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日本進化学会 会長挨拶
この 1 月より日本進化学会会長を務めております、倉谷です。これから 2 年間、
よろしくお願いします。
昨年夏、ひょんなことからずっと欲しかった憧れのクロカタゾウムシ Pachyrhynchus infernalisを捕獲しました。身を守るため飛翔を捨ててまで外骨格を厚く
したとは、なんと不思議な虫なのでしょう。みれば、その鞘翅には、南部鉄器の
ような細かい刻印さえ見えるようではないですか。この虫に針を通すには、極細
のピンバイスを用いるより他に方途はありません。
さて、社会がめまぐるしく変化し、研究者一人一人がそれに対して常に形式的
対応や、無体な適応が迫られるかくの如き時代にあって、果たして学会はどのようにあるべきか、あるい
はどのようでありたいかというようなことを考えますに、先日私は進化学会が今まで以上に、
「のんびり楽
しめる」学会になるように出来る限りのことをやろう（あるいはむしろ、やめよう）と思うに至りました。
最近、研究者がその本分を全うすることが極めて難しくなっています。身に降りかかるすべての問題や
課題に真っ当に対処し、優等生的に理想を貫こうとすると、好むと好まざるとに関わらず本来の自分を見
失い、まるでビジネスマンのように頑張らざるを得なくなり、そのような（私には皆無の）才能や資質さえ
当然の如くに要求される。
「こんな筈じゃなかったのに…」と思いながら、時計と追いかけっこ、駅のホー
ムを走る自分…。人間を楽にするはずのコンピュータが運んでくるメールに応対し、以前よりもずっと忙し
くなった生活…。そこに何の疑問も持たず、あげく気がつけば学会会場の「休憩室」で仕事をしている自分
…。どんなに見かけ上は成功していても、一体自分が幼い頃の夢をいま実現できているのか、寧ろこの状
況は決して持ちたくないと思っていた生活スタイルに近いのではないか…、こんなことをやるために自分は
研究の道に進んだのかと、このように考える人は存外多いのでは…。かくいう私とて人のことは言えませ
ん。しかし、このままでは若い世代は確実に夢を失います。ならば、この趨勢それ自体が既にして「罪」な
のでは？ ちなみに、昆虫学者に憧れた幼少の私が理想とした学者はといえば、それは 60 年代懐かしのテ
レビ番組、
「ウルトラ Q」に出てきた一ノ谷博士でした。彼は、何があろうと決して慌てふためいて走った
りしないのです。
昨年、旭川の動物学会に参加した折、エルタテハ Nymphalis vaualbum samurai に遭遇しました。最初は
コヒオドシ Aglais urticae か何かだと思ったのですが、よく見ると少し違います。ちなみにエルタテハとい
うこの名称は、ご存じのように翅の裏の斑紋の形状に由来しますが、白状するならこのような名前の付け
方は和名らしくなく、私はあまり好みません。何だか、まるで舶来の蝶のようです。同様な発想の命名は、
エゾヨツメの学名 Aglia tauにも見ることができます。この名前も、欧州の種（亜種？）のために取っておき
たいと思います。いずれ、イボタガ Brahmaea wallichiiと同様、初夏にのみ現れるこのエゾヨツメは、日本
の蛾の中でも最も「可憐」と言う表現がふさわしいものではないでしょうか。デザイン的にも「四つ眼」ぐら
いが丁度良く、私の研究する「八つ眼」ウナギほどにもなってきますと、これはちょっとおぞましくていた
だけません。
ときに我々はいつから科学雑誌のインパクトファクターなどに拘るようになったのでしょう？ これは本
来、出版社が自社の雑誌の成績を知る目的で考え出された指標。それを研究者が別の目的で使い始め、そ
れが今になって自分の首を絞めているなど、なんと滑稽なのでしょう。思い出せば、私が書いた最初の論
文の投稿先はいまでも続く、ある老舗の雑誌なのですが、その IF がどの程度なのか、私はいまでも知りま
せん。そこに投稿したときの思いは、
「憧れの雑誌に自分の論文を載せたい」
、ただそれだけでした。同様
に、これまで書いた論文のうち、最も気に入っているもののひとつは、Kuratani, S.（1997）
. Spatial distribution of postotic crest cells in the chick embryo defines the trunk/head inter face: embryological interpretation
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of crest cell distribution and evolution of the vertebrate head. Anat. Embryol. 195, 1-13。当時にして既に充分
時代錯誤であったこの論文もまた決してインパクトの大きな仕事にはなりませんでしたが（そのせいで無
視されることが少なからずありました）
、そんなことは私の知ったことではなく、知っている人はちゃんと
知っている。注意深い研究者仲間は読んで役立ててくれている。そして、私の形態学的な充実感が最も満
たされていたのはこの論文を書いた頃だったと今でも想い出します。この雑誌も、時代に流されてタイト
ルを変えてしまいました。しかし、科研費取得のネタになろうがなるまいが、自分の研究にとって重要な
論文は他人には分からない輝きを放っている。なにしろ、それなしに今の自分はないのですから…。
輝きと言えば、ニジマルキマワリAmarygmus callichromusも捕まえたことがありますが、この鞘翅に見
る不思議な虹色の輝きは、やはり構造色なのでしょうね。それにしても、ゴミムシダマシというのは不思議
なグループだといつも思います。なんというかこう、形態に統一感がないというか、その雑多な印象はあ
る種ゾウムシの仲間にも通ずるものがあり、ことによると哺乳類では異節類（ナマケモノ、アルマジロの仲
間）などがこれに匹敵するのだろうなぁと考えることしきりなのですが、これはやっぱり素人考えでしょう
か。どんな動物にも、統一感のない連中はいるのでしょう。
以前私は、
「発生生物学会 10 年の反省」という雑文集の中で、
「学者はいまのうちにもっと暇になって余
裕を持っておかなければ、あらゆる数値的競争において某隣国に敗北を喫し（既にしてその趨勢は避けら
れない）
、跡には雑草も生えない、学者ゼロの国になってしまうだろう」と書いたことがあります。私はむ
しろ今から、負けたときのことを考えたほうがいいと思う。そしていまのうちに手にすべき価値のことを考
える。負けてもなお、
「日本の学者はやっぱりどこか違うね。その奥深さはたぶん歴史から来るのだろうね」
のようなことさえ言われなくなったら、もうおしまいだと思うのです。
そこで私は、進化学会の会員だけには（一部の会員を例外として）
、
「学会に属していることによって無
駄に忙しくなる」ようなアホらしいことはして欲しくない。そんな暇があったら、野外で昆虫採集でもして
くれ。で、皆が年 1 回手弁当で集まって、豪華でなくともゆったりとした気分で同好の士が語り合えればそ
れでいいではないか、色々問題はあるにせよ、まぁ焦らなくても他所の学会が頑張ってくれているし、得
意な人に任せておけばいいではないか、などと考えるのであります。もともと学会というのは、とりわけ進
化学会は、率先してのんびりすべき存在ではないかと…。
ときに先日、北野にある行きつけの昆虫商で南国のとあるウスバカミキリを入手しましたが、なんと見事
なほどに渋い色合いとデザインなのでしょう。もぉ、カミキリムシの概念を越えています。黒い箱の中に納
められたそのつがいは、今宵も怪人の徘徊するような神戸北野の異人館街情緒を素敵に演出してくれてい
ます。人間もまた、傍目を気にせず個性化していけたらどんなに素晴らしいかと、この標本を見る度思い
ます。
繰り返しになりますが、下手に頑張ろうとすると仕事だけが増えてゆき、それは不可避的に人を巻き込
む。そしてそれは、個々の研究者にとって命よりも大事な「時間」と「夢」を確実に奪ってゆく。危険なの
は、我々を忙しくする理由が常に「善意」から発し、しかも人に競争を強いると言うこと。だからこそこの
傾向には歯止めが掛からず、皆が本質を忘れ、気がつかないうちに大事なものを失ってしまう。したがっ
て、この厄介な状況を避けるためには、意図的意識的に「サボる努力」が必要かつ重要です。かくして私
は、今日のインパクトより、次世代が担うべき明日の文化を守りたい。他所の学会からなんと言われよう
と、気にしない。出来るだけゆったりとした状況に自分たちの身を置くべく努め、自分たちにしか言えない
ことを必要なときにだけ言う、そういった本来の学者の価値を取り戻すきっかけの場、あるいはそのことに
ついてじっくりと考える場としての進化学会になればいいと、不遜ながらに思います。我々の出来る限り
において…。
英語の school は、本来「暇」を意味する古代ギリシャ語に起源したと言います。その本来的意義を再確
認するためであれば、現在の進化学会を 2 年ほど停滞、もしくは退行さえさせてもいいじゃないか、それは
必ずしも意味のないことではあるまいと、いささか逆説的に問いかけることをもって、私の所信表明といた
したく存じます。
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追伸：そうそう、最近翻訳されたスコット・ギルバートの「生態進化発生学」は素晴らしい著作だと思いま
した。謹呈下さった訳者の先生方にはこの場を借りて厚くお礼申し上げます。時間のない我々には、本当に
有り難いことです。私は仕事そっちのけにして二日で読み切りました。それによって得たものは、下らない仕
事の遅れと、それによって誰かに降りかかったであろう迷惑を補って余りあるものだったと心の底から思いま
す。しかし、学生諸君は可能な限り原書を読むように。語学が伸びるのは若い頃だけですから。

