は間違いなく研究の内容だと思い

と思うのですが、実際の生物のデータから得られる

ます。自殖の進化は植物進化学の古典的な課題の

発見以上に面白いことはないと信じて研究していま

ひとつですし、分子集団遺伝学的解析・種間交配

す。既存の理論を可能な限り気にしないで、目の前

実験・形質転換実験と重厚なデータを揃えてネイ

にある生物のデータを素直に表現する枠組みを考え

チャーに掲載させていることは、私の中で確かな自

ることを意識したいと思っています。私は、理論モ

信でした。英語はとても苦手で、他の講演者の流暢

デルもつくってきましたし、これからもやりたいと

な英語を聞くにつけ、これは不利に働く要因かもし

思っていますが、あくまで実証研究にヒントを得た

れないと思っていましたが、結果として問題ではな

着想をもとにモデルを作って、うまく実証研究と連

かったということですね。英語に苦手意識のある日

携させていきたいと思っています。

本の若い学生・研究者の方は多いかと思うので、こ

荒木

こは強調したいところです。

とは思いますが、個々の生物を扱う以上、その生物

最適な研究スタイルというのは人それぞれだ

これまでも植物を用いた研究をされています

をしっかり観察して理解に努めるはとても大事です

が、もともと植物に興味があってこの道に進まれた

よね。ところで土松さんは昨年、博士号も取得、ご

のでしょうか？

結婚と公私共に大きな変化があった年だったと思い

荒木

進化学研究に携わるようになった

動機を教えてください。
土松

ます。生活リズムにも変化がありましたか？

中学・高校の頃から山登りが好きで、何らか

毎日

の生活の中で留意していることがあれば教えてくだ

の自然に関わる仕事がしたいと漠然と考えていまし

さい。

た。はっきりとこの道を志すようになったのは、学

土松

部生の頃の講義と実習がきっかけです。東大の伊

なりました。ヨーロッパの研究者は、たいてい夜は

藤元己先生・嶋田正和先生が担当されていた「野外

早くに帰りますし、週末研究室に来ることもほとん

生物学」という実習があったのですが、このうちの

どありません。私もその生活スタイルを見習ってい
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るのですが、彼らはそれでも質の良いアウトプット

たりといったことがよくありました。日本の多くの大

をし続けられるので、その術を知りたいと思ってい

学で普通にみられる光景だと思いますが、そういっ

ます。まだ答えは出ていませんが、ひとつ気づいた

た感じはここにはあまりなく、少し寂しく思うことは

ことは、彼らは分からないことがあったら詳しい人

あります。ただ、学部生・修士課程の頃から海外に

を見つけてどんどん尋ねているということです。日

来ていればあるいはだいぶ違った印象を持ったのか

本だったら「ちゃんと自分で調べたのか」と怒られそ

もしれません。
今回の受賞で世界で通用する研究者であるこ

うですが、そういうことはあまりなさそうに感じま

荒木

す。その道のスペシャリストを見つけて適切なイン

と立証されたわけですが、研究を行う環境に特にこ

プットを得る、そのためのフットワークが軽いなと

だわりがありますか？

思う人が多いです。

な研究環境とはどのようなものでしょう？

荒木

ちなみに土松さんご自身の休日や週末の過ご

土松

し方は？
土松

土松さんにとっての理想的

日常的に有意義な議論をできる環境が理想で

す。チューリヒにはチューリヒ大学、スイス連邦工

旅 行に行ったり山を歩 いたりしています。

科大学（ETH）という 2 つの総合大学があり、進化・

チューリヒは自然豊かな街で、近郊に残された森林

生態関係のセミナーは各所で頻繁に開かれていま

を散策するだけでも楽しいです。

す。また、さきほども述べたとおり、ヨーロッパ各

現在所属されているチューリヒ大はドイツ語

国との交流もごく日常的です。なお、有意義な議論

圏にあります。日常生活において言葉や文化の壁を

をできる環境という点では、大学院時代にお世話に

感じられることがありますか？ また、土松さんに

なった東大駒場キャンパスも同様に刺激的でした。

とっての海外研究のメリット、デメリットとはどのよ

当時同じく大学院生だった土畑重人さん（現琉球大

荒木

PD）と、約 4 年間に渡って「駒場進化セミナー」とい

うなものでしょう？
土松

うセミナーシリーズを運営していました。月 1 回くら

チューリヒは外国人比率が高い国際都市なの

で、基本的に英語をある程度話せれば大丈夫です。

いのペースで東京近辺の若手研究者を招待して研究

ただ、役所・大学などの書類はドイツ語であること

セミナーを開いていましたが、毎回のセミナーでの

も多く、少しでもドイツ語を使えると生活に相当役

深い議論を通して、多くの若手研究者と交流を深め

立つことは間違いないです。オランダやドイツなど、

ることができました。理想的な場所に身を置きつづ

英語を母語としない他のヨーロッパ諸国でも、似た

けるためには、ある程度自分自身で動いて周りを巻

状況なのではないかと思います。

き込み、積極的に環境を変えていくことも大事だと

ヨーロッパで研究することの利点はいろいろある

思っています。
今後目指される研究者像、今後の研究方針に

と思いますが、実感するのは各国間の物理的な距離

荒木

の近さです。チューリヒはヨーロッパの中心にあり、

ついて教えてください。

主要都市へ飛行機で 1、2 時間ほどで行くことができ

土松

ます。物理的な距離が近いことが交流を促進する効

そこから一般性のある理論モデルも考えていけたら

果は大きく、隣国から気軽に人を招いたり招かれた

理想です。少なくとも向こう何年かは、シロイヌナ

り、学会やレクチャーに参加することができます。

ズナとその近縁種で、分子集団遺伝学・進化生態

一方、これをデメリットと呼ぶのかはわかりませ

実証研究から得られる発見を大事にしつつ、

学の研究を進めたいと思っています。シロイヌナズ

んが、ドクターコースの大学院生も含め、研究所の

ナは 1001 系統のゲノム配列を決定するプロジェクト

多くの構成員が給与をもらって研究をしているので、

も進行中で、集団ゲノミクスのモデル系として発展

良くも悪くも「仕事」としてやっているという印象を

しています。常に理論先行だった集団遺伝学におい

感じることはあります。各自責任をもって研究し、

て、その中身を実証的に解き明かせる優れた素材だ

きちんと論文になりますが、自分の研究や対象生物

と思っています。

のことを心の底から好きなのだろうかと思うことは

荒木

Walter M. Fitch アワードに限らず、今後も進

あります。私が東大駒場キャンパスで大学院生をし

化学の様々な分野で日本人研究者の活躍が見られる

ていたころは、先輩・後輩・先生方と、夜遅くまで、

ものと期待しています。最後に、土松さんの後に続

時には明け方まで、酒を飲みながら研究の議論をし

く日本の研究者や学生さんに一言お願いします。
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海外の大学に在籍して、様々な国際学会に参

Walter M. Fitch アワードは大学院生、および一年目の

加しても、日本と海外で研究のレベルが違うと感じ

ポスドクのみに応募資格のある若手研究者を対象とした

土松

SMBE の栄誉あるアワードです。SMBE のオフィシャル

たことはありません。それでも私は、国際学会・留

サイト：

学・レクチャーなどを通して海外での研究経験を積

http://www.smbe.org/awards/the-walter-m-fitchaward/

まれることを勧めます。きっと、世界には自分と興
味を共有する人がたくさんいるのだということに気
がつくと思います。日本の中だと研究者の数自体が

アワード受賞のきっかけとなった論文：

少ないため、近い分野の人との出会いも少なく、日

Tsuchimatsu, Suwabe, Shimizu-Inatsugi et al. 2010,
Nature 464: 1342-1346.
Evolution of self-compatibility in Arabidopsis by a
mutation in the male specificity gene

本国内の局所的な流行に左右されてしまうことある
かもしれません。広い世界を見渡せば、きっと良い
出会いがあります。私が最近始めた共同研究も、あ
る国際学会のポスター会場での立ち話から始まりま

土松さんの知人たちがまとめられたというアワード受賞

した。論文だけでなく、会って話す効果は大きいで

当日の彼のツイッター：

す。国際的な交流を広げて、皆で日本の進化研究を

http://togetter.com/li/34315

盛り上げていきましょう。
荒木

研究対象生物や周りの研究者を含め、土松さ

んの物事に正面から向き合う真伨な姿勢がよく表れ

土松隆志氏 略歴
1983 年東京都生まれ。2010 年東京大学大学院総合
文化研究科広域システム科学系において博士号取
得。現在チューリヒ大学植物学研究所博士研究員。
所属研究室ウェブサイト：http://botserv1.uzh.ch/
home/shimizu/index.html

たインタビューとなりました。今回はお忙しいところ
ありがとうございました。
（土松さんにはスイスの国内
学会、Biology 2011 についても共同レポートをお願
いしました。日本の学会の今後の在り方など、熱い
ご提案も含んでいます。是非参考にしてください）

海外学会参加記
Biology2011 & PACE11
in チューリヒ、スイス
荒木 仁志（スイス連邦水圏科学技術研究所）
土松 隆志（チューリヒ大学・植物生物学研究所）
今年 2 月 2 日から 4 日にかけてスイス・チューリ

PACE11（Swiss symposium on Plant and Animal

ヒ大 学 で 行 わ れ たカンファレンス、Biology2011

Conservation Ecology 2011）が初日、生物学一般の

& PACE11 について報告します。これらはスイス

テーマを扱う Biology2011 が残り二日、という日程

の 生 物 学 関 連 の 主 だった 学 会、Swiss Zoological

でした。いわゆる国際学会ではないのですが、それ

Society, Swiss Botanical Society, Swiss Systematics

だけに規模も適当でアットホームな雰囲気の中で議

Society および Society for Conservation Biology が

論が進められる楽しい学会と言えます。

毎年合同で主催する生物学全般のカンファレンス
で、例年 PhD コースの学生らが中心となって企画・

PACE11

PACE11 においては今年は特に基礎生物学と応用

運営される活気あるイベントです。
今 年 は チ ュ ーリヒ 大 学 の Irchel キ ャン パ ス で

生物学、更には実践としての生物・生態系保全の連

行われ、保全生物学とその応用がメインテーマの

携の必要性を中心とした議論が行われました。発表
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された研究成果も絶滅危惧種の個体群生態や生息
地分断に伴う集団構造変化の解析といったものから
外来種移入ルートの解析、更には保全すべき生態系
機能の優先順位に関する社会統計学に至るまで広範
囲に及びました。研究材料もスイスという土地柄を
反映した高山植物、ハリネズミやアイベックスなど
のみならず、カナダ・アンチコスチ島のオジロジカ、
エチオピアの国立公園に住む家畜牛など実に様々
で、生物多様性の面でもなかなか面白いカンファレ
ンスだったように思います。
私自身は保全生物学を学び始めて日が浅く、何を

図1 カンファレンス会 場となったチューリヒ大学・
Irchelキャンパス

聞いても新鮮で面白く思えてしまうのですが、特に
ベルン大学の Veronika Brawnisch 博士の行った社
会統計学的研究は実践的な生態系保全を進める上で

また、今年の招待講演者の一人、チューリヒ工科

は特に考えさせられるものでした。博士らの研究は

大学（ETH）の Peter Edwards 教授はスイスの国家

公共機関などで生態系保全に実際に携わる人たちを

レベルの環境プロジェクトの一つで私の学科の学科

対象にしたアンケートを基に行われ、移入種、生態

長、Ole Seehausen 教授も参加している BioChange

系分断、地球温暖化といった保全関係の諸問題をリ

プロジェクトについて講演されました。このプロ

ストアップしてアンケート対象者に緊急性の高い問

ジェクトは地球温暖化の生態系へ及ぼす影響を水

題から順に優先順位をつけてもらう、という比較的

圏・陸圏を含む多様な系において包括的に調べるこ

単純なものでした。その優先順位が対象者の扱う生

とを目的としており、特に気温の上昇という長期的

態系の種類（湖水、森林、市街地など）によって異

で方向性を持った変化が引き起こす、適応進化レ

なるのは当然ですが、
「地権者との意思疎通・情報

ジームシフトの可能性について検討するという内容

交換」といった彼らに共通して優先順位の高い問題

でした。
（詳細は下記ウェブサイト参照）生物多様性、

がある一方、学問上は目覚しく発展を遂げつつある

遺伝的多様性と地球温暖化の関係はこれまでにも頻

保全遺伝学の重要性への認知度はほぼ皆無でした。

繁に議論されていますが、そもそも局所的な環境変

この結果には遺伝的影響の見え難さ、分かり難さと

動の予測が未だ難しい上、自然集団の遺伝的多様性

いう問題が背景にあることは間違いありません。し

がある特定の環境因子にどう反応するのかを立証す

かし、他の多くの発表で遺伝学的手法を用いた保全

るのは技術的にも困難を極めます。生物が自然界の

研究とその有効性が紹介されていただけに、なおさ

様々な因子と関わりながら生存している以上、やは

ら学問としての保全学とその実践との乖離を浮き立

り自然界での進化プロセスを予測するにはまだまだ

たせた結果といえます。地権者との意思疎通が実践

多くの課題が残されていることを改めて痛感する発

上大事なことは間違いありませんが、自然集団の近

表でした。

交弱勢回避や飼育集団の管理・再導入方法など、保

参照：BioChange プロジェクトのウェブページ

全遺伝学が実践面で貢献できる場面も十分考えられ

www.cces.ethz.ch/projects/clench/BioChange
（荒木仁志）

ます。保全遺伝学を生業にし、一見遺伝より更に実
践から乖離した「進化」の概念を用いて保全の問題

Biology2011

に取り組もうとしている私には耳の痛い話ではあり
ますが、社会に向かって開かれた学問の在り方、社

Biology シリーズは、生態学・進化生物学の研究

会活動の一部としての研究の在り方を再考する良い

発表が中心の年次カンファレンスである。スイス版

機会となりました。この状況は、限られた土地に多

進化学会大会（もしくは生態学会、動物行動学会）と

くの山川、更に多くの危機的状態の固有種といった

いったところであろうか。参加者は 100 〜 150 名ほ

似た条件・問題を抱える日本でも同じではないか、

どで、ひとつの部屋ですべての口頭発表が行われ、

と思いますがどうでしょうか。

ポスターも数十並ぶ。日本の進化学会大会に比べる
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と幾分小規模ではあるものの、参加者の顔をだいた

間比較研究を組み合わせることの重要性である。そ

い把握できるという点ではちょうど良いサイズかも

れにより、過去に起きた進化のプロセスの適切な推

しれない。私がこのカンファレンスに参加するのは、

定が可能になるという。まさに現代版行動生態学の

ローザンヌにおける Biology2008、ベルンにおける

お手本のような研究だが、さもありなん、彼こそが

Biology2009 に引き続いて、これが三度目になる。

その王道を切り拓いてきた一人なのだ。重厚で説得

Swiss Zoological Society, Swiss Botanical

力のある仮説検証型の研究に圧倒されただけでな

Society, Swiss Systematics Society がそれぞれ一人

く、ナチュラリストとして昆虫の形態の多様性に心

ずつ招待する演者は、Biology シリーズの大きな目

から魅せられている様が伝わってきて、聴いている

玉である。例年国内外のアクティブな研究者が招か

側もその発見の興奮を追体験したような気分にさせ

れるが、今年は Zoological Society がスウェーデン・

られた。

ウプサラ大 学の行動 生態学者 Göran Arnqvist を、

他にも優れた講演はいくつもあったのだが、誌

Botanical Society がドイツ・ミュンヘン大学の植物

面の都合もあるので省略させていただき、最後に

系統学者 Susanne Renner を、Systematics Society

Biology シリーズ全体に関する感想を述べたい。こ

がアメリカ・ブラウン大学で分子系統学・インフォ

の学会の特徴のひとつは、すべての講演が英語で行

マティクスを研 究 する Stephen Smith を、それぞ

われていることである。スイスの公用語が英語では

れ招待した。いずれも比較的若手の研究者であり、

ないにも関わらず、である（スイスの主な公用語はド

Stephan Smith に至っては 2008 年に博士号を取得し

イツ語・フランス語・イタリア語）
。博士課程の院生

たばかりの新進気鋭である。Biology2008 には、ナ

はまだしも、修士課程レベルの院生たちは、決して

ナフシの生態的種分化の研究で有名なコロラド大学

皆英語が堪能なわけではない。それでも英語に統一

の Patrik Nosil も呼ばれていた。彼も当時学位を取

することで、海外からの非公用語話者に対してオー

りたての若手だった。

プンな議論の場になっている。もし英語でなかっ

今年の招待演者の中で私がもっとも楽しみにし

たら、例えば私はこの学会に参加することができな

ていたのは、スウェーデンの Göran Arnqvist だっ

かった。

た。彼はアメンボやマメゾウムシの交尾行動の研究

日本進化学会をはじめ日本の国内学会も、英語

で優れた論文をいくつも出版しており、近年 Locke

講演をもう少し増やしていけないだろうか。英語で

Rowe と共に“Sexual Conflict”を著したことでも知

スライドやポスターを用意することは、必ずしも日

」はここ十年の
られる。
「 性的対立（sexual conflict）

本語によるコミュニケーションを阻害するものでは

行動生態学のホットトピックのひとつであるが、彼

ないと思う。日本語話者同士だったら、英語のポス

は名実ともにその立役者だ。日本の若手行動生態学

ターを前にして日本語で話せば良いだけのことだ。

者の中には、彼の本を読み、おおいに影響を受けた

実際 Biology2011 でも、ポスター会場から多くのド

人もいるに違いない。

イツ語が聞こえてきた。大事なことは、非日本語話

Arnqvist のトークは、はたして最高に素晴らし

者にもオープンな場になるということである。せっ

かった。アメンボの仲間 Gerris 属では、交尾を確実

かく海外から演者を招待しても、そのセッション以

に成功させるために雌をしっかり押さえつけたい雄

外が皆日本語では、彼・彼女らは残りの時間何を

と、交尾にかかる過剰なコストをさけるために雄か

して過ごせばいいのだろうと、いつも少し可哀想に

ら早く逃れたい雌とのあいだで、非常に強い利害の

思ってしまう。マジョリティでなくマイノリティに

対立がみられる。このめくるめく雌雄の攻防は脚の

基準を合わせて門戸を広げることで、学会はより多

形態によく現れており、雄は雌をよく掴めるような、

様で刺激的な議論の場になりうると思う。なお、日

雌は雄をうまく払い落とせるような形の脚をそれぞ

本の学会で英語発表を奨励することについては、

れ持っている。Gerris 属の 15 種を用いて形態測定を

チューリヒ大学の清水健太郎さんも同様の指摘をさ

行うと、雌雄の脚の形態は種ごとに強い対応関係が

れている。ぜひ併せてご覧いただきたい。

見られ、両者の間での拮抗的な共進化のプロセスが

参照：清水健太郎（2008） 第 9 回海外研究室だより

浮かび上がった。彼が強調していたのは、それぞれ

日本進化学会ニュース 9: 10-16.
（土松隆志）

の種における操作的な実験研究と系統樹を用いた種
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第12回

