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第 11 回進化学会学会賞等授賞理由
【日時】2011 年 5 月 23 日（水）
16 時 00 分〜 18 時 00 分

論文は 2009 年 12 月、論文を発表した米国 Genetics

【場所】UEDA ビル 6 階 （株）クバプロ

誌によって、過去 93 年間で飛躍的進歩をもたらした

【出席】斎藤

精選論文 25 編のひとつに選出されている。田嶋博

倉谷

成也（会長）

士は、この理論に基づき DNA 変異の中立性を検定

滋（副会長）

する統計的方法を考案し、1989 年に Genetics 誌に

田村浩一郎（事務幹事長）
颯田

葉子

発表した。この方法は Tajimaʼs Test として広く用

三中

信宏

いられ、発表論文の被引用件数は 3,000 を優に超え

嶋田

正和

ている。その後、淘汰が働く場合、集団の大きさが

池尾

一穂（オブザーバー）

変化した場合、集団構造がある場合あるいは突然変
異率が座位ごとに異なる場合などについて、DNA

選考の結果、下記の方々が受賞されることとなり

変異のパターンの研究を発展させてきた。その他に

ました：

も、田嶋博士は、集団間の塩基置換数（遺伝的距離）

【結果】

の推定法や系統間での進化速度の違いを検定する方

○日本進化学会賞受賞者（木村賞候補者）
田嶋

文生

博士（東京大学大学院理学系研究科

法、集団の有効な大きさの推定法などを開発し、実

生物科学）

験集団遺伝学と深く関わった理論の進展に貢献して

○研究奨励賞受賞者
細

将貴

きた。

博士（日本学術振興会海外特別研究

以上の業績は理論、実験両面の集団・進化遺伝学

員：Netherlands Center for

者はもとより、DNA 変異を解析するあらゆる分野の

Biodiversity）
𡈽田

努

木村

亮介

博士（富山大学

研究者に多大な影響を及ぼしてきた。これらの功績

特命助教）

は、進化学会賞授賞に十分値する。

博士（琉球大学亜熱帯島嶼科学超域
研究推進機構

【研究奨励賞】

特命准教授）

細

○教育啓蒙賞受賞者
井上

潤

博士（東京大学大気海洋研究所

将貴

博士（日本学術振興会海外特別研究員：

Netherlands Center for Biodiversity）

博

「捕食者−被食者の共進化と種分化のダイナミクス」

士研究員）

細博士は、カタツムリ食ヘビとカタツムリをモデ
ル系とした捕食者−被食者の共進化と種分化のダイ

各賞受賞者の業績と授賞理由は下記の通りです：

ナミクスに関する研究を通じて、カタツムリだけが

【日本進化学会賞】
●田嶋
生物科学

文生

博士（東京大学大学院理学系研究科

もつ貝殻の巻きの逆転という単純な種分化の様式を
利用して、捕食者の存在が被食者の種分化および適

教授）

「遺伝的変異の遺伝子系図学的解析理論」

応進化を促進する過程を巧みな実験と論証によって

集団内変異と進化の機構を分子のレベルで明らか

解明した。この成果は、独創的かつ衝撃的であり、

にすることは集団遺伝学の最も重要な課題である。

海外でも高く評価され、また内外のマスコミの注目

田嶋博士は、集団内と集団間の遺伝的変異を統計

も集めた。さらに細博士は、巻貝の殻形が捕食者へ

的に解析する分野の第一人者として、その名が世界

の攻撃回避の機能を持ちうることを明らかにした。

中に知られている。中でも、集団内 DNA 多型に関

巻貝の殻形が捕食者に対する防御の機能を果たして

し、遺伝子系図学の理論から DNA 配列の進化的関

いることは古くから指摘されていたが、それを厳密

係を明らかにした研究は、田嶋博士の最も優れた業

かつ明確な証拠をもとに示したのは、この研究が最

績のひとつで、その発表論文（Genetics 105:437-60,

初である。これらの研究成果が評価され、研究奨励

1983）は被引用件数が 1,000 を優に超えている。この

賞の受賞となった。

1

日本進化学会ニュース November 2011

𡈽田

努

域の探索についても成果をあげている。

博士（富山大学 特命助教）

これらの一連の研究は、集団遺伝学的手法により

「共生細菌による新規生物機能の進化および起源」
𡈽田博士は、昆虫の植物適応を変える共生細菌の

自然選択が働いた遺伝子を割り出し、その遺伝子が

発見とその機構の研究に関して、主としてアブラム

関連する形質を同定したという点で、世界的にも評

シという昆虫、その体内に生息する共生細菌を研究

価される。毛髪や歯の形態という、疾患ではない正

対象として、従来まったく知られていなかった驚く

常形質について、関連遺伝子を同定したことも意義

べき「共生による新規生物機能の獲得」現象を次々

が大きい。集団遺伝学を実践的に応用し、形質関連

に明らかにしてきた。さらに最近、𡈽田博士はアブ

遺伝子の同定にまで結びつけた研究業績が評価さ

ラムシの体色多型が共生細菌により影響されるとい

れ、研究奨励賞の受賞に至った。

う、これまでまったく想定されていなかった新規な
【教育啓蒙賞】

生物現象を発見した。このように𡈽田博士は、生態
学および進化生物学を、生物間共生が与える影響と

井上

いう観点から統合し、新たな光を投げかける重要な

研究員）

潤

博士（東京大学大気海洋研究所

博士

「 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.geocities.jp/ancient-

研究成果を輩出しており、その意欲的な活躍には瞠

fishtree）を通じた広範な情報発信」

目すべきものがある。これらの研究成果が評価され

井上博士は、ホームページを用いて、魚類大系統

て、研究奨励賞の受賞となった。

における問題点を素人にも分かりやすく解説し魚類
木村

亮介

究推進機構

系統および分子系統解析の方法に関するネットワー

博士（琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研

クを通じて提供している。井上博士のホームページ

特命准教授）

「ヒトにおける集団特異的な表現型と自然選択」

は、日本の脊椎動物系統学の成果が国際的に認知さ

木村博士は、ハプロタイプのホモ接合度を集団間

れる上で大きく貢献しているだけでなく、同時に、

で比較することにより集団特異的 selective sweep を

分子系統解析のための多くの系統解析ソフトがユー

高感度で検出する方法を開発し、国際ハップマップ

ザの視点から解説されており、分子系統解析を広く

プロジェクトのデータを用いて、ゲノムワイド selec-

普及させるうえで、大きく貢献している。

tive sweep 探索を行なった。また、オセアニアにお

このような地道な活動の教育啓蒙への貢献が評価

ける人類集団のゲノムワイド SNP 解析を行ない、同

されて教育啓蒙賞の受賞理由とされた。

地域の集団構造の研究や自然選択の働いたゲノム領

日 本進化学会賞受賞記
本 進 化 学 会賞受賞記
偶然性
遺伝的浮動という偶然性が分子進化を理解する上で

田嶋文生

もっとも重要な要因です。人生においても、偶然性

（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻）

はしばしば重要な決定要因となります。どうしてわ
たしは理論集団遺伝学の道に進んだのか、すこし振
り返ってみたいと思います。

ドブジャンスキーの椅子
九州大学理学部生物学科では、4 年生になると講
座に配属され、そこで卒業研究を行なうことになっ
このたび、日本進化学会賞および木村資生記念

ていました。したがいまして、3 年生のときに自分が

学術賞をいただき、うれしく思っています。木村資

何をやりたいのか決めなければなりません。わたし

生先生が提唱された「分子進化の中立説」によれば、

は、遺伝学と生態学に興味をひかれていました。当
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時は分子レベルの研究が主流でしたが、わたしの興

な計画です。

味はそちらにはいきませんでした。

ある日、教授室で向井先生に「君は実験家には向

ある日、西鉄二日市駅（福岡県筑紫野市）のホー

いていないようだね」と言われました。それで、理

ムで、講義を受けたことのある芳賀忞先生にお会い

論家を目指すことにしました。

しました。芳賀先生は、エンレイソウの研究で有名
な方で、1 年前に九州大学を定年退官されていまし

ショウジョウバエだけが集団遺伝学にあらず

た。芳賀先生の研究で興味をもっていたことは、エ

集団遺 伝 学の理 論を学 ぶため、テキサス大 学

ンレイソウは染色体の核型の頻度が集団ごとに異

ヒューストン校の Ph.D. コースに入学し、根井正利

なっていることでした。これは遺伝的浮動によるも

先生の指導を受けることになりました。根井先生は、

のと考えられます。数週間後、数名の友人と芳賀先

集団遺伝学や分子進化の分野で国際的に大活躍され

生の自宅を訪ねました。そこでドブジャンスキーの

ていて、研究へのエネルギーはペンシルバニア州立

話を聞きました。
（ ほかの話もされたと思いますが、

大学に移られてからも今日まで続いています。

それはよく覚えていません。
）帰り際に「あなたの

入学してから 1 年ほど経ったある日、根井先生に

座っていた椅子にドブジャンスキーも座ったのです

「ショウジョウバエだけが集団遺伝学ではない」と言

よ」と言われました。それで、わたしは集団遺伝学

われました。どうもわたしは、ショウジョウバエと

を学ぶことにしました。

いう言語で集団遺伝学を理解しようとしていたよう
です。その後は、生物種によらず、動物にも植物に

実験家には不向き

も適用できるモデルを目指すようになりました。

4 年生になり、細胞遺伝学講座で卒業研究を行な

当時分子レベルの遺伝的変異は主として制限酵

うことになりました。教授は、芳賀先生の後任の向

素をもちいて調べられていました。しかし、いずれ

井輝美先生です。向井先生は、生存力に関わる量的

DNA 配列を直接調べることになることは、みんな

形質の集団遺伝学的研究やタンパク質多型の維持機

知っていました。ただし、何年後あるいは何十年後

構に関する研究で国際的に有名な方で、ノースキャ

にそうなるかは分かりませんでした。そのような中

ロライナ州立大学から移ってこられたばかりでした。

で、種内から無作為にサンプルした複数の遺伝子を

研究材料はキイロショウジョウバエです。この講座

過去にさかのぼる方法でいろいろなことが分かるこ

でみっちり集団遺伝学を学ぶことができたのは幸運

とに偶然気づきました。根井先生から助言をいただ

でした。

き、この方法を深めることで 1983 年に Genetics に
発表した論文が完成しました。

卒業研究のテーマは「キイロショウジョウバエの
交尾行動に頻度依存選択が働いているかどうか」で

おわりに

した。結果はあいまいでしたが、大学院の修士課程
に進学しました。大学院の修士課程では、自然突

その後、1989 年に中立突然変異仮説を検定する

然変異を蓄積し、その特性を調べることが研究テー

統計法を発表しましたが、その原点は 1983 年の論文

マでした。ショウジョウバエの実験では、8 時間が

です。また、集団構造がある場合や集団の大きさが

1 セットです。ふつうは、午前 9 時から午後 5 時を 1

変化した場合の DNA 多型の量やパターンについて、

セットとして実験を行ないます。要領の悪いわたし

研究を行ないました。

は、1 日 1 セットでは間に合わず、2 日で 3 セットの

振り返ってみると、わたしにとって偶然はよい方

計画を立て、実行しました。すなわち、午後 5 時か

向に働いたと思います。しかし、多くの方々の指導

ら実験を始め、次の日の午後 5 時に実験を終了し、

や助言がなかったなら、はたしてうまくいったかど

24 時間後に実験を再開するという計画でした。無謀

うか。お世話になった方々に深くお礼申しあげます。
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研 究奨励賞受賞記
究 奨 励 賞 受賞記
右利きのヘビとわたし
の完成、すなわち種分化に直結します。

細 将貴
（Netherlands Centre for Biodiversity）

ところがその固定過程の初期において、逆巻き変
異体は、同じ個体群の大多数の個体と交配すること
ができないという危機的状況に直面するはずです。
要するに、低い適応度にあえぎながら個体群を席巻
するという、適応進化の論理から外れた過程を逆
巻き遺伝子が経なければ、逆巻きの種は生じえませ
ん。
しかし現実に、カタツムリには右巻きの種と左巻

研究奨励賞受賞の知らせを受けたときに、これま

きの種の両方が存在しています。左巻きの種は、圧

での道のりが報われたことに対する喜びと同時に、

倒的多数を占める右巻きの種から何度も独立に種分

過分な評価をいただいたことに対する畏れを覚えま

化してきたに違いありません。これは、内的不和合

した。精進の糧にしたいと思ういっぽうで、この程

による生殖隔離には複数の遺伝子座が関与する必要

度で獲れる賞なのかと思われてしまっては、諸先輩

があることを予測した、Dobzhansky-Muller 型の二

方および選考委員のみなさまにとっていい迷惑に違

遺伝子座モデルにあきらかに反する事例です。しか

いありません。

しながら他に決定的な仮説がなかったため、左巻き
のカタツムリは、極めて強い遺伝的浮動による中立

そこでわたしは、評価のポイントがは論文の本数

進化の産物だろうと考えられてきました。

等ではなかったことを本稿で説明したいと思います。
評価されたのは、おそらく、リスクをとってオリジ

右利きのヘビ仮説

ナルの仮説を検証したことでしょう。

カタツムリにおける逆巻き進化の謎。学部 4 年生

左巻きカタツムリの謎

のある日、信州大学の浅見崇比呂先生の著書を読ん

種分化のメカニズムを解明することは、進化生物

でこの命題を知ったわたしは、遠い沖縄に思いを馳

学最大の研究命題のひとつです。なかでも巻き型が

せました。長期休暇のたびに出かけた沖縄には、左

左右逆転することによって起きるカタツムリの種分

巻きのカタツムリのいる島がいくつか知られていま

化は、ひときわ謎めいた現象と言っていいでしょう。

した。これらの島々に右巻きカタツムリの捕食に特

なぜなら、その過程において自然選択に逆らう必要

化した捕食者がいれば、左巻きカタツムリの起源を

があるからです。

適応進化で説明できるかもしれません。

カタツムリの逆巻きは、背負った貝殻の螺旋だけ

実際、多数派である右巻きの巻貝の捕食に特化し

ではなく、体制のすべてを左右反転するものです。

たカラッパと呼ばれるカニが海には知られています。

交配実験から得られた知見と、中間の巻き型があり

また、これはわたしが研究を開始した後に報告され

えないという自明の理から、逆巻きを起こす遺伝子

たことですが、一部の水生昆虫にも右巻きの巻貝捕

は一遺伝子座にあり、その母性効果によって子の巻

食に特化したものがいます。そのような捕食者が陸

き型を決定すると考えられています。

上で見つかることは、ありえなくはないことでした。

そして重要なことに、一方の体側のみに空いてい

左巻きのカタツムリが分布する沖縄の島のひとつ

る生殖孔は、逆巻き個体では位置を大きく違えてし

は、西表島でした。いわずと知れた、ヤマネコの棲

まい、他個体との交配を困難なものにします。カタ

む島。続いてわたしは、かつて自分がこの島を訪ね

ツムリの多くは雌雄同体ですが、基本的に外交配を

る前に友人から聞かされた、奇妙なヘビの話を思い

おこなって子を残すため、逆巻き変異は強力な交配

出しました。彼の島にはカタツムリばかりを食べる

前隔離機構として機能します。ある個体群に逆巻き

ヘビがいるらしい。そのヘビが右巻きカタツムリの

変異が固定すると、それは他の個体群との生殖隔離

捕食に特化しているとしたら？
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詳しい経緯については拙著 をご参照いただくと

1

実験で確かめました 3。重要なことに、実は本種を含

して、ともかくも、わたしは「右利きのヘビ仮説」検

むニッポンマイマイ属こそが左巻きの種を含む属な

証の賭けに出ました。そのことは、京都大学のアジ

のでした。つまり本属とセダカヘビには、進化的な

ア・アフリカ地域研究研究科という文系の研究科に

時間スケールで相互作用があったことが裏付けられ

おいて、入学した当初の研究テーマを捨てて理学に

たというわけです。

転向することを意味しました。この頃に背中を押し

実を言うと、実験用にイワサキセダカヘビを入手

てくださった先生方、心に火を点けてくださった先

することだけが目的であれば、苦しい思いをしなが

生方にはたいへん感謝しています。

ら野外に出る必要はありませんでした。実際、他の

この転向は、大変リスキーなことでした。現に、

フィールドワーカーやペット業者のおかげで集まっ

とある動物学の先生に「自分の学生だったら止めて

たイワサキセダカヘビも少なくありません。しかし、

いた」と言われたことがあります。それは、この仮

本来の生態に関する情報を得るためには、野外に出

説が根拠薄弱な危ういものであったことに加え、こ

ることが必要です。知見があまりに乏しかったイワ

のヘビ、イワサキセダカヘビが極めてレアで採集困

サキセダカヘビは別格かもしれませんが、どんな生

難な動物だったからでした。それはもう、見つかっ

物についてでも、生態に関する知見が文献と実験室

ただけで地元の新聞に載るほどの珍獣だったので

で再現できるものだけで十分と考えるのは大きな間

す。

違いだと思います。
おりしも最近の進化学会ニュース（vol.12 no.1）に

フィールドワークの大切さ

おいて、現会長の斎藤成也さんが、日本のあちこち

初めてイワサキセダカヘビを捕まえた夜のことは、

で多様な生物を見学する「進化学会ツアー」を提案

今でもありありと思い出すことができます。夜行性

されています。このような試みは、日本の進化学研

のこのヘビを捕まえるため、わたしはひとり西表の

究に奥行きを増すよい機会を提供することになるで

夜の森に通いつめていました。来る日も来る日も収

しょう。

穫ゼロの、心の折れそうな日々でした。そんなある

ともあれ、この晩を境に、わたしは「イワサキセ

夜の帰り道、温かな雨に濡れながらいつものように

ダカヘビの研究をしています」と自己紹介するよう

手ぶらで宿に向かっていたわたしは、とうとう路上

になりました。

にイワサキセダカヘビを見つけました。夢にまで見

で、次に何をしよう？

たそのヘビは思いのほか華奢で、それまで標本で見

研究者なら普通、自分は進化生物学を研究してい

てきたのとは全く違った印象でした。
この個体はかけがえのないデータを提供してくれ

るとか、種分化を研究しているとか、学問の枠組み

ました。捕獲して数日のうちに排泄したフンから、

や現象を研究対象にしていることをして研究者を名

食べていたカタツムリの種名がわかったのです。本

乗ることでしょう。「イワサキセダカヘビ『で』研究

種をはじめとするカタツムリ食のヘビ類は、すべか

をしています」というのが、まだしも真っ当です。し

らく殻を残して中身だけを食べるという捕食様式を

かしわたしの場合、入口があきらかに違いました。

持っていますので、消化管内容物やフンを調べても

種分化の謎を解きたくてこのテーマを選んだわけで

エサの種名まではわからないだろうと諦められてき

はありません。本稿で最初に挙げた種分化研究とし

ました。わたしはフンを丁寧に洗い、中から歯舌と

ての意義は後付けです。わたしは単純に、自分オリ

顎板というカタツムリの軟体部で唯一の硬組織を拾

ジナルの仮説を検証したかっただけなのです。
わたしは結局、イワサキセダカヘビを含むセダカ

い上げ、そこから種の同定ができることを突き止め
2

ました 。

ヘビ科のほぼ全種のヘビにおいて下顎の歯の本数が

この食べられていたカタツムリ（イッシキマイマ

左右でまったく異なっていることを発見し、それが

イ）は、右巻きで、殻口が奇妙なかたちをしている

右巻きのカタツムリ捕食に対する特殊化であろうこ

のが特徴でした。セダカヘビのいない島の亜種には

とを突き止めました 。さらに、左巻きのカタツムリ

そのような変形は見られません。これがイワサキセ

が高頻度で捕食を免れることを確認。最後に、セダ

ダカヘビに対する防御になっていることをわたしは

カヘビの分布域において左巻きカタツムリが著しく

4
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.
京，編集中）

高い頻度で進化してきたことを示す生物地理学的な

2 Hoso, M. and Hori, M., Identification of molluscan

証拠が得られ、
「右利きのヘビ仮説」はめでたく検証

prey from feces of Iwasakiʼs slug snake, Pareas

5

されました 。ニッポンマイマイ属の左巻き種が琉球

, 174（2006）
.
iwasakii. Herpetological Review 37（2）

列島の狭い範囲で複数回起源していたことを示す系

3 Hoso, M. and Hori, M., Divergent shell shape as

統解析の結果も重要な傍証になりました。

an antipredator adaptation in tropical land snails.

これで引退でもすればハッピーエンドなのですが、

American Naturalist 172（5）
, 726（2008）
.

引退できる職さえないのが現実です。目下の悩みは

4 Hoso, M., Asami, T., and Hori, M., Right-handed

次の研究テーマ。「右利きのヘビ仮説」を超えるよう

snakes: convergent evolution of asymmetr y for

なオリジナルの仮説を検証したい。周囲の言うこと

, 169
functional specialization. Biology Letters 3（2）
（2007）
.