2012 年 2 月 22 日
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日本進化学会

2012 年度役員紹介

—役員構成—
会

長

倉谷

滋

（理化学研究所）

副会長

長谷部 光泰 （基礎生物学研究所）

事務幹事長

浅見 崇比呂 （信州大学）

会

計

田中 幹子

（東京工業大学）

庶

務

川島 武士

（沖縄科学技術大学院大学）

web 担当

田村 浩一郎 （首都大学東京）

渉

外（国内）

和田

渉

外（国外）

清水 健太郎 （チューリヒ大学）

編

集

宮

広

報

隅山 健太

洋
正樹

（筑波大学）
（千葉県立中央博物館）
（国立遺伝学研究所）

生物科学学会連合担当

石田 健一郎 （筑波大学）

日本分類学会連合担当

三中 信宏

（農業環境技術研究所）

男女共同参画委員会担当

高橋

（国立遺伝学研究所）

文

— 評 議 員（50 音順）—
上田 恵介

（立教大学）

遠藤 一佳

（東京大学）

遠藤 秀紀

（東京大学）

岡田 典弘

（東京工業大学）

加藤

真

（京都大学）

河田 雅圭

（東北大学）

河村 正二

（東京大学）

郷

（京都大学）

康広

五條堀 孝

（国立遺伝学研究所）

斎藤 成也

（国立遺伝学研究所）

佐々木 猛智 （東京大学）
颯田 葉子

（総合研究大学院大学）

田村 浩一郎 （首都大学東京）
西田

睦

（東京大学）

長谷川 眞理子（総合研究大学院大学）
深津 武馬

（産業技術総合研究所）

細

（オランダ生物多様性センター）

三浦

将貴
徹

（北海道大学）

村上 哲明

（首都大学東京）

和田

（筑波大学）

洋

4

日本進化学会ニュース March 2012

第 14 回日本進化学会大会（東京大会）のご案内
日

程：2012 年 8 月 21 日（火）
〜 24 日（金）

会

場：首都大学東京・南大沢キャンパス（京王相模原線南大沢駅より徒歩 3 分）

大会ホームページ：http://evolgen.biol.se.tmu.ac.jp/sesj2012/
第 14 回日本進化学会東京大会を、2012 年 8 月 21 日（火）から 8 月 24 日（金）の 4 日間、首都大学東京・南
大沢キャンパスで開催します。大会主催者の企画した国際プレナリーシンポジウム［8 月 22 日（水）午前中］
は「Phylogenetics」をテーマとし、米国からエール大学の Michael Donoghue 博士、ペンシルバニア州立大
学の S Blair Hedges 博士、アリゾナ州立大学の Sudhir Kumar 博士を招き、基礎生物学研究所の長谷部光
泰博士、名古屋市立大学の熊澤慶伯博士を交えた 5 人の講演者を予定しています。進化研究の基盤をなす
「Phylogenetics」について、動物、植物、理論の各分野のエキスパートに講演して頂きますので、日本進化学
会の会員全ての皆様が満喫できる内容であると確信しています。
最終日の 8 月 24 日（金）は、午前中は進化学夏の学校、午後は公開講演会（いずれも入場無料）を予定して
います。進化学夏の学校では、エボデボ、分子系統、進化生態の各分野の第一線で活躍されている研究者に
「進化研究の最近の話題」について紹介していただきます。午後の公開講演会は「進化の見本：世界自然遺産
小笠原諸島」と題し、昨年 6 月に世界自然遺産に登録された小笠原諸島における生物進化について、長年、自
身で研究を行ってこられた研究者の方々にご講演いただく予定です。
シンポジウム・ワークショップの企画申込、大会の参加登録等、詳細は順次、大会ホームページを通じてお
知らせしていきますので、そちらをご覧ください。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

《大 会 概 要》
8 月 21 日（火） シンポジウム、ワークショップ、一般口頭発表
8 月 22 日（水） 国際プレナリーシンポジウム、ポスター発表、高校生ポスター発表、総会・学会賞授賞式・
受賞講演、懇親会

8 月 23 日（木） シンポジウム、ワークショップ、一般口頭発表
8 月 24 日（金） 進化学夏の学校（入場無料）
、公開講演会（入場無料）

《申 込 期 間》
シンポジウム・ワークショップの企画申込の受付：4 月 2 日（月）
〜 4 月 27 日（金）
一般口頭発表・ポスター発表の申込：6 月 1 日（金）
〜 6 月 29 日（金）
参加登録：6 月 1 日（金）
〜
※ 上記はあくまでも予定であり、変更の可能性があります。最新情報については随時大会ホームページ
（http://evolgen.biol.se.tmu.ac.jp/sesj2012/）をご確認ください。
大会委員長：村上哲明
大会準備委員長：田村浩一郎
大会事務局：sesj2012@biol.se.tmu.ac.jp
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若手研究紹介 1

ゲノムで読み解く人類の履歴
木村亮介（琉球大学）
良い研究材料であるということだ。

生物は、それぞれの種がその環境に応じて独自な
進化をとげてきた。にもかかわらず、我々人間が古

フィールド＆ウェット、そして…

来よりHomo sapiensを他の動物とは違う特殊な存在
として考えてきたのは、我々自身のことであるから

筆者が大学院に進学した動機は、ヒトの進化と多

だけでなく、その高い精神性によるところが大きい

様性に興味があったことに加え、フィールドワーク

のだと思われる。sapiens
（知恵のある）という学名が

と実験を両立させるような研究がしたいというとこ

表す通り、高度な思考能力や学習能力によって獲得

ろにあった（前号進化ニュース参照）
。進学先に選

された道具製作・使用という革命的な進化戦略が、

んだ東京大学理学系研究科・石田貴文助教授（当

無二の存在としてヒトをヒトたらしめているというこ

時）の研究室では、東南アジアの少数民族の地を訪

とだ。また、それは直立二足歩行や大脳化といった

れ、血を頂いて持ち帰り、実験をするということを

ヒトの身体的特徴の進化とも密接に関連する。この

主に行っていた。タイ、インドネシア、トンガでの

ようなヒトの進化の道筋を考えるのが、自然人類学

フィールドワークで経験を積ませていただき、今で

という学問である。

もそれが貴重な財産となっている。研究室では、血

Homo sapiens は、約 5 万年前にその起源であるア

液から DNA を抽出、また、白血球を分離しウィルス

フリカ大陸から出て、ユーラシア大陸およびオース

で不死化させて培養することで、実験に用いた。研

トラリア・メラネシアに拡散し、さらには、アメリ

究内容は、環境適応や病原体防御に関連しそうな遺

カ大陸や太平洋全域にも進出した。この分布域拡大

伝子について、アリル頻度の地理的分布を調べ、さ

のスピードは驚異的であり、新たな大陸の端から端

らに多型の機能、特に発現に及ぼす影響について調

まで移動するのにかかった時間は数千年とも考えら

べるというものであった。当時、多型のタイピング

れている。そして、新たな環境への進出を可能にし

は RFLP 法や SSCP 法など電気泳動を用いて行うの

たのも高度な思考・学習能力による行動適応である

が当然という時代であり、PCR と電気泳動の毎日で

ことは言うまでもない。しかし、行動適応はその必

あった。

要条件であって、それだけで人類の拡散を十分に説

博士課程を終えた後、東京大学医学系研究科・徳

明できるわけではない。何故 Homo sapiens は新天地

永勝士教授の下でポスドクをはじめた頃は、ちょう

を求めたのだろうか？様々な憶測がなされているが、

ど遺伝子多型のハイスループットなタイピング方法

結論を出すためには論証すべきことが多く残されて

が次々と開発され、実用化されはじめた頃と重なる。

いる。

当時、PCR と電気泳動で研究できる時代は終わる

世界中に拡散した Homo sapiens は、新天地の環

ことを予見しつつも、それと決別することができな

境に対して行動適応するだけでなく、他の動物と同

い私にとって決定的な出来事があった。それは、国

様に長い世代をかけて遺伝的にも適応することにな

際 HapMap プロジェクトのデータ公開である。日本

る。ヒト集団間にみられる身体的・生理的な表現型

人を含む 4 集団について、何十万という SNP の遺

の差異の多くは、それぞれの自然環境への遺伝適応

伝子型および頻度情報が誰でも手に入れられるよう

の結果であると考えられる。少し前置きが長くなっ

になったのだ。これはもう、電気泳動している場合

たが、筆者の目下の興味は、ヒトは如何にして世界

ではない。データベースを解析してデータマイニン

中に拡散し、如何にして新しい環境に適応してき

グをすることが研究の近道であり、そのための能力

たかという点にある。そして付け加えると、Homo

を養うことが研究者として必要不可欠であることを

sapiens は、高々 5 万年という進化的にみたら極々最

痛切に感じたのであった。そして、ちょうどその頃、

近に起こった遺伝適応の過程を調べることができる

九州大学から研究室に進学してきた院生の藤本明洋
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氏も同じ思いを抱いていたこと、研究室に大橋順助