復旦大学・生命科学学院
米澤 隆弘
魔都・上海。1,800 万人がひしめくアジア最大級

学生数 45,000 人（大学院生は 3,000 人）という規模

の巨大都市は、いま世界で最も活気のある都市のひ

の大きな大学であり国家重点大学のひとつでもある

とつである。2010 年に開催された上海万博でその存

（図1、2）
。なぜ私がこの復旦大学で働くことになっ
。
。
たのか？ 話は今から 4 年前に遡る。

在感を全世界にアピールしたが、万博終了後もその

2007 年 3 月。当時私は、総合研究大学院大学先導

勢いは留まることを知らない。いまも再生と破壊を
繰り返し街は日々確実に変貌している。今回の「海

科学研究科で、苦労の末、学位を取得するところで

外研究室便り」では読者の皆様には上海の「勢い」を

あった。しかし学位の取得だけでも当時の私には一

感じ取っていただければ幸いである。

杯一杯で、その後のことなど考えている余裕はなく、

私の在籍する復旦大学は、街の中心部から北へ

4 月以降のことは全くの未定であった。折もおり、私

10 km のところに位置している。復旦大学は 1905 年

の指導教官であった長谷川政美先生も 3 月で定年退

に創立された文系・理系をカバーする国立大学で、

官であった。そのため長谷川研でのポスドクも望む
べくもなく、路頭に迷いかけていたのである。さぁ、
どうする？？

転機は急に訪れた。長谷川先生が復

旦大学で再雇用されることになったのである。そし
てなんと、ついでに私も一緒に上海に連れて行って
もらえることになったのだ。しかも、
「講師」という
役職つきで！このようにして私は全く予期せずに学
位取得後、いきなり講師になったのだ！
私は中国に来てさらに衝撃の事実を知ることにな
る。なんと、大学側が外国人の若手研究者を受け入
れる体制が出来ていなかったので、私はしばらくの
図1 復旦大学の正門。
「復旦大学」の文字は毛沢東筆。

間お給料も住居もない身分になってしまった。日本
で路頭に迷うのを避けることはできたが、中国で路
頭に迷う羽目になろうとは…！ しかし、捨てる神あ
れば拾う神あり。かくして私は上海で長谷川先生の
家に住み込むことになった。このように私は全く予
期せずに学位取得後、いきなり居候になったのだ！
居候。この言葉にはなんともいえないノスタル
ジックな響きがある。そう、まさにオバケの Q 太郎
のそれである。日本ではすでに絶滅危惧となってお
り日常生活においてなかなか目にする機会の少ない
居候だが、世界のハセガワの家で居候をするという
機会はさらに少ないと思われる。居候の生活とはど
のようなものであろうか？

図 2 復旦大学の創立100 年を記念して建てられた光華
楼。光華楼は30 階建てで、筆者の所属する長谷川研は
23 階にオフィスがある。

安くて美味い上海のス

イカをざっくりと切ったのを大皿に盛り、冷房の効
いた部屋で長谷川先生と中国語版ドラえもんを鑑賞
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しながら食べるという、なかなかどうして優雅な生

の事情は大学によって違うのであくまで復旦大の場

活である。全く余談だが、ドラえもん（機械猫）は中

合）
。修士まではしっかりと授業がある（大部分の授

国語で放送されているので何をしゃべっているのか

業は当然ながら中国語である）
。なお大学院において

理解できないが、それでも内容がわかってしまう。

博士号まで取得しようとする場合、日本と同様に最
低 5 年間（修士 2 年＋博士 3 年）の修業期間を必要と

やはり藤子不二雄は偉大である。

するが、修士のみで修了する場合は 3 年間の修業期

そのような居候生活を経て、無事半年後に晴れ

間を必要とするので注意が必要である。

て正規雇用の立場になった。さて、ここで皆さんが
気になるのは、中国の国立大学のファカルティメン

さて中国で生物進化の研究することのメリットの

バーがどれだけお給料をもらっているか？？という

ひとつは、やはり中国ならではの動物を研究するこ

ことだろう。ちなみに上海の人々の平均月収は 2,000

とだと思う。ジャイアントパンダやヨウスコウカワ

〜 3,000 元。タクシードライバーは約 3,000 元。推し

イルカ、キンシコウのような珍獣の研究も素敵だが、

て知るべし。とは言うものの、そこは伸び盛りの国。

系統地理学的に日本の動物相の成立を知る上でも中

この 4 年間の間に私の給料はなんと 1.5 倍にまでアッ

国の動物を調べることは大変面白い。しかしぱっと

プした（そして、その間に円高のため日本円に対す

出の日本人がいきなり調査や共同研究を希望しても

。
る人民元の相対的価値は 2/3 になった）

なかなか難しい。私自身、これまで何回か研究計画

このレポートを読まれる読者のなかにはポスドク

を立てたがなかなか上手く事が運ばなかった。最近

としての就職先として中国を考えているかたもおら

になって蘭州大学との共同研究のかたちでヤク（チ

れるだろう。前述のようにファカルティとしての外

ベットあたりで暮らしている毛のもっさり生えたウシ

国人の雇用は大学側が即座に対応できないくらい

のような生き物）の共同研究を持ちかけられ、よう

稀なケースだ。それではポスドク事情は？先ず留意

やく中国ならではの地に足の着いた研究ができるよ

しないといけないのは、中国のポスドクは日本やア

うになって来た感がある。いずれにせよこの国では

メリカのポスドクとは全く違うことだ。ポスドクは

何をするにしても人脈がとても大事だ。人脈を通し

研究室単位で雇用されるのではなく、post-doctoral

て人脈を広げ、足しげく通い、仲良くなることが最

station という国に機関に所属する。これは一部の

善の道だろう。まさに石の上にも 3 年である。

大学にしか設置されていないため、どこの大学でも

さて、読者の皆様がもうひとつ気になるところは

ポスドクになれるわけではない。ポスドクは、潜在

やはり科研費だろう。私自身、国家自然基金（Na-

的にファカルティメンバーとみなされ、ポスドク用

tional Natural Foundation）の若手外国人研究者向

の住居などの手当てもしっかりとしている。お給料

けの科研費に公募したことがある。3 年間で 20 万元

は station を設置する大学ごとに大きく異なる。雇用

。日本円で換算するとたいしたことの
（約 300 万円）

は通常 2 年間。最長 3 年間まで延ばすことができる。

ない額に見えてしまうかもしれないが、中国ではこ

そしてその間に研究計画、中間報告、そして最終報

れで結構研究できる。私の研究計画がよほど優れて

告を提出することが義務付けられている。自分自身

いたのであろうか、中国全土で年間わずか 50 件採用

の研究を行うか、配属先の研究室のテーマに沿った

という狭き門をくぐりぬけ、一回目の公募で見事採

研究を行うかは、配属先の教授の裁量に任される。

用された。
（35 件しか公募がなかったという事実は秘

このようなシステムのためか、外国人のポスドクは

密だ。
）
研究活動はどのような感じであろうか？私の場合

非常に少ないようだ。

は、基本的に自分の好きな研究を好きなだけしてい

また大学院の留学先として考えておられる院生の
方々も少なくはないだろう。あくまで中国の学生の

ればいいというポジションである。講師という役職

例だが、大学院生は、学費は免除。博士課程の学生

だがとくに授業があるわけではない。長谷川研には

の場合は月に 1,000 元の補助が国から出ている。基

時折大学院生が配属される。その大学院生にデータ

本的に全寮制で修士課程の学生までは二人一部屋。

の解析法を教えたり結果について議論したりするが、

博士課程から一人部屋になる。留学生の場合は留学

基本的に自分の研究に専念できる環境である。また

生寮というのが用意されているが、大学の周辺でア

雑務がないため基本的に出張もしやすく、国際的な

パートを借りて住んでいる留学生も多い（ここら辺

共同研究を行ううえでのメリットは非常に大きい。
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現在筆者のグループは、日本はもちろんのこと、イ

漢字の筆談（これができるのは日本人と中国人なら

ンドネシアの研究機関とも共同研究を行なっており、

ではだと思う）でコミュニケーションを続ける日々で

アジアゾウをはじめとした多くの生物の進化の研究

ある。経済的にどんどん伸びている国は、学問にお

を楽しんでいる（図 3）
。

いてもどんどん伸びているのである。

次世代シーケンサーなどの新技術が確立しつつあ

その一方で、研究の質の評価が、あまりにインパ

る現在、研究に注ぎこめる資金が豊富にあるという

クトファクター重視になりすぎているようにも感じ

ことは、この国の強みである。研究室レベルで複数

る。世界中で出版される研究ジャーナルは数千にも

種の生物の全ゲノムを決定しようとするプロジェク

および、それにひとつの評価基準を与えるという意

トも多々見受けられる。また学生も非常に活気があ

味でインパクトファクターは重要だとは思う。しか

る。復旦大では頻繁に海外の研究者を招き講演を行

し、大学によっては学生が論文を出版した雑誌のイ

なっているが、学生たちは非常に熱心に聴講してい

ンパクトファクターの累計が 5 以上でなければ学位

る。また質疑応答にも熱心で、議論が盛り上がる。

を出さない、という規定があり、学生たちが毎年発

これは講演するほうにとっても楽しい。また学生た

表される雑誌のインパクトファクターに一喜一憂し

ちはみな英語が上手い。いまだに片言の筆者よりも

ている様子には、ただただ苦笑いするしかない。こ

はるかに上手い。片言の英語とボディランゲージと

のような状況下で生物学が、分子生物学や分子発生
学などの限られた分野のみに予算が集中してしまい
持続的な生物学の発展が難しくなる。無数にゲノム
プロジェクトが立ち上げられ巨額の予算がつぎ込ま
れる一方で、大学の標本室はあまりに貧弱だ（図 4、
5：復旦大学・生物標本室）
。標本室の標本の多くは
「見栄えのする」剥製ばかりで、骨格などはほとんど
残されていない。その剥製にしても、採取地等の記
録もなく学術的価値の大半を消失している。
中国の 960 万平方 km という広大な領土には熱帯
から亜寒帯、砂漠さらに高山帯まで有し、その多様
な環境に分布する哺乳類は 414 種類と言われてい
る。全地球上に約 5,000 種の哺乳類が生息している

図 3 インドネシアのスマトラ島にて（筆者：右、長谷川
政美教授：左）
。筆者のグループはインドネシア科学院と
共同でスマトラゾウの遺伝的多様性の調査を行っている

図 4 復旦大標本室その1。ジャイアントパンダ、ヨウス
コウカワイルカ、アジアゾウなどの珍獣の剥製を揃える

図 5 復旦大標本室その1。ダチョウの剥製。頸のところ
詰めすぎ
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と考えられているから、地球上の多様性の約 8％を

刺激的だ。筆者自身、長谷川先生をはじめ多くの共

中国が占めていると言える。中国は野生動物の宝庫

同研究者に支えられ、上海で楽しい研究生活を送っ

なのだ。中国にはこの宝庫から生み出される知の遺

ている。今後、自然科学の分野においても日本と中

産を次世代に託す義務がある。長い歴史を持ち、そ

国の関係はますます密接になっていくことだろう。

れに深い理解と誇りを持つ中国だからこそ、数百年、

日中交流を通して双方から刺激を与え合うことでお

数千年というオーダーで物事を考えられる中国だか

互いに幸せなかたちで学問が発展していくことを願

らこそ、未来に遺体を残していくことの大切さを理

う。

解して欲しいと切に願う。今日、ありふれている動
物は 100 年後には絶滅しているかも知れないのだ。

本稿を執筆するにあたり、敬愛する先輩である二

いま世界で最も勢いのある都市・上海を通じて、
中国の研究事情が少しでも読者の皆様に伝われば、

階堂雅人博士（東京工業大学）と佐々木剛博士（東
京農業大学）に原稿を読んで適切な助言をいただき、

筆者としてこれ以上の幸せはない。多くの問題を孕

かつ誤りを指摘していただいた。この場を借りて深

みつつも、やはり伸び盛りの国というのは楽しいし、

くお礼を申し上げる。

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 2：書籍の PDF 化
千葉県立中央博物館

はじめに

宮 正樹

い）のだが、じっくりと本を読む時間などほとんどの

もう大昔の話になるのかもしれないが、自宅の書

人にとってないに等しい。したがって現代における

斎や居間の壁にマホガニー色のガラス戸付き書棚を

専門書は、スペースを無駄に使っているだけでなく、

立て、そこにシリーズものの「世界の歴史」や「日本

そもそも紙資源の無駄遣いである。さらには、情報

の歴史」をずらりと並べるのが流行ったような気が

が有効に利用されていないなど多くの点で問題をは

する。そこにブリタニカ百科事典を加えれば「あな

らんでいる。日本人流に言えば「もったいない」ので

たも教養人の仲間入り…」なんてことはなかったと

ある。

思うが、かくいう私の実家にも書斎に前二者がずら

私の職場の書棚も読まれずに朽ち果てていく本が

りと並んでいたことを記憶している。もちろん、そ

山のようにあった。過去形で書いたのは、多くの本

れらの書籍は家族の誰の教養を増すこともなく、い

を「断捨離」
（自分とモノとの関係を問い直し、暮ら

つの間にか古本屋に売られてしまった（もしかしたら

し・自分・人生を調えていくプロセスのことで「だん

私が古本屋に売って小遣いにしたのかもしれない）
。

しゃり」と読む）してしまったからである。もう今後

当然のことながら本は読まれてこそ価値があるも

使うことはないだろうと思った本はポスドクである S

のであって、本棚に並べて自己満足に浸るものでは

君に譲った。だが、本当に有用な本については一気

ない。同じことは私の趣味であるワインについても

に電子化した。

言える。飲まれてこそワインであって、セラーに並

今回は、書籍を電子化する三種の神器を紹介する

べて悦に入るものではない（しょっちゅう悦に入って

と共に、その大きなメリットについて記したい。ち

いるが）
。そういう意味では本（ここでは専門書のこ

なみに、世間ではもっぱら書棚の場所をとるコミッ

と）も消費しなくてはならない（読まなくてはならな

クなどで「自炊」と称してせっせと本が裁断され
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PDF 化されているようである。本を裁断するなんて

は最大 863 mm まで可能とカタログには載っていた。

もってのほかだと考える本そのものの愛好家には縁

原稿台を開くと自動的にスイッチが入りスタンバ

のない話であろうから、そういう人は本稿を読み飛

イとなる（図 2）
。書類を原稿台に載せ、ScanSnap

ばしていただきたい。

マネージャーというドライバーソフト（図 3）を立ち

ドキュメントスキャナー（神器その1）

キャンすることができる。ScanSnap を置いた手前に

上げる。読み取りの設定を指定してやれば即座にス
書籍の電子化の最初のプロセスは本の「裁断」で

スペースが無ければスタッカーを出してやればよい。

ある。とはいえ、これは昔からある裁断器を使っ

そこで読み取った原稿を受けてくれる。

たものなので、まずは革新的なドキュメントスキャ

読み取りの設定については（好みもあるので）試

ナー ScanSnap（富士通の子会社である PFU が開発・

行錯誤するしかない。ただし本や論文であれば、解

販売：図1）について紹介したい。

像度はスーパーファイン（カラーやグレーで 300 dpi、

ScanSnap にはいくつか機種がある。私が購入し

白黒で 600 dpi 相当）で十分であろう。さらに解像度

たのは上位機種である S1500（ウィンドーズ版とマッ

をあげることも可能であるが、読み取り速度が大幅

ク版あり）というものである。その他にもポータブル

に遅くなるうえに、ファイルサイズも巨大になるの

な廉価版（S1300/S1100）やネットワーク版（S1800）

で実用的ではない。原稿がカラーか白黒か自動で判

も出ているが、書籍の PDF 化については S1500 が圧

断してくれる機能がドライバーについているので、

倒的に有利だ。

両者が混じっている原稿でもすべてカラーで読んで

ScanSnap の外見は小さなインクジェットプリン

しまい、ファイルサイズが巨大になってしまうこと

ター風である。原稿台を開くとスイッチが入るので

はない。

普段はたたんでおく（図1）
。外形寸法は幅 292 mm

スキャンのスピードはスーパーファインという

×奥行 159 mm ×高さ 158 mm と非常に小さい。こ

モードであれば 1 分間で 20 枚となっている。両面を

のサイズであるから A4 版までの大きさの書類のス

同時に読み込む機能もついているから、実質 1 分で

キャンが基本となる。工夫をすれば少々大きなサイ

40 頁の読み取りが可能である。これだけでも驚異的

ズの書類も読み取ることができるし、長さについて

な能力である。ただし、原稿台に大量の原稿を置く
ことは紙詰まりの原因になるので、
（紙の厚さにもよ
るが）最大でも 30 枚ほどにしておいた方が良いであ
ろう。それでも一作業で 60 頁スキャンしてくれるの
であるから驚くべきことである。
スキャンした本のサイズは白黒の 300 〜 500 頁の
本で 100 〜 200 MB 程度、カラーが多く 500 頁を超
える本だと最大で 500 MB 近いサイズになった。こ

図1 ScanSnap1500 の外見

図2

原稿台とスタッカーを開いたところ

図3
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の程度だと、古いコンピュータだときついかもしれ
ないが、iPad でも十分に読むことができる。分厚い
本を持ち歩かなくて済むメリットは大きい。
価格は実売で 4 万円を少し切るくらいであろうか。
これで Adobe Acrobat Pro もついてくるのだから安
いものである。

Adobe Acrobat Pro（神器その 2）
書籍を画像として読み込んでも、単に本をコン
図4

ピュータで読めるようになっただけであまり意味が

PLUS の裁断器 PK-513L

ない。メタデータとして文字情報をファイルに組み
込めるようになって、初めて書籍の電子化に大き

Ever since Charles Darwin coined the term ʻliving
fossilʼ in On the Origin of Species, organisms that
have been called living fossils have received considerable attention.