などどこ吹く風と夢中になれる、そんな謎解きをま

5 Hoso, M. et al., A speciation gene for left-right re-

たやりたいと考えています。

versal results in anti-predator adaptation. Nature

.
Communications 1, 133（2010）

1 細 将貴，右利きのヘビ仮説：追うヘビ、逃げるカ
タツムリの右と左の共進化．
（ 東海大学出版会，東

研 究奨励賞受賞記
究 奨 励 賞 受賞記
共生に魅了され、共生を研究し、
そして共生を実感す

らなかった私（！）ですが、急ぎ、進学の準備を進め

𡈽田

ていた人達の輪読会に無理矢理混ぜてもらい、迷惑

努

をかけながらも英語と専門分野を勉強し、なんとか

（富山大学
先端ライフサイエンス研究拠点）

信州大学の高田啓介先生の研究室で修士課程生にな
ることができました。
この研究室では、日本列島に分布するトミヨ属魚
類 Pungitiusを材料に、生物地理学や系統進化学的
解析を行っていました。それらの解析結果等から、
トミヨ属は、海産祖先が異なる時期にそれぞれ独立

この度は、栄誉ある日本進化学会奨励賞を頂き

に陸封され、淡水域で複数の遺伝的集団に分化して

誠に光栄です。自らの研究室を立ち上げた節目の年

きたと考えられていました。それを裏付けるかのよ

に、このような賞を頂き大変励みに感じております。

うに、早くに陸封されたと考えられる遺伝集団ほど

微力ながら、今後の進化学の発展に尽くしていきた

海水に対する適応能力が失われていることが先行研

いと考えております。

究から明らかにされていました。

私は、研究対象や、人生設計を落ち着きもなく変

私が注目したのは、トミヨ属の陸封化に伴う環境

えてきた人間で、受賞者の中に加えて頂くのはある

適応機能の進化です。海水から淡水に適応する際に

意味心苦しくもありますが、この機会に私の研究歴

大きく変化したと考えられる浸透圧調整能に対象を

を綴らせていただきます。

定め、組織レベル、酵素活性レベルでの比較生理学
的解析を行うことにしました。

進化研究と挫折

解析のためには、富山や北海道で採集してきた魚

高校時代は空手に明け暮れ、大学に入ってからは

を実験室で長期間飼育する必要があります。トミヨ

遊びに夢中で、まともに勉強もしてこなかった私で

は冷水魚ですので、飼育や実験操作は、15℃に設定

すが、3 年生のときに何気なく手にとった進化学の

された部屋にこもって行うことになります。餌やり

解説書がきっかけで、自分でも進化研究に携わりた

や掃除だけでも実働で 6 時間がかかり、冷たく濡れ

いと考えるようになりました。大学院の存在すら知

た部屋に、錆や汚れで茶色くなった白衣（人はそれ

6
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昆虫共生細菌研究の開始

を“ 茶衣 ”と呼びました）を着込んで一人きりで作業

ちょうどその頃、エンドウヒゲナガアブラムシ

をするという日々が続きました。それでも、トミヨ
は次々と病気にかかって死んで行き、実験に必要な

Acyrthosiphon pisum の共生細菌の研究が進展し、宿

数を確保するだけでも大変でした。他のメンバーが

主の生存・繁殖に必須の共生細菌 Buchnera の他に、

成果を上げる一方、私は材料すら調達できない、と

機能不明な任意共生細菌が複数種報告され始めてい

いった状態が続き、なんとか修士論文をまとめたも

ました。私の課題は、これらの任意共生細菌の野外

のの、研究は私には向かない、と博士課程進学を諦

集団における感染実態を明らかにするというもので

めて就職することにしました。

した。日本は南北に細長いこともあり、気候等の環
境条件が場所によって大きく異なります。任意共生

共生微生物との出会い

細菌の地理的分布を調査することで、環境との間に

就職したのは農薬商社で、海外メーカーの農業

存在する関係性を見つけ出し、宿主の環境適応への

資材を輸入し、日本に合う形に変えて提供していま

影響についても洞察が得られるかもしれない、とい

した。私は、新規事業開発部に配属され、微生物に

う目論みがありました。

よって作物の病害を防ぐ資材の開発を担当すること

エンドウヒゲナガアブラムシはマメ科植物を餌に

になりました。栃木県の農業試験場の木嶋利男先生

します。なかでも、カラスノエンドウでは大繁殖し

の下に半年間研修に出してもらい、微生物防除のイ

て採集しやすいため、当初はこの植物のみを対象

ロハを学んだ後、実際に資材の開発にあたることに

に虫を集める予定でした。日本では 5 月くらいから、

なりました。微生物資材の多くは、植物の根や葉に

虫が徐々に南から発生します。この“アブラムシ前

共生している微生物のうち、病原耐性や成長促進／

線 ”とともに高速道路を北上し、パーキングエリア

抑制などの効果があるものを選抜して使っています。

ごとに採集を行っていたところ、東北地方に入ると

実際に処方して一目で違いが分かるくらい効果のあ

カラスノエンドウが全く見られなくなってしまいまし

るものもあり、
「微生物って、全く意識していないけ

た（今では、温暖化のせいか、割と見られるように

ど、すごいな」と新鮮な感動を得ました。

なりましたが）
。同じマメ科のシロツメクサは生えて

仕事で微生物資材を扱っているうちに、どんどん

いましたが、小さくて採集もしにくい植物です。北

共生微生物への興味が膨らんできました。共生微

日本のサンプルは諦めて、採集しやすい関東以南の

生物は、生態系でどのような影響を及ぼしているの

カラスノエンドウだけに絞っても良かったのですが、

か？宿主の環境適応や、ひいては集団構造や進化に

なんとなく閃くものがあって、シロツメクサも採集

も影響するのではないか？このような関係は植物以

対象植物に加えて調査することにしました。

外のいろんな生物にもあるのではないか？幸いなこ

集めてきたサンプルの共生細菌を解析すると、な

とに職場の近くには、農水系の研究所や大学の図書

んとRegiellaという任意共生細菌については、シロ

館が充実しており、昼休みや終業後に図書館に通っ

ツメクサにいた虫に明らかに高確率で感染している

て文献を調べるといった生活が始まりました。その

。これ
ことが分かりました（Tsuchida et al. 2002）

うちに、産業技術総合研究所の深津武馬先生が、昆

は、もしかしたら、Regiellaに感染することでアブラ

虫と微生物の関係について非常に活発に研究を進め

ムシがシロツメクサに適応できるようになっている

ていることを知りました。私は、一度は諦めたはず

のでは！と期待に胸を高鳴らせました。

の基礎研究を行いたいという気持ちがどんどん強く

フランスで開かれた国際アブラムシ学会でこの

なっていき、深津さんの研究室に話を聞きに押し掛

内容を発表したところ、多くの方が興味を示して

け、ついには会社を辞めて博士課程に入学するに至

くれました。その中には、現在も共同研究を行っ

りました。松本忠夫先生（東大大学院総合文化研究

ているフランス国 立 農 業 研 究 所（INRA）の Jean-

科）の研究室に所属し、産総研の深津さんの研究室

Christophe SIMON 博士もおり、人脈を広げるよい

に身をおいて、現在のテーマに繋がるアブラムシと

機会になりました。しかし、この後、途中成果を発
表することの恐ろしさも私は実感することになるの

共生細菌の研究を始めることになりました。

でした。
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Douglas 教授の下で 9 ヶ月を過ごし、その後、日本

ライバル現る
ちょうどその頃、UC Davis でアブラムシの共生細

学術振興会特別研究員として深津研で研究をしてい

菌を研究している大学院生が、深津研に 1 ヶ月程滞

た折、国際アブラムシ学会で出会った JCh. Simon

在しました。Regiella が植物適応に影響を与えてい

博士との共同研究が始まりました。このプロジェク

るかもしれないという可能性について、彼女は大変

トでは、宿主系統と共生細菌の様々な組み合わせを

興味を持って聞いていました。帰国した彼女は、あ

つくり、アブラムシの植物適応や雌・雄生産への影

ろうことか私と同じ課題で研究を進め、強力な競争

。
響が異なるかを調べていました（Simon et al. 2011）

相手となってしまいました。英語ネイティブである

フランスから輸入した多数のアブラムシには、系統

彼女はさっさと論文の草稿を仕上げ、メールで深津

ごとに緑色であったり、赤色であったりという体色

さんに送って「Tsuchida が同様の解析をやっている

多型が存在していました。プロジェクトに参加した

が、私も進めていいか？」と聞いてきました。それ

古賀さんと二人、

に対し深津さんは、
「科学の発展のためだ。気にす

「どうせなら、色の違う者同士で組み合わせてみ

るな！」と答えました。これは至極真っ当なことです

ましょうか？色が変わっちゃったりしてぇー、はは

が、博士号をこの内容で取ろうとしていた私にとっ

はぁー！」

ては、大きなプレッシャーになりました（余談です

などと軽口を叩いて、緑の系統がもつ共生細菌感

が、彼女はときどき私の名字の第一音節と第二音節

染体液を赤系統に入れてみたところ、果たして本当

を逆にして呼ぶことがあり、ウブな私としてはたい

に産まれたときは赤色だったはずの虫が成長するに

へん恥ずかしい思いをします）
。

つれて緑色に変わってしまうではありませんか！移
植した体液に含まれる共生細菌を詳細に調べてみる

昆虫の植物適応を変える共生細菌の発見

と、既知の細菌の陰に隠れて、これまでアブラムシ

その後、なんとかすんでのところで、私の方が

からは未発見の Rickettsiella 属細菌が存在しているこ

先に“Regiella 感染によりアブラムシのシロツメクサ

とが明らかになりました。

適応能が大幅に上昇する”ことを実証して、発表す

学振研究員の任期切れに伴い、理化学研究所の

。これ
ることができました（Tsuchida et al. 2004）

松本正吾先生の下に移り、基礎科学特別研究員と

は、それまで昆虫自身の性質だと当然のように考え

して引き続き、この課題を進めました。自然界に

られ、害虫管理の観点からも重要な「植物適応」が

も、産まれた時には体色が赤だけど成長すると緑

体内に共生する微生物によって実質的に規定されて

になるアブラムシが見つかり、詳細な解析の結果、

いることを示した世界初の報告となり、新聞やテレ

Rickettsiella の感染が体色変化の原因であることが分

ビニュースなどでも取り上げられました。一方で彼

かりました。体色変化のメカニズムを明らかにする

女の方は、少し遅れて、“Regiella の感染は植物適応

ためには色素の解析が欠かせないと考えた私は、専

には影響を及ぼさない ”という異なった結果を報告

門の分析技術をもつ方々に共同研究に加わっても

しました。2 つの結果が異なった理由はハッキリと

らいました。それが実を結び、赤色のアブラムシに

は分かりませんが、その後、別の研究者が報告した

も元々わずかながら存在している緑色色素の量が、

“Regiella の影響は、宿主との組み合わせによって変

Rickettsiella 感染によって増加することにより、体色

化する”ということが一つの原因なのではないかと

変化が生じていることが分かりました（Tsuchida et

思います。私の方が興味深い結果を得られたのは運

。
al. 2010）
幸運なことに、この報告直後に、私は富山大学に

が良かったということにつきますが、自信を持って
解析を進められたのは、同じ研究室内で解析技術の

採用していただけました。現在、本現象の分子機構

開発を進め、様々な議論につきあっていただいた古

の多角的な解明に向けて、色素の構造決定や代謝

賀隆一さんに負うところがとても大きいです。

経路の解明、Rickettsiella 感染によって変化する宿
主遺伝子ネットワークの変化、それらを引き起こす

予期せぬ発見；

Rickettsiella の機能分子の解明といった課題に、次世

アブラムシの体色を変える共生細菌

代シークエンサーや LC-MS などを用いて取組んでい

学位取得後すぐに、イギリス York 大学の Angela

ます。また、アブラムシの体色はテントウムシや寄
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生蜂から逃れるのに重要な役割を果たしていること

できることは限られていますので、実生活において

が知られており、感染による体色変化が補食−被食

も“ 共生 ”を重視し、様々な分野の仲間と共に“ 共生

関係にどのように影響するのかについても解析の準

の秘密 ”に迫りたいと考えております。

備を進めています。
・ Tsuchida et al.（2002）Diversity and geographic

distribution of secondary endosymbiotic bacteria

終わりに

in natural population of the pea aphid, Acyrthosi-

曲がりなりにも今日研究を続けている私がいるの

phon pisum. Molecular Ecology 11: 2123-2135.

は、陰となり日向となって私を支え続けてくれた、

・ Tsuchida T., Koga R., Fukatsu T.（ 2004 ）Host

家族や先生方、先輩方を含め、“ 共に生きてきた” 仲

plant specialization governed by facultative sym-

間達がいたからに他なりません。この場を借りて厚

biont. Science 303: 1989.

く御礼申し上げます。

・ Simon et al.（2011）
Facultative symbiont infections

私が目指す研究の方向性は、一つの解析技術にと

affect aphid reproduction. PLoS One 6: e21831.

らわれるのではなく、自分が興味をもった現象を明

・ Tsuchida et al.（2010）Symbiotic bacterium modi-

らかにするために、使いうる技術を幅広く利用して

fies aphid body color. Science 330: 1102-1104.

行きたいというものです。そのためには、私一人で

研 究奨励賞受賞記
究 奨 励 賞 受賞記
人類学者を志す
は、少しだけですが、こだわりが有ります。私が人

木村亮介

類学者を志すことになるきっかけは、大学時代にあ

（琉球大学・亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構）

りました。私にとってはモラトリアムともいうべき、
ちょっぴり恥ずかしい時代であり、研究者としての
信用を失いそうなので研究者仲間にはほとんど話し
たことがありません。
昆虫好きでもなければ植物にも無関心であった私
が、生物学の道に入ったのは、
「生物って何なんだ」
この度は日本進化学会研究奨励賞を頂き、大変光

という好奇心からでした。浪人当時アインシュタイ

栄に思うとともに、これに恥じぬよう今後とも精進

ンやホーキングに憧れ、物理学科を目指していたの

しなければと身の引き締まる思いです。また、私が

ですが、願書提出の最終局面で、
「天才じゃない人

このような名誉な賞を頂くことができたのも、ご指

が物理学を学んでどうなる？」という気持ちにさいな

導してくださった先生方、共同研究者の皆様、そし

まれました。別に「生物学なら天才じゃなくても大

て何より、研究室で寝食を共にし、議論し合うこと

丈夫」と思ったわけではないのですが、代わりに生

のできる同僚に恵まれたからだと思います。切りが

き物に対する疑問が頭をもたげてきたのでした。そ

ないので個人名を挙げることは致しませんが、皆様

して、物理学で受験できる早稲田大学教育学部理学

のお顔を思い浮かべながら感謝の意を表します。有

科生物学専修になんとか無事に合格することができ

難うございました。そして、今後ともよろしくお願

ました。

いいたします。

大学に入った私は、浪人時代に考えたことなど

私の専門は、最近では「ゲノム人類学」というこ

すっかり忘れ、ぼーっと毎日を送っておりました。

とにしております。「遺伝人類学」より、
「ゲノム」の

ろくに勉強もせず、授業にも出ないことが多かった

ほうが先進的な雰囲気があるからなのですが、気の

にもかかわらず、単位だけはとれました（現在、学

せいかもしれません。ただ、人類学者であることに

生の成績をつける立場になり、厳しい評価ができま
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せん）
。入学して 1 年がたち、このまま何となく大学

今思えば、
「大学生ながら大したものだなあ」と思う

生活が過ぎるのも勿体ないと思い始めた私は、探検

のですが、当時の私は、
「知識もないのに砂漠歩い

部というサークルに入ることにしました。その頃、

たって何にもならん」と羨ましさ半分で思っていま

「人の行かない所に行って、人のやらない事をやりた

した。だからと言って何かを勉強するでも訓練する

い」と、まだ海外にすら行った事がないくせに、漠

でもない日々が続きました。ちゃんと授業に出て生

然とそう思っていたような気がします。

物学を学ぶという発想は、その当時の私には毛頭な
かったのは実に不思議です。何を目指したらいいの

大学探検部の遠征は、
「調査もの」
「冒険もの」
「ネ
タもの」とだいたい 3 つのジャンルに分けられま

か、全くわからなくなっておりました。
そんな私の転機となったのは、大学 3 年の夏に

す。
「ネタもの」というのは、いわゆる未確認生物
（UMA）を本気で探しに行くというような企画です。

行ったミャンマーへの旅でした。性懲りもなく、ほ

ちゃんとした学術探検もする京都大学や東京農業大

とんど何の準備もせずに、同輩とそれが初めての

学などと違い、早稲田大学探検部は専ら「冒険もの」

海外という後輩とで企画し、
「日本人村を探せ ̶

や「ネタもの」を志向しておりました。そして、い

Behind Atlanta 作戦̶（
」その年はアトランタ五輪が

つの時代にも同じように、大学探検部員の間では探

開催）というタイトルの通り、やぶれかぶれなもので

検・冒険論が議論されるのでした。

した。企画の当初は、ビルマに残った日本兵が作っ

探検というのは、そもそも地理的空白を埋めるた

た山奥の村を探すというものだったのですが、首都

めの行為であり、勿論、私が大学生であった 90 年

ヤンゴンで情報収集をしているうちに、ミャンマー

代半ば、世界に探検すべき場所など有るはずもあり

の南部 Mergui という街にほど近い島々に凄い少数

ませんでした。そんな時代に私が初めて行った、大

民族がいるらしいという話を聞きつけ、なんだか

学 5 年生の先輩を隊長とする遠征は、中国・四川省

そっちの方が面白そうということになりました。い

のバミューダトライアングルといわれる「恐怖的死

い加減にもほどがあります。その少数民族はミャン

亡谷」を沢登りするというものでした。中国語の怪

マーでは「サロン族」と呼ばれ、ボートの上で生活を

しい雑誌の記事によると、30 人以上がそこで謎の失

していて、息継ぎなしで 10 分間も海に潜っていられ

踪をしているらしく、
「毒ガスが発生している」とか、

るということでした。さらに、赤い髪をもつという

「人食いパンダが出没する」とか、そんな説がいくつ

話もありました。というわけで、我々は、
「これが南

か唱えられているような秘境でした。結果的に、2

方面行きバスだ」と言われて、丸二日間ほどサニト

週間程度を予定していた行程で目標であった峰まで

ラの荷台に体育座りで揺られたりしながら、Mergui

の登頂が遂げられず、食料が尽きたため谷の奥深く

にたどり着いたのでした。

から引き返したのですが、幸か不幸かパンダに遭遇

軍事政権下のミャンマーでは、外国人に対して多

することもなく失踪せずに帰ってくることができま

くの制限がありました。まず、民間人が外国人を家

した。そして、この経験で得たものは、
「自然に挑む

に泊めてはいけません。発覚すると、その民間人は

ということにはそれほど興味がない」ということでし

厳しく罰せられるのでした。宿にも外国人が泊まっ

た。

ていい 1 泊 10 ドルほどのゲストハウスと、現地の人

そこから「自分の探検」探しの旅が始まりました。

が泊まる 1 ドルほどのボロ宿がありました。貧乏で

今でこそ、お腹にウサギほどの脂肪を抱える身体

長期滞在の我々は現地警察官にゴネて、ボロ宿に泊

でありますが、当時は割と筋肉質で体力に自信がな

めてもらえるようになりました。その後、数日かけ

かったわけではありません。しかし、
「自分の技術と

て街の人たちと仲良くなり、船をもつ漁師を紹介し

体力と勇気で以て、人が行けないところに行きたい」

てもらい、サロン族の住むという島に連れて行って

というよりは、むしろ「人が行かないところに行っ

もらう算段をつけました。しかし、そのような交渉

て、自分の技術と知識で以てしかできないことをや

をした翌日、
「お前らを連れて行った事がばれたら

りたい」ということをおぼろげながらに考えていまし

罰せられるから、やっぱり行けない」ということにな

た。周りでは同輩が、中国との粘り強い交渉の末に

りました。どうやら、サロン族が住む島々には、反

許可をとり、沢山の協賛金を集めながらタクラマカ

政府ゲリラなども潜んでいて、外国人進入禁止エリ

ン砂漠を踏破するという遠征を成功させていました。

アだということでした。さらに悪いことに、漁師は
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ご丁寧に警察官に許可を仰ぎに行って却下されたら

から鱗の連続でした。私の知る限りでも、この本で

しく、その日から我々への監視の目が強くなってし

進化学者を志した人は私を除いて 3 人ほどおります

まいました。仕方がないので、我々は、体を悪くし

ので、相当数の人が影響を受けているのではないで

たため海上や島での生活が困難となって Mergui に

しょうか。この時点で「人類」
「遺伝」というキーワー

住んでいるというサロン族の夫婦を訪ねました。彼

ドが頭にちらつき、日本に帰ってから、当時ようや

らを見ると、浅黒い肌に、色こそ赤くはありません

く触れるようになったインターネットで探しあてた

でしたが縮毛で、確かにビルマ族の人たちとは明ら

研究室が、東京大学大学院理学系研究科生物科学

かに違う風貌をしていました。何日間かそこに通い、

専攻の石田貴文助教授（当時）の研究室でした。し

サロン族の言葉を教えてもらったり、海に潜るとこ

かし、その年の大学院の試験で当然のごとく不合格

ろを見せてもらったりしていました。ちなみに、夫

となり、実際に学生としてお世話になるのは、更に

の方は海に潜ると貝を 1 つ採集し、10 秒くらいで苦

1 年後のことになります。

しそうにして海から顔をあげました。私は「彼は体

その後、
「サロン族」は一般的には「モーケン族」

が悪いから」と自分に言い聞かせたのを覚えていま

と呼ばれていることなどを知り、タイ側のモーケン

す。

族のフィールドワークも決行することができました。

遠征としては完全な失敗に終わったこの旅を通

こうやって振り返ると、私の進んできた道をいうの

して、私の中ではっきりと浮かび上がるものがあり

は、なんとも思い付きや偶然によって左右されてき

ました。それは、人類への興味でした。私が自然と

たものだと思います。ちなみに、一緒にミャンマー

の闘いである冒険に興味が持てなかったのも、そこ

に行った後輩の角幡という男はそのときの反省を踏

には他者が存在しないからだということにも気づき

まえて、私とは正反対に身体一つの冒険を志向する

ました。さて、
「探検」
「 人類」となれば、当時の私

ようになり、そのための技術的トレーニングも積ん

にとってはやることは一つ、今西錦司先生とその関

で、世界で最後の地理的空白地帯と言われるチベッ

連の本を読みあさることでした。壮大な研究構想と

トのツアンポー峡谷に単独で挑みました。その記録

その行動力に魅了されましたが、今西進化論と呼

は、
「空白の五マイル ̶ チベット、世界最大のツア

ばれているものについては、不勉強な私も首をかし

ンポー峡谷に挑む」
（集英社）として本にまとめられ、

げました。そんな折、大学 4 年の春に就職活動もせ

第 8 回開高健ノンフィクション賞、第 42 回大宅壮一

ず、Saint Vincent and the Grenadines というカリ

ノンフィクション賞、第 1 回梅棹忠夫・山と探検文

ブ海の島国に原住民捕鯨を見るための旅をしていた

学賞とノンフクションの賞を総なめにしてしまいま

私が暇つぶしに持ってきていた本の中に、木村資生

した。今回、奨励賞受賞記として、自分のしょうも

先生の「生物進化を考える（岩波新書）
」がありまし

ないエピソードを書こうと思ったのも、この本を読

た。この本は、大学の遺伝学の授業で参考図書とし

んで、大学時代のほろ苦い記憶と感情が蘇ったから

て買うように言われて買ったけれども、本棚に並べ

でした。現在住んでいる沖縄にも「結」という言葉が

られたままになっていたものでした。読んでみると、

ありますが、縁というのは面白いものです。

生物の進化について理路整然と述べられていて、目
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教 育啓蒙賞受賞記
育 啓 蒙 賞 受賞記
ウェブサイトの受賞
研究室などのリンクから訪れる方は少数だと思いま

井上 潤

すので、キーワード検索で訪れる方を想定してウェ

（東京大学大気海洋研究所）

ブサイトを作成しています。
ウェブサイトを作る過程では、多くの方が助けて
くださいました。東大海洋研を拠点とした分子系統
グループで培われた技術を紹介している部分も多い
です。また、突然の質問メールにも関わらず、お会
いしたことのない方が重要な情報を下さることもよ
くあります。なにより、ソフトウェアを作られたご
この度は日本進化学会の教育啓蒙賞をいただい

本人からお返事いただけると、疑問が解けるだけで

て、とても光栄に思っています。正直なところ、私

なく急に自信を持って解析ができるようになるもの

のウェブサイトが、このようなすばらしい賞に値す

です。この場をお借りして、助けてくださったすべ

るか微妙な気分がしています。選考にあたってくだ

ての方に御礼申し上げます。このサイトの受賞は、

さった先生方は、今後の私の活動に期待してくだ

私自身はうれしさの他に安心した気持ちもありま

さって、応援してくださる意味も込められたと思い

す。というのも、このウェブサイトは、大学や研究

ます。これから少しでも不足分を補いたいです。

室の作業とは少し離れたかたちで、ほぼ自分だけの

私のウェブサイトは、おもに 1. 自分の研究の紹

意思で作成してきました。このため、この度の受賞

介、と 2. 分子系統解析ソフトウェアの解説、から構

は、自分の活動が公に認めていただける部分もあり、

成されています。ウェブサイトの構造は単純です。

やってきたことがそれほど間違っていなかったと感
じるのです。

ウェブサイト作成の経緯
ウェブサイトの作成は、東大海洋研に所
属していた 2004 年ごろに始めました。大
学院で行った一連の研究がようやく論文
として出たので、成果をよりわかりやすく
解説する場所としてスタートしました。系
統解析ソフトウェアの解説は、フロリダ州
立大学の David Swofford 教授の研究室に
移った 2005 年から開始しました。ロンド
ン大学の Ziheng Yang 教授のもとに移っ
てからも、ほぼ毎日ウェブサイトを何らか
の形で更新していました。海外の研究室で
過ごした 5 年間はコンピューターを用いた
分子系統解析を専門としており、論文にな
らなくても学んだことを整理してウェブサ
イトに書くことは意味があると思いました。
ウェブサイトの内容は海外で行った研究に
限りませんが、今思うと作成自体はほとん
ど海外の研究室で行ったことになります。

図 1 トップページ。下の図から研究紹介に移る。
http://www.geocities.jp/ancientfishtree

所属する学科に日本人がいることはほとん
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どなかったので、きっと今より日本語を書くこと自