近働いた自然選択によって固定近くまで達した選択

教という理論に強い研究者がいたことが私を後押し

的一掃を高い検出力で同定できることがわかった。

した。自分ひとりでは、どうにもならなかっただろ

そして、実際にデータベースからダウンロードした

う。そして何より、切磋琢磨できる仲間がいたとい

実データに適用した結果、これまでに自然選択の関

うのは幸運なことであった。若い時期の同僚という

与が示唆されていたものを含み、多くの候補遺伝子

のは兄弟のようなものであり、お互いから吸収しな

が浮かび上がった。

がらも、敵わないと思う点もあって、自分独自の路

ヒト集団特異的な自然選択

線を切り開いていく。ちなみに私の場合は、どれも
三流ではあるが、ラボでもフィールドでもドライで

ヒトがそれぞれの環境で果たした遺伝適応の主な

もとりあえず全てをやるということを売りにするよう

例を挙げてみよう。ヨーロッパ人において特に強い

になった。

自然選択が観察されているのが、メラニン色素の合
成に関わる遺伝子（SLC24A5, SLC45A2）である。こ

為せばなるーはじめてのドライー

れは、紫外線量の少ないヨーロッパにおいては、メ

突然変異が正の自然選択を受けて集団中に急速に

ラニン色素量の制約が無くなっただけでなく、淡い

広まっていく際、周囲の多型のアリル頻度もつられ

色の皮膚・毛髪・瞳（虹彩）が有利であったことを

て動くことをヒッチハイキングという。また、その

意味しているが、その理由（選択圧）は未だはっきり

変異をもつ単一のハプロタイプの頻度が上昇するこ

とはしていない。ビタミン D 不足によるクル病を回

とによって、周囲の多様性が失われていく現象を選

避するため、あるいは、肌が白いとモテるため（性

択的一掃（selective sweep）と呼ぶ。逆に、選択的

選択）などの説が有力なようだ。また、ヨーロッパ

一掃の痕跡を検出することで、その遺伝子に正の選

で発達した牧畜文化への遺伝適応の痕跡もみつかっ

択が最近働いたことを証明することができる。

ている。母乳に含まれる乳糖を分解する酵素（LCT）

集団特異的な表現型に関与する遺伝子多型に働い

は本来乳児期を過ぎると産生が減少するのだが、成

た自然選択の痕跡を検出することを研究テーマにし

長しても活発に産生する乳糖耐性アリルが現れて広

ていた私は、データベースを用いてゲノムワイドに

まった。これは、遺伝適応が自然環境に対してだけ

探索することを考えた。そのためには、大量データ

でなく、文化やライフスタイルに対しても起き得る

を解析するためにプログラミングを覚えなければな

という良い例である。ちなみに牛乳を飲み過ぎると

らない。藤本氏と私は、とりあえずバイオインフォ

お腹がゴロゴロいうのは、成人のアジア人ではこの

マティクスでよく用いられる言語である Perl を独習

酵素の産生が少ないためである。

することからはじめた。敷居が高かったプログラミ

日本人を含む東アジア人における遺伝適応のひ

ングも、目的意識がはっきりしていると覚えるのは

とつは、耳垢の乾湿型に関わる遺伝子 ABCC11で

早かった。Perl がとっつきやすい言語であったこと

ある。この遺伝子は耳の穴に限らず、汗腺のひとつ

もあって、一か月もたたない内にだいたいのやりた

であるアポクリン腺の分泌物と関連し、体の匂いに

いことはプログラミングできるようになった。今に

も関与している。アルコール分解酵素遺伝子のひ

して思えば、世界中のコンピュータに強い集団遺伝

とつ ADH1B にも、自然選択の痕跡がみつかってい

学のエキスパートが競ってやりそうなことを、ド素

る。アルコールは体内でアルコール分解酵素によっ

人が一からはじめるなんて無茶なことかも知れない

て悪酔いの原因物質であるアルデヒドに、さらにア

が、世間が狭かったのが幸いした。何事も為せば成

ルデヒド分解酵素によって無害な酢酸へと分解され

るのである。

る。東アジア人では、ヨーロッパ人やアフリカ人に
は存在しない高い活性をもったタイプの ADH1B が

自然選択の痕跡をゲノムから探索する上で、私が
信条としたのは、多少理論的に洗練されていなくて

約 80％を占めている。ちなみに、東アジア人には、

も、実践的な検出力の高い方法を考えるということ

更にアルデヒド分解酵素遺伝子（ALDH2）にお酒

であった。そこで我々が行った方法は、ハプロタイ

が飲めない「下戸」の原因となる活性のないタイプ

プのホモ接合度を集団間で比較するというものであ

が存在する。東アジア人に特異的なタイプは、いず

り、その他の工夫についての詳細は割愛するが、最

れもアルデヒド濃度を上昇させる方向に作用すると
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いうのは興味深い。しかしながら、ここに紹介した

がシャベル型の形状をしている、③臼歯の咬頭数が

ABCC11と ADH1B に関しては、なぜアジアに特異

多いなどの特徴を有する歯のことを指す。そして、

的なタイプが有利だったのか、選択圧は何だったの

我々は、EDAR 多型が、シャベル型切歯と強く相

かについては依然として不明である。

関し、歯冠の大きさとも関連があることを示したの
だった（Kimura et al. 2009）
。

表現型との関連づけ

では、アジアにおいて EDAR に働いた選択圧は何
だったのだろうか？

我々の研究の最終目標は、人類集団間で異なる表

残念ながら、この問いに対す

る答えは得られていない。しかしながら、我々の研

現型を呈する形質と遺伝子多型との関連を同定する
ことにあった。そこで我々が目を付けたのが、ゲノ

究は、ひとつの示唆を与えるものである。これまで、

ムワイド探索で浮かび上がってきた EDARという遺

アジア特有の毛髪と歯の形状は、それぞれ独立に、

伝子だった。Ectodysplasin A receptor（EDAR）は、

なんらかの適応形質であると考えられてきた。しか

そのリガンドである Ectodysplasin A（EDA）と共に

しながら、ひとつの遺伝子多型が双方の形質に影響

外胚葉由来器官の発生に重要な分子であり、コード

することが示されたことで、少なくともひとつの表

する遺伝子の欠陥を起こす突然変異は、ヒトにおい

現型は副産物、つまりヒッチハイキングした表現型

て外胚葉異形成症という毛髪、歯、汗腺および皮脂

である可能性が高いのだ。さらに、EDAR の多面的

線などの発生異常がみられる単一遺伝子疾患を引き

な機能を考えると、未解析の表現型が真に選択され

起こす。また、EDAR や EDA を過剰発現させたトラ

た形質であり、毛髪と歯の双方が副産物である可能

ンスジェニックマウスは、毛や歯の異常形成を呈す

性も考えられる。方法論的に非常に難しい側面もあ

ることが知られていた。

るが、今後、真の選択圧が同定されることに期待し
たい。

EDAR にはアジア特異的な選択的一掃が観察さ
れ、アフリカおよびヨーロッパ系の人にはみられな

ポリネシア人の倹約遺伝子探索

い非同義のアリルが、日本人や中国人など東アジア
においては 80 ％の頻度に達している。EDAR の機

研究室では、Hugo Pan-Asian SNP Consortium

能を考えると、毛髪や歯の形態における集団間の違

への参画などもあり、アフィメトリックスのマイク

いに関係することが予想できた。そこで、藤本氏と

ロアレイスキャナが導入された。そこで、我々はか

私は、共同研究者の協力を得ながら、タイとインド

ねてからの懸案であったポリネシア人の倹約遺伝子

ネシアでの調査を行った。そして、藤本氏が、採集

探索にも乗り出した。マイクロアレイを用いて、ト

した毛髪の断面形状を計測し、EDAR 遺伝子型との

ンガ人 24 名とニューギニアのギデラ族 24 名の DNA

関連を調べたところ、アジア型アリルをもつ個体は

をゲノムワイドに SNP タイピングし、自然選択の痕

毛髪の断面積が太くなることが示された（Fujimoto

跡を探索した。その結果、いくつかの候補領域を絞

。アジア人 の 毛 髪は、アフリカ人 や
et al. 2008a）

り込むことができたが（Kimura et al. 2008）
、未だ

ヨーロッパ人と比較して太いことが知られており、

決定的な証拠を得られるに至ってはいない。その理

EDAR の非同義多型は、この集団差のかなりの部分

由としては、強いボトルネックを経験した集団では、

を説明すると考えられた。さらに後に、藤本氏は日

そのデモグラフィの影響をゲノム全体が受けるため、

本人集団においても解析し、同様の結果を得ている

自然選択の痕跡を検出するのが難しくなることが挙

（Fujimoto et al. 2008b）
。

げられる。また、ポリネシアにおける倹約遺伝子は
祖先型である可能性、つまり、アジアにおける非倹

私はさらに、昭和大学の山口徹太郎講師らととも
に、EDAR 多型と歯形態との関連の解析にも取りか

約型こそが派生表現型であり最近の遺伝適応の結果

かった。歯形態は、人類学では盛んに研究されてき

である可能性も考えられる。肥満のような多因子形

た分野であり、様々な集団内および集団間の変異が

質に関連する遺伝子多型を同定するためには非常に

知られている。とりわけ、アジアの集団では、シノ

多くのサンプル数が必要で、近年になりようやく確

ドント、スンダドントと名付けられる二分的な典型

証の高い関連遺伝子多型が同定されるようになった。

パターンが存在することが知られていた。シノドン

現代のポリネシア人の高い肥満率を説明するための

トは、①歯冠が全体的に大きい、②上顎切歯の裏側

遺伝要因と環境要因についても、さらに研究が進展
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よって、ある意味言葉以上に他人の感情を汲み取る