な意味が出てくる。幸い、ドライバーソフトである

ScanSnap マネージャーには Adobe Acrobat Pro が
アドインで組み込まれており、自動的に OCR（opti-

cal character recognition）機能が立ち上がる。単

以前、誰かが Ever since Darwin ... という書き出

体では高額であまり購入する気にはなれない Adobe

しで論文を書くのが夢だと言っていたのを目にした

Acrobat Pro であるが、幸い ScanSnap には一つ前の

が、電子本と Acrobat Pro がなかったらこんなに楽

バージョン（ver. 8.0）がついてくる。それだけでも、

にこのイントロの文章を書けなかっただろう。もち

このドキュメントスキャナーを購入する価値があろ

ろん、OCR 機能は英語だけでなく日本語にも対応し

うというものである。

ているから、専門書だけでなく分厚いマニュアル類

OCR は本当に便利な機能である。多くの PDF 書

も PDF 化すると便利である。多機能なソフト（たと

類（とくに古いものや分担執筆著者に配られる書籍

えば Adobe Illustrator）の市販のマニュアルを電子

の PDF 版）にはメタデータがついていない。ところ

化したところ、たまにしか使わない Illustrator で使

が、この機能を使えばすべての PDF ファイルに文字

いたい機能が見つからずにイライラすることが大幅

情報（とその書類上の位置情報）を加えることがで

に減少した。

Acrobat Pro を使えば、書籍に書き込みをしたり

き、しかも全文検索が可能になる。
たとえば、こういう使い方をすることができた。

（タイプライター機能）
、マーカーを引いたり（ハイラ

最近私たちの研究グループは「生きている化石」と

イト機能）など容易にできる。書き込んだ文字も当

思われるウナギ目の魚類を発見した。「生きている

然のことながらメタデータとして保存されるから検

化石」
（living fossil）はダーウィンが造語したものと

索が可能となる。
書籍の PDF 化とは関係ないが、このタイプライ

して知られている。とはいえ、彼本人がこの言葉を
どのように使ったのか原書から調べるのは大変なこ

ター機能は申請書の作成などに大変有用である。

とである（だいたい「種の起源」のオリジナルを持っ

ワードの申請書フォームだと、入力しているうちにレ

ている人などいないであろう）
。幸い、著作権が切

イアウトが崩れたり印刷イメージが画面と異なるなど

れている書籍の多くは電子化されており「種の起

イライラさせられることが多い。この機能を使えば、

源」初版本も例外ではなかった。そこで早速、ウェ

オリジナルのレイアウトをまったく崩さずに書類を作

ブから本書をダウンロードした。案の定メタデータ

ることができる。さらに、オリジナルの申請書にあ

はついていなかった。Acrobat Pro で OCR をかけ

る文字を消すことが求められるときなど（例として記

たところ、文字が霞んでいる部分は正確には読み取

入してあるものを消去したい時など）は、TouchUp

れなかったものの、検索文を工夫することによって

テキストツールという機能もあり、タイプライター

living fossil を使った箇所をほぼすべて特定できた。

機能と併用することにより、どんな書類の作成にも

その結果、自信をもって以下のようなイントロ冒頭

Acrobat Pro だけで対処することができる。

の文章を書くことができた。
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裁断器（神器その 3）

た論文の執筆時間が大幅に減少した。私の場合、魚

最後に、書籍の PDF 化に必須の裁断器を紹介し

類全体の系統進化を研究しているため、その研究対

よう。昔からコピー室などに備えられていた裁断機

象となる種の数は 3 万にのぼる。当然、見たことも

であるが、近年の製品は大変切れ味も良く、裁断面

ない魚についても（知ったかぶりをして）いろいろ書

が斜めになることはない。

かなければならない機会が多い。メジャーな図鑑や

自炊マニアで多くの支持を得ているのは PLUS の

参考書、そして教科書を PDF 化してあれば怖いもの

PK-513L という製品である（図 4）
。実売価格は 3 〜

はない。コピー＆ペーストもできるから引用が不正

4 万円と安くはないものの、きれいに本を裁断した

確になることは激減する。

ければ必須の道具である。左上の赤いボタンを押す

また、研究対象生物の多様性が高くなれば、扱

と、刃があたる箇所に赤色光があたるため、かなり

う進化のスケールも数億年という規模になる。こう

ぎりぎりのラインで本を裁断することができる。

なると、古生代から新生代まで地球環境に関する豊

具体的な本の裁断法についてはウェブで検索して

富な知識がないと論文の書きようがない。このよう

調べていただきたい。一度、本がどのように製本さ

な場合にも便利な本があり（Atlas of the Evolving

れているのか知ると簡単に裁断できるが、そうでな

［1］
、私はあたかも 2 億 5 千万年
Earth, Volumes 1-3）

いと結構苦労する。また、ページをまたいで印刷さ

以降の地球の歴史（P/T 境界以降）を見てきたかの

れている図などは当然完全にはつながらないので注

ような論文をつい最近に書くことができた。
「自炊」をしなくても、近年では ebook として専門

意が必要となる。

書も購入可能な場合が多いことも付記しておくべき

おわりに

であろう。私自身は購入したことがないので、責任

1）本の裁断から 2）スキャニングという二つのス

をもって紹介はできないが、ウェブで検索してみる

テップにかかる時間はごくわずかである。慣れれば

と、結構な数の専門書を購入できるようである。無

文字通り朝飯前にできてしまう。一番時間がかかる

駄な紙資源を消費しないためにも、今後は ebook が

のは 3）OCR だが、これはコンピュータがバックグラ

より普及してくれることを強く望む。

ウンドでやってくれるので、仕事を邪魔することは
1

ない。
私は短期間に 30 冊以上の専門書を PDF 化した。

Dixon, D., Jenkins, I., Moody, R. T. J., Zhuravlev, A. Y.
2001 Atlas of the evolving earth. Volumes 1-3. New York:
Macmillan Reference USA.

おかげでこれらの書籍を引用しなければならなかっ

ソフトウェア紹介

分子系統解析ソフトウェア Phylogears2 の紹介
筑波大学大学院生命環境科学研究科

はじめに

田辺晶史

に様々な細かい作業が必要です。筆者が開発した

Phylogears2 は、そのような系統解析の前処理や後

分子系統解析をやったことがある方なら嫌と言う
ほどご承知の通り、分子系統学は発展途上であり、

処理のためのソフトウェアです。並列最尤ラチェッ

それゆえ日々新しいソフトウェアがリリースされて

ト樹形探索や並列ブートストラップ解析の機能も

おり、そのどれもが小難しい理論に基づいていて計

持っていますが、これらの機能に関しては PDF 形式

算内容は分かりにくく使い方が複雑です。その上、

で無償公開している拙著『分子系統学演習−データ

利用するため、または利用結果を論文に載せるため

［1］
をご覧いただくと
セットの作成から仮説検定まで』
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して、ここではそれ以外のいくつかのちょっと便利

配列が完全一致するOTU を

かもしれない機能について解説したいと思います。

1つだけ残して削除するpgelimdupseq
系統解析では配列が完全に一致する複数の OTU

Phylogears2について

（系統樹末端の生物およびその配列）を含んでいる

Phylogears2 は 筆 者 が開 発・メンテナンスして

と、その OTU が 他 の OTU より大きく評 価される

［2］

いる分子系統解析用ソフトウェアです。PHYLIP

ことになり、推定結果に悪影響を及ぼしてしまいま
す。そのため、完全一致する配列はただ 1 つを残し

のような様々なコマンドの寄せ集めになっていま
［3］

す。MEGA

のようなグラフィカルインターフェイ

て他は除いておく必要があります。これを行うのが

スは持たず、コマンドプロンプトやターミナルから

pgelimdupseq コマンドです。以下のように用いま

コマンドを呼び出して実行します。グラフィカルイ

す。

ンターフェイスは便利ですが、しばしば記録が残ら
pgelimdupseq --type=DNA

ず、また残すことも容易ではありません。コマンド

<入力ファイル名>

ラインソフトウェアはバッチファイルやシェルスクリ

<出力ファイル名>

プトから呼び出すようにすることで、バッチファイ
アミノ酸配列では --type=DNA の代わりに --type

ルやシェルスクリプトといった記録を残すことが容
易にできます。これはどちらが優れているというこ

=AA を指定して下さい。これによって完全一致す

とではなく、単に設計思想の問題です。入手は筆者

る配列はただ 1 つを残して取り除かれます。残され

のウェブサイト http://www.fifthdimension.jp/ から

る配列の配列名（OTU 名）は、除去された配列の名

行って下さい。以下では ver. 2.0.2011.07.05 以降を

前を 2 連続のアンダースコア「_」で連結したものと

想定していますので、該当するバージョンを選択し

な りま す。FASTA・NEXUS・PHYLIP・extended

［1］

て下さい。インストール方法は

PHYLIP・Treefinder 形式の入力ファイルに対応し

を参照して下さい。

Phylogears2 の実 体は Perl という言語で書かれ

ています。ただし、PHYLIP 形式は配列名が 10 文字

たテキストファイルです。これを Perl の実行エンジ

までしか使えませんので特殊な処理を行っています。

ンが読み込んで内容を解釈し、プログラムとして動

さてここで、縮重コード文字の取り扱いが問題に

作します。ですから、当然 Perl の実行エンジンが必

なってきます。塩基配列では「A または G」という意

要です。MacOS X や Linux ではほとんどの場合標

「A または C または G または T」
味で「R」を用います。

準でインストールされていますが、Windows では

の場合は「N」となります。この縮重コード文字が

ActivePerl http://www.activestate.com/activeperl

データに含まれているときに、縮重コード文字をそ

や Strawberr yPerl http://strawberr yperl.com/

のままにして全形質が一致しているものだけを完全

といった Windows 版の Perl 実 行エンジンを予め

一致配列とするのか、縮重コード文字を本来の意味

インストールしておく必要があります。コマンドに

通り「A または G」などと解釈して完全一致配列を探

よっては、さらにいくつかのモジュールと呼ばれる

すのか、がまず問題となります。筆者の個人的な意

拡張パッケージや外部コマンドが必要になります。

見では後者が妥当であろうと思います。

Windows 版のコマンドはバッチファイルになってい

後者を採用した場合、残す配列では形質を「A」

ます。これらのコマンドをバッチファイル内で呼び

とするのか「R」とするのかがさらなる問題となりま

出す場合、call コマンドを経由する必要があります。

す。例えば「AAA」と「ARA」という配列があった

例えば以下のように記述します。

場合、これらは完全一致となりますが、どちらを残
すべきかということです。
「R」が塩基配列決定の信
頼性が低いために「R」とされているなら、残すの

call pgconvtree --output=NEXUS foo.nwk

「R」となっている原因が
は「AAA」でよいでしょう。

foo.tre

ノイズであり、ノイズを捨てることは何ら問題では
これは Windows でバッチファイルからバッチファ

ないからです。しかし、核 DNA を多数クローンで

イルを呼び出す際の仕様上の制限です。

配列決定を行いコンセンサス配列をデータとして
いる、または核 DNA をクローニングせずに直接配
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列決定して「A」と「G」の両方のシグナルが検出さ

まく変換できないかもしれません。また、改行コー

「ARA」に
れたために「R」としているのであれば、

ド は Windows で 標 準 的 な CR/LF 形 式 か MacOS

すべきかもしれません。
「R」はノイズによるのでは

X や Linux で標準的な LF 形式でなくてはなりませ

なく意味があるのですから。ただし、
「R」には意

ん。MacOS 9 以前の CR 形式の改行コードのファイ

味があるというのであれば、
（あまり好ましくあり

ルは正常に処理できませんので事前に LF 形式に置

ませんが）
「AAA」と「ARA」はやはり両方残すべき

き換えておく必要があります。また、pgconvseq の

ということになるかもしれません。pgelimdupseq

extended PHYLIP 形式は配列名の文字数は無制限

は、標準では「AAA」を残します。
「ARA」を残した

ですが、RAxML では標準では 256 文字までです。

い場合は --prefer=degenerate というオプションを

257 文字以上の名前の配列がある場合は RAxML の

入力ファイル名の前に付けて実行して下さい。両

ソースコードを書き換えてコンパイルし直す必要が

方を残したい場合は --prefer=both とします。筆者

あります。

は pgelimdupseq の標準設定を強く推奨します。な
お、pgelimdupseq はギャップを意味する「-」を「?」
（missing data,「- または N」の意）として取り扱いま

塩基組成・アミノ酸組成の均一性の検定を行う
pgtestcomposition

す。ギャップを意味のある形質として取り扱うには、

--gap=another をオプションとして指定します。

ほとんどの分子系統解析では、塩基組成やアミ
ノ酸組成は OTU 間で均一であることが仮定されて
います。ですから、解析対象のデータがその仮定

extended PHYLIP 形式配列ファイルの作成

を満たしているかどうかは解析結果に大きな影響を

pgconvseq

及ぼします。塩基組成やアミノ酸組成が OTU 間で

前 号にて超 高 速 最 尤 系 統 樹 推 定ソフトウェア

均一でない場合、本当は単系統ではない OTU 群の

RAxML［4］の紹介がありました。その記事の中で、

単系統性が非常に強く支持されてしまうことがしば

RAxML は 入 力ファイルとして extended PHYLIP

しばあります。そのような、仮定を満たしていない

（relaxed PHYLIP）形 式を要 求 するがこれを作 成

データに基づいてあり得ない単系統性を見いだし

す る の が 面 倒 と いう話 が ありまし た。extended

ている論文が公表されることが未だに後を絶ちませ

PHYLIP 形 式は PHYLIP 形 式とほとんど同じです

ん。データ配列において塩基組成・アミノ酸組成

が、配列名（OTU 名）に使える文字数の制限が緩

の均一性が棄却されないことを確認しておけば、そ

和されています。この形式は微妙な違いはあります

のような論文を公表せずに済むはずです。筆者が

［5］

が RAxML の ほ か PHYML

［6］

や PAML

でも 使 わ

作成している分子進化モデル選択用ソフトウェア

れ て い ま す。Phylogears2 の pgconvseq コ マ ン ド

Kakusan4・Aminosan［7］にもこの機能がありますが、

を使えば、extended PHYLIP 形式の配列ファイル

その部分だけを取り出したのが pgtestcomposition

を容易に作成することができます。pgconvseq は、

で す。 こ の コ マ ン ド は Statistics::Distributions と

FASTA・NEXUS・PHYLIP・extended PHYLIP・

Statistics::ChisqIndep という 2 つの Perl モジュール

Treefinder 形式の間で相互変換を行うことができま

を必要とします。Windows 上の ActivePerl では以

すので、FASTA や NEXUS などのよく使われる形式

下のコマンドでインストールできます。

の配列ファイルを extended PHYLIP 形式へ変換で
ppm install Statistics-ChisqIndep

きます。整列済みの配列ファイルを用意して、以下
のようにコマンドを実行することで変換が実行され

MacOS X とほとんどの Linux では以下のコマンド

ます。入力ファイルの形式は自動的に認識されます。

をターミナル上で実行して下さい。ただし MacOS X
では Xcode http://developer.apple.com/xcode/ を

pgconvseq --output=PHYLIPex
< 入力ファイル名>

<出力ファイル名>

インストールしておく必要があります。
sudo -H cpan -i Statistics::ChisqIndep

入力ファイルがコメントだらけだったり配列名に
使ってはいけない文字が使われていたりすると、う
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このコマンドの初回実行時にはいくつかの質問に

た解析を行う必要があります。また、データによって

答える必要がありますが、ほとんどはデフォルトの

は正確な p 値が算出できないものがあります［12］。そ

ままで問題ないと思います。Statistics::Distributions

のようなデータではファイルの末尾にその旨が出力

は Statistics::ChisqIndep の実行に必要であることが

されます。この方法では配列が長い場合には非常に

自動的に検出されてインストールされます。

均一性が棄却されやすくなってしまいますので、そ

組成の均一性を検証するにはいくつかの方法が

のようなデータの取り扱いには注意が必要です。

2

ありますが、pgtestcomposition ではχ 統計量を用

RY コーディングを行うpgrecodeseq

いた独立性の検定を利用します。
「組成は均一であ
る」が帰無仮説です。これは PAUP

＊
［8］

の BaseFreqs

さて、さきほど組成の均一性が棄却されてしまった
場合、データを改変することで無理矢理均一化でき

コマンドに実装されているのと同じ方法です。ただ

［13］

＊

し PAUP では塩 基 配 列にしか適用できませんが

ると書きました。代表的な方法に RY コーディング

pgtestcomposition ではアミノ酸配列にも適用でき

があります。RY コーディングは、塩基配列を対象と

ます。また、PAUP ＊は「R」なら「A」と「G」がそれ

したデータ変換の方法です。
（A＋T）/（G＋C）が OTU

ぞれ 0.5 回出現などとしてカウントすることで、縮

間で不均一なデータでも、
（A＋G）/（T＋C）は OTU

重コード文字を検定統計量の算出に利用しますが、

間で均一になっている場合があります。これを利用

pgtestcomposition は縮重コード文字を一切用いま

」つまり
して、形質状態を表す文字を「A または G（

せん。この検定法よりも良いとされている Bowker

）を表す文字と、
「T または C（
」つまり「Y」
）を表
「R」

の検定というものもあります［9］が、その方法ではあ

す文字の 2 つだけにしてしまうことで、組成を均一

る条件下では p 値を算出できず、その条件を満たす

化できます。この方法では AG 間、および TC 間の

データがしばしばあるため今のところは独立性の検

変異の情報は捨ててしまうことになりますが、従来

定を利用しています。pgtestcomposition でこの検

の系統樹推定法をそのまま利用できます。Phyloge-

定を行うには、以下のようにコマンドを実行します。

ars2 では、pgrecodeseq コマンドを用いることでこ

pgtestcomposition --type=DNA

ることで、RY コーディングを適用した配列を得るこ

の処理が容易に可能です。以下のコマンドを実行す
<入力ファイル名>

<出力ファイル名>

とができます。

アミノ酸配列では --type=DNA を --type=AA に置

pgrecodeseq --type=DNA
< 入力ファイル名>

き換えて下さい。対応している入力ファイル形式は

CG

TA

<出力ファイル名>

FASTA・NEXUS・PHYLIP・extended PHYLIP・
Treefinder です。出力ファイルには以下のような情

「G」
このコマンドを実行すると、
「C」は「T」へ、
は「A」へそれぞれ置換された配列が出力されます。

報が出力されます。

このため、配列は「A」と「T」の 2 文字だけになりま
Type of Nucleotides: 4

す（ただし縮重コード文字や「-」と「?」は除く）
。RY

Number of Taxa: 3

の 2 文字になるわけではありませんが、効果は同じ

Degree of Freedom: 6

です。対応している入力ファイル形式は FASTA・

Total Count: 3920

NEXUS・PHYLIP・extended PHYLIP・Trefinder

Chi-square Statistic: 5.75

です。アミノ酸配列に対して用いられる Dayhoff

p-value: 0.45

コーディング

以下略

下のように実行することで適用できます。

［14］

というものもありますが、これは以

この例では有意水準 5％で組成の均一性が棄却さ

pgrecodeseq --type=AA

れていませんが、もしも棄却されてしまった場合、

STGPNEQKHVILYW

データを改変することで無理矢理均一化してしまう

< 入力ファイル名 >

［10, 11］

か、組成の不均一性を許容するモデル

を適用し
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これにより、出力される配列は ADRMFC の 6 文