上記は理想的な形であって、毎回このようにゆきま

体を楽しんでいたのだと思います。

せんが、うまく機能すると期限に関係なく自らすす
んで楽しく作業できます。

ウェブサイトの内容

系統解析ソフトウェアの解説では、その原理より

研究紹介のページは、一般の方が読むことを想定

もむしろ実際の操作方法を紹介しています。ここ数

して書いています。DNA データを用いた魚類の時間

年はコンピューターを使った解析ばかり行っていた

軸付き系統樹の推定が主な内容です。私は論文が一

ので、自分の研究紹介よりもソフトウェアの紹介を

つ出たら、その内容をわかりやすく説明するページ

するこちらの内容がはるかに多くなりました。専門

を作ることにしています。私の場合は、できるだけ

的な部分が多く、すべて基礎から紹介することは困

論文が出版された後でその内容を学会等で発表する

難です。このため、無意識のうちに研究分野の近い

ようにしているので、研究紹介のページ作成は、論

方が読むことを想定していることが多いです。分子

文作成から学会発表につながる一連の作業を締めく

系統解析には、多種多様なプログラムがあり、目的

くるものです。私は英文の原稿を書く前に日本語の

にあっていて実際に使えるプログラムを見つけるの

草稿を書くことが多いので、ウェブサイト作成にス

は、研究をすすめるにあたり非常に重要です。しか

ムーズに移れます。学会発表で使ったスライド等は、

しながら、数ヶ月にわたる格闘の結果、プログラム

一度発表が終わってしまうと日の目を見る機会が少

が使えないことがわかってがっかりすることもあり

なくなってしまいますが、ウェブサイトにアップす

ます。そんな試行錯誤を続けるうちに、私の場合、

ることによって活躍する場を与えることができます。

有用なプログラムの発掘はほとんど噂に頼るように

学会発表は一度だけのもので、聴衆も限られていま

なりました。後になってから論文で使われているの

す。一方ウェブサイトは、それほど実感がわかない

を見かけて、知名度を認識する感じです。知り合

ものの、長期間にわたってより多くの方が見てくだ

いの研究者が実際に使っているとなると、わからな

さいます。こうなると学会よりもむしろウェブサイト

いことを質問することもできますし、何しろ実際に

へのアップが目標になり、学会の設けた期限とは関

使っている人の声を聞くとやる気が出ます。

係なく、ウェブサイト用の図を作るようになります。

コンピューター解析は孤独な作業です。実験やサ
ンプリングであれば、他の人と一緒に
作業することが多く、自然と情報交換
をしているものですが、コンピューター
に向かっているとき人と話すことはあ
りません。「同じ解析をやっている人
がいて、その人に聞けばすぐ終わるの
に」
、と思いながら何年も過ごしてきま
したが、考えてみるとオフィスのある建
物の中では自分の解析は特化している
ことが多く、助けてくれる人がいない
ことは普通の状況みたいです。そうな
るとマニュアルをひたすら読んで user

friendly と言いながらも素っ気ないプロ
グラムと格闘することになります。そん
なときに私が作成したウェブサイトが少
しでもお役にたてたら良いです。ソフト
ウェア紹介を書く目的は、もちろん自分
で行った作業を忘れないためでもあり
ますが、同じ苦労を他の人にしてほし
図2

ソフトウェア紹介のページ

くない、という気持ちがあります。
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名な PAML の作者が言うので、自分は何か大事なも

プログラミングは料理ではない
人が作ったプログラムをひたすら紹介していると、

のを見落としていたのでは、と我に返った気持ちが

雑誌で新車紹介をする自動車評論家のようで、評論

しました。私の場合、発表のスライドや論文の作成

だけでは良くない気がしてきます。良いプログラム

ではまず全体像を描こうとするので、いつしかプロ

を作っている研究者に何度か会ううちに、いつか自

グラミングやコンピューター解析で基本を重視しな

分もプログラムを作れるようになりたいと思うよう

いようになっていたようです。

になりました。本格的なプログラムは専門家でない

私にとってプログラミングの勉強は、外国語と数

と無理ですが、私もようやく 2009 年ぐらいから、念

学の勉強を融合させた感じです。ただテキストを読

願の perl スクリプトが書けるようになりました。Perl

んだだけではまったくだめで、自分でスクリプトを

スクリプトのページはまだ整理されていませんが、

書いて走らせないと覚えません。初歩的なテキスト

少しずつウェブサイト上で系統解析に有用なスクリ

はいろいろ見ましたが、翻訳より日本人が二次的に

プトを配信しています。Perl スクリプトが書けるよ

書いたものが良いでしょう。基礎が身に付いた最近

うになると、
「これが自動化されれば」と思いながら

は、ウェブ検索で関数などを少し調べれば、だいた

長年やっていた DNA 配列の処理や DDBJ 登録など

い目的とするスクリプトが書けるようになりました。

の肉体労働を、一気に片付けることが可能になりま

重要なのは、少し体に悪いですが、おそらく最初の

す。長年取り組んでいた問題が解決することがよく

数週間に寝ても覚めても Perl のことを考えるぐらい

あるので、プログラムに熱中している間は、他の娯

熱中することです。私の場合は、夢で人間関係のも

楽に興味がなくなります。Perl script などの言語は

つれをスクリプトで解決しようとしていました。プ

これから盛んに行われるゲノム解析などに必須のテ

ログラミングの勉強は一度はまってしまえばこっち

クニックだと思いますので、第一歩が踏み出せない

のものです。「なぜちゃんとやらなかったのだろう」

でいる方に、私のブレイクスルーをお伝えします。

と常に思う学生時代の勉強を、大人になってやり直

Perl script は 2005 年あたりから少しずつ勉強し

しているようで、健全な趣味を見つけた気分さえし

ていたのですが、今から思えば一歩も進まない状況

ます。こうなると何でもスクリプトを書いて解決し

が何年も続いていました。その証拠に自分の研究

たくなりますが、いかに効率よくスクリプトを書くの

で有効なスクリプトを書いたことは一度もありませ

かも重要です。ウェブ上には系統解析に有用なプロ

んでした。この状況はある日を境に一変しました。

グラムがあふれていて、それらの特性を利用しない

PAML という分子分析ソフトウェアを作成している

手はありません。きっとこのあたりのさじ加減がゲ

Yang 教授が、1 時間程度ですがプログラミングを教

ノム解析では問われてくるのではと思います。

えてくださいました。そのとき私は他の人が書いた
スクリプトを切り貼りしてスクリプトを作ろうとして

ずっと座りっぱなしは体に悪いので、コンピュー

いたのですが、先生は「プログラミングは料理では

ター中心の生活になってからジョギングを始めまし

ない」とおっしゃいました。プログラムは、最初か

た。誰かに押し付けられるとなると、これほど嫌な

ら到達点まですべて内容を知っている必要があり、

スポーツはありません。研究やウェブサイト作成も、

一文字でも間違えると動きません。それまで私は、

興味を持って自らすすんでやるのが私にとっては効

DNA 解析に特化したプログラミング専門書などを読

率が良いみたいです。学会などでお会いした方が

んで、いきなり研究に有用なプログラムを作成しよ

ウェブサイトを参考にして下さったと伺うと、自分

うとしていました。先生は、それはむしろ遠回りで、

の失敗が生かされたようでうれしい気分になります。

プログラムの勉強はとても簡単な参考書を一冊終わ

新しい情報や解析などで良い解決方法をご存知でし

らせることから始めなさい、とおっしゃるのです。

たら、教えていただけたら助かります。これからも

分子系統解析の世界では難関なプログラムとして有

一緒に学ばせていただけたら光栄です。
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▶▶▶シリーズ「私と進化学」第 2 回◀◀◀

虫から始まり虫で終わる（後編）
「分子生物学から進化学へ」
大澤 省三（初代進化学会会長）
われていた一次元ゲル電気泳動で、大腸菌 B 株と K-

リボソームの分子系統進化学事始め
野村博士らが、分画したリボソーム・タンパクと

株（両方とも実験によく使われる）で異なるバンドが

リボソーム RNA をまぜ、試験管内でリボソームの再

でることを見付け、K-factor と名付けた（私たちは

構成に成功したことは既に述べた。彼等はさらに、

K-factor 以外にもう一種の蛋白も変異していること

Bacillus stearothermophirus の 30S タ ン パ ク と 大

。そこで、ひ
を見つけた（図11-3；11-4は J. Flaks）

腸菌 16S rRNA（またはその逆）から再構成した 30S

ろく多数種の細菌のリボソーム蛋白を CMC でしら

リボソームと大腸菌 50S リボソームからなる hybrid

べてみると、30S, 50S ともに、大腸菌とはまったく

リボソームでも大腸菌 70S 同様、タンパク合成能が

異なる CMC のパターンがえられた。リボソーム蛋白

あることを示し、リボソーム蛋白は細菌に共通する

は、その構成は多種多様であるが、分類学的に近い

。
（universal）と思われた（図11-2）

ものほどパターンが似ており、離れものでは、蛋白

一方、1964 年、Cox & Flaks は、そのころよく使

同士の対応が全く不可能になる。この事実は蛋白に
変化があっても蛋白合成のマシーナリーとしては機
能的には同じ働きをするようリボソーム構成に関与

図 11-1 われわれが開発し、スタンダードの分析法
と し て 用 い た CMC カ ラ ム に よ る リ ボ ソ ー ム 蛋 白 の
chromatographic patterns

図 11-3 J.G. Flaks は大腸菌の K 株には別のよく使わ
れる B 株とゲル電気泳動で異なるバンドがでることを
見付け、K-factor と名付けた

図 11-2 野村博士のグループによるリボソームの再構
成。分画したリボソーム蛋白とリボソーム RNA をま
ぜ、試験管内でリボソームの再構成に成功した

図 11-4 Joe Flaks ロッキー国
立公園にて（1967）
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していることを示唆している。

出来ると考え、院生として入室してきた堀寛さんが

Enterobacteriaceae（腸内細菌）でリボソーム蛋白に

系統的に近いものでは、変化している蛋白の対
応関係が比較的容易なので、狭い範囲のバクテリ

基づく系統樹を作成した（図12-1；図12-6は堀さ

アでは、この事実を利用して系統関係を知ることが

ん）
。これによると、大腸菌でも株によって少しずつ
違うこと、赤痢菌はチブス菌より大腸菌に極めて近
い事などが分かった。折しも、遺伝研の木村さんと
太田さんが、当時しられている限りの 5S rRNA の配
列を使って系統樹を作成、真核生物と原核生物の分
岐が 18 億年前という結果を Nature にだされた。堀
さんはそれをみて、リボソーム蛋白での系統樹作り
は生物全体の系統をみることができず、あまり実り
があるとは思われないので、5S rRNA を使うべきだ
といい、遺伝研をおとずれ、木村さんと太田さんか
らいろいろな suggestion をいただいた。これで、分
子系統解析は当面 5S rRNA を使うことに決定。木
村さんと太田さんはいうまでもなく集団遺伝学の top
で、木村さんは私の八高の先輩、いろいろ親しくし
ていただいていたことは既にのべた。木村さんの代
表的名著、論文集、その他の写真を図13に掲げた。
さ て、 当 時 は DNA sequencing の 技 術 は な く、

RNA を使うしかなかった。ちなみに、RNA の塩基
配列決定法は現在の DNA のそれにくらべて比較に
ならないほど難しく、短い 5S rRNA とはいえ、相当
な労力を要した。何種かのバクテリアと真核生物の

5S rRNA の sequence を決め、2 次構造を組んでみ
ると、明らかに違い、両者に系統的な“ 切れ目”があ
る事が明らかとなった。私には材料を探すくらいし
か能がない。懇意にしていたカナダの Matheson と
矢口真さんが好塩菌（Halobacterium）のリボソーム
で興味深い研究をしていたので、もし 5S rRNA の配
列が分かっていたら教えてくれないかと言った所、
早速配列を送ってくれた。堀さんにみせると、“こ

図 12-2 「5S rRNA による主な生物グループを含む分
子系統樹」の論文表題

図 12-1 CMC カラムによる腸内細菌（Enterobacteriaceae）のリボソーム・タンパクの分析とその系統樹

図 12-3 ほぼ生物界の主なグループを含む 5S rRNA
の系統樹（総説）
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りゃ eukaryote じゃ（広島弁）”、という。2 次構造を

（後生細菌）と命名した（図12-4）
。なお、Woese と

みると確かに eukaryote に酷似している（図12-4 の

はウイスコンシン大学で開かれたリボソームのシン

下）
。これを機会にこれまで知られている 5S rRNA

ポジウムで矢口さんを交えて話した。矢口さんも

で系統樹を作成、木村さんの紹介で、Proceedings

Halobacterium は真核生物に近いといったところ、

of the National Academy of Science（PNAS）に 載

それは Halobacterium だけの話しにしてくれとい

。Halobacterium 明らかに
せ てもらった（ 図12-2）

。それ以降、彼の主張を否定する
う（前編、図 8-5）

eukaryote に近いことは、系統樹をみれば一目瞭

データが集積されたにもかかわらず、Metabacteria

。 こ の Halobacterium は
然 で あ る（ 図12-4 の 上 ）

を認めないばかりでなく、Archaebacteria を破 棄

他の極端な環境にすむ数種の“ バクテリア”ととも

して Archaea という新しい生物群とし、現在はそ

に、もっとも古い生物と言う意味で Carl Woese が

れが幅をきかせている（日本でさえも！）
。しかし、

Archaebacteria と命名した一群の一つである。その

Archaebacteria が古い細菌などでなく、真核生物に

後、彼のいう Archaebacteria を数種入手してしら

近いバクテリアであることは明らかで、Woese の意

べても Halobacterium と同じ枝にくるし、2 次構造

。どう
見に強く反対している研究者もいる（図12-5）

もすべて似ている。そこで、eukaryote に近いのだ

も科学の世界でも道理の通らぬことがあるのは残念

から、“archae”は不適当と考え新しく Metabacteria

としか言いようがない。

遺伝暗号の可変性の研究
広島大学での最後に近い時期のこと、東昇博士
の「ウイルスと生物のあいだ」
（ 岩波新書）を読み
「Mycoplasma というウイルスと生物の中間のよう
な“ 生物 ”から rRNA がみつかった」という意味のこ
とが書かれていることを知った。そこで、文献をあ

図 12-5 Arcahebacteria の名称は不適当であるという
2 つの意見

図 12-6 リボソーム・タンパク
と 5S rRNA の系統解析の中心的
役割を担った堀寛博士

図 12-4 3 の 系 統 樹 と、 真 性 細 菌、 後 生 細 菌 Metabacteria（Archaebacteria とよばれていた細菌）と真核
生物の 5S rRNA の二次構造
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さって調べてみると Mycoplasma はれっきとした寄

よほど工夫をしないと生えてこない。澤田さんは苦

生性の細菌で、ゲノムのサイズが小さく、DNA の

労をかさねて、ついに大量培養に成功し、これで今

GC 含量がやたらに低い（25％）ということがわかっ

後の研究の基礎が出来上がった。このような事情か

た。これらの性質はミトコンドリアによく似ているの

ら、5S rRNA と Mycoplasma 以外のテーマはやらな

で、Mycoplasma の系統がわかれば、ミトコンドリ

。
いことを条件に数名と名古屋へ転出した（1980 年）

アの起源と関係づけられるのではないかと考えたが、

転勤してみたものの、研究室は荒れ放題。ガラク

5S rRNA をしらべるにおよんで、両者は系統的に無

タの山で壁は一面にカビがはえ、流しはタバコの吸

関係であることがわかった。しかし Mycoplasma は

い殻の山が化石化しているし、むき出しの電線があ

半寄生性でほとんどの養分を寄主からもらっている

ちこちにあって危険極まりない。自分たちで壁塗り

ので、細菌の最小単位の遺伝子構成を知ることがで

をしたり、ガラクタの始末をしたりした。残された

きるのではないかと、これを材料にしようと考えた。

試薬も管理がでたらめで、到底使用できないので、

しかし、5S rRNA のほうはまだ完成の域に達してい

出入りの業者にほとんど始末してもらった。立つ鳥

ないので、両者をパラレルに進行するのは当然であ

跡を濁さずというが、前任者の資質がうたがわれる

る。しかし当時の広島の研究員もみな一人前になり、

（私はそれが誰かしらない）
。イモリを飼っていたと

当然のことながら、自分で独立して研究をしたいと

思われる部屋の敷物をめくると、イモリの死骸がご

言う希 望がつよく、Mycoplasma には誰も興味を

ろごろでてくる。部屋全体を水洗したら、一階の地

もってくれなかった。このままだと研究室は遠から
ず分解してしまう。そこで、内科から派遣されてき
ていた澤田信さんに先ず Mycoplasma の大量培養法
を確立してもらうことにした。ちなみに、このバク
テリアはきわめて培養が難しく、プレートの上でも

図 13-5, 6 大澤の名古屋大学退官パーテイーに出席
していただいた木村博士

図 13-1 木村資生博
士（故）の歴史的名著

図 13-2 生 物 進 化 の
もっとも優れた解説書

図 13-3 木 村 博 士 の
代表的論文集

図13-4 木村博士（遺伝
研の庭にて）

図 13-7 Gooswbough（1984）の 教 科 書「Genetics」
に掲載され木村博士と共同研究者の太田朋子博士（下
は木村博士のサイン）
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球科学へダラもり。施設の人にしらべてもらったら、

た。蛸の腎臓に寄生するニハイチュウなどは、知多

排水管が途中迄しかないことが分かった。一階の天

半島までいって蛸を購入、研究室で解剖してニハイ

井裏はまるでプールである。地球科学の研究室のか

チュウを集める作業などはそう簡単に経験できるこ

たがたには大変な迷惑をかけ、申し訳なく思ってい

とではない。あげくの果て、台湾まで出向いてプラ

る。その研究室が私の八高時代の恩師のご子息であ

ナリアを集めたりなどした。これまで本でしか知ら

る熊沢峰夫さんの所だったので、2 重の恥さらしと

なかった珍奇な生物を、実際にこの目で見、この手

いえる。かくして、研究再開までに約半年かかって

でとり、生物の多様化のすさまじさを実体験できた

しまった。

ことは何ものにもかえがたい貴重な経験であった。

先ず、5S rRNA の研究の継続だが、堀さんの着任

私は例によって、材料から 5S rRNA をとるところま

が 1 年ほど遅れたため多少のラグが生じた。ほぼ全

でしかやらせてもらえず、それからあとの RNA の

生物界の系統樹を完成するためには、なお多数の動

sequencing と系統樹の作成は、堀さんや、彼が指

植物を調べる必要がある。それには材料の採集が不

導していた院生がうけもった。この研究の結果は多

可欠である。もともとナチュラリストを自称する私

数の論文として発表されたが、Molecular Biology

はこの 5SrRNA の研究では大いに楽しませてもらっ

and Evolution からの依頼で review を書き、一応の

た。材料とした生物は細菌、菌類（きのこ、など）
、

。
完成をみた（図12-3）

海藻、植物、原生動物、動物など 100 種以上に及ん

Mycoplasma の方は、まず、大腸菌などにくらべ

だ。堀さんと名大の菅島臨海実験所や岡山大の牛

て、どれくらいの数の蛋白があるのか、リボソーム

窓臨海実験所にかよって奇妙な海産動物の数々を

蛋白の組成やそれぞれの塩基配列はどうなっている

集め、あるいは付近の山野でいろいろな植物をとっ

のか、という基礎的なことから手をつけることにし
た。確かに、蛋白の種数は OʼFarrel
の電気泳動法でしらべると、約 360
種で大腸菌の 1/3 程度しかない。し
かし、リボソーム蛋白の数は大腸菌
並みで、数の上で差をみいだすこと
は で きな か った。この 頃 から DNA

sequencing が 出 来 る よ う に な っ た
ので、何種かのリボソーム蛋白遺伝
子の DNA 塩基配列の決定をすすめ
たところ、思わぬ事実が明るみにで
た。なんと、いわゆる“ 普遍 ” 暗号で
は 終 止 コ ド ン UGA が Mycoplasma

capricolum ではトリプトファン（Trp）
に読まれているではないか。それに

UGA を Trp に翻訳する tRNA も立派
に存在する。この発見は、木村さん
に注目され、学士院で報告していた
だ き、Proc. Jap. Acad. の 1985 年 1 月
号と PNAS の 4 月号（1985）に出して
。直ちに反響があ
もらった（図15-1）
り、Nature の News に 出 たり、 雑 誌

Time の記者が取材にきたりした。と
ころが、驚くなかれ、私たちの発見と
図 15-1 核遺伝暗号が変化することを示した論文のタイトルと、変
化の過程
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相前後して、アメリカ、フランス、イ
ギリスの研究者たちがセン毛虫では別
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の終止コドン UAA と UAG がグルタミン（Gln）に読

いわゆる普遍暗号は、大腸菌の系を用いて、1965

まれていることを発見したというのである。TIME

年頃に確立された。暗号決定にかかわった人たちを

（1985 年 4 月 8 日）の Science 欄では、この間の事情

図14-1 〜 7に示す。アメリカ留学中の日本の研究者

を“Breaking the genetic law. Tiny creatures defy

がすくなからず活躍したことは特筆に値する。解明

the DNA code”と題して図入りで報道した（ただし、

された暗号は Crick により図14-8 のようにまとめら

図は誤っている）
。“ 普遍 ” 暗号は普遍ではなかった！

れた。いわゆる普遍暗号表である。Crick は、酵母

。
（図15-2）

や脊椎動物にもこれが矛盾なく当てはまるので、地
球上のすべての生物は同一暗号を使用していると
し、
「現在の生物で暗号が変化すれば致死的となる
か、または非常に強く選択除去される。従って暗号
は変化しえない。それは、全生物の祖先で偶然に決
められ、凍結されたものであろう」という“ 偶然凍
。たとえばリジン（Lys）の
結説 ”を唱えた（図16-1）
暗号 AAA がアスパラギン（Asn）の暗号にかわれば、
すべての遺伝子内にある AAA 座は Asn を指定する
ことになる。この中で機能的に重要な座に起きた変
化は、その蛋白質の機能を駄目にするので、その生
物は致死的となる、というのである。この凍結説は、
暗号の普遍性（universality）として生物学の基本原
理の一つとされ、広く受け入れられていた。その後、
哺乳動物のミトコンドリアで少数の暗号変化が発見
されたが、ミトコンドリアは少数のタンパクしかコー
ドしておらず、暗号変化によって重要部分のアミノ
酸が変わる確率が少ないので、多少の変化は許容さ
れると解釈されていた。しかし、Mycoplasma やセ
ン毛虫で暗号変化が発見されたのにつづき、他の生

図 15-2

遺伝暗号は変化すること報じた TIME の記事

1

2

3

4

5

6

7
図 14-1 〜 7 暗 号 決 定 に か か わ っ
た人々
1. M. Nirenberg、2. S. Ochoa（故）
、
3. F. Crick（故）
、4. G.Khorana、5.
岡田吉美、6. 西村 暹、7. 大塚栄子

図 14-8
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物や、いろいろなミトコンドリアで変化した暗号が

るところがあった。彼は 95 歳で亡くなるまで、私た

次々と見つかり、Crick の偶然凍結説は完全に崩壊

ちと緊密にコンタクトをとっていた。彼の暗号に関

した。現存の生物は単一祖先由来であるから、そこ

する知識は広く、深い。しかし彼の暗号進化の研究

で成立した普遍暗号が、基本的にはその原型を保ち

は 1983 年以降発展が止まっていたように思う。我々

ながら、生物の多様化と共に、今もなお進化してい

の Mycoplasma の研究に端を発した相互交流によっ

るのである。従って、凍結説に代わる新しい説が必

て、再び彼の暗号進化への興味を沸き立たせた。

要となった。Crick がいうように、暗号の直接変化

我々も彼のこれまでの知識、洞察力、インフォメー

は明らかに有害だから、観察された暗号変化は木村

ションの収集力から得たものは大きかった。

博士の言う中立無害のものでなければならない。

多くの生物で “ 普遍 ” 暗号が使われていることは

Mycoplasma で UGA が Trp のコドンであることを

事実である。しかし、これらの多くは、分子生物学

、遺伝暗号に深い興味をもち、
発見したとき（1985）

の解析の対象となっているモデル生物（大腸菌、枯

これまでに多くの論文を出しているアメリカの Jukes

草菌、酵母、シロイヌナズナ、センチュウ、ショウ

教授（故）
（ 図17-1）からコンタクトがあり、それ以

ジョウバエ、ネズミ、ヒトなど）1000 万から 3000 万

来議論を重ねつつ、私たちの研究室で蓄積したデー

といわれる全生物種数からみれば、ほんのひと握り

タをもとに後述するコドン捕獲説を提唱することに

にすぎない。分子生物学者に無視されたドロップ・

。Jukes との交流は相互に大いに益す
なる（図16-2）

アウト生物の数は莫大である。ドロップ・アウト生
物とはいえ、それらは生物界で立派に生活している
のだから、人間が勝手に選んだエリートもドロップ・
アウトも、生物の種としては平等である。面白いこ
とに、非 普 遍 暗 号は、Mycoplasma やセン毛虫な
ど、エリート以外の生物が解析されるようになって
次々と発見されるようになったのである。これらの
生物には、ゲノムの GC 含量が非常に高い（＞ 60％）

図 16-1

Crick の遺伝暗号凍結説

図 17-1 共同研究者の故 Thomas
H. Jukes 博士（故）

図 16-2
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か、低い（＜ 35％）という著しい共通性がみられる。

しまう。これが暗号変化の第一段階であると考える。

一方、エリートのゲノム GC は 40 〜 50％で、エリー

第二段階は、ゲノムの AT 含量が高くなる変化がお

トというより平均的サラリーマンといった感じであ

き、消失したコドン AAA を翻訳できるような tRNA

る。このようなゲノムの GC 含量の偏りを説明する

が出現すれば、AAA は再び他のコドンの変異によっ

ため、末岡登博士が古く 1962 年、方向性をもつ突

て遺伝子上に現れることになる。この場合、新しい

然変異圧（directional mutation pressure）という考

tRNA がアスパラギン Asn 用であれば、AAC → AAA

えを出されている。事実、AT to GC、または GC to

の 変 異 で AAA は Asn tRNA に“ 捕 獲 ”され、Asn の

AT の変異を起こす遺伝子の存在が知られているが、

コドンとなり、tRNA が Lys 用であれば AAG → AAA

現存生物の DNA の GC 含量が末岡のいう突然変異

の変異で再び Lys のコドンとなる。いずれもタン

圧に関係しているかどうかは解明されていない。い

パク質のアミノ酸配列を変えることのない中立変

ずれにせよ、ゲノム GC 含量と暗号変化の間には関

。これが我々の考えた暗号
異である（図16-3 の上）

係があるかどうかを確認する必要がある。これを解

。こ
変化の「コドン捕獲説」の大要である（1987）

く伴は同義語コドンの存在にある。メチオニン Met

のスキームが 正しいことは、後 に Castresama et
（1998）によって証明された（図16-3 の下）
。
al.