するはずである。

ことができる。表情筋の発達は、高度な社会をもっ

顔には人（ヒト）の歴史が刻まれる

たヒトに特異的な進化といえる。さらに、配偶相手
を選ぶのにヒトほど顔の善し悪しを意識する動物も

琉球大学に職を得た現在、筆者らの研究グループ
は、ヒトの顔形態を担っている遺伝子多型を同定す

他にいないだろう。顔の善し悪しが子孫を残すこと

るための研究プロジェクトを進めている。一卵性双

に直接的に有利となることはないにもかかわらずだ。

生児が瓜二つであることを考えると、ヒトの顔はほ

ただし、理論的には、ひとたび美人とかハンサムと

ぼ遺伝で決まると考えてよい。しかしながら、同じ

かという基準ができると、みんなからモテるという

顔をもつ赤の他人がほとんどいないことを考えると、

理由で子孫を多く残すことができる。しかし、そも

顔の個体差にはたくさんの遺伝子が関与していると

そもどのように顔の善し悪しの基準が生まれ、それ

いうことになる。また、ヒトの顔は集団間でも差異

が生物学的に何を意味するのか、良くわかっていな

があることは、周知の通りである。しかしながら、

い。似た者同士のみが交配する同類交配という現

人類集団間の顔の違いが何らかの選択によるものな

象があるが、集団間で顔の特徴に違いが生じた原因

のか、それとも中立によるものなのかは、明らかに

も、ひょっとしたら生態的・心理的な要素が関係し

されていない。そこで、沖縄の人に特徴的な顔、い

ているかも知れない。

わゆる「ウチナーヂラー」に着目して、研究を進めて

終わりに

いる。
日本列島の人々は、在来の縄文人と弥生時代に

本稿では、筆者の研究を過去から現在まで振り返

おける大陸からの渡来人との混血によって形成され

ることで紹介させていただいた。読み返してみて、

たとされている（二重構造説）
。そして、沖縄の人々

取るに足らない私の研究歴を読んで誰が喜んでくれ

は、本土に比べ縄文人のゲノムを多く受け継いでい

るのだろうとつくづく思ってしまうが、もし、
（自分

ると考えられている。だとすれば、沖縄の人の特徴

にとって）新しいことに（無鉄砲に）挑戦する若い方

を調べることは、縄文人の特徴を明らかにすること

たちに勇気を与えることができたら幸いである。ま

にも繋がってくるはずである。また、遺伝学では形

た、日本では、ヒトを題材に進化の研究をする人が、

質に関連する遺伝子領域をみつけるために交配実験

欧米と比べ少ない。ひとりでも多くの人材が、この

をおこなうことがあるが、まさに日本列島は縄文人

分野に参入し、新しい仲間となって頂けることに期

と渡来人という 2 つの系統による壮大な実験室とみ

待したい。

なすことができるのだ。こんなことが可能になった
追記：

のも、ゲノム科学技術の発達のおかげである。

前号の進化学会ニュースで奨励賞受賞記を

書かせていただきましたが、研究内容について全く

さて、ひとくちに「ウチナーヂラー」といっても、
具体的にはどんな特徴があるのだろうか。プロジェ

触れていないというご指摘を受け、再度研究紹介を

クトでは、最新の技術を導入して、沖縄人と本土日

させていただく機会をいただきました。進化ニュー

本人の顔形態を 3D で比較することからはじめてい

ス編集幹事・宮正樹先生に深く感謝いたします。本

る。その結果、古典的な研究と同様、平均的な沖縄

稿の一部は 2011 年 6 月 8 日〜 10 日に沖縄タイムスに

人の顔は本土日本人に比べ低い（縦に短い）
、眉間や

掲載されたコラムを改編したものです。

鼻根に対して目がしらがより奥まっている（つまり、

参考文献
・Kimura R, et al.（2007）PLoS One 2: e286.
・Fujimoto A, et al.（2008a）Hum Mol Genet 17: 835-843.
・Fujimoto A, et al.（2008b）Hum Genet 124: 179-185.
・Kimura R, et al.（2009）Am J Hum Genet 85: 528-535.
・Kimura R, et al.（2008）Mol Biol Evol 25: 1750-1761.

彫が深い）という特徴があることが分かった。現在、
さらに詳細な解析を加えているところである。
ヒトにとって顔というのは重要なものであると同
時に不思議なものである。まず、ヒトにとって顔は
コミュニケーションに欠かせない。我々は、表情に
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▶▶▶シリーズ「私と進化学」第 3 回◀◀◀

集団遺伝学 ― 分子進化学との出会い
太田朋子
今から 6、70 年ほど前の日本の社会は現在の状況

した。数学とくに幾何が面白くて、自分で問題集を

からはとても考えられないものでした。戦前の封建

買ってきて難しい問題にぶつかると 1 日でも 2 日でも

制度のもと女性の生き方はほとんどまわりで決めら

考え込んだものです。

れ、それに従わない生き方はとても困難でした。戦

そのころ私は科学者の社会がどういうものかまる

前の軍国主義のことはいろいろ語られてきています

で知りませんでしたが、科学者へのあこがれはもっ

が、名古屋と豊田の間の三好村（いまではみよし市）

ていたと思います。しかし大学では勉強に身が入り

での個人的な体験をのべておきます。小学校の女子

ませんでした。私は名古屋大学ではじめの 2 年、東

のクラスは 40 人ほどだったと思いますが、終戦の

京大学であとの 2 年をすごしました。三好から名古

ちょっと前名古屋その他の都会から 10 人近くが疎開

屋に通っていたころ、お金を節約するために自転車

してきました。疎開してきた人たちはとてもはきは

通学もしましたが、かなり疲れ、ますます勉強がお

きしていて私たち前からのものは圧倒されたのを覚

ろそかになってしまったのです。そして医学部への

えています。人の前で意見を述べるといった経験が

試験におちてしまい、そのころ編入生をうけいれて

まるでなかったのです。とくに私はひっこみじあん

いた東大農学部に転入したのです。しかしここでも

で人付き合いがよくないほうでしたので、当時のク

農学に夢中になれず、卒業後専門職につくことがで

ラスの様子が印象にのこっています。私たちの学年

きませんでした。とりあえず出版社に就職しました

は小学校 6 年で終戦となり工場での勤労奉仕はあり

が、私にむいた仕事とは思えず悩んでおりました。

ませんでした。1、2 年上の人たちは軍事産業の工場

仕事は編集事務ですが、これは割付と校正です。私

で働かねばなりませんでした。自転車がパンクして

は不注意で校正ミスが多く社長におこられたことも

おくれたりするとどなりつけられたということです。

あります。

終戦で教育の中身ががらりとかわり、教科書にいっ

そんな時財団法人の木原生物学研究所が横浜にで

ぱいすみをぬりました。そして豊田市にある高等女

きて、東大医学部にいた伯父をとおしてこの研究所

学校に入学しましたが、3 年のとき学校改革で、近

に研究員として採用され、研究生活に入ることがで

くの男子中学校と合併され共学になったのです。

きたのです。ここで光学顕微鏡を用いて小麦や砂糖
大根の染色体の形態分析をしました。しかしこの分

私が高校へ入学したころまだ戦後の混乱が終わっ
ていなくて食料難その他ひどいものでしたが、今の

野は当時、決まった方法を用いて追加的に行う仕事

高校生に比べて恵まれた点が一つだけありました。

が多く、私は完全には満足できませんでした。しか

それは時間がたっぷりあったことです。私は三好村

しここで、アメリカの大学院に留学するチャンスを

から毎日片道 1 時間かけて自転車通学をしました。

つかんだのです。研究所の所長の木原均先生の教え

通学路はいまでは立派な道路で車がいっぱい走って

子の一人である小島健一という人がその大学院で活

いますが、そのころ自動車はたまにしか通らず自転

躍していて、呼んでくださったのです。この留学は

車に乗っていてもいろいろ考えごとができたのです。

大きなステップ−アップになりました。すなわち自

それほどゆったりした時代でした。塾もなければお

分の能力を最大限にいかせる分野として集団遺伝学

稽古事もなく夏休みなど時間をもてあましたもので

に出会い、細胞遺伝学から集団遺伝学に移ることが

す。それでも私のまわりの者、特に姉は基礎の勉強

できたのです。集団遺伝学は生物としてはめずらし

だけはおろそかにしてはいけないと言っていました。

い数学的な体系をもっていて私の好きな数学を生か

それで私は英語、数学、国語は一生懸命勉強しま

すことができました。またこの時期は遺伝学を勉強
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多いのです。