3

［4］

字だけになります。変換後のデータは RAxML

や

Treefinder［15］、MrBayes［16］で 一 般 時 間 反 転 可 能
（GTR）モデルを適用して解析することができます。

4

絶対に WAG［17］や JTT［18］などの経験的置換モデルや
それらの＋F モデルを適用してはいけません。
5

pgrecodeseq は縮重コード文字も適切に処理する
ように作成してありますので、縮重コード文字の含
まれている配列にもお使いいただけます。ただし、

6

置換前の文字列と置換後の文字列には縮重コード文
字を用いることはできませんのでご注意下さい。こ

7

れはプログラム作成上の都合と、pgtestcomposition
が縮重コード文字を統計量の計算に用いないためで
す。
タンパクコード塩基配列データの第 3 コドン位置

8

や、多遺伝子座配列データのある 1 遺伝子座といっ
た、データの一部分のみにこの処理を適用すること

9

もできますが、その場合には処理した部分と処理し
ていない部分は異なるパーティションとして比例ま
10

たは分離モデルを適用する必要があります。そうし
ないと、塩基組成や置換確率のパラメータが正しく
推定できなくなるためです。また、データの変換が

11

できたら、pgtestcomposition を用いて組成が OTU
間で均一になっていることを確認してから実際の解

12

析に用いるようにご注意下さい。

13

おわりに
さて、今回はここまでとしますが、やりたかった
けれどもできなかったこと、我慢して手作業でやっ
14

ていたこと、そもそも必要性を知らなかったことが
含まれていたのではないでしょうか。Phylogears2
には他にも系統樹上の OTU 間距離行列を作成する
コマンドや、ギャップ情報を 0 と 1 のバイナリデータ

15

に符号化するコマンド、縮重コンセンサス配列を作
成するコマンドなどが含まれています。これらにつ
いても機会があればどこかでご紹介したいと思いま

16

す。
17
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東日本大震災特集

「私と東日本大震災」
回の地震で、これまでの平常生活とは明らかに異な

大規模地震の直後と今後

る非日常を体験し、生活、研究などが完全にもとに
戻った後も、様々な面でこれまでとは違った影響が
表面化してくると思われる。
以下では、今回の地震発生後の状況と今後の対策

東北大学大学院生命科学研究科

河田雅圭

など、いくつかの項目について書き留めてみたい。

はじめに

地震発生直後の連絡網と安否確認

3 月 11 日に発生した地震から 3 か月以上がたち、
東北大学では、一部の研究科を除き、研究および

3 月 11 日の地震当日、研究室のメンバーの多くは
日本生態学会で札幌に滞在していた。私は、札幌市

教育活動は、平常時に復帰しているようである。東

内のホテルの 12 階で、揺れを感じた。その後、すぐ

北大学は仙台市と同様に、その被害の状況は、場

にテレビをつけ、仙台の自宅と研究室に電話をした

所や状況により大きく異なっている。仙台市におい

が、そのときは連絡をとることができなかった。そ

ては、東部道路（高速道路）より海岸側にある地区

の後、持参していたノートパソコンとハードディス

では津波により大きな被害を受け、未だ瓦礫を片付

クのデータにある学生の携帯アドレスをもとにメー

けつつある状態である。一方、それ以外の地区での

リングリストを作成し、メンバーの安否確認を試み

被害は、土地や建物の状況によって異なるが、一見

た。11 日の午後 10 時の時点で 1 名を除いて無事が確

すると大きな被害は受けていない。震度 6 以上の大

認され、12 日の夕方までに全員の無事が確認された。

きな地震で建物の倒壊がほとんどなかったのが奇跡

今回、地震後携帯電話が繋がりにくかったことも

的である。東北大学では、2 名の学生が実家で津波

あり、ツイッターでの確認や仙台に残っていた学生

に遭遇し亡くなったが、大学内では人的被害が生じ

が自宅をまわって確認してくれたということもあっ

なかった。建物では工学研究科の建物が大きく被害

たが、それでも全員確認するまでに 2 日もかかって

を受けたり、理学研究科の化学棟で火災が生じるな

しまった。仙台からは、学生が公衆電話を使って仙

ど、一部の建物は復旧されていないが、多くの建物

台の状況を伝えてくれた。仙台では 3 日間停電し、

はすでに通常どおりに使用されている。

携帯電話の充電ができない状態が続いた。

私の所属する生命科学研究科のある 3 つのキャン

地震後、研究室メンバーで、大きな余震など今後

パスの建物は、地震による被害も少なく、地震後す

の地震対策について検討したなかで、多くの情報を

ぐに使用可能な状態になっている。実験機材の被害

メーリングリストで流したので、携帯の電源を消耗

は研究室によって異なるが、私の研究室は、幸い大

させてしまったという反省があった。メーリングリス

きな被害を受けなかった。被害を受けた研究室も、

トでのメールは重要な少数のメールに止めることが

現在ではほぼ、平常どおりの研究･教育活動に戻っ

確認された。また、被災地では携帯などがつながり

ている。

にくくなることから、研究室全員の下宿･アパート、

仙台市に住んでいるものとして、同じ仙台市民で

マンションなどの位置と緊急時の対応をプリントア

も、津波などで被害を受けた地域の被害があまりに

ウトし、携帯することとした。また、携帯やネット

も絶大だったので、それほど大きな被害を受けてい

での情報などを地震後に被災地で得るためには、長

ない仙台市民からみると自分たちを被災地といって

時間の電源が必要になる。iPad などは、10 時間の使

いいのかどうか疑問に思うこともある。しかし、今

用が可能であり、有効である。また、常に予備の追
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加電源を準備しておくのも重要だと思う。

交通状況
札幌での学会は 12 日までで、12 日に仙台に帰る
予定であった。しかし、札幌市内のホテルで、仙台
空港が津波にのまれている場面がテレビに流れ、仙
台には簡単には帰れないだろうと認識した。翌 13 日
に、ネットが利用できる北大の研究室を借りて、研
究室のメンバーで対応を話しあった。札幌−羽田便
は運航していたので、関東方面に帰省できるものは
とりあえず東京に向かうことになった。しかし、仙
台に帰るには、東京からの鉄道は動いておらず、高
速道路も仙台までは開通していないという困難な状
況であった。東京からレンタカーを借りるという案
が浮上したが、電話などで確認したところ、仙台ま
でレンタカーを貸してくれるようなところはないよ
うだった。東京 - 山形の臨時便が飛ぶという情報を
図1 震災後の学生部屋の様子

得て、羽田から山形へ飛び、そこから山形大学の知
人に車で仙台まで送ってもらうことになった。今回
は、多くの研究室構成員が被災地外にいたというこ

定した機器は棚ごと落ちて破壊されたものもあるよ

ともあり、様々な交通情報がメーリングリストで得

うだ。また、私の部屋では本が全部落ち、その整理

ることができた。特に臨時便の情報やバスの運行状

にかなりの時間がかかった。しかし、本が落ちない

況などを容易にえることができた。被災地から外へ

ようにすべて固定した場合、揺れの程度によっては

の脱出や仙台への帰省など、研究室のメンバーの

固定した本棚が壁ごと破壊される場合もあるようで、

様々な協力で状況の把握ができ、安全な移動が可能

本は落とした方がよいという分析もあるようだ（図

になった。

1）
。また、工学部の建物で被害が大きかったのは、

研究室の備品、薬品、サンプルなど

の一つであるともいわれている。

非常に重い機器を高い階に備えてあったことが原因
今回、仙台市内では、2 日から 3 日間の停電があっ

地震当日、私は、現場にいなかったので、研究室

た。私のいるキャンパスではまる 3 日間停電した。

の実験器具がどうなっているかは心配ごとの一つで
あった。地震の翌日、仙台に残っている学生から、

研究室のある生物棟では停電と同時に非常用電源が

とりあえず実験機器が落ちていないことの報告を

動くようになっている。ただし、非常用電源がつか

うけた。壊れたのは、もともと調子の悪かったコン

えるコンセントは限られているのと、重油で動いて

ピュータサーバのみであった。また、飼育をしてい

いるため 2 日間だけの電気の供給であった。そのた

たグッピーとアノールトカゲも無事であった。しか

め、非常用電源に繋がっていた冷凍庫でも 1 日間、

し、同じ建物でも 6 階、5 階の被害は大きかったよう

繋がっていなかった廊下の冷凍庫は 3 日間の電源喪

だ。私の研究室では、予め地震対策として、シーク

失が起こった。DNA サンプル用の標本は無事であっ

エンサーなどは固定しておいたのが良かったと考え

たが、RNA をとるために冷凍していたサンプルは、

られるが、固定していなかったサーマルサイクラー

DNA は無事抽出できたが、RNA は分解されていた。

なども落ちてはいなかった。機械が落ちるか落ちな

本当に重要なサンプルがある研究室は、研究室で

いかは、揺れの方向や強さ、棚の位置など様々な状

発電機を備えるなど非常用電源の確保や、電源が得

況に影響されるようだ。また、別の研究室では、機

られなくても、サンプルがゼロにならない方法など

械の固定に関しても、固定せずにローラの着いた机

を確保しておくことが必要だろう。
私の研究室では、コンピューターのデータが喪失

の上の機器は、動くことで無事だったのに対し、固
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したということはなかった。私は、コンピューター

かった。大学では水道は 1 週間以上、ガスは 1 ヶ月

の全データを持ち運びのできる 1 テラのハードディ

近く復旧に時間がかかった。ガソリンが不足してい

スクにいれて常に持ち歩くと同時に、そのバック

ることから、仙台市での食料品の供給などは、次第

アップは、研究室と自宅と両方にとってある。農学

に底をついて不足してくるのではないかと当初は予

研究科の女川フィールドセンターは、今回の津波で

測していた。実際、コンビニの多くは閉じており、

全壊した。学生の中には、研究データをすべて失っ

開いているコンビニでも手に入るのは、在庫品のみ

たものもいた。研究室と自宅両方とも津波の被害に

であり、しばらく立ってから、おにぎりとか一部の

あってしまったようだ。今後は、重要なデータはク

弁当のみであった。しかし、市民生協などでは、独

ラウドでバックアップしおく必要があるかもしれな

自の流通手段からか、商品は比較的豊富で、豆腐

い。

や納豆などは入荷していなかったが、野菜など食料
品、雑貨、酒類は十分手に入れることができた。ま

原発事故

た、市街地では、弁当の店頭販売なども行っており、

今回の地震後の対応を難しくしたのが原発事故で

少し歩いてまわれば食料を手にいれることが可能で

ある。仙台にもどる前日 14 日には、女川での放射線

あった。地震後、夜まで開店し、繁盛していたのが

量が一次上昇し、緊迫した場面もあったが、女川原

自転車店であった。ガソリンが不足していたために、

発が幸い大きな事故を免れたことが仙台にとっては

自転車を購入した人が多かったようだ。今回の地震

救いであった。仙台に 14 日にもどり、15 日に大学の

で、コンビニがあまり機能せず、商品の流通回復が

研究室にむかったとき、理学部の事務の人から、福

一番遅れたことが意外であった。

島原発で爆発があったので、物理の人が今の放射線

仙台の飲み屋街である国分町などでは、比較的

量を量っているので外出はしないようにという忠告

早くから店を開いていた。3 月 23 日には、震災後は

をうけた。福島原発から仙台市まで直線で約 90 km

じめて居酒屋で飲む機会があったが、メニューも普

である。しかし、同じキャンパスでの放射線量が 15

通であり、通常どおり楽しむことができた。地震直

日午後に 0.07 マイクロシーベルトであることがすぐ

後に居酒屋で飲んで話せたのは、精神的にも前向

にわかり安心をした。その後も物理学の教員の自主

きになることができたし、そこには、被災した女川

的な活動で、屋外、軒下、屋内、屋外土壌表面の放

フィールドセンターの学生も元気に参加していたこ

射線量の値の測定値が公開されていたので、客観的

ともあり、非常に癒されたように思う。

に安全性を知ることができた。15 日の夕方から放射

仙台で、通常の生活にもどってきたと感じたのが、

線が上昇し、最高で 0.38 マイクロシーベルトとまで

ガソリンが普通に手に入るようになり、街に車が通

、それ
上昇したが（4 月の初旬には 0.1 まで低下した）

常どおり走りだしたときである。私は、交通手段は

以降減少を続け、原発から仙台方向への風向きのと

ほとんど徒歩などで、移動には影響をうけなかった

きや雨などの天候にかかわらず減少し続けていたの

が、仙台市内を走る車の少なさには、非日常を感じ

で、放射線の影響は 15 日の水蒸気爆発で外部に放

ていた。通常どれだけ多くのガソリンが流通し、消

出された放射性物質の影響であることは、3 月 20 日

費しているのかを改めて認識し、ガソリンや石油の

ころまでに認識することができた。今後、より大き

日本への供給が、数日ストップしただけで日本社会

な爆発が起こらないかぎり仙台は安全であるという

は大混乱することを実感した。

判断をすることが可能であった。今回、マスコミ報

風評被害

道やネット場では、さまざまな意見や情報が流れた
が、このような早い段階からの身近な場所の放射線

地震後、海外からの研究者から安否のメールが

量というデータがもっとも判断に重要であると思わ

多く届いた。海外では、仙台は致命的な被害をう
け、原発事故も伴って、回復不可なような雰囲気で

れた。

とらえているようである。また、原発は仙台にある

日常生活

と思っている人もいたようだ。しかし、これは海外

震災後、自宅で電気が回復したのが 13 日、水道

だけでの状況ではない。国内でも、テレビなどでは

も同時だったが、ガスの復旧までには 3 週間以上か

被害の大きな被災地の状況はよく伝えられているが、
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それ以外の東北の情報はあまり伝わらなかったよう

算は、災害復興にからめなければならないというよ

だ。4 月下旬に東京から被災地視察にきた方々と仙

うな状況になる可能性もある。それに伴い、基礎科

台市内で飲む機会があったが、津波にあった被災地

学分野の予算や大学・大学院の教育に関わる予算が

の現状に比べ、仙台市内がすでに普通通りであるこ

どのようになるかまったく不透明である。いずれに

とに驚いていた。

しても、日本として、大学教育や科学や技術に対し

被災の大きさを伝えるのか少なさを伝えるのかは、

てどのような長期的にどのような戦略で発展させて

情報を発信する被災地側でも問題になる。たとえ

いくのかというビジョンを早く政府として示す必要

ば、大学では、これだけ大きな被害があったことを

があるだろう。
また、今回の原発事故とその後の対応などで、電

アピールし、補正予算など多くの支援を得たいとい
う一面、被害は少なく通常どおり研究はできるので、

力会社や政府だけでなく、科学者の社会的責任がク

学生、留学生、研究者は東北大に来てほしいという

ローズアップされた。進化学も現在では、基礎科学

面があるからだ。現実には、被害については多くの

としてのみならず、Evolutionary Application という

情報が伝わるが、被害がそれほどでもないという情

雑誌が発刊されるように応用分野としても進展して

報はほとんど届かないということが多いようだ。東

いきている。進化学者も、今後、様々な局面で社会

北大では、今後、特に留学生の数や海外からのポス

的責任について問われる場面が増えてくるかもしれ

ドク、研究員などは減少することが危惧される。同

ない。

時に、国内の学生のなかにも、東北地区を大学や大

最後に

学院への進学対象から除外する学生もいることも予

震災後、各方面の方々からはげましのメールや支

測される。しかし、初めにも述べたように、東北大
では、生命科学関係など多くの研究科では研究は平

援の申し出を提案して頂いたことにお礼申し上げま

常どおりに復旧しており、教育や研究を進めていく

す。また、地震後、研究室のメンバー全員は、冷静

のには問題がない。ということをここで強調してお

に、協力的に行動してくれました。そのおかげで、
大きな被害がなかっただけでなく、研究室を短時間

きたい。
この状況は、東北の観光地に当てはまるようで、

に復旧させることができました。本当にありがとう

本年は、東北への観光客が減少することが懸念され

ございました。まだ、今後大きな余震がくることが

ている。逆にいえば、毎年人気の温泉地や観光地は

予想されています。願わくば M8 級ではなく M7 級

本年に限って余裕で予約できるかもしれない。

以下でお願いしたいと思います。

震災後の大学と研究

東日本大震災を経験して

冒頭に述べたように､ 少なくとも私の現在の生活
は復興前に戻っているように感じる。しかし、今後、
この地震の影響は、被災地区だけでなく、日本の大
学、教育、科学など様々な面の将来に大きく影響す

産業技術総合研究所・生物プロセス研究部門・
生物共生進化機構研究グループ

るだろう。実際、東北大学では、震災を機に、様々

安佛尚志

な分野の協力による災害防除の国際的な研究機関を

はじめに

つくる構想が浮上している。東北大学に限らず、少

まずは、東日本大震災により亡くなられた多くの

なくとも今後数年は、震災復興に、大学や研究者が
どのように貢献できるのかという動きが各方面で活

方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災

発になると思われ、多くの予算が投入されるものと

された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

思われる。財政赤字の中で、毎年、事業仕分けで科

今回の震災により、東北から関東にかけての研究

学予算が削減対象になるなかで、今後、科学予算の

機関や大学も少なからぬ被害を受けた。私の職場で

中でも、さらに復興に関わる科学予算に重点的に配

ある産業技術総合研究所つくばセンター（以下、産

分がなされる可能性が高い。現在、政府の来年度予

総研）も例外ではなく、震災当初は、
「産総研（を

算の方針は、全く決まっていないようだ。新規の予

含む在つくばの研究施設）では研究活動が不可能に
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なった」とも受け取れる報道が一部でなされたほど