（AUG）と Trp（UGG）を除くすべてのアミノ酸のコ
ドンは 2 〜 6 種存在し、多くの場合、それぞれ第 1、

捕獲説はコドンとアンチコドン間の wobble rules

第 2 字目が共通、第 3 字目に選択の自由がある。ア

（コドンと tRNA のアンチコドンの相互認識のルー

ルギニン Arg とロイシン Leu では、第 3 文字ととも

ル）
、同義語コドンの中立変化などをよく理解してい

に第 1 文字にもこの自由が及んでいる。また、3 種の

ないと、わかりにくいことと、それに、たぶん著名

終止コドンは第 2 または第 3 文字の相互変換が可能

な Crick の説と反するような考えはなかなか受け入

である。リジン Lys の場合は、AAA, AAG どちらも

れがたいということもあって、論文はいわゆる“ 有

Lys となるから、ゲノム DNA の GC が高い生物では

名 雑 誌 ”（Nature や Science）か らは reject さ れ た。

AAG がもっぱら使用され、逆に低いものでは AAA

Trends in Genetics（1988 年）に暗号の初期進化を

が多用される。従って、もしゲノムの GC が高くなる

含めて捕獲説の一部を書き、本論文は最終的には J.

に伴い、コドン（たとえば AAA）が、他の同義語コ

Mol. Evol. に出たが、これも 1 年あまりかかった（図

ドン（AAG）に変異することで DNA 上から消失し、

。レフェリーのコメントの多くは、理解不足の
17-1）

そのコドンを翻訳していた t RNA も同時に消失する

的はずれで、説得するのに多大のエネルギーを費や

なら、そのコドンはナンセンス（非指定コドン）とな

した。Mycoplasma で UGA が Trp になれば、タンパ

る。たとえ他のコドンの突然変異により AAA が出現

ク中の Trp が増えておかしくなるではないかという

しても、対応する tRNA がないので選択除去されて

コメントなどは TIME の記者の知識と同程度である。
捕獲説は Watson らによっ
てみとめられ、Jukes とと
も に Cold Spring Harbor

Symposium（1987）で 2 題
にわけて発表した（図173）
。
次はこの説の実験的証
明である。実験的といって
も、進化を実験的に証明
することは事実上不可能
だから、説を支持するデー
タを積み重ねる外ない。こ
のためには、まずコドンが
図 16-3 終止コドン以外のコドン捕獲（変化）の過程を示す仮説と、Castresama
らによる上の仮説の証明
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ナンセンス化できるのかど
うか知る必要がある。つぎ
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は、ナンセンスコドンが新しく出現した tRNA で捕

対応する tRNA 間には正の相関関係があることがわ

獲されるプロセスを示すことにある。

。使用例ゼロのコドンに対する
かった（図18-1, 2）

AT または GC 含量に極端に偏りのある細菌として

tRNA（とその遺伝子）は全く検出されない。この事

Mycoplasma（GC 25％）と Micrococcus（GC 74％）

実は、ゲノムの GC 含量の変化に対応して、tRNA

を選ぶ。これらではナンセンスコドンの存在の可能

も変化し、コドン使用がゼロになれば、必要でなく

性が高いからである。この選択は大成功であった。

なった tRNA もゲノム上から消失することを示唆し

それ以降の実験ではほとんど予想が的中し、まず

て い る。tRNA の 動 き は 非 常 に“adaptive な”か つ

Mycoplasma では 2 種のコドンが、Micrococcus で

“flexible” であって、不要になれば捨て去られるし、

は 6 種のコドンが、調べた 5,000 〜 6,000 コドン中使

必要となれば出現したり増量したりするもののよう
。あるコドンはナンセンス化している
である（1988）

用回数ゼロと出た。そして、使用コドンと、それに

という可能性が高くなった。わずか数行で書いたが、
この作業は大変で、上の 2 種の細菌の全 tRNA の種
類と配列を決定し、それぞれの菌内での量を測定し
てコドン使用と比較したのである。約 4 年の歳月を
。この研究では、コドン・ア
要した（1987 〜 1991）
ンチコドン対合の wobble rules についてもいくつか

図 17-2

コドン捕獲説を発表した論文
図 18-1 コドン使用頻度とそれを翻訳する tRNA 量の
比例関係（GC 含量の低い Mycoplasma capricolum）

図 17-3 コドン捕獲説を発表した Cold Spring Harbor
Symposium での記念撮影

図 18-2
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される）である。ナンセンスコドンの存在（実際には

の新知見を得た。
しかし、これだけでは、コドンや tRNA の検出も

存在しない！）は、すべての生物が、64 通りのコド

れの可能性があるので、ナンセンス候補のコドンが

ン全部を使用できるとは限らないことを意味するも

実際に試験管内で翻訳不可能かどうかを調べるこ

ので、Mycoplasma のコドン表は 63、Micrococcus

とにした。このためには、かなり鋭敏な in vitro 系

ではたぶん 60 以下からなっていることになる。ナン

を確立する必要があるが、これもうまく動くように

センスコドンはこれまでになかった概念であり、私

なった。Mycoplasma のナンセンス候補は CGG（普

は “ 無 ” の発見と称している。数学ではゼロには何を

遍暗号ではアルギニン Arg）である。CGG を中間に

掛けてもゼロだし、一般には無から有は生じないと

含む mRNA をつくり、翻訳させてみると CGG の前

いわれるが、無のコドンは有のコドンに転ずるとこ

で合成が止まり、それまでにできたペプチドはリボ

ろが面白い。

ソームに付着したまま、その後の反応は何も起こら

UGA ＝ Trp の発見それ自身は、Nature や TIME

ない。CGG のかわりに別の Arg のコドンを入れた

向きのトピック性はあったが、クローニング・シク

ものは、もちろんそのコドン読み、合成が進む。ま

エンシングという、いってみればルーティンワーク

た、終止コドン UAA を入れたものでは、それまで

から出た偶然の産物であった。偶然の発見を生かす

に合成されたペプチドはリボソームから切り離され、

も殺すも……、幸い、我々の暗号進化の研究の出

）図18-3）
。Micrococcus の場合（た
遊離する（1991（

発点にしえたという意味では “ 歴史的 ”に重要であ

とえばナンセンス候補の AGA）でも事情は同じで

る（と思っている）
。しかし、私個人としては、ナン

。これらの実験からナンセンスコドンの
ある（1991）

センスコドンの話の方に“ 科学 ”としての魅力を強く

存在がほぼ証明されたので、捕獲説の仮定の一つ

感じる。組み上げたモデルが、一連の実験で予想通

は正しかったとみてよい。事実、最近 Mycoplasma

り次々と証明されていったからである（進化のプロ

capricolum の全ゲノム配列が決定されたが、CGG

セスの一部の試験管内における再現と言えなくもな

コドンもそれを翻訳する tRNA も存在しないことが

い！）
。科学者の生き甲斐を十分に味わうことのでき

証明された。

た数年間であった。

終止コドンはしばしばナンセンスコドンと呼ばれ

突然変異で生ずるナンセンスコドンは負の選択

るが、これは明らかに誤った表現である。終止コ

の対象となるから、なるべく早くセンスコドンに転

ドンは mRNA のタンパク合成終止の位置にあり、

ずる方が、その生物種にとって多少なりとも有利で

tRNA のかわりに RF がこれを認識してペプチドをリ

あろう。ナンセンスコドンがセンスに転ずる過程は

ボソームから遊離させるという重要な役割をもつ。

Mycoplasma でその大要を明らかにしえたので一

ナンセンス（無意味）ではないのである。これに対し

つの例としてあげてみよう。この細菌のノムでは、

て真のナンセンスコドンは、その生物にとって存在

AT 含量が predominant のため、終止の座にあった

不可能（正しくは、突然変異で出現しても選択除去

UGA はすべて他の終止コドン UAA に変異、同時に
UGA を終止コドンとして認識する RF2
も除去されている。RF2 の欠除は実験
的に証明しなければならない。反応系
は 先 に の べ た Mycoplasma の 無 細 胞
系。（a）3 種の合成 mRNA を用意する。
（
（b）mRNA, UAA）終止暗号としての

UAA は mRNA のその位置で終止暗号
として認識され、ペプチドはリボソー
（c）mRNA, UGA,
ムから遊離される。（
。 終 止 の 付 近 に UGA, UAA,
+Trp ）

UAA をい れ たもの で は、UGA は Trp
として読まれ、次の UAA を終止暗号
図 18-3

コドンが消失することがあることを試験管内の実験で証明
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として認識し、ぺプチドが遊離される。
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（
（d）mRNA UGA, -Trp）終止の位置に UGA があっ

tion System - The non-universal genetic code,

ても。そのあとに別の終止コドンがないとそれまで

universal feature of the translational apparatus and

にできたペプチドはリボソームについたまま離れな

their relevance to human mitochondrial diseases.

い。
（
（e）d に RF2 添加）この系に RF2 をもつ大腸菌や

Proc. Japan Acad., Ser.B 86: 11-39（2010）
。

枯草菌の抽出物（RF2 をもつ）を加えると、UGA を

大澤はこれまでの遺伝暗号研究の歴史を含め、私

終止と認識して、ペプチドはリボソームから遊離す

たちの研究を中心に Oxford University Press から

る。これらの実験から、Mycoplasma には UGA を認
。
識する RF2 がないことがわかる（図18-4）

Evolution of the Genetic Code, pp 205 を出版した
。日本語訳は渡辺さんらにより、1997 年に出
（1995）

ナンセンス化した UGA が再び 遺 伝子内に出現

版された（図19）
。

するプロセスはつぎのようなものであったと推定

なお、図 20はこの研究に参加された方々である

で きる。Trp の コドン は “ 普 遍 ” 暗 号 で は UGG 一

が、数人の方の写真を入手できなかったので入れな

種しかないので す べ ての Trp 座は UGG で占めら

いことをお許し願いたい。

れ ていることになる。しかし AT-rich の生 物では

この項の最後にあたり、1 〜 2 私見をのべておき

UGG → UGA の変異はある頻度でコンスタントに起

たい。
（1）いろいろな生物で特殊な機能に必要な蛋白

きているはずだが、この段階では UGA 用の tRNA が

中の selenocystein（SeCys）が UGA で読まれること

ないのですべて選択除去されてしまう。ここで UGA

が分かっている。SeCys を読む UGA は遺伝子 DNA

を認識する RF2 が消失し、UGA 用の tRNA（Trp）が

中の特殊な構造付近のものに限られており、stop

出現すれば、UGA は選択除去されることなく、この

の位置の UGA は SeCys にはよまれない。遺伝暗号

tRNA によって“ 捕獲 ”され、晴れの Trp のコドン誕

は、例えば Ser など 6 つのコドンをもつにもかかわら

生となるわけである。事実、Mycoplasma では UGA

ず、稀なアミノ酸が必要となっても、“ 余分 ”と思わ

用の Trp tRNA が出現しており、UGA を Trp と読ん

れるコドンは使用しないのは興味深い。最近、同様

でいる。したがって、このプロセスは図15-1のよう

なことが pyrrolysine が特殊な位置の UAG でよまれ

に図示することができる。

ることが明らかとなった。つまり、稀に必要となっ

これまでに知られた暗号変化は、すべてコドン捕

たタンパク中のアミノ酸には、それ独占用のコドン

獲説でよく説明できるので、この説は大筋では正し

は作られないということである。
（2）普遍暗号という

いとみてよい。この分野の最近の進歩は渡辺公綱

術語はかなり一般化しているが、この項でのべたよ

によるすぐれた総説を参照されたい（Watanabe, K:

。Watson
うに、暗号は普遍ではない（図16-4 参照）

Unique features of animal mitochondrial transla-

の Molecular Biology of the Gene の 第 6 版（2008）
では、遺 伝 暗 号は “nearly

universal”と し て い る が、
新しい暗 号変化が原生動
物や種々のミトコンドリア
で 次 々と報 告され ている
今日、nearly をつけてまで
も universal に こ だ わ る 必
要を感じない。「standard

genetic code」くらい の ほ
うがいいのではないか。な
お、Watson の本の genetic

code の部分は彼の共著者
の 執 筆 で、Watson 自身 が
書いたものではない。（3）
図 18-4 一般に終止コドン UGA を認識する RF2 が Mycoplasma では消失してい
ることを試験管内の実験で証明
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物では 20 種（+ 稀なアミノ酸）に対するコドン 64 を

立された、といわれるが、果たして 20 種に満たない

使用しているが、それ以下のアミノ酸で生存してい

ようなアミノ酸を使っていた生物が存在しえたかど

る生物はいない。一般には、20 種より少ないアミノ

うか疑問である。それが可能なら、生物の flexibility

酸種の原始生物から、新しいアミノ酸が加わり、20

からみて、現在も存在してよさそうに思えるのだが

種を使うようになり、それに対応する遺伝暗号が確

これ迄発見されていない。私見では原因は不明だが
偶然の機会に 20 種のアミノ酸に対応するコドンが出
来た時が生物の起源ではないか、そして、64 種のコ
ドンは普遍ではなく、今でも 20 種のアミノ酸をコー
ドできる範囲で進化していると考えることはできな
いだろうか？
な お、 私 ど も の 最 近 の 総 説 は Ohama et al.

Evolving genetic code. Proc. Japan Acad., Ser B
84: 58-74, 2008 を参照されたい。
進化が“ 論 ” ではなく、精密科学として認知され
はじめたころ、大澤は本庶佑博士らと「Evolution of

Life」と題する国際シンポジウムを organize した（国
際高等研主宰）
。京都国際会議場で March 26 〜 28,

1990 の 3 日間。招待講演 18 名（アメリカ、イギリス、
カナダ、南アフリカ）
、一般参加者 160 名。
図 21-1右は会場風景で写真右より、太田朋子博
、Dr. Thomas Jukes（故）
、根
士、Jukes 夫人（故）
井正利博士、2、3、4 はそれぞれ講演中の大野乾博

図 19 遺伝暗号の進化だけでなく、暗号研究の歴史、
概説を含めた本（2005, 205 pp., Oxford）とその和訳
（2007, 252 pp., 共立出版）
。下の英文は Proc. Japan
Acad.（2008）に書いた review で、新しい発見も入れ
てある。

。5 は
士（故）
、Dr. A.M Weiner、4 木村資博士（故）
シンポジウムの Concluding rema をおこなった Dr.

S. Brenner である。このシンポジウムの記録は 6 に

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

G

図 20 名古屋大学理学部生物学教室分子遺伝学研究室で遺伝暗号進化の研究に携わった共同研究者。1 〜 16（ABC
順）1. 安達佳樹、2. 安積良隆、3. 別所義隆、4. 堀寛、5. 稲垣祐司、6. 岩見雅史、7. 狩野（大場）愛、8. 森美樹、
9. 武藤明、10. 岩上昌治、11. 大場崇智、12. 大濱武、13. 大久保尚一、14. 田中玲爾、15. 澤田信、16. 山尾文明。
G は渡辺公綱 博士（当時、東大）
、いくつもの共同研究を行なったので guest としてあげた。
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示したように Evolution of Life と題して Springer-

1

2

Verlag、から 461 ページの大冊として 1991 に出版さ
れた。
図 22 〜 23は、ここまでの話しの中で、直接、間
接にいろいろご教示をいただき、多大の影響を与
3

えられた方々である（ただし昆虫関係の方や、本文

4

5

中に掲載した方々は原則としていれていないし、順
不同である）
。これら方々の外にも入れるべき方が

10 名以上あるが、原稿の締め切り（依頼されてから
一ヶ月もなかった）までに写真の準備が間に合わず、
6

残念ながらのせることが出来なかった。

プラナリア
遺伝暗号の研究途上、プラナリアの暗号を調べ
る必要が生じた。プラナリアの権威である川勝正治
博士（図 25-2 の左端）から、いろいろご教示をいだ
だきながら、主として、堀さん指導の院生だった別

図 21 Symposium「Evolution of Life」, March 26
〜 28, 1990, 京都国際会議場 . 18 の招待講演とその
Proceedings

所さんが、その解析にあったった。暗号のほうはさ
ておき、この生物の生殖様式で興味ある事実が明る

1
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5
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22

図 22. 大澤の分子遺伝・進化学の過程で直接、間接にお世話になった方々 その 1
（順不同・敬称略、＊故人）
1. 高木康敬＊、2. 関口睦夫、3. 江上信雄＊、4. 岡田善雄＊、5. 茅野春雄、6. 岡田益吉、7. 山本正幸、8. 米田正
彦＊、9. 富澤純一、10. 吉川寛＋大澤＋末岡登、11. 岡崎令治、12. 飯野徹雄＊、13. 渡辺格＊、14. 杉村隆、15.
緒方規矩雄＊、16. 長谷川政美、17. 平賀壮太、18. 五條堀孝、19. 田代裕、20. 大西英爾、21. 斎藤成也、22. 高
田健三
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図 23 大澤の分子遺伝・進化学の過程で直接、間接にお世話になった方々 その 2
（順不同・敬称略、＊故人）
1. 志村令郎、2. 杉浦昌弘、3. 大山超、4. 堀田康雄、5. 熊澤正夫＊、6. 内田久雄＊、7. 横山茂之＋渡辺公綱、8.
郷通子 + 小関治男＊、9. 斉藤日向＋三井宏美＊、10. 森脇和郎、11. 高橋泰常＊、12. 由良隆、13. 石崎宏矩、14.
宮田隆、15. 太田朋子、16. 竹村彰祐、17. 三浦謹一郎＊、18. 岩渕雅樹、19. 本庶佑、20. 岡田典弘、21. 池村淑
道、22. 岡崎恒子＋磯野克己、23. 高浪満、24. 磯野克己、25. 松原謙一、26. 高畑尚之、27. 石浜明 + 岡部昭彦、
28. 江口吾朗、29. 大石道夫、30. J.R.Warner、31. Paul Sypherd、32. Knud Nirehaus、33. 大澤 +Norman Pace、
34. David Schlessinger、35. Dai Nakada
（中田大輔）＊、36. C.Kurland
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みにでた（図 24）
。この研究は残念ながら未完成で、

のものと、有性のものが生息する。有性系だけと無

結論は出ていないが、事実だけを記録しておく。プ

性系だけが生息するちょうど中間の水温（13C）の渓

ラナリアは寒冷地では主として有性生殖（夏には分

流である。有性系と無性系は COI 遺伝子でみると、

裂による無性生殖もする）で殖えるが、暖地のもの

かなり古く画然とした別系統に属し、それぞれの

は生殖器官を欠き、分裂による無性生殖だけで増殖

系統内での DNA 配列には差がない。無性系のほう

する。三重県藤原岳のある渓流では同所的に無性

は、有性系とわかれてすぐに無性になったとしたら、

DNA の配列は多型であってしか
るべきである（図 24 の上左）
。現
在の有性系と無性系が古く何ら
かの原因でともに有性のまま隔
離され、現在の無性系が、無性
系統として確立したのが極めて
最近であったと解釈すべきであ
ろうか？それにしても、有性系、
無性系が別系統として、完全に
同所的に生息しているのだから
不思議と言う他ない。なお、染
色体分析では、有性系は 2n、無
性系統は 3n だから、無性になっ
た原因は 3n 化と見なされる（図
24 の上右）
。
台湾でも事情はおなじで、阿
里山の水系（8C）ではすべて有
性系で 2n、墾丁（25C）ではすべ
て無性系で 3n である。墾丁のも
のは個体ごとに多少の COI 遺伝
図 24

プラナリアの有性生殖と無性生殖

子の配列に差がある（図 24 の上

2

1

3

8

4

5

6

7

図 25 台湾におけるプラナリアと昆虫の採集
1. 台湾における調査地点（赤丸）
、2. 左よりプラナリア調査で活躍した川勝正治 , 高井正幸 , 堀 寛、3. 知本にお
けるプラナリアの採集、4. 墾丁牧場での昆虫採集、5. 知本の林での甲虫採集、6, 7. 台湾で集めた甲虫の新種
Micrencaustes michioi Osawa et M.T.Chujo（オオキノコムシ科；6）と Ambrostoma chinkinyui Kimoto et Osawa
（ハムシ科；7）
、8. 阿里山小学校の進化の掛図。近代が空飛ぶ飛行機になっているのが面白い。図 1 の左上（堀寛博
士撮影）
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左）
。無性系統のものはすべて生殖器官を欠除して
いることから、不要な器官の遺伝子として偽遺伝子
化しているか、欠落しているのかもしれない。

JT 生命誌研究館における
オサムシの分子系統の研究と甲虫の分化の仮説
大学定年退職後、1 年の準備期間をおいて、新設
の JT 生命誌研究館（高槻）へ常勤顧問として就職、
住居も大半茨木へ移した。正直にいえば、未完の遺

図 26-1 生 命 誌 研 究 館
（BRH）の 機 関 誌「 生 命
誌」
0 号（1992）

図 26-2 岡 田 節 人 館 長
（現、名誉顧問）

図 26-3 中 村 桂 子 副 館
長（現、館長）

図 26-4 茂 木 和 行 サ イ
エ ン ス・ デ イ レ ク タ ー
（現、聖徳大学教授）

伝暗号の研究を継続したかった。しかし、この研究
館の方針に合わないので、館長、副館長とも相談の
うえ、オサムシの分子系統をやることに決めた。当
時は、世界的に見ても、昆虫で DNA を使って系統
関係をしらべることはほとんどやられておらず、勿
論、日本では皆無だったと思う。館長は岡田節人博
、副館長は中村桂子博士（図 26-3）
。生
士（図 26-2）
命誌（Biohisotry）というユニークな雑誌をだし、現
在もつづいている。当時の編集長（サイエンス・デ
イレクター）で、この雑誌の基礎を作ったのが茂木
和行さん（図 26-4）である。オサムシの研究開始
早々に蘇智慧博士（現、主任研究員；図 27-1左中央
の写真で実験中）が奨励研究員として中心的に研究
を推進した。私達のグループは、研究結果の中間報
告的な「おさむしニュ−スレター」の No.1 を 1995 年

7 月に発行、このプロジェクトが一応終結するまでに
No.20 までだした（1999；図 27-2）
。この刊行物は約
200 名に配布したが、多くの方は貴重な材料を提供
して下さったし、種々のアドヴァイスを頂いたりし
た。研究の開始と終結にさいしては、科学朝日（後
のサイアス）編集長の柏原精一氏が健筆をふるって
。私どもの研
研究の紹介をしてくださった（図 27-3）
究グループには日ならずして、オサムシ研究に深い
知識をもつ冨永修氏、岡本宗祐博士、柏井伸夫氏、

C-G Kim 博士、世界のオサムシ研究の第一人者、井

図 27-2 1999 年 3 月 に 終
刊（20 号）

図 27-1 BRH で世界のオサムシの分子系統の研究を開
始。1995「おさむしニュースレター」の発行を開始。写
真はオサムシ研究室の情景

図 27-3 写真の柏原精一編集長により科学朝日とサイアスに研究開始と集結が執
筆され掲載された
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村有希博士の参加という幸運に恵まれ、彼らの努力