するのにいい時期でした。私は留学先の大学院で先
端の遺伝学、確率論や生物統計学など勉強し高校時

科学者の社会は私が若いころ想像したのとは異

代の面白さを取り戻したのです。そして確率論を用

なり人間社会のいやな面も持っています。しかし科

いる集団遺伝学の分野で学位をとり帰国し、国立遺

学の業績の評価は事実に基づくので客観性がありま
す。中立説では新しく生ずる突然変異は、自然淘汰

伝学研究所で職を得ました。

に有利か、中立か、有害かの 3 クラスに分けます。

木村資生先生は丸山毅夫、安田徳一両博士、そし
てわたくしが三島に赴任する前、一人で集団遺伝の

私は中立な突然変異と淘汰を受ける突然変異の間に

確率過程についての研究をしておられました。

は、とても弱い効果を持つ“ほぼ中立なクラス”があ

彼の恩師である Dr. Crow（最近 95 歳で亡くなられ

ると考え、ほぼ中立説を 1970 年代初めに提唱しま

ました）と時に連絡をとっておられた以外はほんとう

した。それまでの知識に基づいて、ほぼ中立な突然

に一人でもくもくと確率過程の理論ととりくんでお

変異の多くが弱有害効果をもつと考えました。する

られたのです。さらにその頃彼の仕事を理解できる

と進化速度に関して、中立説とは異なる予測が成り

のは世界でほんの 2、3 人だろうといわれていました。

立ちます。すなわち進化速度と生物集団の大きさと

またその上に、確率過程の解析結果を適用できるよ

の間には負の相関が予測されるのです。中立説では

うなデータがほとんど皆無だったのです。そんな中

この予測はありません。私の予測は提唱後しばらく

彼は、わからん奴はわからんでいいわ、といって平

は、中立説の拡張として議論をよびました。ところ

然としておられました。わたくしが三島にきてすぐ

がその後、学界の動きは、分子進化は中立説によっ

に東京で国際遺伝学会があり、集団遺伝学のホー

て説明され、生物の表現形の進化はダーウィンの自

プ、Dr. J. Felsenstein（最尤法による系統樹で有名）

然淘汰説によって説明されるというとらえ方が主流

や Dr. W. Hill（Hill-Robertson effect で有名）などが

となり、ほぼ中立説はあまり省みられなくなりまし

三島に来ました。わたくしより年の若い優秀な彼ら

た。しかし最近ゲノム解析が進み大規模なデータ解
析が行われ、ほぼ中立説の予測をうらづけるような

に圧倒されたのがわすれられません。
私は現在も遺伝学研究所でこの分野の研究をつ

解析結果も報告されるようになってきました。そし

づけています。幸いなことにこの分野は急速に発

てほぼ中立説が再びとりあげられるようになりまし

展してきました。とくに遺伝子 DNA の内部構造を

た。興味のある方はわたくしの著書 “ 分子進化のほ

各種生物の間で比較研究する分子進化学と結びつ

ぼ中立説（講談社）”、や論文、J. Biosciences 2003,

き一般にも興味をもたれるようになってきました。

228: 371-377 を読んでください。

今、生物の設計図といわれるゲノムの解読が進み、

私は口下手で表現力も乏しいのですが、それでも

ゲノミックスの分野がすごい勢いで発展しています

私がここまでこられたのは、科学の世界ではデータ

が、ゲノムの進化を理解するためにも、確率論に基

の支持が何より重要だからでしょう。私は夢中にな

づく集団遺伝学が役立っているのです。木村先生

れる問題と出会い、自分のかたよった能力を生かす

の確率過程の解析結果を生かせるデータが山のよ

ことができて、とても幸運だったと思っています。

うに出てきたのです。わたくしが考えたほぼ中立な

そして退職後も遺伝研に出入りして若い人たちと接

進化も確率過程の応用でなりたっています。そして

する環境を与えてくださった遺伝研の皆様、とくに

今までの決定論による理論では理解できないことが

集団遺伝部の方々に感謝します。
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第13回

戦う博物館：NCB Naturalis
細
古都ライデン

将貴（日本学術振興会海外特別研究員）

戦う博物館

ガス灯と見まがう街灯が、運河に明かりを落とし

NCB Naturalis は、アムステルダム大学付属動物

ながらほぼ等間隔に並んでいる。赤く照らし出され

学博物館や国立植物標本館など、オランダの主だっ

るレンガ造りの仄暗い町並みが、見たこともないは

た自然史博物館を統合して 2010 年 1 月とごく最近に

ずの中世ヨーロッパを髣髴とさせる（図1）
。しかし

立ち上げられた国立研究所である。統合とは名ばか

事実、たとえば旧市街を外の世界につないでいる門

りではなく、最終的には標本資料と人員をひととこ

は、16 世紀末にスペイン軍の侵攻を退けた在りし

ろに集めるという壮大な計画だ。その主体が、ライ

日のままである。ここはライデン、出島を後にした

デン駅を挟んで旧市街とは反対方向に位置する国立

シーボルトが日本学を拓いたことで日本人に知られ

自然史博物館、通称 Naturalis である（図 2）
。もとも

るオランダの古都である。この町に私がたどりつい

と旧市街にあった Naturalis は 10 年ほど前に今の場

た 2011 年の 4 月 2 日から、早くも一年が経とうとし

所に移転し、同様に移転してきたライデン大学の理
系研究科のビル群とともに、古都にはやや不似合い

ている。

な人工的景観を形成している。ひときわ目立つのは、

とはいうものの、実は、私はつい先日からスイス
に滞在している。ホストは、このニュースレターの

Naturalis の 標 本 庫 である。地 上 20 階 建 てのこの

編集委員でもある EAWAG の荒木仁志さんだ。そ

「標本塔」が、ライデン市で最大の建物になる。3700

こで本稿の執筆依頼をいただいた。自分の所属機

万点にものぼる所蔵標本の中には、ニホンオオカミ

関 で あ る NCB Naturalis（Netherlands Centre for

の模式標本が含まれているはずだ。
しかしながら、この標本庫に併設されている研

Biodiversity ʻNaturalisʼ）についてほとんど何も知
らないという現実に気づかされて頭を抱えているの

究棟のほうはそう大きな建物ではない。統合に伴う

が本当のところなのだが、いまさらまわりに訊ける

人員の加入もあって手狭になってきたので（図 3）
、

人もいないので仕方がない。偏見や誤解のきっと混

NCB Naturalis に属する研究室の一部は館を出てラ

じっていることを予め了承していただきながら、こ

イデン大学の各施設に分散せざるを得なくなった。

の先を読み進めてもらえれば幸いと思う。

私もライデン大学の生物学研究所（Institute Biology

図1 ライデンの夜景

図2
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Leiden: IBL）の中にデスクをもらった。NCB Natu-

統合は、オランダの自然史研究者たちの永年の願

ralis では IBL の研究室との共同研究が奨励されてい

いが結実したものだった。一箇所に集積、整理され

るそうだ。IBL との統合も計画のうちにあるのかも

た自然史標本群は、単独では持ち得ない利用価値を

しれない。私は、IBL で脊椎動物の進化発生学的研

発揮できるようになる。統合により、Naturalis は自

究を精力的に進めている Michael Richardson とヘ

然史研究の拠点としてますます存在感を増すことに

ビの顎の発生について共同研究をする予定だったの

なるだろう。また、自然史標本を寄付した各機関に

で、これははなはだ都合がよい。

は、それらを維持するのにかかっていた莫大なコス

このように、大学との線引きが最初から曖昧な

トを節約できるという利点もあった。

NCB Naturalis だが、博物館の一形態として捉えて

しかしながら、私はもうひとつ穿った見方を持っ

みると、日本のそれとは根本的に異なるところが随

ている。統合は、組織を強大にして国家と戦うため

所に見えてくる。特徴を端的に言うならば、分業と

ではないだろうか。今や、潤沢な予算を基礎科学に

総合である。日本の博物館では学芸員一人ひとりが

注げるほど国家財政に余裕のある国などどこにもな

標本管理者から展示担当、研究員までの三役をす

い。オランダも然り。IBL にはかつて進化生物学の

べて兼ねるのが普通だが、欧米ではそれぞれに専門

講座があったのだが、数年前に取り潰された。当時、

職員が就いていて、それぞれの人員を各該当部局の

たしか日本でも、ML の EVOLVE でそれに反対する

ディレクターが束ねている。この「分業」という制度

署名集めの案内が流されていたと思う。実は、同様

上の違いはよく指摘され、そしてよく嘆かれること

のことがオランダ各地の大学で起きていた。それら

だ。いっぽうで NCB Naturalis について特筆すべき

は、産業に貢献しない部署に対するあからさまなリ

は、研究員が必ずしも分類学を背景に持っていない

ストラであった。

ということである。構成員リストを眺めると、生物

私が軸足を置いている生態学の分野では世界的な

多様性を理解するためのアプローチならばどんどん

風潮でもあるが、ライデンで強く感じるのは、実践的

取り込もうというアグレッシブな博物館の姿勢が見

応用科学の台頭である。たとえば DNA バーコーディ

て取れる。日本の博物館では難しいことも多いとは

ングという新興の一大分野があるが、それを用いて特

思うが、ガラパゴスぶりは自覚しておいたほうがい

定植物の密輸を検疫で取り締まる手法の確立を研究

いかもしれない。

課題とする修士課程の学生がいる。私の所属研究室

さて、これでは確かに、博物館の枠を超えた組織

でも、気候変動の影響を調べる市民参加型プロジェ

のように思える。だからこその NCB Naturalis なの

クトの取りまとめが最近までおこなわれていた 1）。博

だろうか。そうではない。こうした違いは統合以前

物館ではないが、IBL では、ゼブラフィッシュ胚の

からあったものだ。統合は、そもそも何のためだろ

集約的観察チップの開発プロジェクトが産学共同で

うか。

走っている。目的は創薬である。
最も伝統のある博物学の拠点で、この状況であ
る。何も変えることなく予算の増加を望むことはで
きないということだろう。博物館での研究は基礎だ
から地味でもよい、という時代はとうに終わってし
まったのかもしれない。国民の役に立つ、あるいは
少なくとも国民の関心を引く研究成果を発信しなく
てはならない。その意識が NCB Naturalis では共有
されているように思う。もちろん、生物多様性を理
解するための地道な研究活動はおろそかにすること
なく、である。