ないと体を支えていられないほどであった。建家の

である。幸いにも人的被害はなかったものの、壊滅

倒壊が一瞬頭をよぎったが、なんとか徐々に揺れは

的なダメージを受けた研究室もあり、完全な復旧に

おさまっていった。

は時間がかかることが予想されている。しかし、現

完全に揺れが止まった後、そろそろと机の下から

場の研究者は、震災後すみやかに研究再開に向けて

はい出すと、居室は悲惨な有様になっていた。机の

の活動を開始しており、現在では、いくつかの制約

上にあったはずの書類は床に散乱し、マグカップが

はあるものの、粛々と研究を続けている。

落ちて割れていた。耐震措置を講じていなかった本

そんな中、進化学会ニュースに今回の経験を寄稿

棚は蔵書ごと倒れ、耐震措置を講じていた本棚から

する機会をいただいた。より震源に近い東北の研究

はすべての本がなだれ落ちていた。購入したばかり

機関や大学の受けた被害とは比べものにもならない

の共用プリンターが机の上から落下し、床の上に逆

だろうが、私なりにこの大災害が研究生活にもたら

さまに鎮座していた（写真 1）
。

した影響を記録にとどめておきたいと思う。また、

まずは、居室にいた人間が無事であることを確認

今回は被災しなかった地域の研究者の方々にとって

し、その後、隣接する実験室の様子を確かめると、

も、将来の災害に備える上でのヒントになれば幸い

こちらもひどい状況になっていた（写真 2）
。机の上

である。

のラック類、試薬瓶の多くは床に落ち、割れたガラ

震災当日

るで現実感のない光景に、しばし呆然とする他な

ス容器から漏れた有機溶剤の臭いが鼻をついた。ま

2011 年 3 月 11 日金曜日 14 時 46 分、私は居室でデ

かった。

スクワークの最中であった。日本観測史上最大のマ

若干混乱した頭でグループメンバーの安否確認

グニチュード 9.0、つくば市でも震度 6 弱を記録した

をおこない、その後、そばにあった自分のノート PC

大地震はかすかな横揺れから始まった。つくば市は

と通勤鞄を持って屋外の駐車場に避難した。避難

普段から比較的地震が多いところなので、一応手を

中も、しゃがみこむほど大きな余震が何度も襲って

止めはしたものの、
「いつものように、すぐおさまる

きた。隣接する発電設備の入った建家からは黒煙が

だろう」と思っていた。しかし、予想を裏切って横

上った。建物のそばから離れるように指示が出され、

揺れはおさまるどころかますます大きくなり、
「これ

ふと見上げると屋上の避雷針が今にも折れそうなほ

は危ない」と思った瞬間、防災ヘルメットをかぶり

どにしなっており、大変な驚きと恐怖を感じたこと
を覚えている。

（注：産総研ではすべての職員に防災ヘルメットが

余震がいったんおさまった後、屋内に戻ることが

支給されており、すぐに手の届く範囲に置いておく
ことになっている）
、机の下に潜り込んだ。横揺れは

許された。対策本部からは、最低限の確認だけをお

さらに激しさを増し、机の脚をしっかりつかんでい

こない、帰宅できる者は速やかに帰宅せよ、という

写真１ 居室の様子
床に落下したプリンターは修理不可能と診断された。

写真２ 実験室の様子
製氷機が落ちそうになり、床に物が散乱している。
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指示が出された。研究室に戻って確認したところ、
漏れた試薬の臭いが気になったものの、火災などの
重大問題は起きておらず、昆虫飼育系統もほぼ無事
であった。確認作業終了後、研究室の面々は帰宅の
途についたが、二次災害の恐れもあったため、土日
の 2 日間は屋内への立ち入りが原則禁止となった。
私は自宅が東京であったため、いわゆる帰宅困
難者となった。グループメンバーの院生が泊めてく
れるというので産総研の学生寮に向かうと、研究
所からの指示により、帰宅できなくなった職員が集
まっていた。まもなく研究所に備蓄されていた毛布
や LED ライト付きラジオ、水、食料が寮に届けられ

写真３ インキュベーター室の様子
位置が大きく変わっていたが、中の昆虫は無事であった。

た。すぐに日没となり、停電の闇に包まれた寮の一
室で早々と眠りにつこうとしたが、ひっきりなしに
鳴り続ける緊急地震速報とその後おとずれる余震の

帯に送られてくる状況報告を確認しながら過ごす一

ために、ほとんど眠れない不安な一夜を過ごした。

週間となった。

翌日の午後になって交通機関が復旧し、普段の 3
倍ほどの時間をかけて自宅に戻り、家族と再会した。

被災 2 週目
震災から 10 日が過ぎ、自宅待機が解除され、私も

この段階でようやく一息つくことができた。

通常出勤に戻った。産総研では、ここからの一週間

被災1週目

は「インフラ復旧期間」に設定された。実験は禁止さ

月曜には、通勤可能な職員が研究室に集まり、最

れ、安全に配慮しつつ、被害状況の確認、研究室の

小限の片付け作業をおこなった（私自身は交通機関

片付けなどをおこなった。

の乱れもあり、自宅待機となった）
。居室および実験

最初に取り組んだのが、逼迫する電力供給に対

室が 1、2 階の低層であったためか、物的被害は比較

応するための電力消費機器の削減であった。昆虫飼

的軽微であった。使用可能なフリーザーが限られて

育用のインキュベーターの利用状況を見直し、集約

いたので、取り急ぎ重要なサンプルと試薬を移動し

化によって数台の稼働を停止した。次に、冷凍・冷

た。

蔵庫内を整理し、不要サンプルの廃棄、分散してい

我々の研究グループでは、多数のインキュベー

たサンプルおよび試薬の集約化によって超低温冷凍

ターでショウジョウバエ、アブラムシ、カメムシ、

庫を含む数台の使用を停止した。重要サンプルの選

ゾウムシなどの昆虫を飼育している。地震の揺れと

別、移動先フリーザー内のスペース確保といった作

停電で、真っ先に心配したのが昆虫たちの状況で

業の中、常日頃の整理の重要性を痛感した。また、

あったが、意外にもほとんど被害はなかった。まず、

居室および実験室の空調は、原則使用禁止となっ

それほど暑くも寒くもない季節であったことが幸い

た。

した。また、インキュベーターの固定用ボルトを下

この 時 期 におこな わ れ た 調 査 により、スクラ

げていなかったため、かなり位置が動いていたもの

バー・ドラフトの不具合や、地下の研究排水系の配

の、逆に揺れを吸収したのか転倒することもなく、

管の破損が明らかになった。特に後者は、実験の再

内部の飼育容器もほぼ無傷だった（写真 3）
。

開にあたり予想外の悪影響をもたらした（後述）
。

1 日目が終わった段階では被害状況の把握も完全

また、他の研究グループの被害状況も伝わってき

ではなかったが、福島第一原発が予断を許さない状

た。上層階にあった研究室ほど被害が大きく、水漏

況に陥ったため、上司の判断により翌日から週明け

れや機器の破損などにより壊滅的なダメージを受け

までは原則自宅待機となった。私はといえば、震災

た研究グループでは、地域センターへの移転が検討

当日にひいた風邪が悪化し、布団の中で、テレビの

され始めた。

刻一刻と悪化する原発情報と、つくばの上司から携
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被災 3 週目〜現在

在室には届出が必要）といった節電対策も継続中

続く 3 週間は、
「研究再開準備期間」に設定され

である。しかし、季節が移り気温が高くなってくる

た。震災後は、必要最小限の機器を除き、すべての

と、やはり問題になるのが空調である。実験室では

電気を使用する機器の電源が抜かれていたが、1 台

窓を開けることができず、さらには実験機器からの

ずつ通電して異常の有無を確かめた。幸いにも故障

放熱もあるため、部屋によっては室温が 30 ℃を超

した機械はほぼ皆無で、実験再開に向けての準備は

え、シーケンサーなどの実験機器（と、そこで作業
する人間）も不調を訴え始めた。いくら節電とはい

比較的スムーズに進んだ。
そして、さらに続く 2 週間が、夏に想定される電

え、実験機器（と体）を壊してしまっては本来業務に

力制限下における実験可能範囲を見定めつつ研究を

支障をきたすので、どうしても必要な部屋に限り許

再開する「研究再開期間」とされ、ようやく全面的

可を取って空調を運転することになった。これから

に実験が解禁された。ただし、個別空調の運転は避

夏場に向けての電力供給にはまだまだ不透明な部分

け、電力消費量の大きい大型機器の運転については

もあり、輪番停電の噂も絶えない。必要ならば、重

許可が必要とされた。また、電力需要がピークとな

要な昆虫飼育系統を電力供給に問題のない地域セン

る夕刻前に退庁時間が設定された。

ターに疎開させることも一応想定されてはいるが、

研究を再開する中、思わぬ影響をおよぼしたのが

それにともなう労力や研究の中断を考えると、でき

前述の研究排水系配管の破損である。研究廃液が

れば節電で乗り切りたいところである。

地中へ流出するのを防ぐため、破損箇所の特定およ

日頃の備えについて

び修理が完了するまでは実験室の流しの使用が全
面禁止となったのである。そのため、洗浄水はすべ

今回の震災を経験して、これまでの研究活動にお

てバケツにためてから、一般排水に流すことが可能

いて見直すべき点、継続すべき点など多くの教訓を

なもののみ洗面所に捨て、研究廃液を含むものにつ

得た。いくつかの点について、以下に補足しておく。
個人レベルでは、先にも述べたが、常日頃から

いては、さらにポリタンクにためた後、屋外に設置
された回収タンクまで運ぶこととなった。また、一

データやサンプルの整理を心がけることが大事であ

般の洗い物が大量にある場合は、流しが使用可能な

る。モバイルや外付け HDD を利用した、いざとい

別棟の給湯室まで行かねばならず、作業をお願いし

う時にすぐに持ち出し可能なデータ管理法は、バッ

ている技官さんには大変な不便を強いることになっ

クアップの観点からも有効だろう。ついつい増えて

た。さらに、純水製造装置や製氷機といった、常に

しまいがちな冷凍サンプルも、
「永久保管」
「 論文掲

排水をおこなうような機器もそのままでは使うこと

載まで保管」
「一次保管」といった重要レベルの異な

ができなくなった。純水製造装置についてはフラッ

るサンプルが混在していないだろうか。各自がそれ

シングで大量の水を排出するため、排水を 18 L のポ

らを整理するとともに、研究グループやユニットレ

リタンクで受け、50 分おきに階段で 2 階から 1 階ま

ベルでは、震災などのトラブルで保管が困難になっ

で運び、一般排水に流した。製氷機については排水

た場合の対策（緊急受け入れ先の確保など）も講じ

管が流しの配管に直結していたため使用禁止とし、

ておくべきだろう。特に、世界的に貴重なサンプル

保冷剤で急場をしのいだ。最近になって、別グルー

を保管しているなら尚更である。

プが所有している 1 台（排水をためることが可能）を

また、緊急時における連絡体制を整えておくこと

共同で使わせてもらえるようになったが、水と氷の

（緊急連絡先の把握、連絡網の整備）は当然であり、

問題は、多くの研究グループにおいて切実な緊急課

多くの職場では実践されていると思うが、今一度確

題となっていた。現在に至るも研究排水系配管の点

認していただきたい。今回の震災では職場のサー

検修理は継続中で、我々の建物については、いまだ

バーがダウンしたため、通常の連絡に使っている

流しの使用許可は出ていない。重いタンクを洗面所

メールアドレスが使えなくなった。そのため我々の

や回収タンクへ運ぶ日々はもうしばらく続きそうで

研究グループでは、急遽フリーメールや携帯メール

ある。

を利用した連絡体制が作られた。個人情報保護に留

また、空調停止、退庁時間の設定（注：段階的

意しつつ、できる限りの備えが必要だろう。

に延長されて夜 8 時になった。時間外および休日の
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おわりに

るからこそできるものであると思う。被災するまで
は、電気にせよ、水道にせよ、何も考えずに使える

今回の震災後、被害が少なかった、あるいは被
災しなかった研究機関や大学から、被災地の学生

のが当然だと思っていた。しかし、実際はそうでは

や共同利用・研究を受け入れる旨のメールが、様々

なかった。国からの研究費にしても、被災地の復興

なメーリングリストで流れた。実際の受け入れにあ

より優先されるものではないだろう。この機会に、自

たっては、担当部署との折衝など決して簡単ではな

由に研究ができることの意味を考えてみたいと思う。

い手続きが必要だったはずだが、対応の素早さか

最後に、もう一度、被災された方々はもちろんの

ら、多くの研究者が積極的に被災地の学生や研究者

こと、震災に影響を受けたすべての人々が一日も早

を救うために動いたことがうかがえた。とても素晴

く平和な日常に復帰されることをお祈り申し上げま

らしいことだと思う。また、各学会においても、上

す。

記のような活動をとりまとめてアナウンスしたり、
被災した学会員への対応を検討したりといった様々

私にとっての東日本大震災：
非被災地の博物館員の想い

な取り組みがなされていた。テレビやマスコミで連
日のようにうたわれていたオールジャパンでの協力
体制は、少なくとも研究の世界ではある程度実現し
ていたと感じている。

国立科学博物館

真鍋

震災から早くも 3 か月が過ぎた。あの日避難場所

真

となった駐車場に立ち、耐震改修工事中の第 6 事業

はじめに

所本館と、折れそうになっていた屋上の避雷針を見
上げると、震災の記憶が蘇ってくる（写真 4）
。とは

国立科学博物館の日本館には、日本を代表する化

いえ、その記憶は徐々に薄れつつあり、東京やつく

石が展示されています。福島県のフタバスズキリュ

ばは、表面上は震災前と大きく変わらない状況にあ

ウ、宮城県のウタツサウルス、岩手県の「モシリュ

るように思われる。報道でも被災地の現状を伝える

ウ」など、東北地方の化石がいかに重要なものかが

ものは少なくなり、原発事故の事後処理や政局のド

お分かりいただけると思います。これらの化石産地

タバタ、今後のエネルギー問題などに焦点が移って

からは毎年のように新しい化石が発見される、調査

いるように感じられる。しかし、被災地では復興の

研究の最前線です。そのような博物館の多くが今回

めどがほとんどたっておらず、津波に襲われた地域

の東日本大震災で被災しました。

では瓦礫の撤去もままならないと聞く。研究に勤し

博物館が担う新しい役割

む日々においても、我々はそのことを決して忘れて

岩手県の陸前高田市立博物館は 50 年以上の歴史

はならない。

を持つ、東北地方で最も古い登録博物館で、15 万点

研究は、一部を除いて基本的に世の中が平和であ

の資料を収蔵していたそうです。2 階建ての博物館
は津波で完全に冠水してしまいました。6 名の職員
全員が命を落とされたか、行方不明になってしまい
ました（写真 1、2a、b）
。文化庁が呼びかけた文化
財レスキューという活動を通して、岩手県立博物館、
一関市立博物館、遠野市立博物館などが、陸前高田
市立博物館の資料を一つでも多くレスキューしよう
と、盛岡の場合、片道 3 時間の訪問を毎日のように
繰り返しています。
私もそんな作業をボランティアで少しだけお手伝
いしました。応援に駆けつけた学芸員等と、避難所
から通ってくる地元の方々が、瓦礫や土砂の中から

写真４ 現在の産総研第６事業所本館
青いシートの部分で補強工事を施工中。６月14日撮影。

一つでも多くの博物館資料を救出しようと黙々と作
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業する姿に感動しました。これまで博物館は、ほか

分類するのですが、それを入れる標本箱や容器がな

の博物館とは異なること、オリジナリティをいかに

かったりします。

発揮するかを考えてきました。いま、博物館は、コ

標本台帳と照らし合わせてチェックしたいところで

レクションは人類共通の財産として、博物館同士が

すが、台帳やデータベースが失われてしまっている

協力しあって、被災地の博物館のために働くという

場合もあります。産地情報や採集年などの情報がな

新しい役割をになうようになりました。

ければ、研究資料としての価値が失われてしまうも
のもあります。本当のレスキューは、瓦礫や土砂が片

レスキューの現場から

付いた時から始まると言っても良いかも知れません。

自衛隊も手伝ってくれて、泥の中から博物館資料

先人たちの積み上げてきたものを次世代にバトン

のようなものを土砂や瓦礫と区別して行きます。泥

タッチし、人が集い、コレクションが育って行くよ

団子状態の物体は、水で洗ってみないと、それが化

うな場所を取り戻すことは、地域の復興の目に見え

石なのかモルタルなのか、土器なのかもわかりませ

る第一歩ではないでしょうか（写真 4）
。まだ生活の

ん。水道は復旧していないので、盛岡から運んで来

復旧が最優先ですが、博物館のように他地域から

た水や、貯めておいた雨水を使って作業していきま

人々が訪ねてくれる場所を作ることは、生活の復旧

す。収蔵庫の引き出しのなかでも、ガラスの破片や

とともに重要なことであることが、被災地の皆さん

腐った未確認物などが入っているので注意しなけれ

とお話ししているとわかります。

ばなりません（写真 3）
。メモをつけたりしながら大

写真1 陸前高田市立博物館の1階展示室。天井まで土
砂や瓦礫に埋まっていた（2011年 4月27日）

写真 2b 同上。自衛隊の助力を受けながらほぼ土砂が撤
去された（2011年 5月6日）

写 真 2a 陸 前 高 田 市 立 博 物 館 の1階 収 蔵 庫 の 様 子
（2011年 4月27日）

写真 3 岩石・化石・土器標本と思われる物体を洗浄作
業する大石雅之学芸員（左：岩手県立博物館）と永広昌
之博士（右：東北大学総合学術博物館、2011年 5月6日）
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非被災地の私たちが出来ること

うことは簡単ですが、いま私たちが諦めてしまった
ら、バラバラになってしまったモノとココロは永遠

陸前高田市や多くの地域では、市民の支援をする

に取り戻せなくなってしまうのです。

公務員や医療関係者の方が、一般市民より死亡率が
高かったことが明らかになりつつあります。このよ
うな地域は、今後も継続的な支援を必要としていま

私にとっての東日本大震災：
スイスからおもうこと

す。いま、非被災地の私たちは支援を送る側にいま
すが、地震や津波は日本のどこに居ても起こりうる
ことです。今回の震災を経験した私たちが、これか
ら全国的に災害に強い地域づくりをしなければ、数

スイス連邦水圏科学技術研究所（エアワグ）

荒木仁志

万人という死者に申し訳ないと思います。
日本全体で取り組まなければならない、一個人で
は途方にくれてしまうような状況です。植物生態学

3.11.2011。これは現代の日本人、特に東日本の

者の宮脇昭・横浜国立大学名誉教授は、瓦礫から有

方々にとっては未曾有の大地震と津波に襲われた日

害物を取り除いたものを土と交ぜて海岸線に盛り上

である。しかし、私の住むスイス、そして欧米各国

げると、通気性の良い土塁を築くことが出来るので、

に住む多くの人々にとっての 3.11 は違う。科学技術

そこに常緑広葉樹を植林して、自然の防波林を築く

の最も進んでいる（と思われている）Japan で、そし

ことを提唱しています。木を植えることだったら、

て Fukushima で原子力発電所がその安全神話を崩

ひとりひとりの力を結集して、力になれるのではな

壊させた日なのである。
今回の大震災は直接の当事者である日本人はもち

いでしょうか。
国立科学博物館でこの夏に開催される「恐竜博

ろん、人類全体にこれからの生活の在り方を再考さ

2011（
」2011 年 7 月 2 日から 10 月 2 日）で、東北応援

せることになったと思う。ここでは私的な経験に基

コーナーを作ることにしました。東北地方の中生代

づき私見を書き連ねるが、私自身は身内や友人に人

爬虫類化石の調査研究の最前線を紹介するととも

命に関わる被害者もなく、また震災後帰国すらして

に、博物館同士のネットワーク力による被災地の復

いないので当事者とは程遠い立場にある。
「外」から

旧、復興に向けた活動の一旦を紹介する予定です。

見た意見、感想である点予めご了承いただきたい。

文化財レスキューには、自然史資料もその対象とさ

ただ、この震災について改めて考える今、被災者の

れていますが、文化財保護法のような法的根拠の無

現状と今後の日本を鑑みて暗然たる気持ちが重く、

い自然史資料の場合、予算的な裏付けは全くありま

深く心を覆う点では他の多くの日本人と共通してい

せん。だからこそ、その価値やレスキューの意義を

ると信じている。

共感してくださる方を増やすと共に、その気持ちを

その日

持続させることが必要不可欠なのです。諦めてしま

「その日」
、私はサンプリングのため、フランス国
境近くへの長距離ドライブの最中だった。眠気防止
にラジオをつけていたのだが、話されるドイツ語は
解さない。だが、Tokyo, Sendai といった単語が耳
に飛び込み、同乗の友人が日本で地震があったと教
えてくれた。以前にも似た状況で日本や外国の地震
のニュースが何度かあったし、また日本人にとって
地震は珍しくはない。友人は今回は大きそうだと解
説してくれたが、その時点では被災者数など分から
ないことが多く、実際どの程度の地震なのかピンと
来なかったのを記憶している。もっとも当時は情報
が混乱していて、直接被災された人を除く誰にとっ