その結果のすべてを記述する余裕がないので、興

によって、アフリカを除く世界のオサムシのほとん

味のある方は図 28 の日本語版か、英語版を参照され

ど全ての分布域（約 35 カ国、500 〜 600 地点）から

たい。これらの本は私たちのグループの研究結果だ

約 2,500 頭のオサムシ（オサムシ全体の約 8 割の種）

けの纏めである。出版後、新メンバーの参加もあっ

を集め、形態面からの解析とともに、ミトコンドリ

て研究を続け、新しい結果は、図 28 の下の Review

ア（主として ND5 遺伝子）と核 28S rDNA と rDNA

に纏めたり、図 29 のような研究会をしばしば開いて

領域の ITS I（スペーサー）とを分析し系統樹を作成

議論を重ねた、研究開始当時は四面楚歌だったが、

した。そのためには、必要な材料の蒐集が不可欠だ

今や昆虫全体に DNA 系統解析が使われるようにな

が、政情不安定な国や、ほとんど人跡未踏の中国奥

り、私たちの研究が多少なりとも役立ったのではな

地などがオサムシの宝庫なので、個人では何十年年

いかと思っている。

かかっても材料が集まらない。その上、乾燥標本は

これらはオサムシの研究終了後、私が、数人の方

使えない場合が多いので、採集してすぐアルコール

（安藤清志博士、益本仁雄博士、柏原精一氏、鈴木

漬けにして DNA の分解を防ぐ必要がある。そこで、

邦雄博士、斉藤秀生・明子博士、大場裕一博士、新

世界中の同好者に依頼したり、われわれのグループ

美輝幸博士）から資料を提供や、ご教示をいただい

でも中国奥地や韓国、カナダ、チリなどへ採集にで

ていることを明記しておきたい。
甲虫（昆虫）の種分化の様式の基本は下記の 3 つ

かけたりして、やっと目的のオサムシを集めること

に要約される。この議論の主要部分は、柏原精一氏

ができたのである。

との共同作業であり、同氏との共著の単行本として
遠からず出版予定の単行本で詳述する。
（1）静の進化：形態・生態に影響を及ぼすゲノム
の変化がなく（分子時計のみ動く）表現型の進化は
おこらない。以下の例は Su, Imura & Osawa（2001）
による。
例 1（図 30 の上）3 種のダルマオサムシは、それぞ
れ地理的隔離により系統樹上では古くいくつかに分
岐しているが、形態の変化はほとんどない。
例 2（図 30 の下）日本特産のマイマイカブリは形
態的に幾つかの亜種に分けられているが、分子系統
とは一致しない。それはさておき、近畿以西のもの
左から Su, Osawa,
Imura

は形態的に差がなく、同一亜種として扱われていた
が、実は日本列島が大陸から分離した直後にすでに

図 28 オサムシ研究グループの研究結果は単行本（和
文 2002, 266 pp.；英文（2004: 191 pp.）で総括。下
の英文は本発行後の新知見を報告した論文の abstract

図 29 オサムシの分子系統の研究終了後もしばしば集
まって議論をした。倉敷日航ホテルにて（2007）
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地理的に隔離され、別々の系統を形成している。形

（例えば、保育社や学研の日本の甲虫を概観できる

態変化をもたらすようなゲノムの部位の変異がな

図鑑や、黒澤・渡辺：野外ハンドブック 12、甲虫：

かったと推察される。

山と渓谷社、1984 と、Harde/Severa: Der Kosmos-

（2）慚進的進化：形態・生態にわずかな影響しか

Kaferfuhrer. Die mitterl-europaischen Käfer mit

与えないゲノムの変異（点突然変異など）進化速度

mehr als 1000 Farbbilden, 1981, あるいはより簡便

は遅く慚進的。上のマイマイカブリの図でみると、

な Bechyne: Welcher Käfer ist das ? 1969, と も に

中部以東のものは、極めて似ているが、多少の形態

Kosmos, Stuttgart）の図説を見比べてほしい。一部

変化が認められ、漸進変化の例といえる。

の特産種（マイマイカブリや、南方系の邦産種など）
を除けば、類似種の多さから見た両地域の甲虫相は

全北区の甲虫相（図 31の赤部分）は似ているが、

驚くほど似ていることがわかる（アメリカには類似の

砂漠（黒）で分断される。

原色図鑑がないので図示できない）
。

図 32はヨーロッパと日本のシデムシの類似をし

図 33は上翅に赤紋のある種々の科の甲虫が日本、

めしたもので、漸進進化（中には静の進化のものも
含む）の例となる。ヨーロッパの甲虫と日本の甲虫

アメリカ（東部）
、ヨーロッパでよく似たものがいる

が、全体として酷似しているのは、シデムシに限っ

ことを示したもので、図 32と共に漸進進化の一例と

たことではない。日本のハンドブック式の甲虫図説

みなす。ユーラシアでも、北アメリカでも、砂漠地
帯には非砂漠種は一部を除きほとんどいない。例え
ば、北アメリカのゴミムシダマシは、約 1,400 種が記
録されていて、うち砂漠のない東部（図 31の赤色の
地域）には約 150 種しかいない。他はすべて西南半
（黒色の地域）に分布し、東西での共通種はいない。

図 30

静の進化
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図 31

全北区の甲虫相の砂漠による分断

図 32

慚進的進化 1 Nicroporis=Necrophoris
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西南部のゴミムシダマシはすべて特産種で、その放

（動の進化）
。環境変化により、これまでの安定的淘
汰圧から解放され、環境変化に対応したゲノムの大

散は次の” 動の進化 ” のカテゴリーに入る。
（3）動の進化：形態・生態に顕著な影響を与え

きな変異が顕著な昆虫の進化をもたらす重要な条件

るゲノムの変化（特定の遺伝子の重複と、その新機

となる。動の変化の環境変化に基づく証拠としては、

能の獲得 ; 遺伝子（群）のコントロール・メカニズ

砂漠のゴミムシダマシの放散があげられる。
（図 31の

ムなど ;EVODEVO）進化速度は早く“断続的 ”（日

黒部分；図 34 の世界の砂漠のゴミムシダマシを参

浦 , 1970; Gould & Eldredge, 1977; Su, Imura &

照）ほとんどの砂漠の起源は新しく、砂漠形成後、

。言い換えれば新しい系統の形成・放
Osawa, 2001）

急激に各砂漠特異的昆虫放散が起きたと考えられ

散分化のかなりの部分は慚進的なものではなく、新

る。ハワイの昆虫の放散も動の進化の好例である。

環境への適応がもっとも重要な原因と推定される

ハワイ諸島は火山島で、そこに新しく漂着した昆虫
は、新天地でこれまでの淘汰圧から解放され、急激
且つ独自に放散した。図 35は多種に放散したハワイ
トラカミキリであるが、祖先型は右下のアメリカ大
陸のトラカミキリだと推測されている。この外、印
度亜大陸とユーラシア大陸の衝突によるオサムシの
放散などがあげられる。また、熱帯の昆虫の多様性
の少なくともその一部は頻繁におきる環境変化が原
因と考えられるが、漸進進化と動の進化の中間的な
ものもあり、今後の検討が必要である。
木村資生博士の中立進化と表現型の進化との関
係については、種々の議論があるが、この点につい

図 33

慚進的進化 2

図 34

ては、木村博士自身が明確な意見を述べている（図

世界の砂漠のゴミムシダマシ
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36）
。木村の中立説がピタリとあてはまるのは、いう

化のランダムドリフトによる場合と、多少の環境変

までもなく、
「自然淘汰など全然働かないでチャンス

化に起因した自然淘汰が働く場合もありうる。

による偶然だけで変化が種内に蓄積していく」とい

砂漠形成や、ハワイ島形成における特異的種の放

う表現型が変化しない「静の進化」である（もっとも

散（動の進化）では、当然その祖先種が、これまで

分かりやすいのは同義語コドンの置換）
。

の淘汰圧から解放され、その環境に適応可能である

漸進的進化については、環境の変化とは無関係に

ことが必要条件である。したがって、大きな環境変

表現型をわずかに変える偶然のほぼ中立的遺伝子変

化にともない独特の種形成・放散がおきるが、祖先
種は、新環境に適応できない場合には淘汰される。
したがって、自然淘汰の存在なしに大きな表現型の
進化はほとんど期待できない。いずれにせよ、表現
型の進化は、漸進的進化と動の進化は二者択一的な
ものではなく、両者の複合したプロセスである。た
だし、漸進進化では、近似種の形成はありえても、
大きな変化（例えば新しい系統の生成）は期待でき
ないので、進化の度合い（新しい系統の生成など）
は動の進化がはるかに漸進的進化にまさる。漸進進
化は動の進化を補完するものと考えなければ、とく
に今日の生物の majority をしめる昆虫の多様性を説

図 35 ハワイトラカミキリとその祖先と推定されるト
ラカミキリ

明することは困難である。これらのメカニズムは今
後の EVODEVO 分野の進展により解明されること
が期待される。
上の議論と多少重複するが、ほかにも幾つかの生
物学での重要問題があり、ある程度の考察をしてお
く。例えば、ゴミムシダマシ科の甲虫は、系統性は
もちろん、地域性を超越する形で、同科のみならず、
他の科の甲虫全体と並行性を持っているかのように
みえる。シジミタテハでも似た現象がみられるのは
周知である。このようが現象はゴミムシダマシ類の
みならずその外の昆虫でも多かれ少なかれ見られる。
さらに興味があるのは異系統同所的並行関係で、似
た環境の影響の役割を示唆している。図 37-1はアメ
リカの砂漠のカミキリムシとゴミムシダマシ図 37-2
は内蒙古のゴミムシとオサムシ、図 37-3は中国天山
山脈系統のオサムシ（テンシャンチビオサムシ［●］
を除くほとんどの種［●］は巨頭化）の同所的並行進
化の例。図 38-1はアメリカの砂漠のゴミムシダマシ
と別属のユーラシアの砂漠のゴミムシダマシの、図
38-2は日本のキユウシュウクロガオサムシと中国の
クロナガオサムシの異所的並行現象を示す。いずれ
にせよ、異所的並行進化と同所的並行進化は昆虫の
形態的進化を考える上で見逃せない。これらの並行
現象を、収斂、並行進化、相同などの概念で分けた

図 36 木村資生博士の自然淘汰と中立説に関する意
見。「中立説」形成への道程、Life Science No.130:
21-40, 1978, see p.34
（インタービューの記事）

り、類似の形態の形成を偶然か必然かという議論が
盛んだが、確実な形態形成のメカニズム（遺伝子構

34
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図 37-1

甲虫の同所的並行進化 1

図 37-2

甲虫の同所的並行進化 2

図 37-3

甲虫の同所的並行進化 3

図 38-1

甲虫の異所的並行進化 1

図 38-2

甲虫の異所的並行進化 2
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成と複雑な発現 ̶そのトリガーをふくむ）について

漠性種の分化からみた種形成、であった。なお、第

の証拠を欠く。これらは EVODEVO の進展で解明

8 回は JT 生命誌研究館 5 月末に開催された（図 42）
。

される部分が多いであろうが、現状では、個人の想

江上不二夫先生の教え

像であまりこれらを細分して概念化するのはかえっ

最後に故江上不二夫先生の教えをもって結びとす

て混乱の元となる。

る（図 43）
。

話しは少し前後するが、おさむしニュ−ス・レ
ターを引き継ぐかたちで、毛利秀雄博士を中心に蝶

ある分野が発展の途上にあると、しばしば同じよ

類 DNA 研究会が結成され、ニュースレターが 22 号

うな研究が独立に複数の研究室で行なわれることが

まで発行された。オサムシの場合は経過報告的で

珍しくない。その中でよほどの天才でない限り、他

あったが、蝶のニュースレターは重要な論文として

人が思い付かないような卓抜な idea をだし、それを

通用する記事が満載された。これを更に引き継ぐか

実験に移して発展させることは夢のまた夢である。

たちで、昆虫 DNA 研究会が発足、八木孝司、伊藤

しかし、このところ、夢を実現したかのごとき実験

健夫、大場裕一各氏が回り持ちで事務局をうけもた

データの捏造がしばしば報道されている。このよう

れ、昆虫 DNA 研究会ニュースレターの発行（現在

なことは、昔もしばしばあり、あるノーベル賞受賞

13 号）
、研究集会の開催（現在 8 回）など、活発に活

者の研究室でも、捏造事件がおきた。論文がでたあ

動している。図 40-1は平賀壯太博士の特別講演（第

6 回の集会：堺の大阪府立大）図 40-2は冨永修氏と

1

斉藤明子博士、図 40-3は蘇智慧博士と大場裕一博
士。図 40は大阪府立大学、図 41は名古屋大学での
集会、私は 3 回特別講演を依頼されたが、その題目
（2）昆虫の進化をめ
は（1）昆虫少年からの旅立ち、
ぐる諸問題、
（3）ゴミムシダマシの多様性−特に砂

2

図 40 堺の大阪府立大学おける昆虫 DNA 研究会とそ
の情景（2009）

3

図 40a 堺の大阪府立大学おける昆虫 DNA 研究会とそ
の情景（2009）

図 41 名古屋大学にお
け る 昆 虫 DNA 研 究 会
（2010）
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とで、取り消しの文が出たことはかな

1

り有名な話しである。研究者は多か
れ少なかれ、名誉欲もあるだろうし、
より上のポストにつきたいという願望
があるが、このような行為はある意味
では犯罪であり、サイエンティストと
してだけではなく、人間失格である。
もう一つは、他人の研究結果、ある
いは idea の盗用で、これも本質的に
は研究者としてはあるまじき行為であ
る。私自身、2 度ほど被害を受けたこ
とがあるが、相手が日本の研究者なの
で、敢えて実名も具体的な内容も伏
せておく。

2

3

以上のような行為は論外であるが、
江上先生は講義の中で「日本の有名大
学の研究室（名称は伏す）の連中は、

PNAS、Nature など一流雑誌を航空
便でとりよせ（あのころは PC も FAX
さえなかった時代）
、その中のめぼし
い（多少とも自分に関係ある）論文の
続きの step を争ってやっている。論
文がでた時期には当然発表した研究
室で、次の step はすでに終わってい

図 42 JT 生命誌研究館における昆虫 DNA 研究会（2011）
1. 集合写真（71 名参加）
、2. 講演中の大澤、3. 2 の講演のタイトル

るか、その先までいっていることく
らい分かりそうなものだ。そんな originality に欠け

つけないリボヌクレアーゼの研究を推進、核酸構造

た連中が大成するはずがない。たとえ自分が多くの

の研究に不可欠な T1 リボヌクレアーゼを発見された

人が研究している分野の中にあっても、人まねをせ

し、岡崎令治さんは、DNA 合成研究の激烈な競争

ず、自分のできる範囲で originality を発揮してほし

の中にあって、どの教科書にもでてくる不滅の業績

い。さらにいえば、現在の分野をこえた重要分野を

（Okazaki Fragment を主体とする DNA replication

開発してほしい。そしてそれを面白くしてほしい」と

機構の解明）をのこした。木村資生さんは、生物学

いう意味の事をしばしば述べられた。例えば、核酸

に数学は不要と教授から疎まれたにもかかわらず、

研究の全盛期に江上先生は、敢えてあまり人が目を

「分子進化の中立説」で一世を風靡した。これらの 3
つは、例外の天才研究者の話しと思われるかもしれ
ない。しかし、凡人でも originality がなによりも大
切だということを頭において研究をしてほしい。そ
して出来れば新しい分野を切り開き、それを重要分
野に育てあげてほしい」というのが、江上先生の教
えであったと思う。私も凡人だが、それを片時もわ
すれることなく研究に打ち込んできた。たいして大
きなことは出来なかったにしても、全体としては充
実した研究生活を満喫しえたのは、江上先生の教え
のおかげであった。

図 43

江上不二夫先生（故）の教え

（Osawasyozo@nifty.com）
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「智慧の樹」再訪
【1】系統情報学：ルルスの知的遺産からの出発
The Tree of Knowledge Revisited:
1. Phyloinformatics and the Intellectual Legacy of Raimundus Lullus
三中信宏（農業環境技術研究所／東京大学大学院農学生命科学研究科）
生物の遺伝子情報や形態情報に関するデータベー

の思潮と思想によって、簡単にはまとめきれないさ

スが拡大し、それを踏まえて系統樹を推定するため

まざまな分類体系が現れては消えていった。

の新たな方法論が整備されるとともに、生物情報学

今なお変貌しつつある生物体系学は系統学と分類

（bioinformatics）の中から系統情報学（phyloinfor-

学の両面で新たな研究テーマを生み出し続けている

matics）がしだいに形づくられていく。もちろん、新

。この学問分野が立脚して
（三中 2006, 2009, 2010）

しい学問分野は無からすべてを創造するわけではな

きた足場を訪ね歩くことにより、今後その姿を見せ

く、既存のリソースを踏まえた上で新たな展望を示

るであろう系統情報学が進んでいくベクトルを見通

さないことには、研究者コミュニティの中で生き延

してみたい。本連載〈
「智慧の樹」再訪〉では、
「系統

びていくことは難しい。そもそも「情報学」という看

情報学」を主たる共通キーワードとして、系統樹思

板を背負うことが、ある種のあいまいさ（いかがわし

考が人間の自然界に対する向き合い方をどのように

さ）をどうしても帯びる宿命にあるのは、
「情報」と

方向づけてきたか、そしてオブジェクトの多様性に

いう言葉のもつ本性から考えてしかたがない。それ

関して得られた知識をどのように我がものとしてき

でも、系統樹思考（tree-thinking）が幅広い研究領

たのかについて、毎回異なる歴史的トピックスを提

域を束ねる共通のスローガンとして認知されつつあ

示しつつ、その現代的意味について考察することに

る現状を考えるとき、
「生物に関する情報を系統学的

する。

に研究する」という意味での「系統情報学」について

人間にとって「分類」という営為はけっして逃

考察することには少なからず意味があるだろう。

れることのできない 認 知 行 為 である。科 学 史 家

David Knight は一般分類学史の著書『Ordering the

現時点では、私の周囲を見回すかぎり、系統情
報学はゲノム情報学や生物情報学のようなすでに認

』1981）の 副
World: A History of Classifying Man（

知された学問体系ではまだないかもしれない。その

題「A History of Classifying Man」に、人間とはオ

意味では、まだ形のない系統情報学の「これから」

ブジェクトを分類すると同時に自らをも分類する生

に関する論議は推測に頼らざるを得ないだろう。し

き物であるという意味を込めた。オブジェクトのち

かし、その一方で、生物にかぎらずさまざまなオブ

がいを越えた普遍分類学や理論分類学はこれまでも

ジェクト（対象物）のもつ多様性を分類して体系化し

議論の対象とされてきた（Gregg 1954, 八馬 1987,

ようとする試みは、進化学が成立するはるか前から、

。
Papavero and Llorente 2008）

われわれ人間社会のなかで普遍的に見られた。この

その一つの例として、図書館情報学と系統情報学

ような歴史的背景を考えるとき、系統情報学という

とのつながりを考えてみるのはとても興味深い。お

これからの科学のルーツが人間が過去に実践してき

そらく分類の方法論のみにとどまらず、生物と図書

た精神的営為の場のどこに根を下ろすかを見定める

をまたいだオブジェクトとしての共通点がそこには

ことはおそらく可能だろう。

見えるからである。たとえば、緑川信之の『本を分

ばらばらな知識を断片として獲得する行為と、そ

類する』
（1996）は、冒頭章「分類の一般理論」にお

れらの知識断片の集積を体系化する行為とは同一の

いて、一般的な分類理論に関する総説を 50 ページ

レベルで論じられない。たとえ知識断片の集合が同

以上にわたって議論している。また、照葉樹林文化

じであったとしても、できあがる分類体系はそれが

論の提唱者として有名な中尾佐助もまた普遍分類学

よって立つ基準によっていろいろな姿を見せるから

に関する論考「分類の論理」
（1977）や『分類の発想：

である。長い分類学史を振り返ると、そのときどき

思考のルールをつくる』
（1990）の中で、生物分類の
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側からの図書分類の方法論に関するユニークな主張

pp. 99-100）
。語群を複数の並立するカテゴリーに分

を展開した。分類されるオブジェクトに依存しない

類するシソーラスにおいては、それぞれの並立カテ

形式的な分類の方法論という点で、統計学の手法と

ゴリーは互いに同格であり、それらを束ねたもの全

しての多変量解析に注目する議論があることは不思

体がシソーラスとしての体系を構築する。自然な生

議ではない。中尾佐助は、学生時代に植物学者・早

物分類体系もそれと同じであると彼は主張した。

田文蔵の提唱した「動的分類学」の理論に基づくオ

図書の分類は、学問の分類に、ひいては知識の分

オムギの動的分類体系について研究した経験がある

類に直結する。その分類の技法はけっして近代的で

。その経験は彼の晩年の著作にも影響
（三中 2005）

はない。しかし、それゆえに分類の原初の姿が垣間

を与えた。彼は、図書分類は「いまだに類型分類か

見える。アーサー・O・ラヴジョイが詳しく考察した

ら離脱できない状態」
（中尾 1990: 62）にあると考え、

ように、ギリシャ時代から延々と近代まで生き続け
た観念のひとつは「存在の大いなる連鎖（The Great

動的分類学を踏まえてその
状況を改善するための提案

」だった（Lovejoy 1936）
。この存在
Chain of Being）

をしている。

」
、すなわち点と
の連鎖を図像化すれば「鎖（chain）

早田の動的分類学の理論

点とを直線的につないだグラフになる。この「鎖」は

は、台湾の植物相に関する

オブジェクトの体系化にとってもっとも単純なモデ

研 究（Hayata 1921）に お い

ルとなる。ラヴジョイはこの直線的な「鎖」の観念が

て発表され、その理論的側

およそ二千年に及ぶ歴史の中で変貌を遂げつつも連

面についてはのちにドイツ

綿と継承されていったことを明らかにした。生物体

植物学会会誌で公表されて

系学の歴史を振り返ると、シャルル・ボネ（Charles

。複数
い る（Hayata 1932）

Bonnet）が 18 世紀に描いた有名な「存在の連鎖」の

の形質からなる多次元形質

図像をまず挙げることができる（図1）
。

空間を想定し、それから派

確かに「鎖」を用いれば、上下関係や優劣関係と

生する複数の部分空間への

して情報を可視化することができるだろう。しかし、

射影は互いに同格であると

このような単純な「鎖」では表現できない複雑な秩

みなす視点が、動的分類学

」である。入れ
序がある。それは「階層（hierarchy）

の 核 心 で ある。この 点 で、

」
子になった階層構造をグラフ化すると「樹（tree）

数理統計学や多変量解析の

「鎖」
になる。「樹」もまた長い観念史をもっている。

理論的基盤がまだ確立して

を構成する点は直線状に序列化されるのに対して、

いない時代に先駆けて、彼

「樹」では点の間には直線上ではない分岐関係が存在

の動的分類学の理論は後年

し得る。重要な点は、
「鎖」と「樹」のどちらも人間

の 数 量 分 類 学（Sokal and

にとって記憶しやすい構造特性をもっているという

Sneath 1963）の萌芽を有し

ことである。
」という図式表現に関しては過去に
「樹（arbor）

ていたといえる。したがっ
て、 中 尾（1990, p. 326）が

多くの図像学的研究が蓄積されてきた。とりわけ、

指摘するように、コンピュー

「樹」に基づく知識体系化の有力なルーツのひとつ

ターを用いた統計解析こそ

は 13 世 紀 の 修 道 士ライムンドゥス・ル ルス（Rai-

動的分類学の実践を可能に

mundus Lullus）に 端 を 発 す る「 知 識 の 樹（arbor

したことだろう。早田自身は

」である。の所収論文を参照されたい。中
scientiae）

自らの動的分類学は「ロジェ

」と称
世ヨーロッパでは「記憶術（ars memorativa）

のシソーラスに相当するも

する技法が何世紀にもわたって継承されてきた。も

のだ」と言う（Hayata 1921,

ともと記憶を助けるための実践的な技術だったもの
が、ルルス以降、ヘルメス主義やカバラ思想さらに
はオカルト哲学の系譜と合流することで、15 世紀以

図 1 生物における存在の連鎖：
Bonnet 1745, vol. 1．

降はある種の「魔術」的な色彩を帯びた異端的技芸
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（秘術）とみなされるようになった。