留学にいたる顛末

図 3 統合のための標本整理は館内の「Live Science」と
題する展示会場でもおこなわれている。働く職員たちが
展示物である

個人的な話もしておこう。学位をとった後の 3 年
間を日本国内（東北大学）で過ごした私だが、研究
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キャリアのなるべく早い段階で海外を経験したいと
は思っていた。そして行くなら欧米だと決めていた。
使える英語を身につけたかったからだ。しかし、研
究材料は随伴できるにせよ調査地を遠く離れること
には躊躇があった。私はフィールドワークと行動実
験を得意としてここまで生きてきた研究者である。
研究材料はずっとカタツムリを食べるヘビであり、
残念ながらそれは東南アジアに固有の分類群であっ
た。また、欧米の生物相には明るくなく、現地でい
きなり実施でき、かつインパクトのある研究もとく
に着想できなかった。よって欧米に出るためには、
ハイテクを身につけるべくプロジェクトの歯車にな

図 4 仙台を脱出する私と家財道具。バッグはファス
ナーが上がらなくなっている。輪行袋に入っている自転
車はオランダでも大活躍した。写真：三浦大地提供

るか、さもなくばローテク研究者の強い味方である
自然史博物館に身を寄せるのが近道だと考えた。こ
うした悩みは、理論やラボワークを主戦場とする研
究者には想像の埒外ではないだろうかと思う。

けたために受け入れの承諾を得られず、土壇場に

そこで任期最終年度の春に、数ある宝くじのひと

なって応募書類を差し替えたのだった（こんなこと、

つとして「ヘビの行動実験をする。加えて博物館の

Menno にはとても伝えられない）
。よって、いまひ

所蔵標本を調査する」と申請書に書いたら、海外学

とつ本気になれない研究計画だったわけである。

振（日本学術振興会の海外特別研究員）の面接に呼

また、研究費の確保も頭の痛い問題だった。海外

ばれた。面接予定日の前日は、オーストラリアで開

学振に支給されるのは滞在費であり、研究費は名目

催される国際動物行動学会（ISBE 2010）での発表日

上ゼロである。しかも日本国内に所属がないと科研

だった。発表を取りやめようとしたら、大会参加と

費の申請資格も得られない。多くの財団助成も然り。

フライトのキャンセル料は自腹になるという GCOE

渡航後に決定したことだが、密かにアテにしていた

からのお達しがあり、成田経由で直行という強行ス

笹川財団の助成金は補欠繰上げの末に辞退の憂き目

ケジュールで面接会場に滑り込むことになった。フ

と相成った。これでは採集旅行に出ることも難しい。

ライトの変更にかかったキャンセル料は自腹で負担

困ったことになった。

せざるを得なかったが、その甲斐あって内定をいた

そんな私に追い討ちをかけたのが、東日本大震災

だくことができた。身内を贔屓するような人ではな

だった。私自身は、札幌で開催されていた日本生態

いとは思うが、面接官のひとりだった元学会長の I

学会の大会に参加中だったので、辛くも難を逃れる

さんには感謝している。おかげで「すっごい…簡単

ことができた。しかし研究室は仙台である。電源の

な…数理モデルを作ってみたところ」などと及び腰

絶たれた恒温室では、飼育していたヘビたちが静か

のプレゼンになってしまったけれど。

に息絶えていった。どうにか営業を再開した夜行バ

さて、無収入を回避できたまではよかったが、肝

スで仙台に戻った私は、何が手遅れで何が手遅れで

心の研究内容が練られていないままである。受け入

はないかを瞬時に理解し、必死に引っ越しに勤しん

れ先の先生は Menno Schilthuizen という方で、私

だ（図 4）
。そしてあらゆるタイミングが奇跡的に合致

の研究テーマである左巻きカタツムリの進化という

し、フライトを変更することもなく 4 月 1 日、私はオ

マイナーな分野では代表的な研究者のひとりであ

ランダに向けて片道切符の旅程につくことができた。

る。彼には学位取得年度に応募した海外学振でも受

機中で、去る 1 月半ばに下見のために初めてオラ

け入れをお願いしていた。そのときは順当に落選し

ンダを訪れ、先生とその息子さんと食事をともにし

たわけだが、今回応募した申請書は当時とほぼ同じ

たときのことを思い出した。共通の話題に乏しい中

内容だったので、わからないものである。実は、当

で、少年が英語で私にこう尋ねてきた。
「ヒロシマに

初まったく別のテーマ（つまりハイテク歯車計画）で

は今も人は住んでないの？」まったく、笑えない冗

応募するつもりが、某女史にメールを無視され続

談になってしまったものだ。
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こうして、無計画、無研究費、無ヘビのオランダ

のデータで論文を書いたり 3）、日本のみなさんに忘

暮らしが始まった。ちなみに渡航直前の 2 月に結婚

れ去られないようにと願いを込めて単行本を仕上げ

したばかりで、遠距離恋愛からそのまま移行しての

たりした 4）。本学会から授与された奨励賞の授賞式

単身赴任である。いわば遠距離婚（離婚の一種では

に出ることもままならなかった私のことは、この本

ない）
。マリッジブルーとはこのことか。

を読んで偲んでもらえれば幸いと思う。
散々愚痴をこぼしておいて何だが、留学したこと

研究環境のセットアップ

自体を私は全然後悔していない（他に職がなかった

何があっても日は昇る。当時日本に覆いかぶさっ

せいもある）
。こうした状況に対しては開き直ってし

ていたナーバスな雰囲気とはうって変わり、青空広

まった。デスクを IBL から植物標本館に移すことに

がるライデンの日常は平穏そのものだった。これで

なって快適なパソコン・英語環境を手にできたこと

何も手につかないなどと言っていては罰が当たる。

もある。刺激的なセミナーもしょっちゅう開かれて

朝永振一郎の「滞独日記」2）に浸るのはしばらく先延

いる。研究費は未だにないが、書き物がたくさん溜

ばしして、とりあえず研究室に行ってみた。

まっているので仕事には事欠かない。スイスに来て

研究環境のセットアップに取り掛かって最初に実

からは荒木さんとの共同研究で手を動かしているの

感したのは、英語のありがたさだった。オランダ人

で、前に進んでいる実感もある。それに、オランダ

は英語が得意。渡航前にそう聞かされていた。それ

でもスイスでも、古い町並みや風景がとても美しい。

は間違っていなかったのだが、問題は英語以上にオ

それだけでもお釣りのくる暮らしである。

ランダ語が得意だということだ。オランダ人同士の

みんなで頭脳流出

会話は当然オランダ語で、ML で届く連絡事項メー
ルもオランダ語である。構成員に占めるオランダ人

ある人に言われたことだが、
「君は海外に行くべ

率が高いせいだろう。メールは Google の自動翻訳

きだ。日本の制度に縛られて、変に縮こまっている

で英訳することでなんとか対処できたが、言葉の壁

ように見える」というのは、かなり正しい見立てだっ

は厚い。省みて、今度日本に帰ったら留学生の前で

たと思う。相方が日本にいるのでいつかは帰りたい

は下手でも英語しか使わないようにしようと心に決

と思っているが、そうでなければ日本で研究するメ

めた。

リットは何だろうとさえ思う。こちらでは、博士は

次に実感したのは、日本の大学のいい加減さとそ

尊敬される肩書きである。給与水準は高く、無給の

のありがたさだった。仙台から航空便で送りつけ、

ポスドクなどまずありえない。ひとつには、民間企

受け取りの際には多額の輸入税を取られたデスク

業への転出がごく普通だからだろう。逆に転入も普

トップ型パソコンは、大学のイントラネットにつな

通である。フットワークの軽さは、多様なキャリア

ぐことを許されず、スタンドアローンの計算機（とい

パス、多様な人生が認められているがゆえである。

うか重いだけのただの箱）になってしまった。ディ

そのことを肌で感じることができただけでも、留学

スプレイは活用できたが、しめて約 6 万円の無駄遣

した甲斐があったと思っている。必要としてくれる

いである。代わりに用意されていたパソコンは、OS

人は、海外にいるのかもしれない。英語能力や研究

がオランダ語版でさっぱり使えない。勝手にソフト

業績はあるほうがいいが、職に困ったらとりあえず

ウェアをインストールすることもできず、トラブル

頭脳流出してみることをお勧めしたい。

は逐一 IT の専門スタッフに連絡して解消してもらわ

引用文献
1）Silver town, J. et al.（2011）Citizen science reveals
unexpected continental-scale evolutionary change in a
.
model organism. PLoS One 6（4）
2）朝永 振一郎（1997）滞独日記．量子力学と私（江沢 洋
編）
，
（岩波書店，東京）
.
3）Hoso, M.（in press）Non-adaptive speciation of snails
by left-right reversal is facilitated on oceanic islands.
Cont. Zool.
4）細 将貴（2012）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，東京）

なくてはならなかった。そのスタッフの仕事の遅い
のなんの。英語版 OS に交換し、日本語フォントと
希望した一通りのソフトを入れるのに 2 週間ではき
かなかった。ようやく済んだと思ったら、今度はロ
グインができなくなる始末。研究室に来てもやれる
ことのない僕は、ここに来てまさかの自宅警備員デ
ビューである。ほんと何しに来たんだろう。
とはいえ何もしないわけにはいかないので、手元
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科博コラボ：アロサウルス展
国立科学博物館