写真 4 陸前高田市立博物館内で回収された標本類とパ
ネル（2011年 4月27日）

ても同じ状況だったはずだが。
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そんなわけで予定通りサンプリングを終え、部屋

これは多分に筆者の憶測だが、最大の要因はスイ

に戻って日本のニュースサイトを開いてやっと事の

スでは人命救助の組織、経験が確立していて、
（人

重大さに気がついた。太平洋沿岸の多くの町が津波

命救助に際して特に重要な）初動支援体制がしっか

に襲われ、日本が「豪い事」になっている。東北に

りシステム化されていたからではなかったか。スイ

住む知人、友人の顔が浮かぶ。今回の震災で始めて

スは地震国ではないが山岳国である。遭難や雪崩の

背筋が寒くなった瞬間だった。

事故は多い。危機に際しての優先順位がはっきりし

その後テレビでも繰り返し日本の映像が流され、

ていてそれを組織全体がシェアしていれば、おのず

しばらくは震災による死傷者数や地球規模の津波の

と行動は早くなる。今回おそらく頼まれたわけでも

影響に注目が集まっていた。しかしながらここへき

ないのに災害救助犬まで出動させたのも、
「災害発

てもまだ、報道内容は津波の恐怖に関連したものが

生から一刻も早い段階で生存者を発見し一人でも多

、
中心で、過去の大地震、スマトラ島沖地震（2004）

くの人命を救助する」というはっきりした目的があ

チリ地震（2010）やニュージーランド地震（2011）と

り、その目的を達成する最良の方法を過去の経験か

似かよったものであったのだ。個人的にも仙台に住

ら学んでいるのであろう。日本の国際協力としての

む知人の安否確認ができないことに不安は募るもの

災害救助隊も現地での評価は高いと聞くが、意思決

の、この後更に大きな問題が表沙汰になるとは思っ

定と初動速度の面でまだまだ学ぶことが多いと思う

てもみなかった。

のは政府批判記事の読みすぎであろうか。

ニュースキャスターの焦点が「Nuclear plant, Fu-

kushima Daiichi」のトラブルに向かったのはどれく

原発事故と人々の反応

らい経ってからだったであろうか。いずれにせよそ

震災からしばらくして、スイスでも募金やチャリ

の後徐々に悪化していく原発事故の状況をニュース

ティーイベント等の活動が目立ってきた。その多く

で見ない日は無くなった。ここへきて、日本を襲っ

は遠方にあって居ても立ってもいられなくなった日

た不幸な大地震と津波の日は、少なくとも欧米では

本人のグループによるものだったが、募金活動など

Fukushima 原発事故の日となったのである。

には地元の人々の姿も多く見られた。
そのお礼、というわけではないのだが、研究所に

スイスと震災

ケーキを持っていってお茶の時間に振舞った時の事、

山岳地域を多く抱える割に、スイスに地震は少な

学生から研究者まで多くの人が福島第一原発の構

い。友人に聞いても体感した地震の記憶ははるか

造やその状況について非常に詳しく、また関心が高

昔、マグニチュード 6 クラスになると一世紀に一度

いのに驚かされた。そして話は自然とスイスやヨー

あるかないか、という頻度らしい。実際、石づくり

ロッパ各国の原発事情へと移り、彼らが（少しずつ

の外壁を「柱」とする 19 世紀以前のヨーロッパ建築

にせよ忘れかけていた）チェルノブイリ原発事故の

は地震に影響されることなく至る所に見受けられ、

恐怖を改めて思い出していることに気づく。1986 年、

この国の歴史を今も物語っている。おそらく未だか

我々日本人には物理的にも遠い感のあるウクライナ

つて「地面が勝手に揺れる」ことを体験せずに過ご

の地で起こった原発事故は、ヨーロッパにとっては

している人もいるだろう。ましてや海のない国であ

すぐ隣の庭で起こった大惨事だったのだ。但し、今

る。彼らが震災、そして津波を具体的にイメージす

回日本で起こった事故は、少なくともスイスにおい
ては「遠くで起こった他人事」とは全く捉えられて

るのが難しいのもうなずける。

いない。これは最近相次いで脱・原発を支持する国

にもかかわらず、スイスから日本への救援活動開
始は早かった。震災から二日後には災害救助犬を含

民の声を反映した動きが見られるヨーロッパ諸国で

む緊急救助隊が日本へ向かっている。二日後といえ

も同じであろう。少なくとも彼らにとっての問題は、

ばまだまだ震災被害の全容も半ば程も分かっていな

それが起きた場所が「科学技術大国・日本」であり、

かった頃ではなかったか。日本全体が未曾有の事態

彼らの保有する原子炉やそのシステムの多くが日本

に直面し機能停止に陥った印象の中、遠く離れたス

のそれより勝っていないと確信していることである。

イスでなぜそんなに迅速な意思決定が為され、それ

私はチェルノブイリ原発事故当時のソ連の科学技
術力を軽んじているわけではない。実際、80 年代は

を行動に移せたのか、という点は考察に値する。
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米ソが宇宙開発にしのぎを削っていた頃だから、当

ては計画停電や物流の混乱・買占めに伴う品不足も

時の技術力としては世界最高水準だったはずであ

報道されていたから、原発事故そのものよりも震災

る。しかし、それから 25 年が経ち、原子炉の安全性

の二次的な被害を懸念したのかもしれない。それに

は当時とは比べ物にならないほど向上し、ましてや

しても、である。欧米のメディアは当の日本では放

世界の科学技術を牽引する日本においてそのレベル

射線の問題は比較的にしろ冷静（楽観的？）に受け

の事故は起こりえない「はずだった」
。人類は一部の

止められていることを知っていたし、国民の反応も

国を除き、その安全神話の下、二酸化炭素放出量が

事態の深刻さを考えれば驚くほど落ち着いたもので

比較的にせよ少なく安定供給が可能な原子力をポス

あると報じられていた。日本政府から発せられる情

ト・化石エネルギーの筆頭候補と捉えていた感すら

報も（政府自体の混乱の有無はさておき）それを促

ある。この視点の正否はここでは問題ではない。問

すものであった。そういった情報を敢えて無視して

題は、原発の安全性が人の手で作り上げられた神話

まで非・当事国独自の判断を下す必要があるとすれ

であったことであり、おそらく現存するいかなる科

ば、それは「現地発の当事者情報は間違っている」

学技術を持ってしても絶対の安全性など保証し得な

ことを前提としているからに他ならない。傍から見

いことにある。それでも必要悪としての原発を維持

れば、すぐに何百万人もの人を別の場所に移すこと

するべきか。更なる技術革新を誘導して原発の無い

が不可能事である以上、悪戯に国民を刺激してパ

社会を創るか。これは Fukushima を経験してしまっ

ニックを誘発するのが政府として得策でないことは

た我々一人一人が考え、より良い未来への答えを模

火を見るより明らか、と言えなくもない。だが、一

索していくよりほかに無い問題だろう。

国家の代表者がその最大の責務である国民の安全に

ちなみにスイスでは現在 5 基の原発が稼動してい

ついて語っているのであり、その国は独裁国家でも

るが、国土の小さいスイスのこと（九州ほど）
、原発

軍事国家でもない民主主義国家なのである。その情

へのエネルギー依存度は日本同様 40 ％程度という

報を他国の人々はハナから信じていない、という事

（表 1）
。そのスイスで、最近の世論調査では 90％近

実は衝撃的ですらあった。これは日本という特定の

い国民が原発廃止に賛成、という結果が出され、こ

国への信頼の薄さ、というより（当事国による情報

れを受けた政府は 5 月 25 日付けで 5 基の耐久年数を

統制で対応が遅れた）過去の原発事故からの教訓で

迎える 2034 までに脱・原発を目指す方針を閣議決定

あると信じたいが、同時に日本という国の国家とし

した。ちなみに今回の原発事故前の国民投票では原

ての成熟度と透明性について再考せざるを得ない一

発容認派が多数派だった、というからいかに今回の

事である。なぜなら、国家への信用と国民一人一人

事故の精神的影響が大きかったかが分かるというも

への信頼は第三者にとっては「日本人」というブラン

のだ。

ドを介してリンクしているものであり、真実を語ら
ない国からは望むと望まないに関わらず真実を語ら

「日本」という国の成熟度

ない、あるいは知らない人が生まれると思われるも

上記のように、スイスにおける日本という国のイ

のであるからである。
（近い将来、海外の空港で日本

メージは（少なくとも科学技術に関しては）非常にポ

人というだけで特別精査を受ける自分たちの姿を想

ジティブである。スイスも精密機械や医学・薬学の

像してもらいたい！ 9.11 を経験した現代人に、そ

面では世界の第一線と呼べる科学技術を擁し、彼ら

れが絵空事だと笑って片づけることが本当にできる

自身もそのことに誇りを感じている節があるが、そ

だろうか？）世界で通用する科学者の育成と科学技

の彼らをして日本には一目置いているのである。

術立国を目指す日本にとって、原発事故の影響と同
程度に深刻な問題と言えはしないだろうか。

その彼らが今回、日本政府から発せられる情報に
依らず、むしろドイツやアメリカから発せられる第

起こってしまったことはさておき、上記のエネル

三者の情報に基づき東北・関東圏のスイス人に避難

ギー政策を含め、これからの日本の方向性も世界が

勧告まで出している。なぜか。震災の混乱で情報が

注目するところである。ある経済学者はこれで日本

錯綜する中で安全策を講じた、ということもあるだ

は貧しくなる、といい、また別の人は日本は必ず立

ろうし、フランス、ドイツなどの近隣諸国と歩調を

ち直るだろう、という。後者が正しい、と信じたい

合わせた、ということもあるだろう。関東圏に関し

が、それを現実のものにするのは我々日本人のこれ
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からの仕事である。今はっきりしているのは、これ

るこの大国の変化には毎回驚かされるし、インドや

まで通用していた、あるいはそう見えていた常識・

ブラジルなど急激な経済発展とそれに伴う世界的影

秩序の少なからぬ一部がもはや通用しない社会が来

響力の上昇を目指すその名のとおりの発展途上国も

ることである。共同研究者のいる中国には頻繁に訪

多い。その先にある未来に日本というアイデンティ

れる機会があるが、その度に目に見える発展を遂げ

ティーがどのような形で残されるのか、それが新し

表1 世界の原子炉数（JAIF・世界の原子力発電開発の動向2011より引用）
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い世界秩序の中でどのように位置づけられ維持され

く危険な「火」とその影響についてもっと詳しく知

るのか。現時点では知る由も無いが、進化が連続な

る必要があるのだ。これは、進化についても言える

時間軸の中で起こるように、そこにある日本が我々

こと。我々は生物進化の予測すらできずにいる一方

のこれまで、そしてこれからの足取りの結果として

で、自分たちに都合の良い生物を誕生させることに

の必然たるのもまた現実である。もちろん震災自体

ほとんど何の迷いも持っていない。無論遺伝子組み

は未だ現在進行形であり、原発事故の収拾も含めこ

換え生物などへの抵抗感と拡散防止のコンセプトは

の出来事を過去とするのがいつになるのか見当もつ

存在する。が、一度生まれた生命を 100％制御する

かないが、より良い未来への一歩は、常に目の前に

ことは核の管理同様に困難である。人為改変された

あるのだ。少なくとも筆者はそう信じている。

環境で、直接にせよ間接にせよ遺伝的変化を強要
された生物たちが、どのように既存の生物（人類を

自然科学を学ぶということ

含む）やその生態系に影響するのか。その状況を生

進化学のような基礎学問をやっているとピンと来

み出した人類には答えを模索する義務があり、また

ないが、通常技術革新、科学のブレークスルーは

その答えなしには人類はここから先へ進めない、と

観念的には人類の安全と繁栄のため、現実的には

言っては言い過ぎだろうか。

軍事・民事を問わず国家や企業間競争における権

進化を学ぶ者に課せられた責務は、だから、重

益確保と拡大のためにもたらされることが多い。ま

い。

ずもってエンリコ・フェルミらがシカゴ大で世界初

終わりに

の核分裂連鎖反応に成功したのもマンハッタン計画
。そ
真っ最中のアメリカ（1942）であったのだ（図1）

今回の東日本大震災では老若男女を問わず本当に

の技術的帰結としての核兵器は日本に落とされ、太

多くの命が失われました。心よりご冥福をお祈りい

平洋戦争は終結する。その後兵器としての核はその

たします。また震災から二ヶ月以上が経った現在で

人類全体への危険性が再認識され、エネルギー源と

もおびただしい数の行方不明者、安否不明者、そし

しての平和利用が模索される。だが、我々人類がこ

て被災者の方々がいらっしゃいます。メディアは移

の自然界のエネルギーを安全に管理できていないこ

り気でそんなお一人お一人の抱える今の問題、心の

とは Fukushima を待つまでも無く数多くの原発事故

在り様を正確には伝えてくれませんが、一日も早く

が示すとおりである。子供の火遊び、で済ませるに

事態が終息し、被災された皆さんが落ち着いて暮ら

は少しばかり影響が大きすぎる、と感じるのは筆者

せる環境が戻ってくることを祈ってやみません。

だけではあるまい。
とはいえ原子力、放射線とその利用はある日突然

私と東日本大震災：
揺れないドイツから

地上から消えてはなくならない。我々は、この新し

ドイツ コンスタンツ大学

工樂樹洋

はじめに

3 月 11 日、私はドイツの自宅にいました。3 月は冬
時間のため時差は 8 時間。ドイツの国営テレビチャ
ンネルの朝のニュースを見ているときに突然飛び込
んできた津波の映像で異変を知ったのでした。その
後、職場へ出向き、同僚から「両親は大丈夫？」な
ど温かい気遣いの言葉を多くかけられました。小さ

図1 世界初の原子炉実験成功を記念したシカゴ大学キャ
ンパスにある核分裂のモニュメント、“Nuclear Energy”。
すべてはここから始まった。
（写真：峯田克彦氏提供）

な街の大学では、多くの人にとって私が唯一の身近
な日本人なのだと強く認識しました。正直、ありが
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たいはずの気遣いの言葉があまりに多すぎて、おか

nobyl（チェルノブイリ）…」と書いたダンボールを掲

げで気が滅入るほどでした。ドイツでは、一般に体

げ、物乞いをしているホームレスの姿が目に入るこ

に感じる地震はほぼ皆無で、ほとんどの人が地震の

とがあります。また、私の 5 歳の息子にはウクライ

恐怖を感じたことがありません。私のドイツ生活も 5

ナ人の友達がいるのですが、彼の母親は、25 年前

年目に入りましたが、これまで一度も揺れを感じる

にチェルノブイリの事故の際に避難をしたそうです。

ことはありませんでした。そのような場所で、遠い

ヨーロッパでは、正確な情報が与えられないことの

日本で起きた未曾有の災害に対し、日本人、ドイツ

恐怖も経験済みです。25 年前、チェルノブイリの事

人、そしてそれ以外の人々がどのように反応したの

故の第一報は、ソ連ではなく、スウェーデンによっ

か、簡単に記してみようと思います。

て流されたのです。その地理的スケールから察する
と、大気に乗って放射能がドイツを含む西ヨーロッ

情報ソースのいま

パに届く懸念はその事故の発表当初からあったはず

ドイツのテレビよりも、インターネットで日本につ

です。今回、日本国内での報道に偏りがあること、

いての情報を多く得ることができたことはいうまで

なかでも大気中の放射能についての情報が当初制限

もありません。とくに NHK の映像が数日間ストリー

されていたことを批判する声は、こちらでも多く聞

ミングで流されていたので、列車運行や計画停電の

こえてきました。

情報までが入手できる状態にありました。関西に住
んでいる両親とこまめに連絡を取っていましたが、

人はどう反応したか

スーパーマーケットにおける品不足などの情報以外

震災から 1 週間もしないころ、大学の別の研究室

に関しては、ドイツにいても国内の比較的被害の少

のロシア人ポスドクからメールをもらいました。以

ない地域と同程度の情報を得ることができていたと

前、ミクロトームの使い方を一度だけ教えてあげた

思います。しかし、大学・研究機関の被害や稼動の

だけの間柄でしたが、
「もしあなたの両親が大変な状

状況については、情報はほとんどありませんでした。

況だったら、日本の近くの私の両親の家においで」

そこで、個々の研究室のブログなど、生の情報を得

と書いてくれたのでした。メールの最後には、
「あな

られそうなソースを自らつぶさに探したのを記憶し

たは私の知っている唯一の日本人だから」とありま

ています。

した。彼女の実家のある街を地図で探すと、ナホト

全体の状況を把握できても、親類や研究者とい

。たしかに距離と
カ（Nakhodka）から北へ 300 km「

う個々人の消息についての情報を得るのには時間が

しては遠くはないが、仮に私の両親が被災していた

かかりました。これは国内からの場合と同じだった

として、ロシアへ移住するというのは果たしていか

と思います。私の場合は、山形大の文系学部に勤務

なるものか…」と、非常に親切な言葉にありがたい

する義理の弟が当日出張で仙台を訪れており、無事

と思いながらも考え込んでしまいました。

だったという情報を得るのに 2 日ほどかかりました。

大学を出て、街に目を転じるとどうでしょうか。

知り合いの研究者の消息についても同様でした。3

私の気にしすぎかもしれませんが、店で何かを買っ

月下旬に東北大の田村宏治先生と彼の学生 2 人がコ

てお金を支払ったときに、意図しておつりを手渡し

ンスタンツの私の研究室を訪れる予定になっており、

てくれないように思えることがあります。伝え聞い

予定を調整するために 3 月の上旬から連絡を取り

た話では、ドイツで日本人が路面電車に乗っている

合っていました。震災後、国内の別の方から田村先

と、一部の人が「日本の状況はどうだ？」と積極的

生と研究室の皆さんは無事だとの連絡を得るまでし

に聞いてくるいっぽうで、近くに日本人がいること

ばらくかかりましたが、その後直接連絡がとれまし

を知り、避けるように席を立って遠くに移動する人

た。結局、残念ですが渡独の予定はキャンセルに、

までいるそうです。ある多国籍レストランでは、メ

ということになりました。

ニューの一部として用意している寿司がまったくの
不人気で、イメージ悪化を恐れてメニューから外し

25 年前の悲劇の記憶

たそうです。実際には、寿司を作ろうにも、日本産

ヨーロッパでは 1986 年のチェルノブイリ原発事故

のものなどこちらでは通常手に入らず、現地のもの

の記憶はまだ消えていません。街を歩けば、
「Cher-

をやり繰りして作るほかないのは明白なのです。避

49

日本進化学会ニュース July 2011

けるべきものは使用されていないのに、結果的に日
本の食文化そのものが避けられてしまったというわ
けです。このような過剰反応を知って、私のよく知
るドイツ人は「ドイツ人は影響されやすいから…」と
呆れていました。といっても、このようなショッキ
ングな過剰反応を示す人は一握りのはずですから、
海外へ旅するときは、日本の代表として、冷静に現
状を伝え、自信を持って意見を述べていただければ
と思います。私の住む街では、3 月 19 日と 26 日に、
図1 乗用車に貼られた反原発ステッカー