「自然な分類」への最短コースであるという認知心理

たとえば、ルルスは、人間のもつ知識を「学問の

学的な理由がその背後にある。オブジェクトを問わ

樹（arbor scientiae）
」として図像化した（図1）
。こ

ず、情報を階層的に配置して体系化することには心

の「樹」を支える 18 本の“ 根 ”は、九つの絶対的品格

理的な背景があるということだ。

（善・偉大・永遠・力・叡智・意志・美徳・真実・

ルルスによる記憶術に則る諸学の体系化は後世に

栄光）ならびに九つの相対的原理（相違／一致／対

強い影響を残した。時代を数世紀下った 17 世紀、ル

立、端緒／中間／終局、多数／同等／少数）を指

ネ・デカルトは『哲学原理』
（1644）の中で「哲学全体

す（時計回り）
。一方、
「樹」の上に伸びる 16 本の枝

は一つの樹木のごときもので、その根は形而上学、

は元素・植物・感覚・想像・人間・道徳・皇帝・使

幹は自然学、そしてこの幹から出ている枝は、他

徒・天界・天使・永世・聖母・キリスト・神樹・範

。ま
のあらゆる諸学」であると述べた（訳書 , p. 24）

例・問題（半時計回り）を表わす（図 2）
。

た、フランシス・ベーコンの『学問の進歩』
（1605）で

このように全学問と全知識を一本の「樹」として

は、諸学問は記憶に基づく「歴史」
、想像力に基づ

体系化することにより、グラフの上でのつながりを

く「詩」
、そして理性に基づく「哲学」の三つに分類

一目で把握できる。その結果、オブジェクト間の連

された。さらに時代は下り、18 世紀のディドロとダ

続性・一体性・統一性のイメージが換気される。同

ランベールが編纂した『百科全書』
（1751-1780）でも

時に、
「樹」には必ずある「根」を起点とすれば末端

新たな学問分類が示されている。ダランベールは、

にいたるまですべてのオブジェクトに関する、おな

先行するベーコンの学問分類体系を念頭に置きつつ

じみの階層分類がもたらされる。階層性が人間に

」と銘打つ
も、
「人間知識の系統図（Système figuré）

とって有利な点は、多様なオブジェクトの記憶を助

独自の学問分類を提唱した（図 3）
。
ダランベールの「系統図」は、全学問を「歴史」
・

けるからにほかならない。
ギリシャのアリストテレス以来リンネにいたるま

「哲学」
・
「詩」の三領域に大きく分ける点では、ベー

での生物分類体系が階層分類を重用してきたことは

コンの分類と一致する。しかし、理性は想像力に優

偶然のできごとではない。階層分類はヒトにとって

先するという立場から「哲学」と「詩」の順序を逆転

図 2 学問の樹（1295 年）
：ルルスによればあらゆる学
問と知識は一本の「樹」に生い茂る葉として図示される

図 3 『百科全書』の学問分類（1750 年）
：ダランベー
ルによる「人間知識の系統図」
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させている点でベーコンとは大きく異なる。興味深

書樹」をかたちづくる枝葉の詳細を示したものであ

い点は、彼が書いた『百科全書』の「序論」におい

る。実際の原図では「葉」の一枚一枚に解説文が付

て、すべての学問と知識は「系統樹」として体系化

されている（シカゴ大学図書館でオンライン閲覧可

し、その起源を明らかにすべしと明言していること

能：http://artfl.uchicago.edu/cactus/）
。
生物進化という観念が登場する以前、創造主があ

である：
私たちの知識のさまざまな部分とそれらを区別す

らゆるものを創ったと信じたカール・フォン・リンネ

る諸特性についての細目をのべてきた後には。もは

が確立した生物の命名規約もまた、現在の生物分類

や私たちのせねばならぬことは、一本の系統樹すな

学でもそのまま通用している。デューイやリンネの

わち百科全書の樹−これはそれらを同一観点の下に

「分類」に対する個人的動機や歴史的文脈とはまった

まとめ、また、それらの起源とそれらが相互に持つ

く無関係に、彼らが開発した分類の「方法」が廃れ

つながりをはっきりさせる役をするものである−を

ずに（絶えざる修整を受けつつも）今にいたるまで使

形成することだけである。
（訳書、p. 64）

われ続けているという事実は多くを物語る。それは、

しかし、ダランベールによるこの図は「系統図」と

世界観や信念とは別に、彼らの「方法」が一般ユー

はいえ、実際の体系化の形式としては階層的に項目

ザーにとって役に立ったという単純な事実を指し示

を配置した「分類表」を越えるものではない（Weigel

している。

。彼の「人間知識の系統図」を踏まえて真の意
2006）

生物分類学は 18 世紀のリンネをもって確立された

味での「知識の樹」を描いたのは、ロートの『主要

とされている。しかし、分類という行為そのものは

な科学ならびに芸術の血縁分布論』
（1769）に添付さ

リンネとは何の関係もなくはるか昔からヒトが実践

」
れた巨大な「百科全書樹（arbre encyclope'dique）

してきた。ここでは、科学的分類学が登場する以前

だった（図 4）
。続く図 5（渡邊 2010）はこの「百科全

の分類学を民俗分類学（folk taxonomy）と呼ぶこと
にしよう。より正確に言えば、リンネは彼に先立つ
先人の博物学者たちが生物分類のために用いてきた
民俗分類の方法論（種 species などの分類群と階級
の概念および命名の具体的手順）を受け継いで発展
。さらに、こ
させたと言うべきだろう（Atran 1990）

図 4 百科全書樹（1769 年）
：ロートが描いたこの樹は
ダランベールの「人間知識の系統図」に基づく

図 5 ロートが描いた百科全書樹の解説図（出典：渡邊
2010, p. 285, 図 3-5）
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の民俗分類の精神はヒトが万物に対して発揮される

的に配置された入れ子の群構造は記憶を節約する

衝動であり、対象となるオブジェクトは生物のみに

ことである。そして、分類群（属や種）の総数に対

限定される必然性はない。あらゆるオブジェクトが

する上限の存在はある時点で記憶可能なアイテムの

原初的な分類の対象となり得る。

個数には限界があることにほかならない。おそらく

かつてユクスキュル（Jakob von Uexküll）は、生

は、このような民俗分類の「不文律」を暗黙のうち

物とそれを取り巻く外界とが複合的に構成する世界

に満足する分類体系の中に「自然分類（natural clas-

」と名付けた。
「分類する人」と
を「環世界（Umwelt）

」なるものが見いだされるにちがいない。
sification）

「分類される物」がともに構成する世界もまたヒトに

冒頭でも述べたように、来るべき系統情報学が

とってのひとつの「環世界」である。生物分類や図

よって立つ基盤を歴史的に振り返るとき、普遍的な

書分類に最終解決がないとするならば、それは分類

体系学がたどってきた長い道のりが伝える知的遺産

という営為が「分類される物」の側の特徴だけでな

の伝承を意識しないわけにはいかない。それらを前

く「分類する人」の側の認知カテゴリー特性をも必然

近代的な制約であると棄却するのはたやすいが、少

的に含まざるをえないからである。切り分けられた

なくともその一部は人間を取り巻く外界におけるオ

「群」が自然の中に実在するのか、それとも単にわれ

ブジェクトの多様性を認知する共通の心理的性向の

われヒトが心理的にカテゴライズしているだけなの

発現であることは疑いない。

か。この問題はヒトが生物・非生物を問わず外界の

存在の連鎖に始まり、ルルスの「知識の樹」を経

事物をどのように理解してきたのかというもっと大

て、現在にいたる体系学の系譜は、オブジェクト情

きな疑問をふたたび浮かび上がらせることになる。

報学の史的基盤としていまもなおその影響力を失っ

環世界とは、すべての人間が共有する自然観・世

てはいない。学問が組織的に細分化され、相互のつ

。たとえ、分類に関する教
界観である（Yoon 2009）

ながりが薄れてきているという現代科学がもたらし

育をいっさい受けなかったとしても、われわれは身

た傾向は、地下水脈としての知的系譜の存在を見え

のまわりの事物を生まれながらにして分類すること

にくくしていることは確かである。オブジェクトのち

ができる。環世界の中でわれわれがもつこのような

がいを超越して分類方法論を相互に比較検討するこ

生得的な能力は、いわば生きていく上での「不文律」

とにより、よりよい分類体系の構築を目指すという

であり、たとえ明文化されていなかったとしても、

暗黙のコンセンサスは根本的にまちがっているので

われわれはそれに逆らって生きていくことはできな

はないだろうか。互いに見つめ合っているだけでは

い。オブジェクトを分類する方法論もまたその不文

生産的ではなく、むしろ共通に持つ「分類」のルー

律を暗黙の仮定としている。

ツ、すなわち民俗分類の本性とそれを支える認知心

では、ここでいう分類の「不文律」とはどのような

理的基盤の探究こそ、人間にとって「自然な」
（少な

ものだろうか。たとえば、世界中の先住民社会にお

くとも「不自然ではない」
）分類体系を目指す上で不

ける民俗生物分類を研究してきたブレント・バーリ

可欠ではないだろうか。

ン（Berlin 1992）は、通文化的な民俗分類の特徴と

次回は、系統情報学における「データ可視化」を

して、下記の点を列挙している：

中心テーマとして、生物の（そしてオブジェクト一
般の）体系化をめぐる考察をしよう。

1）階層的に分類する
2）属（genus）の総数は 600 群を越えない

分類するは人の常である。あらゆる分類が表向

3）属ごとの種（species）の総数は 7 以下である

き形式的なかたちをとっているわけではない。日

全世界的な比較研究から浮かび上がってくるこれら

ることに費やされている。われわれのその場かぎ

常生活の大部分は、ほとんど意識もせず、分類す
の共通特徴は、けっきょくわれわれヒトはオブジェ

りの分類をつくりあげては使い回しているのだ。

クト多様性を体系化するだけの記憶容量を十分に

（Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star『も

備えていないことに起因する、いくつかの内的制約

のを分ける：分類とその意義について』1999, pp.

をもつことを示唆している。非階層的ネットワーク

1-2）

では階層的ツリーが原則であるという制約は、階層
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学 会 報 告

SMBE 2011 からの雑感
工樂樹洋（ドイツ・コンスタンツ大学）

今年七月下旬に京都で行われた SMBE 年会につ

模であってもその差異を正確に分析するタイプの研

いて簡単に報告したい。今回の会議は日本進化学会

究にとくに興味をそそられた。その意味で、Aoife

と一部合同で行われたが、私自身は SMBE の部分し

McLysaght 博士がヒトの祖先においてごく最近獲

か参加できず、その前提で書かせていただくことを

得されたいわゆる「New genes」 について講演した

ご了承いただきたい。

セッションはとくに印象的であった。たとえば、超

4

並列シーケンサを利用したところで、問題設定が明

まず、この震災の年に日本開催となったことによ
り、主催者にとってはただでさえ大仕事だというの

確でない限り、もはや質の高い研究とみなされるこ

に、さらに多くの苦労が重なったことは察するに難

とはないだろう。超並列シーケンスを利用した研究

くない。会場におけるスペース確保の難しい事情な

プロジェクトが、決して高インパクトとはいえない

ど、関係者の気苦労が直接耳にはいることもあり、

あらゆる雑誌に出版されている現状をみれば、この

今回はとくに運営側の努力を身近に感じることが多

ことは明らかであろう。ツールが進歩しても、論理

かった。シンポジウム会場が分散してしまうなど、

的に研究プロジェクトを組み立てていくことの重要

参加者側として感じたいくつかの難はあったが、結

性が変わることはない。

果として、この年に 600 人以上の参加者を集めるこ

学会に参加するにあたり、私自身が心がけている

とができた主催者の方々の努力に敬意を表したい。

ことのいくつかは、昨年の学会参加記にすでに書い

海外に住む私としては、震災後初めての帰国という

た。なかでも、新しく、そして特異的な人間関係を

だけでなく、日本に一時帰国して大規模な学会に参

築き、自分の研究哲学をよりよく知ってもらう、と

加する経験がこれまでなかったという意味でも、特

いう学会の本来の目的を実行するうえで、ポスター

別な学会参加となった。この時期に日本を訪れるこ

セッションの意義は大きい。口頭発表よりもポス

とを決意した外国人と会話する中で、日本に対する

ター発表をしてよかった、と思えるのは、会うべき

これまで通りの揺るぎない前向きの評価を何度も聞

人と直接密な会話ができたときに他ならない。今回
の SMBE では、私自身が 6 年前に学位記を授与され

かされたことはここであえて記しておきたい。
今回、私自身が、口頭発表とポスター発表さら

た部屋での、個人的には感慨深いポスターセッショ

には座長の役割のために身動きがとりにくかったこ

ンであった。実は、今回のポスターセッションは演

ともあり、多くの講演の内容を把握できずじまいで

題あたり 30 分と比較的短めだったこともあり、予

あった。とはいえ、今回の会議で特筆すべきだった

め注目していたいくつかのポスターについて、発表

イベントは、今年三月に他界した Walter M. Fitch 博

者からの説明を受けられずにタイムオーバーとなっ

士を偲ぶセッションが催されたことであろうか（故

てしまった。誰でも、元々知り合いの研究者のポ

W. M. Fitch 博士の功績については、今号 54 〜 55

スターを冷やかしに行って、そのままそこに長く留

頁の記事および雑誌 Briefings in Bioinformatics 誌

まってしまうというケースは頻繁にあると思う。し

の「orthology」をテーマとした特集号に掲載された

かし、それでは、発表者にとっての別の研究者と

obituary 1 、さらに Science 誌の同様の記事 2 を参照

の大事な出会いの機会を奪っていることにならない

されたい）
。新たに行われつつある研究について知

だろうか？とくに駆け出しの若手研究者にとって起

ると同時に、昔を振り返り、歴史を作った先達に触

きがちであろうと察するが、そういう時期にこそ、

れあえるというのも学会に参加する醍醐味である。

まったく知らない研究者とトピックを共有し、その

3

今回、昨年の学会参加からの印象 に引き続き、網

後の研究活動の糧となるような刺激が必要なのでは

羅的に記述された生物種間の相同性よりも、小規

なかろうか。よく知った仲だからよい助言をできる
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ということもあろう。しかし、ポスターセッションの

Joint Congress on Evolutionary Biology between

せめて最初の少なくとも 10 分くらいを、本当に新し

American Society of Naturalists（ASN）, Canadian

い研究、そして研究者との出会いを求めてさまよう

Society for Ecology and Evolution（CSEE）, Euro-

時間に宛てるという「ポスター開始 10 分ルール」を

pean Society for Evolutionar y Biology（ESEB）,
Society for the Study of Evolution（SSE）, and the

提案したい。

SMBE の次回 2012 年大会は、アイルランドのダ

Society of Systematic Biologists（SSB）

ブリンで、そして 2013 年大会はアメリカのシカゴで

July 6-10, 2012. Ottawa, Canada.

の開催となる。どうにか旅費を確保して、多くの方
が参加そして研究発表をし、有意義な時間を過ごさ

Euro Evo-Devo meeting

れることを期待する。

July 10-13, 2012. Lisbon, Portugal.
引用文献

［付録］予定されている国際会議・ワークショップ

1）E.V. Koonin. Brief Bioinform
（2011）
12: 377-378

This EMBO Practical course 'Computational Mo-

2）W. H. Atchley. Science（2011）332: 804

lecular Evolution'

3）進化ニュース 12 巻 1 号 9 〜 11 頁

April/May, 2012. Creta, Greece.

4）D.G Knowles and A. McL ysaght. Genome Res

（今号 45 〜 50 頁に今年参加した石川さんの記事あり）

19: 1752-1759.
（2009）

次世代シーケンサー現場の会
第 1回研究会・開催レポート

佐藤行人（国立遺伝学研究所生命情報／ DDBJ 研究センター）
入江直樹（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）
岩崎 渉（東京大学大気海洋研究所）
藤井信之（国立遺伝学研究所生命情報／ DDBJ 研究センター）
八谷剛史（慶應義塾大学理工学部生命情報学科）
（next generation sequencer）現 場 の 会 （
』URL：

はじめに：

http://ngs-field.org/, Twitter ア カ ウ ント：@ngs-

進化学研究者にとっての次世代シーケンサー

field）を紹介する。

いわゆる次世代シーケンス技術は、大量の塩基配
列決定を単研究室規模の予算・人的コストで実施す

NGS 現場の会・創設の意図ときっかけ

ることに現実性を与えた。この技術はすでに生物学
の様々な分野へ影響を及ぼしつつあり、進化・多様

本会は、NGS 活用に関する「現場レベルの」知識・

性研究に関わる者にとっても大きな意味を持つこと

ノウハウを共有し、個々の研究者・技術者が NGS を

だろう。進化学は非モデル生物や野生個体を扱う機

スムーズに活用できるようになることを主眼に創設

会の多い分野であるが、そのような分野にとっても、

された。立場や興味を超えて情報や技術を広く共有

遺伝情報を直接の興味の対象として（例えば分子進

するために、アカデミア・技術者・企業関係者の別

化やゲノム進化学）
、あるいは有用な一次情報・マー

を問わず積極的に交流できる場を機能させることが

カーツールとして（例えば生態、進化発生、集団生

目標である。
我々が上のように考え、会の創設に至った契機。

物学）
、今まで以上の飛躍的な自由闊達さで活用す

それは、我々自身がそれなりの苦労を経験したこと

ることの出来る時代が、どうやら訪れた気配である。
このような背景を踏まえて本記事では、著者らが

にあった。直接のきっかけは、本会コアスタッフの

創設し 2011 年 5 月に第 1 回研究会を開催した『NGS

およそ半数が参加していた「生命情報科学若手の
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会 」第 2 回 研 究 会（2010 年 10 月；詳しくは http://

第1回研究会（2011年 5 月）

bioinfowakate.org/）である。いわゆる「バイオイン

当初は、参加者がスタッフの数より少なくてもよ

フォマティクス」
「オーミクス」
「システム生物学」等に

いので、とにかく顔合わせをし、気軽な情報共有の

関わりを持つ若手研究者が参加したこの会では、時

あり方を模索しようと企画をした。ところが、フタ

代の流れを反映するかのように NGS に関係する研

を開けてみると計 105 人が集まる研究会となり、予

究発表が多く行われた。そこでは、NGS 活用によっ

想以上の反響に我々自身が驚いたことを告白したい。

てアプローチし得る生物学の重要問題や、データ解

次世代シーケンサーと周辺事情に対する様々な方面

析に必要となるアルゴリズムの研究などについて活

からの潜在的注目度の高さが反映されたとみている。

発な議論が行われた一方で、核酸サンプル調整や

本会のようなコミュニティーが生じるのは、我々が

データハンドリングといった技術レベルの問題でも

言い出さなくとも時間の問題だったのかもしれない。

各研究者が各々に試行錯誤をしている現状が改めて

いずれにせよ言いだしっぺとなってしまった我々

明らかになった。

に出来ることは、当初の望み通り、より学際的で

こうした経緯により、生命情報科学若手の会から

活発な横の交流の場を提供する（そして我々自身

スピンオフする形で NGS 現場の会を創設したのは、

も恩恵を得たい）ことであった。そこで、口頭／

ごく自然な流れであった。すなわち本会の創設は、

ポスター発表などの一般によく行われる催しの他

単に NGS のブームに同調したわけではなく、NGS

に、幾つかの新しい試みも取り入れた。
『ワールド

活用の敷居を下げることでサイエンスそのものや実

カフェ』̶リラックスしたテーブルディスカッション

学応用へ効率的に注力できるようにしたい、これま

によるブレインストーミングから忌憚のない情報交

での技術ではアプローチが難しかった問題に切り込

換やアイデア創生を目指す ̶ や、
『マインド・マッ

みたい、という我々自身の懇望に端を発した帰結で

プ』̶ 情報・アイデアの整理・統合を、その場の参

あった。

加者で仕上げる試み̶である。スタッフで連日、開

こうして出来た NGS 現場の会は、さっそくウェブ

催直前までメールとスカイプにより内容を練ったイ

ページの開設、賛同メンバーの募集、メーリングリ

ベントであったが、幸いなことに多くの方から好評

ストや wiki プラットフォームによる情報共有などを

を頂けたようである（アンケート結果などに基づく）
。

開始した。また活動の一環として、以下に紹介する

以下からイベントごとに細目を分けて、各々の具体

第 1 回研究会を開催した。以降ではこの研究会に焦

的な意図・内容・反響などを紹介していきたい。

点を移しながら、NGS 活用を学際的に推進できる場

（1）口頭研究発表：口頭発表は、発表数・総時間
ともに抑えめにした。2 日間で計 12 演題（各日 6 発

を目指す当会のスタンスを紹介していきたい。

表ずつ）と少数ではあったが、自分達が持ってきた
テーマを進展・発展させる有望技術として NGS を活
用したいという我々自身の方向性に大いに参考にな
るセッションとなった。すでに NGS 活用に取り組ん
図1 活動の開始に併せて作成した『NGS 現場の会』ロゴ

でいる方、また、これから始めようと考えている方

図 2 第1回研究会では、多岐に渡る関連
分野から計105 人の参加者が集まった
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（2）ポスター発表：上記の通り口頭発表は演題数

とも、有益な時間をシェアすることができたのでは
ないかと考えている。

を抑えた一方、ポスター発表は参加者全員にお願い

進化学の視点から興味深く感じた発表に触れてお

をした。その意図はもちろん、分野や立場を超えた

く。著者らの個人的好みを反映しているかもしれな

交流を図るためである。したがってポスターの内容

いが、ChIP-seq から転写制御ネットワーク像に迫る

については、研究発表としての完成度や完結性を必

研究、多型解析に関する技術的進展の話題、原虫

ずしも問わない一方で、発表者＝参加者の存在・関

トランスクリプトームに関する発表などを挙げたい。

心・取り組みと現状をアピールしてもらうことを重

これらは、遺伝子発現の進化、集団・多様性解析、

視した。その実現のために、研究者だけでなくテク

寄生・共生体進化に関心をもっておられる方にとっ

ニカルスタッフ・エンジニア・企業関係者の方にも

て、有用な参考事例となっただろう。さらに、遺伝

発表をして頂いた。

データが未だ貧弱な軟体動物について、NGS 活用

このため、結果的に 105 演題に及ぶポスターセッ

から比較ゲノム解析へアプローチした意欲的な試み

ションをアレンジすることになった我々は、会場設

も発表された。これは NGS によって非モデル生物

営のために思わぬ肉体労働をこなすことになった。

の比較研究がどの程度の実現性を帯びるかについて

が、著者らは勢ぞろいしたポスターの間を巡りなが

の興味深い事例と言える。活発な質疑応答が行われ

ら、参加者間の活発な交流の場を提供できたように

た様子から、分野や生物で区分された研究会では互

感じ取ることが出来た（図 4）
。汗も流した甲斐あれ

いになかなか出会えなかっただろう話題や興味が、

ば幸いである。

NGS を軸とすることで共有できたのではないかと考

全員にポスターをお願いしたことの他に述べてお

えている。

図3

口頭研究発表の様子

図4

ポスターセッションの様子

きたいポイントとして、セッション全体の時間を長
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めに設定したことがある。すなわち、研究会の 2 日