真鍋

真

日本で恐竜の全身骨格が展示されるようになった

とが多い。千葉県立中央博物館では明るいエントラ

のは 1964 年で、上野の国立科学博物館に展示され

ンスホールで、こどもでも自分の目線で骨格を近く

たアロサウルス Allosaurus だった。それまでも恐竜

から、いろいろな方向から見ることが出来るところ

の展示はあったのだが、骨格ではなく生体復元で、

が評判である。前述の Madsen は Allosaurus の骨ご

実際の大きさよりも縮小されたものだけだったらし

とに図示した記載論文を 1976 年に出版している 2）。

い。小川勇吉さんという三重県出身の在米日系一世

いまではこのような文献は他の種にもあるが、私が

が、日本には恐竜の全身骨格の展示がないことに驚

古脊椎動物学を勉強し始めた 1980 年代には珍しく、

き、寄贈して下さったものだ。小川さんは三人のご

Madsen のこの論文を参考に、Allosaurus で獣脚類

子息を伴い、カリフォルニア州からアメリカ西部に

恐竜の基本的な形態を勉強するのが普通だった。私

化石採集旅行に行かれていたが、ユタ州のクリーブ

もこの論文を持って国立科学博物館に通った一人

ランド・ロイド発掘地という、Allosaurus の化石が数

だった。アロサウルス展では骨格のスケッチをしな

多く発見される場所に行った。そのとき、ユタ大学

がらゆっくりと観察していただくのもお薦めである。

博物館で Allosaurusを研究していた James H. Mad-

千葉県立中央博物館のアロサウルス展のポスター

sen に出会い、Madsen に日本に寄贈する Allosaurus

にはサイエンスイラストレーターの菊谷詩子さんの

を発掘、組み立てるように依頼した。クリーブラン

Allosaurus の生体復元画が使われている。現在、菊

ド・ロイド発掘地のあるモリソン層の Allosaurus 化

谷さんは新しいバージョンの復元画を準備している。

石は、ジュラ紀後期の約 1 億 5,000 万年前の広大な

それは、2010 年にスペインの白亜紀前期の地層か

氾濫原にあった死骸を河川が集積したために、骨格

ら新種の獣脚類コンカヴェナトル Concavenator が報

の骨がバラバラに集積したような状態で化石化され

告されたことに関係している 3）。手首から先以外は

ていることが多い。Madsen はいくつかの個体の欠

ほぼ全身の完全な骨格が発見され、全長約 6 メート

損部位を補完するようにして一体分の復元骨格を完

ルと推定される。鼻骨、歯などの形質状態からカル

成させた。頭部を除く大部分が、保存の良い実物化

ノサウルス類のカルカロドントサウルス類に分類さ

石で出来ている良好な標本である。

れた。カルカロドントサウルス類は歯が大きく薄い

年配の読者の中には最初に見た恐竜がこの Al-

ことから、ホオジロザメの歯になぞらえて命名され

losaurus だったという人が少なくないだろう。2004

た獣脚類の一グループで、カルカロドントサウルス

年頃まで国立科学博物館に展示されていたが、展示

Carcharodontosaurus、ギガノトサウルスGiganoto-

更新に伴い、展示されなくなり収蔵庫で保管されて

saurus など主に白亜紀の南半球の大陸（ゴンドワナ

いた。国立科学博物館では、地域の博物館等の施設

超大陸）で繁栄していたことで知られる。

と協力して展覧会を実施する科博コラボというプロ

Concaventor は仙椎の付近の棘突起が長い板状に

ジェクトがあるが、2009 年からはこの Allosaurus の

伸びていることなどが他のカルカロドントサウルス

実物全身骨格が鹿児島県をスタートに西日本から各

類とは著しく異なるが、肘から手首にかけての尺骨

地を巡回している。博物館や科学館に加え、2010 年

に、鳥類の翼羽乳頭に似た形態が認められる。鳥類

には鳥取県の米子水鳥公園ネイチャーセンターで、

の翼羽乳頭は、風切羽の付着痕が尺骨に残ったもの

バードウォッチングに来た人たちに、鳥類の親戚と

であることから、もしこれが翼羽乳頭であれば、ど

しての恐竜にも関心を持ってもらおうというコラボ

のような形と大きさの羽毛が生えていたかはわから

なども行われている。そのアロサウルス展は、2012

ないが、Concavenator にも何らかの羽毛が生えてい

年 4 月 8 日まで千葉県立中央博物館で開催されてい

たと考えられる。カルカロドントサウルス類で羽毛

る 1）。恐竜はステージの上に乗せられ、暗い演出照

の存在が確認されたのは初めてであることはもちろ

明のもとで下から見上げるように展示されているこ

んのこと、カルカロドントサウルス類では表皮の情
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報がまったくなかった。Concavenator が羽毛を持っ

どとのコラボ展で東北地方を巡回する予定である。

ていたとしたら、羽毛の起源はこれまで考えられて

近くにやって来たら、是非見に行っていただきたい。

いたよりもかなり遡り、Allosaurusも羽毛を持って

1）http://www.kahaku.go.jp/event/2012/01allosaurus/
index.html
）1976］
. Allosaurus fragilis:
2）Madsen, James H., Jr.（1993［
A Revised Osteology. Utah Geological Survey Bulletin
. Salt Lake City: Utah Geological Survey.
109（2nd ed.）
. A bizarre,
3）Ortega F., Escaso, F. and Sanz, J.L.（2010）
humped Charcharodontosauria（Theropoda）from the
Lower Cretaceous of Spain. Nature, 467: 203-206.
4）Zheng, Xiao-Ting; You, Hai-Lu; Xu, Xing; Dong, ZhiMing（2009）. An Early Cretaceous heterodontosaurid
dinosaur with filamentous integumentary structures.
Nature, 458: 333-336.

いた可能性が高くなった。近年、ティアニュロング
Tianyulong のように、鳥類とは遠縁の鳥盤類恐竜に
も羽毛をもっていたものがいたらしいことが指摘さ
れている 4）。羽毛の発達が恐竜の恒温性への変化と
関連していた可能性が高いことから、羽毛かウロコ
かは単に復元画だけの問題ではない。そんな観点か
らも Allosaurus の新しい復元画を楽しみにしていた
だきたい。
アロサウルス展は千葉県立中央博物館の後、震災
の復興支援のひとつの形として、被災地の博物館な

「智慧の樹」再訪
【2】ツリーとダイアグラム：
チャールズ・ダーウィンに見るその用例
The Tree of Knowledge Revisited:
2. Trees and Diagrams: Several Examples from Charles Darwin

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）
先日のことだが、一昨年前から今年にかけて断続
的にネット連載してきた〈系統樹ウェブ曼荼羅〉
（三

れた系統樹（図1）とダーウィンの主著『種の起源』
（Darwin 1859）に見開き図版として掲載されている

中 2010 〜 2012）の単行本化に向けての打ち合わ

唯一の「ダイアグラム（diagram）
（
」図 2）を並べてみ

せを目黒で行なった。古今東西の「系統樹」がもつ

よう。

ヴィジュアル言語としての側面に光を当てようとし

これら二つの図版を「樹」として解釈するならば、

たこの連載では、毎回、生物の系統樹を含むさまざ

どちらも読者にとってはまぎれもない生物の系統発

まなオブジェクトの系譜を題材として取り上げてき

生を図示した「系統樹（phylogenetic tree）
」として

た。先日の会議の席上、図版作成を担当する共著者

強く印象づけられる。同時に、若いころから画才に

から、
「そういえば、今回の連載では本家本元である

恵まれたヘッケルと必ずしもそうではなかったダー

はずのダーウィンの“ 系統樹 ”がまったく取り上げら

ウィンとの実力差も歴然としている。絵画としての

れませんでしたね」との指摘を受けた。

魅力という点でいえば、ヘッケルに軍配を挙げない

たしかにその通りだった。しかし、私が、チャー

わけにはいかない。

ルズ・ダーウィンの描いた多くの“ 系統樹 ”に言及

しかし、ダーウィンの描いた“ 系統樹 ”ははたして

しなかったのは、それらをわざと無視したからでは

ヘッケルの「系統樹」と同じ視点から読みとるべきな

ない。もちろん、同時代のエルンスト・ヘッケルが

のかという疑問がここで浮上してくる。ヘッケルは、

描いた華やかな「系統樹（Stammbaum）
」と見比べ

彼自身が認めているように、全生物が単一の祖先か

たとき、チャールズ・ダーウィンの手になる“ 系統

ら系統発生して現在にまでいたる経路を描くために

樹 ”がヴィジュアル的に見劣りがすることは誰もが

「系統樹」を用いている。一方のダーウィンはと言う

認めるだろう。たとえば、ヘッケルのデビュー作で

と、この点に関してはなんとも歯切れが悪い。
『種の

ある『生物の一般形態学』
（Haeckel 1866）に掲載さ

起源』の該当箇所で彼は次のように説明している：
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とを考えるならば十分に納得できる。実際、
『種の起

「いかなる種でも、変異した子孫は構造を多様化

源』の続くパラグラフでは、このダイアグラムを用い

すればするほどうまく生存できる可能性が高くな

てもっと詳細な説明を与えている。しかし、形質分

り、他の生物が占めている場所に侵入できるように

岐を説明するこのダイアグラムだけでは、いまひと

なる。そこで次は、形質の分岐によって大きな利益

つ具体的な説得力に欠けることも確かである。

が得られるというこの原理が、自然淘汰の原理や絶

『種の起源』のもとになった大著は『Big Species

滅の原理と組み合わさることで、どのような作用を
及ぼすかを検討しよう。これはかなり込み入った問
題なので、理解を助けるために図［diagram 図 2］

Book』の 原 稿 は 1856 〜 58 年 に か け て 書 か れ た
（Stauffer 1975）
。
『種の起源』に掲載されたダイアグ
ラムの祖型がこの原稿に含まれている（図 3）
。