日本人の有志が集まり、日本の歌を歌いながら募金
活動を行ったそうです。私自身は出張で街を離れて
いたため参加できませんでしたが、少なくとも 19 日

職があるのですが、今回の選挙の結果をうけて、こ

だけでも 40 万円を越える額が集まったと聞きまし

の職が来年末までに廃止されることが決まったとの

た。日本人によるこのような募金活動は、世界の各

ことです。ドイツの都市部では、
「Atomkraft? Nein

地で行われたようです。

」というスローガンのも
Danke（原発？それは御免）

多くの方がご存知の通り、海外の学術界もすばや

とに、日本での震災以来、多くのデモも行われてい

く反応していました。「日本科学サポートネットワー

るようです。私の住む小さな街でも、この標語を記

［1］

ク 」というウェブサイトが立ち上げられ、欧米や中

したステッカーが貼られた車をみつけることができ

国の研究者が被災した日本の研究者の受け入れを表

ます（図 1）
。

明する詳細な情報がリストされています。Nature 誌

チェルノブイリ以降原子力から完全撤退したイタ

［2］

には、すでに 3 月 17 日号に震災についての記事

が

リアでは、現首相が提唱している原発新設の是非

載りました。つづく 3 月 24 日号でも日本の状況を取

を問う国民投票が 6 月 12 日に行われました。投票率

り上げ、上のウェブサイトなどへさかんに寄せられ

50％以下では自動的に可決となるため、ドイツも含

る善意にもかかわらず、一時的な日本からの脱出が

めた隣国に住むイタリア人には投票するための帰国

多くの研究者にとって現実的な選択でないことを伝

旅費を 70％支給してまでのイベントだったとのこと

えるとともに、世界規模の支援を続けていく重要性

です。結果、90％以上の反対票で原子力に「No」の

［3］

が訴えられていました

。

判断が下されました。

世界の政治を動かした東日本大震災

欧州におけるエネルギーと生活

震災による原発事故の影響がいち早く政治に現

エネルギーのあり方を考えたとき、欧州と日本で

れた国として、ドイツのことは日本でも報道された

は多くの違いがあります。とくにドイツでは、夏で

と思います。まさに私の住むバーデン・ヴュルテン

も気候はマイルドで、夜遅くまで外が明るいのが普

ベルク州において、3 月 27 日に行われた州議会選挙

通です。エアコンは要りませんし、夜、家に帰って

の結果、この州で 58 年間単独支配を続けてきたキ

も寝るまで照明を点けずに暮らすことも可能でしょ

リスト教民主同盟（CDU）が歴史的大敗を喫し、原

う。テレビは概して面白くなく（少なくとも私には。

発反対派の「緑の党」が勝利しました。当然のこと

しかし、スポーツは除きます）
、多くの人は余暇の時

ながら、州第一党の交代は原子力政策以外にも影響

間を機械と向き合うのではなく親類や友人と語らっ

を与えます。近年ドイツでは、従来からの大学授業

て過ごします。飲食店を除いてすべての店が閉まっ

料なしの伝統に反し、2007 年からは年 1000 ユーロ

てしまう日曜・祝日の過ごし方も、まさにこの通り

の授業料が学生に課されていました。しかし、
「緑

です。私の住む集合住宅では、日曜・祝日に洗濯機

の党」は、授業料の撤廃を公約に掲げており、大学

や掃除機を使用することが禁止されています。これ

行政への影響も少なからずありそうです。私の勤

らの日本との風土・文化の違いを、節電についての

務する大学の人間科学系（日本でいう文系）学部で

文脈で語ることは本来的外れかもしれません。しか

は、学生の支払う授業料で直接賄われる教育専門

し、日本のエネルギーの将来について議論するとき、
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これらの違いからいろいろな知恵が得られるような

我が身にいつ何が起こっても不思議ではなかったが、

気がしないではありません。ドイツでの研究・生活

楽天的な性格ゆえ思考停止に陥っていたのであろう。

［4］

についての発見は、私のブログ

でも紹介していま

す。ご興味ありましたら、ぜひご覧ください。

地震当日

おわりに

勤務のために休日が不規則で、たまたま東京の自

忘れもしない 3 月 11 日（ 金 ）14 時 46 分。博 物 館
私が高校 3 年生だった 16 年前、センター試験の翌

宅にいた。翌週の週末にハワイ島で行われる結婚

日に奈良の実家で、阪神大震災の強い揺れを経験し

式（NSF のサマープログラムで世話をした学生の結

ました。親類が被災したこと、そして二次試験のあ

婚式）に参列するために二階で荷造りをしていたと

とになってボランティア活動に参加したものの、あ

ころ、その揺れがきた。最初は、鉄道がそばを通る

まり役に立てなかったこと、いろんな思いがありま

こともあって何の揺れだかわからず、妻と階下に降

した。計らずも、その 7 年後からドイツに渡るまで

りて様子を見ることにした。思い出してみると、当

の 5 年間、私は神戸で暮らすことになりました。し

初は階段を余裕で降りられるくらいの揺れだったの

かし、不思議なことに、震災の街に暮らしたという

だ。

感覚はないのです。今回の震災は、被害の種類も規

普通の地震であれば 1 分もしないうちに揺れが収

模も異なりますし、原発の継続する恐怖も付随して

まるものだが、今回のものは違った。周期は長いも

います。しかし、どれだけ時間がかかったとしても、

のの揺れが次第に大きくなり、そのパワーはかつて

被害にあった方々が平穏を取り戻すとともに被災地

経験したことのないものとなった。居間の水槽を見

に活気が生まれ、我々全員が日本という国を誇れる

ると、50 cm ほどしか水深がないにもかかわらず、
水がその 3 分の 1 ほどのスケールで大波を打ってい

日が来ることを願ってやみません。

た。天井から吊された照明器具はそのまま飛んでい
引用文献
1 日本 科 学サポートネットワーク http://www.nippon-

きそうなくらい大きく回転していた。立っていられ

sciencesupport.net/
Quake sparks nuclear crisis. Nature 471, 273-275
（2011）
.
3 The long road back. Nature 471, 409-409（2011）
.
4 ブログ「樹的感覚」http://jevobiol.blogspot.com/

ないほどではないが、床がこれほどのスケールで揺

2

れたのは、私が生まれて以来初めての経験であっ
た。震源は遠く離れている、だけど巨大地震だと直
感できる大きな揺れであった。
揺れが静まり慌ててテレビをつけてみると、すで
に大騒動が始まっていた。ご存じの通り、その後も

私にとっての東日本大震災：
首都圏で生活する
進化研究者の視点から

大きな余震が続き、首都圏の機能は停止し、自宅に
いなかった長男と長女は出先から 10 数 km の道のり
を徒歩で帰宅した。3 月 11 日は、こんなに長時間見
たことがないというくらい夜遅くまでテレビの画面

千葉県立中央博物館

宮

に目が釘付けになってしまった。あまりに衝撃的な

正樹

映像の連続で、さすがの私もこの状態をどのように

はじめに

理解して、明日一日を生きていけばよいのかわから

自分の生きているあいだは、関東大震災のような

なくなってしまった。

大規模な自然災害や、第二次大戦のような世界戦争

ちなみに、当日の揺れのすごさは地震情報で知る

なんて起こらないだろう、などと漠然と考えていた。

ことができる（図1）
。東北地方の太平洋沖 40 km を

しかし、母方の祖父母は関東大震災（1923 年）で大

震源とする地震が、琉球列島を除く日本全国を激し

火を経験し、亡母は東京大空襲（1945 年）で無差別

く揺らしたことが一目でわかるであろう。

爆撃を逃げ回った経験をもつ。父方でも新潟県中越
地震（2004 年）で叔父夫婦が被災しているなど、考

地震の直接的影響
これほどの揺れ（千葉で震度 6 弱）にもかかわら

えてみるとたった一家系二世代のサンプリングとは
いえ、多くの身内が大災害を経験しているのである。
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博はびくともしなかった。正確に言うと、建物の一
部にクラックが入ったり、エントランスの一部に段
差ができたが、東北地方の被害のすさまじさに比べ
れば何事もなかったかのようであった。自分の机上
を見ても、クリアファイルが一つ床に落ちていただ
けで地震の痕跡は何もなかった。液浸標本も落下し
たものは一つもなく、機器で壊れたものも一つもな
かった。被害の程度で言えば、1987 年 12 月に起き
た千葉東方沖地震（千葉市で震度 5）の方がはるかに
大きかった。
とはいえ、湾岸の埋め立て地（とくに浦安市や習

図1 2011年 3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の
震度分布

志野市）の液状化による被害はすさまじかった。職
場にもこれらの地域に住居を構える人が少なからず
おり、震災後 2 か月経った現在でも下水道が通じて

中の大型船が津波に流された映像を記憶している

いないと言っていたし、自宅の建て直しを余儀なく

方も多いと思う）に勤務していたことを後で知った。

された人もいると聞く。また千葉県でも、銚子の屏

何とか電話で連絡がとれた彼からは、すさまじい経

風ヶ浦の陰にたたずむ旭市飯岡地区では津波の被害

験談を聞くことができた。地震が起こりすぐに自家

があり、死亡者と行方不明者を合わせると 10 名を越

用車で海辺の造船所から避難しようとしたものの渋

えた。

滞につかまって身動きがとれなくなり、後ろを振り

博物館もしばらくのあいだ、休館を余儀なくされ

返ったところ押し寄せて来る津波が見え、慌ててす

た。当然すべての団体予約や行事もキャンセルされ

ぐ脇の民家によじ登って九死に一生を得たそうであ

た。給油ができずに自動車通勤ができなくなる職員

る。そして、目の前を津波にさらわれていく人や人

が出たり、電車通勤も間引き運転のために、職場や

を乗せたままの車を見たのが、大きなショックだっ

自宅にいつたどり着けるのか予測がつかないような

たと言っていた。そんな衝撃的な話にもかかわらず、

事態にもなったりした。それでも、東北地方の衝撃

彼は自分の体験を淡々と語ってくれた。

的な映像を見てしまったら何も言えない。博物館は
計画停電の対象地域に結果的に含まれなかったが、

海外からの反応

不測の事態に備えるため、長期にわたる計算やシー

英字新聞を読んだり CNN のニュースを見ている

クエンスなどの研究活動は縮小するか諦めざるをえ

とわかるが、世界の中での日本の存在感は本当に希

なかった。

薄である。ニュースになることなどめったにない。

当然のことながら、私の知り合いの研究者にも東

ところが今回の大地震は違った。あっという間に世

北地方に勤務するものが多くいた。宮城県塩佂市に

界中に映像が流れたようで、知り合いの研究者から

ある農水省の東北区水産研究所は、景勝地である松

安否を問い合わせるメールが来た。その数は 3 月 15

島がブロックとなり、研究所そのものは大津波の被

日までに 50 件余り。Facebook に来たものも合わせ

害を受けなかったが、ライフラインが復旧するには

ると 70 件近くになるだろうか。中には福島第一原発

かなりの時間を要したそうである。岩手県大槌町に

で起きた爆発事故を見て、我が家に避難してきたら

ある東京大学大気海洋研究所の国際沿岸海洋研究セ

という有り難い申し出もあったが（もちろん丁寧にお

ンターでは、所員は裏山に避難して全員無事だった

断りした）
、一番感激したのは、私たち家族の無事を

が、センターそのものは壊滅的な打撃を受けた。岩

知ったイギリス人の研究者から来た以下のメッセー

手県大船渡市にある北里大学海洋生命科学部は、神

ジである。

奈川県相模原市のメインキャンパスに学部そのもの
を移転せざるをえないほどの大きな被害を受けた。

Thank goodness you are all OK. That is a huge
relief. The images showing the damage are of such
a scale that it is hard for me to comprehend. I have

たまたま知人を通じて震災直前に魚のサンプリン
グをお願いした方は、宮城県石巻市の造船所（造船
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（研究者）個人ができること

never seen anything like this in my life. It is also
intensely humbling and inspiring for the rest of the
world to see the dignity and composure with which
the Japanese people are behaving in the face of this
catastrophy. They are truly stronger than steel and a
shining example to the rest of the world.

残念ながら、私は上記の問いかけに対する明確な
回答をもっていない。とりあえずは研究者個人（と
いうより一個人）としてでできることをやるしかない
というのが結論である。ない知恵を絞って観念論に
走るより、電力に極度に依存した日常生活から少し

皮肉にも、こんなかたちで日本人が世界の人に感

でも脱却（要するに節電）するのが、手っ取り早いし

動を与えることができるのだ、と震災後の憂鬱な気

わかりやすいということになった。節電のために投

分が少しは晴れた。とくに欧米に住むものにとって、

資をすれば、滞っている経済を少しでも活性化でき

中米のハイチで起きた大地震後の略奪や混乱との対

るのではないか。

比が強烈な印象を残したのであろう。

まずは、ありきたりではあるが不要な電気はこま
めに消し、余計な電球は取り外した。さらに白熱球
はすべて電球型蛍光灯（消費電力は 5 分の 1）に交換

震災の心理的影響
今回の震災は、進化学の研究者である我々にも、
多かれ少なかれ大きな心理的ショックを与えている

した。冷蔵庫の中には保冷カーテンを引き設定温度
を上げた。普段から節電していたつもりだったにも

と思う。とくに、東日本であの揺れと余震に加えて

かかわらず、たったこれだけのことで効果は絶大で

（数百 km 圏内で）原発事故を経験したものにとって、

あった。東京電力の請求書には前年同月の使用電力

今回の震災はそれまでの人生観を変えざるをえない

が載っているが、何と今年の 4 月は前年比約 6 割の

大きな出来事になったであろう。

使用量であった。今夏の電力供給減が 25％と見積も
られているとのことだが、少なくとも自宅では 40％

私の場合も例外ではない。自分の成り立ちを振り
返ってみるとわかる。両親は戦後の高度経済成長期

もの電力使用量を簡単に減らせることがわかった。

を牽引してきた世代であり、その世代のおかげで今

もちろん夏のピーク時の電力使用量を下げないと世

の（少なくとも物質的に）恵まれた日本がある。バブ

間的には意味がないわけだが、生活のクオリティー

ル経済が崩壊した後も、科学立国日本を構築するた

をほとんど下げずにこれだけのことが簡単にできる

めに科研費は増え続け、そのおかげで比較的恵まれ

のである。
さらに、今年の夏を（できるだけ）冷房無しで楽に

た環境で好きな研究を進めることができている。
要するに自分の存在をかたちづくってきたものは

過ごすために、自宅の窓のほぼすべてに遮熱フィル

震災前（＝戦後）の世界であり価値観なのである。

ムを貼った。業者に頼むととんでもない金額になる

そしてそれは、大きな自然災害や世界戦争は自分の

が、自分でフィルムを購入して貼れば経費を大幅に

生きているあいだは起こらないという楽観的世界観

削ることができる。この効果も絶大であった。西日

のもとに築かれたものであり、電力の 30％は原子力

の当たる部屋の温度が体感できるほどに下がったし、

発電で供給されるのは（エネルギー資源の乏しい日

真夏日であっても室内は常にひんやりして心地よい。

本にとって）仕方がないことだという現状を肯定す

これは太陽光の当たりやすい研究室にも使える裏技

ることによって実現可能な世界だったのである。

であろう。

今のままの生き方や考え方ではダメだ…、だけど

ゴーヤの苗とつる性植物用のネットを購入し、い

簡単には答えが出てこない。これは複雑な連立方

ま流行の「緑のカーテン」も自宅の外壁に作りつつあ

程式を解くようなもので、多くの人が口にすること

る。近所にある練馬区役所は、緑のカーテンで建物

なく考えていることだと思う。脱原発の方向に向か

内の温度を 2 〜 3℃下げることに成功したと聞いた

うことは間違いないであろうが、そのためには何を

ためである。また、ゴーヤの旺盛な成長力を見てい

どのようにすればよいのか。何もしないわけにはい

ると、震災後の憂鬱な気分も少しは晴れる。あらた

かない…。未来はどんなかたちであれ明るくしなく

めて活発に成長する生きもののもつ癒しのパワーを

てはならない。そのためには何をどうすればよいの

感じた。
もちろん、こんな個人レベルのささやかな貢献だ

か…。

けでなく、博物館人として震災復旧に貢献している
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人も私の周辺にいることを付け加えておく。たとえ
ば、職員全員が犠牲になった陸前高田市立博物館の
収蔵品を復元する作業が全国 25 博物館で行われて
いる。千葉中央博にもドイツ箱に入った昆虫標本が
岩手県立博物館から 4 箱到着し、当館職員が津波に
より海水まみれになった標本を修復している。東北
地方で収集された貴重な昆虫標本の数々が、ボラン
ティア活動によりよみがえっている。

歴史は繰り返す

図2 首都東京の機能停止の一例。東北地方太平洋沖地
震 時間後の都内交通情報の画面をキャプチャーしたも
の。赤い線は渋滞が起こっていることを示しており、かつ
てこのような真っ赤な画面を見たことがない。この時間、
幹線道路はほぼ車で埋まり、ほとんど動かなくなってい
た。電車もすべて止まっていた

博物館の展示室にあるプレート分布模型を見る
と、日本という国土のもつ地質学的特性があらため
てよくわかる。北米プレートとユーラシアプレート
の上に東日本と西日本が分かれて乗り、その下に
は太平洋プレートとフィリピンプレートがじわりじ