にその場での自由な発言・やり取りを行ってもらう。

目午後をほぼ全時間ポスターセッションに割り当て

出てきた内容をスタッフが適宜ピックアップするこ

たことによっても、多くの相互交流を生み出せたと

とで、スクリーン上の「マインドマップ」をリアルタ

考えている。例を挙げれば、シーケンス用ライブラ

イムで改訂・拡充していくという催しである（図 5）
。
結果として、幾つかの具体的活動案が得られ、関

リ構築の高度な技術をもった参加者が、別の研究会
に講演を依頼されるといったつながりも生まれる等、

西地区での勉強会の開催などといったアクションへ

開催側にとっても嬉しい出来事があった。また参加

と反映された。このマインドマップは、通常の研究

者から「すべてのポスターに目を通したいと思った

会等では耳にしないやや風変わりな催しではあった

のは今回が初めてかもしれない。
」等の感想を頂戴し

ものの、積極的な討論と方針導出につなげることが

た。本会の母体「生命情報科学若手の会」を参考に

出来たと考えている。多くの参加者が NGS に関する

導入した『ゆっくりじっくり楽しむポスターセッショ

情報収集などの面で模索中であること、まさにその

ン』であったが、改めてその効果や有用性を感じら

状況を反映したとも言えよう。
（4）ワールドカフェ：上記のマインドマップは当

れたように考えている。
（3）事前アンケートおよびマインドマップ：すで

会の活動内容を考えるための討論であったが、もう

に述べたように、本研究会への反響には我々自身が

1 つ、さらに重要な「NGS 活用を議論する」ための

驚き、参加者の要望を共有して活動内容等を議論す

イベントを設定した。それが、リラックスした雰囲

る必要があると感じた。しかし、全員参加型の討論

気作りからオープンなブレインストーミングを目指

を行うことも実際上難しい。そこで、開催に先駆け

す『ワールドカフェ』スタイルのテーブルディスカッ

てやや細かいアンケートを実施し、得られた情報に

ションである（図 6）
。

基づいた「マインドマップ形式」の討論会を行うこと

図 6 のような小テーブルを計 8 ヶ所設置、各テー

で、参加者の興味・考えていること・展望や望み等

ブルには「ゲノム解読」
「発現・制御解析」
「エピジェ

を有機的に繋げることを試みた。差し当たっての会

ネティクス」等のテーブル・テーマが与えてある。そ

のビジョンを描き出すことが狙いである。

して各テーマに対応するテーブルホスト役を（今回

あくまで我々が取ったやり方であるが、マインド

は）スタッフから配置し、参加者の方々には各々好

マップについて簡単に説明する。アンケート結果な

きなテーブルについて頂く（1 テーブル 10 〜 15 人程

どの事前情報に基づいて、まず討論のタネとする

度）
。そして全テーブル一斉スタート、ホスト役の

キーワード ̶ 今回は「情報共有」
「情報公開」
「研究会」

リードのもとで、ざっくばらんにアイデア・疑問・

「メーリングリスト」等 ̶を
「Wiki による情報集約」

情報の交換を行うという催しである。これを 1 セット

スクリーンに投影し、各要素間のつながりや階層関

20 分ずつ、合計 3 セット実施した。全セット終了後

係を「樹状図」で表して参加者に見せる（専用ソフト

はホスト役が演台に集まり、メモ等を参照しながら
各テーブルの「まとめトーク」を行うことで、情報を

を使用）
。そのフォーマットを叩き台として、参加者

シェアする。
このイベントも比較的目新しい種類のものであり、
どう転ぶか予測のつかない冒険であったが、結果的
には大きな反響を頂いた。著者らが目にした限りで
も、多くの参加者̶ビギナーから経験者まで̶が活
発に議論に加わり、
「普段会えない相手」と一緒に
「普段から話したかったこと」を打ちまけていた感が
ある。殊更に興味深かった例としては、
「プロトコー
ル開発 」や「Illumina, SOLiD, Roche」テーブ ルに
ついた企業の方どうしが、まさに遠慮のない情報交
換の場を作り上げた事が挙げられよう。企業・研究
者・エンジニアが渾然となって繰り広げた「○○を
図5

今回描き出されたマインドマップの例

するにはどうすればよいか」の議論は、居合わせた
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図6 「 ワ ー ル ド カ
フェ」の様子。出てき
た話題やアイデアは、
適宜参加者によって机
上の用紙にメモされる

我々スタッフにとっても得がたい体験となった。

国の NGS 活用を巡る状況は米国等の後塵を拝して

NGS 現場の会：今後の展望

られる。こうした現状において、本会の果たせる役

おり、また、新機種の登場も今後しばらく続くとみ
以上、NGS に関する「現場レベルの」情報共有を

割は今のところ少なくないと考えている。一方で、

目指した第 1 回研究会について、やや詳しく紹介し

NGS 関連のノウハウが広く「現場」に普及していっ

た。開催者ら自身の苦労に端を発して、この新しい

た暁には、会の解消と入れ違いに新たな生物学のコ

技術に関する交流と情報共有を第一目的とした本会

ミュニティーが生みだされていることを、切に期待

のスタンスを、具体的な開催内容からご理解頂けた

したい。
最後に、次回の 2012 年度研究会その他へ、ぜひ

ならば幸いである。さらに言えば、こうした交流を
契機の 1 つとして、幾つもの共同研究、学術論文、

進化生物学の立場からも積極的に関わって下さる

独創的・魅力的な新分野が生み出されたならば、主

スタッフ志望の方を歓迎する旨記したい。
『NGS 現

宰者冥利に尽きる次第である。

場の会』ウェブページ（冒頭に URL を記載）を訪れ

誤解を恐れず述べれば、本会の目指すところは

ていただくほか、本会スタッフ・メーリングリスト

数ヶ年先の「発展的解消」だと考えている。NGS が

（ngs-gii-meeting@googlegroups.com）へご 連 絡を

生物学における一般的な技術となれば、会存続の

頂ければ幸いである。

必要性はなくなるだろう。しかし残念ながら、我が

海外学会参加記
Wellcome Trust Advanced Course
Computational Molecular Evolution
に参加して
石川奏太（筑波大学大学院生命環境科学研究科）

私 は、2011 年 4 月 10 日 か ら 21 日 ま で Wellcome

だきましたので、本コースで印象に残ったことなど

Trust の提供するトレーニングコースの一環である

について、ここに記したいと思います。開催場所は

Computational Molecular Evolution（ 以 下 CoME）

英国ケンブリッジにあるサンガー研究所で、コース

に参加しました。今回その参加記を書く機会をいた

オーガナイザである Nick Goldman 博士（European

49

日本進化学会ニュース November 2011

Bioinformatics Institute）
、Alexandros Stamatakis

リアム王子の結婚式を間近に控えていたため、私が

博士（Heidelberg Institute for Theoretical Studies）
、

滞在した間は英国中がお祭り騒ぎのような雰囲気

Ziheng Yang 博士（ロンドン大学）
、Adrian Friday

でした。ちなみに、私にとってはこれが初めての海

博士（ケンブリッジ大学）をはじめ、多数の講師

外旅行でもありました。国際学会の経験は一度だ

陣、アシスタント、生徒含め総勢 60 名程度の大規

けあるものの、その時の開催場所は日本であったた

模なコースとなりました。CoME について知ったの

め不自由はさほど感じませんでした。しかし、未だ

は、Stamatakis 博士の開発した系統解析ソフトウェ

体験したことのない外国、しかも自分の身一つの遠

ア「RAxML」の HP に掲載されたニュースを通じて

征ともなれば、空港でタクシーを拾いホテルに向か

でした。私は現在筑波大学大学院の修士課程に所属

う、ケンブリッジ行きのコーチ（高速バス）に乗るな

し、同大学院の橋本哲男先生ご指導の下、主に真核

ど、一挙手一投足にも様々な弊害が生じ、五里霧中

原生生物の系統や進化、及び分子系統解析の方法論

の状態でサンガー研究所まで到達すること自体が私

について研究を行っています。その中で私は、分子

にとっては大仕事でした。ただ、自分の英語能力の

系統解析を単なるツールとしてではなく、その背景

低さに不安と焦りを感じながらも、人生で初めてみ

にある数理統計学的あるいは計算科学的な理論も含

る海外の町並みや人々の生活の様子に深い感銘と興

めた一つの研究分野として捉えています。しかるに

奮を覚えたことを今でも思い出します。特にケンブ

CoME で予定される講義内容はそうした自身の研究

リッジの町並みはとても印象的で、私の住むつくば

に即したものであり、このコースへの参加は今後の

市と同じく大学を中心とした「学生のための街」とい

研究生活にも有意義な経験となるだろうと考え、応

う感じでしたが、町中に点在するカレッジや教会な

募することを決めました。申請書を提出し、参加者

どの建築物はいずれも歴史的価値のあるもので、そ

の選定のための審査を経て、コースに行けることが

れらの存在がケンブリッジの「威厳ある学問の都」と

決定したのは昨年 12 月頃でしたが、英国へ出発する

してのイメージを強くしているようでした。

直前に東日本大震災が発生し、私達の研究室も大き

サンガー研究所に到着後は、講師陣、生徒全員が

な損害を被りました。自身の日常生活も含め、色々

共にコース終了まで同施設の宿泊棟に寝泊まりする

と地に足の着かない不安定な状況ではありましたが、

ことになりました。到着日にはパーティーが開かれ、

それでも何とか予定通りに参加することができまし

そこで参加者全員の顔見せがありましたが、参加者

た。震災による被害に遭った中でも私を送り出して

の大半は英国、ドイツ、フランスなどヨーロッパの

下さった研究室のメンバーに、この場を借りてまず

国々から来ており、アジア系の人間は私を含めて三

感謝を申し上げたいと思います。

名だけでした。年齢層はポスドクになりたての人や

4 月の英国は予想よりも暖かく、幸い期間中は天

博士課程学生が多く、修士課程の学生は二人しか

候にも恵まれたため、用意した厚手のジャケットは

いませんでした（ちなみに私は最年少でした）
。参加

殆ど必要ありませんでした。この頃はちょうどウィ

者の研究分野も多岐に渡り、私と同じく微生物を対
象とした分子系統・分子進化
を研究する人もいれば、比較
ゲノム学や古生物学、文化人
類学などを取り扱う人もおり、
中には 一 年 前まで Microsoft
でネットワーク構成の研究を
行っていたという人もいまし
た。なお、一日のスケジュー
ルですが、8 時半までには全
員朝食を済ませ、早速授業が
始まります。授業は一コマ 1
時間半で、授業の合間には 30

図1

CoME 参加者の集合写真（サンガー研究所にて）

分の休憩があります。午前中
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は 二コマ（8:30 〜 12:30）
、午 後に二コマ（13:30 〜

析に対する熟練度も人によって大きく異なりまし

17:30）と招待講演（18:00 〜 19:00）
、夕食の後は自

た。コンピュータを使った解析に慣れていない人を

由時間です。夜の自由時間では、何もすることがな

カバーするためにも、このイントロダクションは重

い人は早々にバーで寛いだりしていましたが、大半

要だったと思います。また、これに続く Aidan Budd

の人は講師陣とともに教室に向かい、一日の復習や

博士と Adrian Friday 博士による「系統樹と配列デー

自前のデータ解析を行っていました。私も基本的に

タの解釈」の講義も、これからのセッションのための

は 10 時くらいまでは教室に居残り、これまでの研究

イントロダクションの様な感じで、遺伝子配列デー

の中で疑問点となっていたことや時間の関係上授業

タや分子系統樹が何を示すのか、という一般論か

中には訊けなかったことなどを講師の方に質問しま

ら始まりました。講義ではギャップや挿入／欠失な

した。また、予め用意してきたデータを解析し、そ

ど配列データに見られる主な特徴や、有根系統樹

の結果について Stamatakis 博士らと議論したりもし

や無 根 系統 樹、branch や node、clade といった分

ました。そしてその後は、ほぼ毎日深夜まで飲み明

子系統樹の基本的な形式について教わるとともに、

かしました。授業中は真面目な学生や講師達も、こ

Jalview や Dendroscope といった配列エディタ／系

の時には年齢問わず皆で冗談を言い合ったり郷土の

統樹描画ソフトを用い、実際に配列を操作したり系

歌を披露したりして、一日の疲れを癒していました。

統樹を構築したりしました。このセッションでは例

参加者同士の雰囲気はとても良く、殆どの人が初対

えば「Newick 形式のファイルを自分で作成し、系統

面であるにも関わらず、初日から顔見知りの友人の

樹を描画せよ」というような課題が出されたように、

ような感覚で接することができました。この点も、

CoME の講義では所々で課題が与えられ、生徒同士

私がこのコースを気軽に、そして充実して過ごすこ

で相談しながら問題解決に取り組みました。そのお

とができた一因であると考えています。

かげで、座学だけではいまいち理解できなかった理

肝心の講義についてですが、CoME の日程は「系

論やテクニックについても実感を伴って学習するこ

統樹と配列データの解釈」
、
「ゲノムデータ資源と配

とができました。

列のアライメント」
、
「並列処理」
、
「分子系統解析」
、

次 のセッションで は Javier Herrero 博 士と Wil-

「仮説検定」
、
「集団遺伝学」という 6 つのセッション

liam Pearson 博士の担当する「ゲノムデータ資源と

に 分 か れ、Computational Molecular Evolution と

配列アライメント」の講義がありました。前半では

いう大きなテーマに重要な項目を体系的に学習しま

我々が頻繁にアクセスする NCBI などのデータベー

した。また、全ての講義で CUI ベースのソフトウェ

スの解説から始まり、昨今において急増するゲノム

アを使った実習があるため、コースの最初には Unix

情報を利用した whole genome alignment という新

コマンドの使い方について簡単な説明と練習が設け

しい技術についても説明を受けました。後半では

られました。上述したように参加者それぞれのバッ

BLAST や FASTA による相同 性 検 索や、ClustalW
や MUSCLE を使った多重配列アライメントについ

クグラウンドが違うため、ソフトウェアを用いた解

て勉強しました。Pearson 氏の話は淡々としてしか
も難解な部分が多く、特に多重配列アライメントに
関しては、pairwise によるスコアリング法ならばま
だしも、それ以上の（MUSCLE や T-Coffee などに
実装されている）理論については理解が及びません
でした。配列のアライメントは分子系統解析におい
て精確な解析結果を得るために最も重要な要素の一
つであるにも関わらず、自分の理解がまだまだ不十
分であることを思い知らされたセッションでした。
続いて、Stamatakis 博士による「並列処理」の講
義がありました。このセッションでは参加者の殆ど
にとってマニアックな領域となる計算科学的内容を

図 2 CoME の授業風景。生徒には一人一台デスクトッ
プ PC が与えられた。

取り扱うため、希望者のみを募り他の生徒は自由時
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間となりましたが、実際には半数以上の生徒が自主
的に参加していました。実は、本講義は私が CoME
の中で最も楽しみにしていたものでした。バイオイ
ンフォマティクスを専門とし、ソフトウェアの扱い
に長けた人でも、そのソフトウェアが如何なる設計
思想に基づいて作られた物なのか、という点を気
にすることは殆ど無いのではないかと思います。し
かし、私は将来分子系統解析のためのソフトウェア
を自分の手で製作する、というエンジニア的な側面
も兼ね備えた研究者となることを目標としているの
で、既存のソフトウェアに用いられている計算科学

図 3 教壇に立つ講師陣。左から Olivier Gascuel 博士、
Nick Goldman 博士、Alexandros Stamatakis 博士。

的な理論やテクニックを学ぶことは必須です。特
に、近年 EST 解析などによりあらゆる生物の大規模
配列データを取得することが容易になったため、分

かっていなかったことが浮き彫りになり、講義や質

子系統解析に利用できる配列データの急増に対処す

疑を通して自分の理解をより正確にすることができ

べく、大量のデータを高速に、そして正確に解析で

ました。また、Gascuel 博士の講義では、ブートス

きるソフトウェアの開発が望まれています。講師の

トラップ値や事後確率に替わる新たな branch sup-

Stamatakis 博士は現状最速の系統解析プログラムで

port value として、aLRT や SH-aLRT、aBayes など

ある RAxML の作者であり、彼から高速化のための

の理論が紹介され、先に述べたデータ量の増大に対

並列処理について話が聞けることはこの上ない好機

応する新たな方法論的試みについて、興味深い話題

でした。講義では、PTHREADS や MPI などの並列

を仕入れることもできました。これについては、最

プログラミングの概要や、並列処理時の計算プロセ

近 Gascuel 博士の研究室から論文が出たようですの

スの仕組み、メモリやキャッシュの使い方など、ソ

で、興味のある方は是非ご覧になって下さい（参考

フト・ハード織り交ぜた理論を学びました。さらに、

。
文献 1）

講義後の実習では Stamatakis 博士の研究室で管理

一日の free day（この日はケンブリッジ観光をしま

するクラスタ計算機にリモートログインさせてもら

した）を挟み、コース後半では「仮説検定」と「集団

い、RAxML の最新バージョンを使ったデータ解析

遺伝学」についての講義が行われました。まずは、

も行いました。並列計算の理論を学ぶだけでなく、

Nick Goldman 博士と Ziheng Yang 博士による「仮

普段使用する機会の無い大規模計算機を用いた解析

説検定」のセッションです。といっても、Yang 博士

を実践できたことは、私にとって非常に有意義な体

の講義はコドンモデルを使った解析に関する話が主

験になりました。

たるもので、タンパク質コーディング遺伝子の置換

コー ス 前 半 の 最 後 の セッション で は、Olivier

過 程を、positive selection などの概 念も含めどの

Gascuel 博士と Brian Moore 博士による「分子系統

ように評価するかというテーマが中心的でした。一

解析」の講義がありました。この講義と後に述べる

方、Goldman 博士からは尤度比検定に基づくモデ

「仮説検定」の講義は、CoME のメインとなるセッ

ル比較について重点を置いた話をされました。AIC

ションでした。講義では最節約法、近隣結合法、最

基準のモデル比較や、KH, SH, AU 検定などは私も

尤法、ベイズ法といった分子系統解析の主要な解析

そこそこに理解はしていましたが、この講義では今

手法を網羅した解説がなされました。当然のことな

まで知らなかった、対数尤度差の確率分布をχ二

がら数理統計学的な知識を交えた話となったため、

乗分布で仮定したモデル検定や、SOWH 検定など

これまでの講義と異なり、難解な数式に頭を悩ませ

parametric bootstrap を用いた仮説検定法なども学

る人が多くいたように感じました。自分にとっては

ぶことができました。この辺りの日程になると、さ

専門分野ですので見慣れた単語や数式が多く、講義

すがにハードなスケジュールと夜遅くまでの酒飲み

内容自体はさほど難しくありませんでしたが、これ

の影響で、私だけでなく多数の人の顔にも疲れが見

まで正しく理解していなかったことや曖昧にしか分

え始めました。コース前半では授業の間の休み時間
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に至る所で講義内容に関する議論がなされていまし

私自身のことについても色々と尋ね、授業の内容や

たが、眠気を覚ますため軽い仮眠を取る人や、外に

互いの研究に関しても真剣に議論をしてくれました。

出てフリスビーやサッカーをして体を動かす人が増

本コースに参加することを決めたとき、
「まだ自分に

えてきました。それでも講義中にだれる人はおらず、

は早すぎるかな」という不安感が無かったわけでは

相変わらず活発な質疑応答が展開されたことから、

ありませんし、確かに順風満帆とはいかない部分も

参加者のモチベーションの高さを再認識しました。

ありました。しかし、日本に帰国する時にはその考
えが杞憂となるほど、本コースを通して大きな満足

最後にあったのは「集団遺伝学」の講義でしたが、
私はこの分野についての知識基盤が全くないので、

感とモチベーションを得ることができました。特に、

coalescent model とは何か、という話題から始まる

研究室単位で参加する国際会議とは異なり単身で飛

講義の大部分が未知の領域であり、講師の Bruce

び込み、自分の力だけで他の研究者と議論を行うこ

Rannala 博士と Adam Leache 博士の話についていく

とに挑戦するという経験は、本コースに参加するこ

のがやっとでした。しかしながら、実際に集団遺伝

とでしか得られなかったでしょう。また、そのよう

学の分野で使用されているソフトウェアを使った実

な経験を早期にしたことも、私のこれからの研究生

習を講義と並行して行うことで、何を、何のために

活に多大な利益をもたらすものになるだろうと今で

やっているのかという概要は理解できたと思います。

は確信しています。

一日の終盤、夕食前には CoME の内容に関連し

もう一つ、私は本コースに参加して知識やテク

た研究分野の第一線で活躍する研究者を招待した講

ニックだけでなく、
「分子系統解析の理念」という

演がありました。ここでは昨年夏、金沢で開かれた

ものも学ぶことができたと考えています。例えば、

International Society for Evolutionary Protistology

Gascuel 博士が講義中に発した言葉として強く印象

（ISEP）でお会いした Martin Embley 博士にも再会

に残っているのが、
「bootstrap 値はあらゆる生物学

することができました。真核生物の大系統や真正細

的な進化イベントに対して何ら直接的な支持を示す

菌・古細菌・真核生物の三大ドメインの系統関係

ものではない」という一文です。分子系統解析は決

などに関する氏の研究には以前から興味を抱いてお

して万能でオールインワンな解析手法ではありませ

り、今回その内容について方法論的な観点も含めた

ん。系統解析結果から我々が与り知ることができる

包括的な講演を拝聴することができたのは僥倖でし

のは解析に用いた配列データの置換プロセスであ

た。招待講演では、講演者の最新の研究成果につい

り、bootstrap 値はその置換プロセスにおける配列の

てのプレゼンを聴きながら、自分たちが CoME で学

分岐パターン（殆どの場合我々はそれを生物種その

習した知識やテクニックが実際の研究現場でどのよ

ものと仮定しますが）を支持する値に他なりません。

うに活用されているのか、そして熟練の研究者たち

「葉緑体やミトコンドリアを獲得した」など、生物学

がデータ解析から得られた結果に対しどのような解

的なイベントがいつ起こったかを詳細に考察するた

釈を行うのかを知ることができました。

めには、分子系統樹だけでなく分子生物学的あるい

以上の内容で十日間のコース日程があっと言う間

は形態学的など多角的な視点からのデータが必要と

に過ぎていきましたが、私がその中で最も苦労した

なり、そういったデータから得られた知見を分子系

のは、やはり日常会話から専門的な議論まで全て英

統樹上にマッピングすることで、生物学的な進化イ

語で行うという点でした。上述したように、私はま

ベントについての“ 更なる推測 ”が可能となります。

だ国際学会の参加経験も少なく、留学をしたことも

bootstrap 値はそういった“ 更なる推測 ” の基盤とな

ないので、英語で会話するということに対して不慣

る系統樹のトポロジーに対する支持値に過ぎず、そ

れです。皆が流暢な英語を喋る中、私一人だけ簡単

の点を疎かにし、bootstrap 値をある進化イベントの

な単語を使ったたどたどしい会話をすることしかで

直接的な根拠として取り扱うことは極めて危険であ

きず、コース期間中はずっとコミュニケーションを

る。Gascuel 博士が言った言葉には、そのような意

取ることに悪戦苦闘していました（実際にちゃんと

味があるのだろうと私は理解しています（ただ、形

会話が成立していたのかどうかですらも怪しかった

態学的な特徴を配列データのように扱い解析する方

と思います）
。しかしながら、他の参加者はそんな私

法もあることから、この理念も解析手法の進歩と共

でも気軽に声を掛けてくれ、震災後の日本の状況や

に遷移していくのかもしれません）
。本コースで学
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習した知識やテクニックは、分子系統解析の指南書

積極的に参加し、自身の能力の向上に努めていきた

や論文を読むことでも同様に習得することが可能で

いと考えています。最後に、本コースに参加するに

しょう。しかし、上記のような「理念」は書物を読む

至って様々な援助をして下さった筑波大学の橋本哲

だけでは吸収できず、当該分野を牽引する研究者と

男先生、CoME の講師及びアシスタントの皆様、そ

生の議論を行うことでしか感じられないものだと思

してこの度私の体験談を文面にして記す機会を与え

います。

て下さった千葉県立中央博物館の宮正樹さんに深く

CoME ではコース終了後にアンケートを取り、参

御礼を申し上げ、本参加記の終わりにしたいと思い

加者の意見や感想を集め、次回のコースにフィード

ます。

バックするという試みもありました。本コースは来
引用文献

年も開催される予定ですので、私と同様に分子系

Anisimova M, Gil M, Dufayard JF, Dessimoz C,
and Gascuel O. 2011 Sur vey of branch support
methods demonstrates accuracy, power, and
robustness of fast likelihood-based approximation
schemes. Systematic Biology. doi: 10.1093/sysbio/
syr041

統解析に興味を抱いている方がいましたら、ぜひ本
コースに参加し、私よりもっと素晴らしい体験をす
ることを望みます。私自身も、本コースから得られ
た経験や知識をより深化させ研究活動に活用する
とともに、今後も国際学会やトレーニングコースに

MBEとMPE の Founding Editors 逝去
斎藤成也

分子進化学の分野には、代表的な専門誌が 3 誌あ

を用いて 3 種の分岐年代を 500 万年ほど前だと推

る。老 舗 が Journal of Molecular Evolution（JME）

定した。故 Wilson 博士らのその後の一連の研究の

であり、まだお 元 気な Emile Zuckerkandl 博 士 が

おかげで、パイオニアである Goodman 博 士の研

1970 年代に始めたものだ。次が 1983 年に刊行が始

究成果は、少し影に隠れた観がある。以前、Wen-

まった Molecular Biology and Evoluton（MBE）で

Hsiung Li 博士（現在シカゴ大学教授）から、Good-

あり、さらに 1992 年、Molecular Phylogenetics and

man 博士はもっと評価されるべきだというご意見を

（MPE）の刊行が始まった。
Evolution

お聞きしたことがある。なお、3 種の分岐年代の問

昨 年、2010 年 の 11 月 14 日に、MPE の Founding

題は、現在にいたるまで決着していない。

Editor で あ る Morris Goodman 博 士 が 逝 去 し た。

私 が 最 初 に Goodman 博 士 に お 会 いし た の は、

今 年、2011 年 の 3 月 10 日 に は、MBE の Founding

1985 年にミシガン大 学で開催された J. V. Neel 教

Editor である Walter M. Fitch 博士が逝去した。あ

授退官記念シンポジウムである。その翌年、クレ

いつぐふたりの死去を受けて、追悼文をここに記す

タ島で Georgio Bernardi 博士が主催した分子進化

ことにした。

学のシンポジウムでお会いし、少し話すことができ

Morris Goodman 博士は 1925 年生まれ。Milwau-

た。1990 年に京都と犬山で開催された国際霊長類

kee で育ち、1960 年代初頭に、免疫学的手法を用

学会でもお会いした。穏やかな人柄だったが、講演

いて、大型類人猿の中でオランウータンがチンパン

では霊長類の新しい分類体系を提唱するなど、物

ジーやゴリラよりもヒトから系統的に離れているこ

議をかもすことも多かった。1992 年に MPE を立ち

とをはじめて示した。これがいわゆるヒト・チンパ

上げ、この雑誌を大きく発展させた。現在はお弟子

ンジー・ゴリラ三分岐問題研究の出発点だった。そ

さんの Wildman 博士が第二代編集長となっている。

の数年後に、Wilson と Sarich がより定量的な方法

この 10 月 3 日に、博士が長く在籍した Wayne State
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University があるデトロイトで、記念シンポジウム

Fitch 博士に相談した際には、一言、“Do it!”と言わ

が開催される。私も参加する予定である。

れたとか。

Walter M. Fitch 博 士 は 1929 年 に San Diego で

Fitch 博士とは何度か話す機会があり、多くの思

生まれた。U.C. Berkeley で比較生化学の Ph.D. を

い出がある。明るく、誠実な人柄だった。Cladistics

取得し、Stanford University, University College

vs Phenetics 論争で目の敵のはずの J. S. Farris 博士

（London）でのポスドクを経て、University of Wis-

と、ある国際会議の系統解析ワークショップで、親

consin に長く在籍した。私は、留学していたヒュー

しげに話していたことをおぼえている。国立遺伝学

ストンから 1984 年の夏休みに車でずっと北上して

研究所の五條堀孝博士が Fitch 博士をしばらく招待

University of Wisconsin までたどりつき、Fitch 博

した際には、特に話す機会が多かった。ある時、結

士、および James F. Crow 博士にお会いしたことが

局自分の発表した論文で一番引用されているのは、

ある。今でも鮮明に覚えているのは、最初に Fitch

Fitch-Margoliash 法という系統樹作成に関する論文

博士を見かけた時である。T シャツに半ズボン、サ

だということを、ふっと寂しそうに言われたのが印

ンダル姿であり、なんとなく、風呂屋の三助という

象に残っている。また、UPGMA の開発者であり、

かんじだった。Fitch 博士を深く尊敬した結果かど

数量分類学の草分けである Robert Sokal 博士の講演

うか、夏の暑い時期には、私もほぼ似通ったスタイ

内容を Cold Spring Harbor Symposium で聞いたの

ルをとっている。なお、1980 年 代に University of

で、それを Fitch 博士に紹介したら、珍しくおこりだ

Southern California に移ったあと、さらに 1989 年に

し、あいつはなんでも距離を測ってそれらのあいだ

は U.C. Irvine に移った。

の関係を推定することばかりしていると批判してい

Fitch 博士は 1983 年に、根井正利教授（当時、テ

た。たしか癌の種類の解析だったと思うが、系統樹

キサス大学ヒューストン校）とともに MBE を立ち上

作成法をそのようなデータに使ってもかまわないと

げた。その後数年のあいだに、この雑誌が分子進化

考えている私としては、意外だった。おそらく、ふ

学の分野で大きな存在となり、現在に至っているの

たりのあいだには何らかの確執があったのだと思う。

は、多くの皆さんがご存じだろう。今年の 7 月に京

Fitch 博士は、カリフォルニアに移ったあとは、イ

都で分子進化学の国際会議が開催されたが、この会

ンフルエンザウイルスの系統解析をずっと続けてお

議は、MBE を母胎としてはじまった学会（SMBE）

られたが、当初彼が主張していた、やがて絶滅して

の年次大会である。昨年の準備段階から、私たち国

しまう枝の部分に比べると、ずっと子孫に伝わって

内組織委員会では MBE の歴史に関するシンポジウ

行く幹の部分のほうが進化速度が速いという予想

ムを企画し、病気療養中だった Fitch 博士には、ビ

は、私は当初は懐疑的だったが、結局彼の予想が正

デオ出演をしてもらう計画だった。博士の逝去を受

しいことが証明されている。
残念ながら、Fitch 博士の弟子は多くはない。し

け、追悼シンポジウムを追加し、根井正利教授が講
演した。MBE の歴史については、第 2 代、第 4 代、

かし、直接の弟子ではなくても、彼を尊敬し、彼に

および第 5 代（現在）の編集長が Fitch 博士の思い出

多くの影響を受けてきた私のような人間が多数存在

を含 めて語った。Genome Biology and Evolution

しているはずである。このようにして、学問の法灯

の立ち上げを計画していた William Martin 博士が

は伝えられてゆくのだろう。

日本進化学会事務局活動報告（2010 年 9 月〜 2011年 7 月）
2010 年

3 月 31 日

日本進化学会ニュース Vol.12 No.1 発行

11 月 30 日 日本進化学会ニュース Vol.11 No.2 発行

5 月 23 日

学会賞選考委員会開催（クバプロ）

2010 年

2月8日

6 月 24 日

会計監査（クバプロ）

第 11 回日本進化学会賞・研究奨励賞・

7月8日

日本進化学会ニュース Vol.12 No.2 発行

教育啓蒙賞の公告

7 月 29 日

評議員会
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日本進化学会 2011年度評議員会報告
【日時】2011 年 7 月 29 日（金）16：15 〜 18：15
【場所】みやこめっせ

10）2013 年度大会開催候補地について

3 階 第 5 商談室

2013 年度大会開催地について和田洋渉外幹事よ

（出席 5 名、欠席 15 名、委任状 15 名）

り、橋本哲男評議員を中心に筑波大学で開催され

【議題】

る予定であることが報告され、全会一致で承認さ

1）2010 年 8 月〜 2010 年 7 月業務報告

れた。

11）次期副会長（次々期会長）の選出について

学会事務局の（株）クバプロより業務報告が行わ

次期副会長選挙については、評議員の出席数が少

れ、了承された。

2）2010 年度決算報告

ないことから、後日郵便にて投票を行うこととし

佐々木顕会計幹事より 2009 年度決算が資料をも

た。

12）その他

とに報告され、全会一致で承認された。

3）2011 年度中間決算ならびに 2012 年度予算案

斎藤成也会長より「日本進化学会学会賞と研究奨

佐々木顕会計幹事より 2011 年度中間決算ならび

励賞および教育啓蒙賞に関する細則」の改正につ

に 2012 年度予算案が資料をもとに説明され、全

いて提案があり、全会一致で承認された。

会一致で承認された。

（現行）

4）学会賞・木村賞、研究奨励賞、教育啓蒙賞の報告

第 4 条【賞の選考】

田村浩一郎事務幹事長より、5 月 23 日に開催され

第 1 項【選考委員会】

た選考委員会の報告がなされた。

「選考委員会」を結成して、
上記 3 賞の受賞者は、

5）各幹事からの報告

公平適切に選考する。選考委員会は、会長、副
会長、幹事、および会長が指名した評議員 3 名の

特になし。

6）学会後援・共催等についての報告

計 6 名から構成され、その委員会は会長あるいは

田村浩一郎事務幹事長より、日本進化学会が後

副会長のどちらか、幹事、評議員 1 名以上の出席

援、共催、協賛を行った各種学会、講演会等につ

をもって成立するものとする。委員長は会長とし、

いて報告があった。

会長が欠席の場合には副会長とする。

7）学会創立十周年記念出版事業の進捗について

（改正後）

斎藤成也会長より学会創立十周年記念出版事業

第 4 条【賞の選考】

の進捗について報告があった。

第 1 項【選考委員会】

8）2011 年度学会準備状況報告

「選考委員会」を結成して、
上記 3 賞の受賞者は、

阿形清和大会委員長が欠席のため、疋田努評議員

公平適切に選考する。選考委員会は、会長、副
会長、幹事、および会長が指名した会員 3 名の計

より大会準備状況について報告があった。

9）2012 年度学会準備状況報告

6 名から構成され、その委員会は会長あるいは副

田村事務幹事長より、2012 年の学会は首都大学

会長のどちらか、幹事、評議員 1 名以上の出席を

東京南大沢キャンパスにて開催予定であり、日程

もって成立するものとする。委員長は会長とし、

は 8 月お盆明けの平日を中心に検討中である旨報

会長が欠席の場合には副会長とする。

告があった。

以上

日本進化学会 2011年度総会報告
【日時】2011 年 7 月 30 日（土）16：00 〜
【場所】京都大学

2）評議員会開催報告

百周年記念ホール

齋藤成也会長

3）2010 年 8 月〜 2011 年 7 月業務報告

【報告事項】

1）2011 年度大会報告

クバプロ

4）2010 年度決算報告ならびに会計監査報告

阿形清和大会委員長
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【審議事項】

佐々木顕会計幹事

5）進化学会賞・木村賞、研究奨励賞、教育啓蒙賞

1）2011 年度中間決算ならびに 2012 年度予算案
佐々木顕会計幹事

の報告

2）2013 年度大会開催地について

田村浩一郎事務幹事長

6）学会創立十周年記念出版事業の進捗について

和田洋国内渉外幹事

3）学会賞細則の改正について

斎藤成也会長

7）2012 年度大会準備について

斎藤成也会長

4）その他

村上哲明会員

進化学会賞・木村賞、研究奨励賞、教育啓蒙賞の報告
【日時】
2011 年 7 月 30 日（土）
【場所】京都大学

2. 木村基金・木村運営委員長：
「木村賞」の賞

百周年記念ホール

状授与、副賞目録授与
○ 研究奨励賞受賞者（賞状授与）

授賞式

1）日本進化学会・斎藤成也会長（学会賞選考委員

細

長）による受賞者と授賞理由の説明

2）公益信託進化学振興木村資生基金・木村克美運

将貴

𡈽田

努

木村

亮介

○ 教育啓蒙賞受賞者（賞状授与）

営委員長によるご挨拶
（木村基金の経緯と今年度の木村賞授賞の報告）

井上

潤

3）授賞式
○日本進化学会賞／木村賞受賞者
田島

受賞講演・田島

文生

文生［たじま ふみお］

「遺伝的変異の遺伝子系図学的解析理論」

※選考過程、授賞理由等の詳細については前述のと

1. 日本進化学会・会長：
「日本進化学会賞」の

おり

賞状授与、木村メダルの授与

第 12 回日本進化学会

ポスター賞、高校生ポスター賞報告

ポスター賞

1

最優秀賞（1 件）

P053

P076

哺乳類の空中進出を可能にした複合適応形
1

○阿部貴晃 、土岐田昌和

3

丙午の出生率減少からみる非適応的な文化
進化

態の進化〜コウモリの翼形成に迫る〜

◯田村光平、井原泰雄

2

東大・院理

1

筑波大・生命環境学群・生物学類、

2

筑波大・院生命環境・生物科学

P093

Allelic Variations of Cytochrome P450
Genes in Wild Medaka Populations: a Parallelism to Human Alleles

優秀賞（4 件）
P008

2

放送大学、 産総研、 東京大学

フグにおける性決定遺伝子座の進化

○勝村啓史

○菊池 潔、田島祥太、渥美九郁、神谷隆史、

太田博樹

細谷 将、田角 聡、鈴木 譲

1

1, 2

1

1

1, 2
2

東大・院新領域、 北里大・医

東大・水実
P020

ゾウムシ類の細胞内共生細菌ナルドネラの極

審査委員

小ゲノムの全塩基配列決定と比較ゲノム解析
1

2

2

池尾一穂、河邊昭、川村正二、小林一三、

2

○二河成男 、安佛尚志 、細川貴弘 、古賀隆一 、
2

3

3

孟 憲英 、大島健志朗 、服部正平 、深津武馬

斎藤成也、柴田弘紀、田中幹子、田村浩一郎、

2

疋田 努、深津武馬、村上哲明
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1

、尾田正二 、三谷啓志 、河村正二 、
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的研究

高校生ポスター賞
最優秀賞（2 件）

兵庫県立神戸高等学校

H2 ナミテントウは悪い虫？〜捕食性テントウムシ

一海大輔、神吉隆行、口分田尭、土田 愛、秦 佑介、

のギルド内捕食と共存メカニズム〜

堀内麻利安
H6 アフリカナガバモウセンゴケの捕虫葉への電気

茨城県つくば市立谷田部東中学校

刺激と反応について

村田篤志
H4 インドネシアシーラカンスの研究

洛星高等学校

秋田県立大館鳳鳴高等学校

服部吉朗

伊藤杏奈、田中祐輔、杉江 瞬、虻川真里奈、

H7 養分を得る周期の不正確な生物の競争力は？

加賀経元、佐藤いつみ

― 仮想空間上の陣取りシミュレーション

優秀賞（2 件）

洛星高等学校

H1 市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメは

西藤篤城
H8 強酸性河川（山形県蔵王川、酢川）に生息する

どのように過ごしているのか

ユビオナシカワゲラの生態：pH と

ノートルダム清心学園清心女子高等学校

水生昆虫

原悠歌、井上智香子

溶存化学物質に対する耐性の研究

H9 兵庫県に生息するメダカは均一な集団か？

山形県立上山明新館高等学校

兵庫県立神戸高等学校

小関僚太、松田 蓮、三澤祥平
ゆらぐタンポポの環境指標性

鈴木貴久、田原寛文

H10

敢闘賞（7 件）

京都府立北嵯峨高等学校

H3 ツツジからの野生酵母の採取と分類

Char-

中野苑美、大田真生、宮井優利、熊澤 唯、畑 堅大
ダイコンはなぜ辛い ― ITC が身を守る―

acterization of Wild Yeasts Isolated from

H11

Azaleas

大阪府立住吉高等学校

ノートルダム清心学園清心女子高等学校

西村光平、松橋 果、松井昭恵、筒井和麻、

大橋慶子、渡邊真奈、松本 愛

戸嶋隼一、村岡拓実

H5 兵庫県産ノジギクの地域間変異に関する総合

2010 年度決算報告書
収入

2010 予算

2010 決算

差異

① 会費収入

3,420,048
2,150,400
506,000
733,648

− 749,567

3,420,048
723,725
4,143,773

2,670,481
1,797,000
402,000
322,000
119,000
30,481
236
2,000
1,412,963
4,085,680
723,725
4,809,405

支出

2010 予算

2010 決算

① ニュース作成・印刷料等

1,050,000
320,000

679,455
96,890

（1）一般会費
（2）学生会費
（3）滞納分
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分

30,000

② 利息
③ 誤入金
④ 大会事務局より返金
当期収入合計
前年度繰越金
本年度収入合計

② ニュース送料
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備考

− 353,400
− 104,000
− 411,648

119,000
481
236
2,000
1,412,963
665,632
0
665,632
差異
− 370,545
− 223,110

備考
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③ 業務委託費（前半期・後半期分）
④ 事務費・通信費
（1）選挙関連費
（2）その他

a 発送通信費
b 学会封筒代
c 学会用賞状・筆耕費用
⑤ 寄付金
⑥ 会議費
⑦ 旅費、交通費
⑧ 負担金
（1）生物科学学会連合運営費
（2）日本分類学会連合分担金
（3）自然史学会連合分担金
（4）男女共同参画学年会費
⑨ 雑費
（1）
SMBC ファイナンス手数料
（2）振込手数料
⑩ 謝金
⑪ 大会援助金
⑫ 創立十周年記念企画準備金

974,820
235,000
0
235,000
100,000
100,000
35,000
0
1,000
100,000
65,000
30,000
10,000
20,000
5,000
43,000
40,000
3,000
10,000
500,000
0

974,820
277,619
0
277,619
165,040
76,020
36,559
0
0
213,730
65,000
30,000
10,000
20,000
5,000
39,275
34,655
4,620
0
500,000
0

0
42,619
0
42,619
65,040
− 23,980
1,559
0
− 1,000
113,730
0
0
0
0
0
− 3,725
− 5,345
1,620
− 10,000
0
0

0

611

611

3,298,820
844,953
4,143,773

2,847,400
1,962,005
4,809,405

− 451,420

⑬ その他
当期支出合計
次年度繰越金
本年度支出合計

2010 年 収入−支出
普通預金（三井住友）
郵便振替
郵便貯金
現在残高

領収証用紙 610 円、クバプロからの
過請求 1 円

1,117,052
665,632

0
1,557,124
404,000
881
1,962,005

2010 年 12 月 31 日現在
2010 年 12 月 31 日現在
2010 年 12 月 31 日現在
2010 年 12 月31日現在

2011 年度中間決算案（6 月 30 日現在）

収入の部
費目
① 会費収入
（1）一般会費
（2）学生会費
（3）滞納分
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分
② 利息
③ 大会要旨集売上
④ 大会より返金
当期収入合計
前年度繰越金

2011 予算
3,344,000
2,280,000
490,000
544,000

30,000

3,344,000
1,962,005

2011 中間決算
備考
2,083,384
1,729,000
会員 950 人納入率 8 割で計算
191,000
会員 350 人納入率 7 割で計算
127,000
2009 年実績
9,000
27,384
140

2,083,524
1,962,005
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本年度収入合計
5,306,005
※会費収入は 2010 年度の会員数を元に算出

4,045,529

支出の部
費目
2011 予算 2011 中間決算
① ニュース作成・印刷料等
945,000
159,180
② ニュース送料
220,000
0
③ 業務委託費（前半期・後半期分） 974,820
487,410
④ 事務費・通信費
495,000
119,770
（1）選挙関連費
200,000
0
（2）その他
295,000
119,770
（a）発送通信費
160,000
119,770
（b）学会封筒代
100,000
0
（c）学会賞用賞状・筆耕費用
35,000
0
⑤ 寄付金
0
0
⑥ 会議費
1,000
0
⑦ 旅費、交通費
150,000
44,480
⑧ 負担金
65,000
70,000
（1）生物科学学会連合運営費
30,000
30,000
（2）日本分類学会連合分担金
10,000
0
（3）自然史学会連合分担金
20,000
40,000
（4）男女共同参画学年会費
5,000
0
⑨ 雑費
43,000
34,303
（1）SMBC ファイナンス手数料
40,000
31,888
（2）振込手数料
3,000
2,415
⑩ 謝金
10,000
0
⑪ 大会援助金
500,000
500,000
⑫ その他
0
0
当期支出合計
3,403,820
1,415,143
次年度繰越金
1,902,185
2,630,386
本年度支出合計
5,306,005
4,045,529
普通預金（三井住友）
郵便振替
郵便貯金
現在残高

備考
（472,500）×年 2 回（B5 版）
（110,000）×年 2 回
（1）
（
, 2）の合計
評議員選挙費用
（a）
（
, b）
（
, c）の合計

（1）
（
, 2）
（
, 3）
（
, 4）の合計
30,000 円 / 年
10,000 円 / 年
20,000 円 / 年
5,000 円 / 年
（1）
（
, 2）の合計
年 2 回（会員数に応じて変動する）

2,003,505
626,000
881
2,630,386

2011 年 06 月 30 日現在
2011 年 06 月 30 日現在
2011 年 06 月 30 日現在
2011 年 06 月 30 日現在

2010 決算

2011予算

2,670,481
1,797,000
402,000
322,000
119,000
30,481
236
2,000

3,344,000
2,280,000
490,000
544,000
0
30,000
0
0

2012 年度予算案
収入の部
費目
① 会費収入
（1）一般会費
（2）学生会費
（3）滞納分
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分
② 利息
③ 誤入金
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2012 予算

備考
3,100,000
2,328,000 会員 970 人納入率 8 割で計算
420,000 会員 300 人納入率 7 割で計算
322,000 2010 年実績
0
30,000
0
0
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1,412,963
当期収入合計
4,085,680
前年度繰越金
723,725
本年度収入合計
4,809,405
※会費収入は 2010 年度の会員数を元に算出

0
3,344,000
1,962,005
5,306,005

0
3,100,000
1,902,185
5,002,185

2010 決算

2011予算

2012 予算

（3）自然史学会連合分担金

679,455
96,890
974,820
277,619
0
277,619
165,040
76,020
36,559
0
0
213,730
65,000
30,000
10,000
20,000

945,000
220,000
974,820
495,000
200,000
295,000
160,000
100,000
35,000
0
1,000
150,000
65,000
30,000
10,000
20,000

（4）男女共同参画学年会費

5,000

5,000

39,275
34,655
4,620
0
500,000
611
2,847,400
1,962,005
4,809,405

43,000
40,000
3,000
10,000
500,000
0
3,403,820
1,902,185
5,306,005

④ 大会より返金

支出の部
費目
① ニュース作成・印刷料等
② ニュース送料
③ 業務委託費（前半期・後半期分）
④ 事務費・通信費
（1）選挙関連費
（2）その他
（a）発送通信費
（b）学会封筒代
（c）学会賞用賞状・筆耕費用
（d）消耗品費用
⑤ 会議費
⑥ 旅費、交通費
⑦ 負担金
（1）生物科学学会連合運営費
（2）日本分類学会連合分担金

⑧ 雑費

SMBC ファイナンス手数料
（1）
（2）振込手数料
⑨ 謝金
⑩ 大会援助金
⑪ その他
当期支出合計
次年度繰越金
本年度支出合計

備考
945,000 年 3 回発行、うち 1 回のみ印刷
100,000 （100,000）×年 1 回
974,820
295,000 （1）
（
, 2）の合計
0 評議員選挙費用
295,000 （a）
（
, b）
（
, c）
（
, d）の合計
160,000
100,000
35,000
10,000
1,000
200,000
70,000 （1）
（
, 2）
（
, 3）
（
, 4）の合計
30,000 30,000 円 / 年
10,000 10,000 円 / 年
20,000 20,000 円 / 年
5,000 円 / 年 から 10,000 円 / 年 に 変
10,000
更
45,000 （1）
（
, 2）の合計
40,000 年 2 回（会員数に応じて変動する）
5,000
10,000
500,000
0
3,140,820
1,861,365
5,002,185

後援・協賛リスト
女子中高生のための夏の学校

男女共同参画学協会連絡会

東レ科学振興会

東レ科学振興会

科学講演会

国際霊長類学会

2010/08/12 〜 2010/8/14
2010/09/17
2010/09/12 〜 2010/09/18
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協賛
後援
後援

日本進化学会 入会申込書
＜年月日
（西暦）
＞

年

月

日

№

ふりがな

名

前

ローマ字
所

属

所属先住所または連絡先住所
〒

TEL

FAX

e-mail

以下から選ぶかまたはご記入下さい（複数記入可）
専門分野

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

研究分野

）

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

）

以下から選んで下さい
一般会員

・

学生会員

注）研究生や研修生などの方々の場合、有給ならば一般会員、無給ならば学生会員を選んで下さい。
学生会員は必要に応じて身分の証明を求められる場合があります。
申込方法／上記の進化学会入会申込書をご記入の上、下記の申込先へ郵便・FAX・e-mail でお送り下さい。
申 込 先／日本進化学会事務局
● TEL

〒 102 - 0072 千代田区飯田橋 3 -11 -15 UEDA ビル 6F （株）クバプロ内

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

【 年 会 費】
一般会員
賛助会員

＜年会費の納入方法＞
3,000 円 ／ 学生会員

2,000 円

30,000 円（一口につき）

【納入方法】
① 銀行振込みをご利用の場合
（銀 行 名）三井住友銀行

（支 店 名）飯田橋支店

（口座種類）普通預金口座

（口座番号）773437

（口座名義）日本進化学会事務局

代表

株式会社 クバプロ

② 郵便振込みをご利用の場合
（口座番号）00170-1-170959

（口座名義）日本進化学会事務局