震活動が活発化してくるのかもしれない。

わりと潜り込んでいる。生物進化の歴史から見ると
ごく最近である、わずか 2000 万年ほど前にユーラ

おわりに

シア大陸から離れて現在のかたちになった日本列
島は、このようなきわめて流動的な基盤の上に成り

今回の大震災では、私自身は直接の被災者には

立っている。地震とかけ離れた生活などありえない

ならなかった。しかしながら、上記の歴史を見れば

国土だ。

わかるとおり、近い将来に日本のどこかに直下型の
大地震が来ることは間違いなく、首都圏はその可能

今回の東北地方太平洋沖大地震に匹敵する規模で
あったとされる、平安時代の 869 年に陸奥国を襲っ

性が高い場所の一つであろう。震源から数百 km も

た地震。この時は約 20 年間にわたって西へ震源が

離れている首都東京の機能が一瞬にして停止してし

、出雲地方（880 年）
、平
移動し、関東地方（878 年）

まったこと（図 2）を考えると、それに対する備えは

、西日本地方（887 年）を大きな地震
安京（881 年）

十分にしなくてはならない。ちなみに、この状態は

が 襲った。さらにはこの 前 後に、富 士 山（864 〜

翌日まで続き、多くの帰宅難民を生んだだけでなく、

866 年 ）
、阿 蘇山（864 年 ）
、鳥 海山（871 年 ）
、開聞

その後の水や食糧不足を招いた。

、八ヶ岳（888 年）が次々に噴火し、まさ
岳（874 年）

一方、戦後数十年で先進国の仲間入りをし、高度

に日本全国が揺れ続け、噴煙・火山灰にまみれた時

経済成長の恩恵に浴してきた私たちであるが、今あ

代だった。江戸時代後期の安政年間にも、安政東海

らゆる面で価値観の大転換を迫られているのかもし

地震（1854 年 12 月 23 日）が起こり、その 32 時間後

れない。自分自身ですぐに答が出る問題ではないし、

に安政南海地震が起こっている。さらにおよそ 1 年

政局にしか関心のない日本の政治家に答を出しても

後の 1855 年 11 月 11 日には安政江戸地震と呼ばれる

らうのを期待するのは無理であろう。
ひょっとしたら、私たち進化学の研究者（＋研究

南関東直下型地震が起こっており、これら一連の出
来事が幕藩体制の弱体化を招いたとも言われている

者の卵）は新たな価値観の創造を担うことくらいは

（以上歴史的記述は 5 月 25 日付讀賣新聞朝刊文化欄

できるのではないだろうか。幸い、私たちは数百年

「平安大震災」をもとに再構成）
。

から数十億年という壮大なタイムスケールで物事を

このように、過去にも連動地震は数多く記録され

見ることができる。ヒトの歴史なんてちっぽけなも

ているのだから、今回の地震がそのようなきっかけ

のをそのタイムスケールで見ることにより、これま

にならないとも限らない。この三十数年、起こる起

でにない新たな視点を提供できるのかもしれない。

こると言われ続けてきた東海大地震がいまだに起

長い進化史上、自分でこしらえたモノで絶滅する最

こっていないことをみると、そろそろ日本列島も地

初の生物にならないためにも。
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進化学会 NL：

恐竜博 2011 への招待
国立科学博物館

真鍋

真

にしました。それがこの「恐竜博 2011」です（図1）
。

はじめに
最初の「羽毛恐竜」が発見されてから今年で 15 周

ポスターなどでティラノサウルスTyrannosaurus の

年。
「羽毛恐竜」が恐竜研究を活性化させ、一年に 50

新しい骨格復元のことなどは紹介されていますので、

種以上の新種の恐竜が発表されることもあります。

日本進化学会の会員の皆さんにぜひご覧いただきた

だから、恐竜のニュースはたくさん出るし、恐竜展も

い標本を 5 つ選んで紹介させて頂きます。

毎年のように開催されています。そんな中で「ニュー

1. アンキオルニス Anchiornis：

スが多すぎてフォロー出来ない。どうせまた変わっ
ちゃうんでしょ？」というような声を多く耳にするよ

ジュラ紀の四翼の「羽毛恐竜」の発見、

うになりました。私は、今後 5 年くらい特に重要にな

そして全身の色が初めて明らかに…
中国で最初の「羽毛恐竜」が発見されてから、今

るだろう、絶必の知見を解説する展覧会をやること

年で 15 周年になります（注：羽毛恐竜は分類群で
はないので、
「」をつけてそのことを示しています）
。
数多くの「羽毛恐竜」の中でも、エポックメイキング
だったのは 2003 年に報告された、後肢にも大きな翼
をもつ四翼の獣脚類恐竜ミクロラプトル Microraptor
ではなかったでしょうか。飛翔は後輪駆動（後肢に
よる二足歩行の陸上生の獣脚類）から、前輪駆動の
鳥類（前肢の羽ばたきによる飛行）への変化の間に
は四輪駆動による滑空のような段階があったことが
明らかになりました。しかし、Microraptor は始祖鳥
よりも後の時代の白亜紀前期の生物であること、四
翼のような動物は Microraptor1 種しか発見されてい
なかったことから、四翼が鳥類の飛行へのメインス
トリーム的なものかどうかは判りませんでした。

2009 年に報告された Anchiornis は、ジュラ紀初の
図1 恐竜博 2011ポスター

ほぼ全身骨格の「羽毛恐竜」です（図 2）
。ジュラ紀
中期（もしくは後期）の地層から産出したと考えられ
るため、始祖鳥よりも古いことが注目されます。鳥
類に近い恐竜の化石がどれも白亜紀のもので、始祖
鳥（ジュラ紀後期）よりも古い確実な化石が発見され
ていないということが、鳥類の恐竜起源説の課題と
言われて来ましたが、Anchiornis はそれを解消する
物的証拠となりました。
Microraptorも Anchiornisも、鳥類に近縁なデイノ
ニコサウルス類の一員ですが、Microraptor はドロマ
エオサウルス類、Anchiornis はトロオドン類に分類
されました。AnchiornisもMicroraptor のように四翼

図2 アンキオルニス Anchiornis

なのですが、四翼という形質状態がデイノニコサウ
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2. リムサウルス Limusaurus：

ルス類に広く分布していた可能性が高まり、四翼で

クチバシをもった植物食の獣脚類恐竜の発見、

の滑空から鳥類への飛翔が始まったとする仮説を裏

その手は恐竜と鳥類の繋がりを補強する証拠

付ける発見でもありました。
Anchiornis は、2010 年に恐竜界の常識を覆すよう

を握るか

な研究の対象として、再び注目を集めました。図鑑

鳥類の恐竜起源説にはもうひとつ課題がありまし

などに載っている復元画は色鮮やかですが、色まで

た。手の三本の指が鳥類では「人差し指、中指、薬

化石に残ることはなく、恐竜の体表の色の復元は不

」なのに対して、獣脚類恐竜は
指（第 2 指〜第 4 指）

可能だと考えられてきました。北京自然史博物館が

」だとした
「親指、人差し指、中指（第 1 指〜第 3 指）

所蔵する Anchiornis 標本について、全身の 29 カ所か

ら、鳥類と獣脚類の形態の類似性は相同性に基づか

ら羽毛のサンプルを取り、走査型電子顕微鏡で観察

ないという指摘でした。三畳紀の基盤的な獣脚類は

したところ、現生の鳥類の羽毛のものと同じメラノ

5 本指の手をもっていますが、第 4 指と第 5 指はすで

ソーマ（黒色素胞）が確認出来ました。メラノソーマ

に指としては機能しないほど矮小化していました。

の中にはメラニン色素が含まれていて、現生種の鳥

大部分の獣脚類が三本指であることから、獣脚類恐

類では羽毛の色や模様を決める一要因になっていま

」
竜の指は「親指、人差し指、中指（第 1 指〜第 3 指）

す。

だと考えられて来ました。一方、鳥類も三本指です
が、その発生を観察していると「人差し指、中指、

いろいろな現生鳥類の羽毛の色や模様とメラノ
ソーマの形、分布、密度などの相関性をデータベー

」であることが有力視されて
薬指（第 2 指〜第 4 指）

ス化され（羽毛の色はメラニン色素以外にも、カロ

来ました。

チノイド、ポルフィリンなどが係っているが、これら

中国・新疆ウイグル自治区のジュンガル盆地に露

は化石に保存されていないので、ここでは考慮され

出する石樹溝層（ジュラ紀後期：約 1 億 6,000 万年

ていません）
、正準判別分析したところ、黒、茶、灰

前）から発見された獣脚類恐竜は、前後に短い頭部

色については 90％以上の確率で色を推定出来ること

を持ち、前肢が短いなどの特徴からケラトサウルス

が明らかになりました。一枚の風切羽の中で色が異

類に分類され、口には歯が無くクチバシがあったと

なっていたこと、体の各部で色が異なっていたこと

考えられる、手の第 1 指が退化してなくなっている

［1］

などの特徴から新種 Limusaurusとして記載されまし

などがあきらかになりました。

［2］

これまで羽毛は恒温動物に進化しつつあった獣脚

た（図 3）
。

類恐竜の保温性を高め、後に飛行に転用されたと考

恐竜の一大グループである獣脚類はティラノサウ

えられて来ました。Anchiornis の色の復元結果を見

ルスやアロサウルスなどを含み、
「肉食恐竜」とほぼ

ていると、羽毛によるコミュニケーションの可能性、

同義にされているのですが、Limusaurus は頭が小

恐竜の社会性や多様性に大きな影響を与えた可能性

さく、歯が無くてクチバシをもっていたと考えられ、
首が長くて胃のあたりに胃石を多量にもっていたこ

が明らかになったと言えるかもしれません。

とから、植物食だったと考えられます。
Limusaurus の手は、親指（第 1 指）が退化してい
て、手の甲までは骨があるものの、指は無くなって
いたことが確認出来、その三本指は「人差し指、中
」だったとみなすことが
指、薬指（第 2 指〜第 4 指）
出来ます。そのため、Limusaurus の報告以降、獣脚
類恐竜の骨学的な記載において、三本の指を「人差
」とした記載論
し指、中指、薬指（第 2 指〜第 4 指）
文も多く目にするようになりました。
この問題に関して、今年、発生学からの新しい見
解が東北大学の田村宏治のグループによって出され
ました。四肢動物（両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類）
図3 リムサウルスLimusaurus

の卵の中で指の骨が形成されて行くとき、最初に形
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成される指は第 4 指であることが基本形だとされて
。ニワトリの胚
きました（FVD：First Visible Digit）
の FVD は第 4 指の位置にあるように見られるため、
鳥類の手の指は 2-3-4 指だと認識されてきたのはこの
ためでした。指は一般的には（1）指のもととなる細
胞が原基として形成される、
（2）第 4、5 指の原基あ
たりに存在する極性化活性域（ZPA：zone of polar（3）外
izing activity）が細胞に指の番号を指定する、
胚葉性頂堤（AER: apical ectodermal ridge）がそれ
ぞれの原基を成長させて骨を形成する、という流れ
で作られて行きます。

Tamura et al［3］は、ニワトリの手の 3 本の指の卵

図4 始祖鳥 Archaeopteryx（サーモポリス標本）
。The
Wyoming Dinosaur Center

の中での形成について、マウス（哺乳類）などとの比
較、鳥類の発生過程における手と足の指の移植実験
などを通して考察しました。（1）もともと 3 本の指

が恐竜でどこからが鳥類か、その境界線が不鮮明に

は、2-3-4 の位置に原基が形成されます。（2）一番外

なるほど恐竜から鳥類が連続的に進化してきたこと

側の指の原基のあたりに ZPA が存在しますが、ZPA

が化石によって裏付けられるようになってきました。

が指の番号を指定する時期には、原基が内側にずれ

そんな状況においても、始祖鳥が鳥類とし位置付け

てしまい、本来ならば第 4 指となるはずの指はつく

られてきた主な理由は、始祖鳥の足の第 1 趾が鳥類

られません。（3）ずれてしまった原基は ZPA と AER

のように後ろに向いているということでした。

によって第 3 指として形成されるため、完成した指

2005 年に、新たに存在が確認された 10 番目の始

は 1-2-3 の形態をもつことになりました。

祖鳥の体骨格標本が報告されました（他に羽毛単体

以上の結果から、鳥類の指は恐竜の指と同じよう

。個人
の標本があるので、始祖鳥としては 11 番目）

に 1-2-3 であったことが、初めて実験的に確認されま

所有だったものを米ワイオミング州のワイオミング

した。本研究の結果は、ニワトリの手の一番内側の

恐竜センターが購入し、研究された、Mayr et al

指には、マウスなど他の動物では第 1 指（親指）の形

で初めて学界にその存在が知られる事となりました

［4］

成に特有の Hox 遺伝子が発現しているという先行研

（図 4）
。

究の結果とも整合的です。Limusaurus は原始的な段

この標本は翼や尾羽の痕跡、骨格の大部分が残っ

階のケラトサウルス類で、獣脚類の中では鳥類とは

ている良好な標本ですが、これまでの標本と違うの

遠縁な系統です。ですから、Limusaurusを根拠に、

は、体の上下方向から押し潰された状態で化石に

Tamura et al（2011）に反論し、鳥類に近縁な獣脚類

なっていることです。そのため、これまでの始祖鳥

恐竜たちの三本指が第 2 指〜第 4 指だったと考える

類では不明確だった口の裏（口蓋）や胸の骨（烏口

よりは、獣脚類の中でも指の形態には様々なパター

骨）
、足首（距骨）などの形が明らかになり、いずれ

ンがあったと考えた方が良さそうです。

の骨も獣脚類恐竜に特徴的な形をしていたことが判
明しました。

3. 始祖鳥 Archaeopteryx：命名150 周年

本標本の特に保存が良かったところは足の趾骨で

始祖鳥は命名されてから今年でちょうど 150 周年

す。獣脚類恐竜の足は走行性への適応からか、親

を迎えます。これまでに見つかっている化石の中

指が短く地面には接することはありません。鳥類の

で最も古く原始的な鳥類は、ジュラ紀後期（約 1 億

親指は長く後ろ向きに伸びていているので、木の枝

5,000 万年前）に現在のドイツに生息した始祖鳥 Ar-

をつかむように立つことが容易になったと考えられ

chaeopteryx です。始祖鳥は、獣脚類恐竜と鳥類の両

ています。始祖鳥の足の第 1 趾は特に短くなく、す

方の特徴をもつことから、19 世紀からミッシングリ

でに後ろ向きに伸びていたと考えられていました。

ンクとして知られていたことはあまりにも有名です。

サーモポリス標本の左右の足で第 1 趾は他の指と同

近年の数々の「羽毛恐竜」の発見の中で、どこまで

じように前を向いていたらしいことが明らかになり
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もシェアを伸ばす事が出来た背景にあると考えられ

ました。

ています。もともとは二足歩行の恐竜でしたが、お

サーモポリス標本の発見によって、始祖鳥類はこ
れまで考えられていたよりも獣脚類的な動物だった

そらく植物食に適応する中で胴体が伸長したため、

ことが明らかになりました。始祖鳥は鳥類よりも獣

竜脚類のように四足歩行に戻るものが現れました。

脚類に分類されるべきだという意見もありますが、

恐竜は四足歩行であれば四肢、二足歩行であれば後

デイノニコサウルス類から鳥類に分類されるべきだ

肢を柱のように使って体重を支える事が出来たため、

とする意見もあります。

他の爬虫類よりも大型化することが出来たと考えら

注）恐竜博 2011 ではサーモポリス標本を日本初公開

れています。

しますが、実物化石が展示されるのは 7 月 2 日か

Triceratopsは、ヒジを横に突き出している復元と、

ら 10 日の期間限定となります。それ以降はレプ

ヒジを胴体の下に伸ばした復元という対立した復元

リカが展示される予定です。

仮説が提唱されてきました。ヒジを胴体の下に伸ば
していた仮説の方が一見すると恐竜らしいのですが、

4. トリケラトプス Triceratops：

そのようにするとヒジ関節を脱臼させなくてはならな

ヒジは横に突き出ていなかった

いという問題点がありました。藤原慎一（東京大学

爬虫類はワニやトカゲのように、ヒザとヒジを体

総合博物館）は、東京大学大学院修士課程の時に、

の側方に突き出して、体全体をくねらせて四足歩行

国立科学博物館に常設展示されているTriceratops の

するのが基本形です。恐竜は二足歩行になり、ヒザ

産状化石のヒジ関節、手首関節を詳細に研究し、彼

を胴体の横ではなく下に伸ばし、後肢を前後に振っ

らのヒジは胴体の側方には突き出さず、手の甲は正

て歩くようになった動物です。この方が効率よく、

面ではなく側方を向いていたらしいことを明らかに

速く動く事が出来たことが、恐竜が他の爬虫類より

しました。Triceratops の前肢は手の甲を空手チョッ
プ、もしくは「小さく前へ習え」のように保持して
いたらしいのです。哺乳類的にはぎこちない前足の
地面のつき方ですが、角竜の姉妹群のパキケファロ
サウルス類などが、二足歩行への特化が進んでい
て、手の第 4、第 5 指が矮小化していたため、第 1 か
ら第 3 指で地面に対して推進力を発揮するには、手
の甲を側方に向けるのが解決策だったようです。恐
［5］

竜博 2011 ではこの藤原仮説

を取り入れた全身復

元骨格を、世界で初めて製作しました（図 5）
。見逃
してしまいそうな変化ですが、恐竜博 2011 に展示さ
れている基盤的な角竜類のプシッタコサウルスPsit図5 トリケラトプスTriceratops

tacosaurus、常設展示されているパキケファロサウル
スPachycephalosaurusなどと比較してみて下さい。

5. フンの化石：恐竜は「草」を食べていた!
恐竜の復元画をみていると、恐竜はたいていむき
出しの土の上を歩いていたように描かれています。
これは、私たちになじみのある「草」であるイネ科の
植物が中生代にはまだ進化していなかったと考えら
れるためでした。インド中央部の白亜紀後期のラメ
タ層（約 7,100 万年から 6,550 万年前）から発見され
たフンの化石（図 6）の中から、イネ科の植物中に特
有のプラントオパールを同定したという論文が 2005
［6］

年に発表されました

図6 インドの白亜紀後期の地層から発見されたフン化石
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物は竜脚類恐竜ティタノサウルス類なので、フンは

ないので、その内容物を体系的に調べる研究があま

ティタノサウルス類のものではないかと考えられて

り盛んではありませんでした。しかし、今回、だれ

います。フンは排泄された後は、その排泄者と特定

が何を食べていたかではない、フン化石の新しい意

するのが難しいため、フンの化石の研究には個人的

義が示されました。

にはあまり感激することがありませんでした。イネ

6. おわりに

科の植物は最も繁栄した被子植物の一グループです
が、その化石は約 5,600 万年前以降でしか知られず、

恐竜の研究は新しい化石を発掘し、形態学的な研

一般的になるのは約 1,600 万年前以降だと考えられ

究を行う事が主軸である事は変わりありませんが、

ていました。そのためイネ科は新生代になって出現

古生物学よりも生物学との連携によって、新たな進

したとされてきましたが、今回特定されたプラント

展が多くなり、いろいろな可能性が見えてきました。

オパールは、イネ科の中でも原始的なものは含まれ

進化学会の会員の皆さんが、恐竜博 2011 で新たな

ていませんでした。インドがゴンドワナ超大陸から

研究のヒントを見つけて下さるようなことがあれば

分離し、白亜紀最末期には孤立した島大陸だったこ

うれしく思います。

とも併せて考えると、イネ科の起源はかなり溯るは
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