を用いて説明しよう」
（ダーウィン『種の起源』上巻，

すでに指摘されているように（Bredekamp 2005）
、

p.208：渡辺政隆訳）

活字化されたこの図 3は、次に示す元図版（図 4）に

つまり、ダーウィンが 提 唱 する生 態 学 的 特 殊

比べれば、暗示される樹形の「不規則性（irregular-

化 の 原 理（
「 分 岐 の 原 理 」principle of divergence:

ity）
（
」Voss 2007）の点で、必ずしも正確な複製では

Ospovat 1981）を説明するための「図」としてこのダ

ないかもしれない。
すぐわかるように、図 3あるいは図 4 の「ダイア

イアグラムは描かれたことがわかる。ヘッケルのよ
うに、具体的な生物名がこのダイアグラムに書きこ

グラム 1」を上下逆転させたものが『種の起源』のダ

まれていない理由も、それが原理の説明図であるこ

イアグラム図 2 である。
『種の起源』には所収されな
かった「ダイアグラム 2」は「ダイアグラム 1」を要約
し、分岐の原理が作用したときに生存する「枝」を明
示している。さらに描かれはしなかったが、キャプ
ションで示唆されている「ダイアグラム 3」と「ダイ
アグラム 4」は、
「ダイアグラム 1」に示された分岐の
原理を将来の世代に外挿したならば、どのようなか
たちの系譜になるかを説明する図となったと推測さ
れる。
『種の起源』が出版されるまでの時期に、ダーウィ
ンは彼のノートブックにいくつかの“ 系統樹 ”あるい
はダイアグラムを書き残している（図 5、図 6）
。
図 5に先立つパラグラフ（25）で、ダーウィンは
「生命の樹は生命の珊瑚（coral）と呼べるだろう。そ

図1 エルンスト・ヘッケル『生物の一般形態学』の「生
物の単系統的系統 樹 」
。Tafel I. 出典：http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Haeckel_
arbol_bn.png

図 2 チャールズ・ダーウィン『種の起源』の「ダイアグ
ラム」
。 出 典：http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/45/Darwin_divergence.jpg
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図 4 チャールズ・ダーウィン『Big Species Book』の
ダイアグラム（元図版）
。出典：http://darwin-online.org.
uk/content/frameset?itemID=CUL-DAR10.2.%28177%29&viewtype=image&pageseq=1［image 66］

図 3 チャールズ・ダーウィン『Big Species Book』の
ダ イア グ ラム（Stauffer 1975による 活 字 化 ）
。出 典：
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype
=text&itemID=F1583&keywords=stauffer&pageseq=1
［page 236, 237］

図 6 チ ャ ー ル ズ・ ダ ー ウ ィ ン 1837『Notebook B』
36。http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Darwin_tree.png

図 5 チ ャ ー ル ズ・ ダ ー ウ ィ ン 1837『Notebook B』
26。http://darwin-online.org.uk/content/frameset?
itemID=CUL-DAR121.-&viewtype=side&pageseq=28
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の枝は死んで、経路を見ることはできない」と述べ

樹 ” やダイアグラムを残していない。たとえば、
『種

ている。この図もまた具体的なイメージを喚起する

の起源』の出版翌年（1860 年）にチャールズ・ライエ

系統樹というよりは、もっと概念的なダイアグラム

ル宛てに書かれた書簡の中で、哺乳類の系統樹に関

のひとつだろう。一方、有名な図 6については、祖

する二つの対立仮説を提示している（図 7）
。

先「1」から発する系統発生の経路の末端に位置する

ここでもまた「ダイアグラム」という表現を使用し

いくつかの種（A 〜 D）の間の類縁関係を祖先との

ていることからも推測されるように、ダーウィンは

比較のもとに論じようとする。この点でいえば、図 5

生物の進化や系統に関する歴史的または因果的「説

に比べてよりリアルな系統樹のように見える。

明」のためのヴィジュアルな補助手段を「ダイアグ

ダーウィンの「ダイアグラム」に関する図像学的解

ラム」と呼んでいたようだ。一方、彼が「生命の樹

析を行なった Bredekamp（2005）や Voss（2007）は、

（the tree of life）
」という表現を使うときはもっと詩

ダーウィンが彼に先立つ時代の博物学者たちが実践

的（美的）なニュアンスを含んでいる。
『種の起源』

してきた「ヴィジュアル言語」を自らのものとして

の上記のダイアグラムが登場する第 4 章「自然淘汰」

取り入れようとしてきたと指摘する。つまり、ダー

の末尾を彼は次のように結んでいる

ウィンにとっての「ダイアグラム」は、生物の進化と
系統を視覚化するための彼なりの試行錯誤だった。
彼が描いた図が、場合によっては単なる模式図のよ

「同じ綱に属する全生物の類縁関係は、ときに一
本の樹木で表されてきた。この直喩は大いに真実を
語っていると思う。芽を出している小枝は現生種に

うに見えたり、あるいは具象的な生命の樹のように

あたる。前年以前の古い枝は歴代の絶滅種にあた

見えたりするのは、ヴィジュアルな表現様式に関す

る。成長期を迎えるごとに、元気な枝はあらゆる方

るダーウィン自身の迷いの反映なのかもしれない。

向に芽を伸ばそうとし、周囲の枝や小枝を覆い隠し

生涯を通じてダーウィンは数えるほどしか “ 系統

て殺してしまう。……それと同じで、世代を重ねた
「生命の大樹」も枯れ落ちた枝で地中を埋め尽くし
つつも、枝分かれを続ける美しい樹形で地表を覆う
ことだろう。
（
」ダーウィン『種の起源』上巻，pp. 227-

228：渡辺政隆訳）
「生命の樹」は汎世界的に存在する図像世界を構
成していた。キリスト教文化圏にあっては前回言及
したルルスの「知識の樹」あるいは旧約聖書の「エッ
サイの樹」が有名である（Watson 1934）
。ダーウィ
ンにとっての「生命の樹」という表現は、何世紀に
もわたって伝統的なイメージをもつ図像であり、そ
のキリスト教的含意を考えるならば、彼が目論んで
いた進化的思考の浸透にとっては取扱注意の危険性
をはらんでいた可能性が否定できない。当時のイギ
リスに広まっていたにちがいない「生命の樹」のイコ
ンと目的のない偶然に支配される自然淘汰のプロセ
スの根本的矛盾を懸念するならば、
「生命の樹」を
あくまでも比喩の世界に押しとどめつつ、その一方
で「ダイアグラム」を用いて自説（自然淘汰・分岐原
理・絶滅など）を説明するというダーウィンの戦術

図 7 ダ ー ウ ィ ン か ら ラ イ エ ル 宛 の 書 簡（1860 年 9
月 23 日付）の図版（活字化）
。出典：Francis Darwin
（ed.）1887. The Life and Letters of Charles Darwin,
Volume 2. John Murray, London. 活 字 化 さ れ る 前 の
原 図 は『 チ ャ ー ル ズ・ ダ ー ウ ィ ン 書 簡 集・ 第 8 巻 』
（Burkhardt et al. 1993）に載っている

は賢明だったかもしれない。
明らかに、ダーウィンはヘッケルほど系統樹を大
安売りしなかった。彼が描いた最後の系統樹はヒト
を含む霊長類に関する系統樹である（図 8）
：
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霊長類の祖先をルーツにもつこの系統樹は末端種

あり、それゆえ、すでに見たように、メッセージを

が明記されたリアルな系統樹であり、かつて彼が描

理解するためにはその両方と、これらを結びつける

いた概念的なダイアグラムではなく、むしろ「生命
の樹」に近いフレーバーを漂わせた樹形図である。
この霊長類系統樹もまた公表されることはなかった。

関係を解読しなければならないということである。
……しかし、これらの起源はより古い。ここには教
育の伝統、スコラ学の伝統、聖書注釈の伝統といっ

リナ・ ボ ル ツ ォ ー ニ『 イメ ー ジ の 網 （
』Bolzoni

たさまざまな伝統が流入している。たとえば、生徒

2002）は、中世イタリアにおけるさまざまなダイアグ

が理解し記憶するのを助けるような、論理学の推論

ラム（図表［tavola］
、系統図［diagramma］
、系統樹

や修辞学の分類を表現する系統図（diagrammi）や

［albero］
、階段型［scala］などの視覚的図式）の記

円形概念図（schemi circolari）の使用は学校では広

憶術的利用について考察する。著者の基本スタンス

く普及していた。
（p. 83）

は、文字によって描かれた世界がそれと並行する図
表によって表現された世界とどのように関わってき

もうひとつは法学的ツールとしてのイメージ、す

たかに注目する。とりわけ興味深いのは、系統樹や

なわち家系図である：
（図10）

階梯が実に 6 世紀にまで遡れる深いルーツをもって

同様の概念図［スケーマ］は血縁関係を視覚

いるという点だ。そのひとつは教育的ツール（記憶

化するために用いられたが、これは法学の伝統や、

術）としてのイメージである：
（図 9）

人々の間の関係を管理する上で、第一級の役割を果

問題となるのは、テクストとイメージが対置され

たしていた。系統図は他の様々な幾何学的概念図と

るのではなく、密接に結びついている混合の所産で

同様に、装飾的要素で飾られ、図像学的文脈の中に

図 8 ダーウィン最後の系統樹（1868 年 4 月 21日）
。出
典：http://darwin-online.org.uk/content/frameset?vie
wtype=image&itemID=CUL-DAR80.B91&pageseq=1

図 9 修辞法の教育に用いられた「図式化された系統
樹（albero diagrammatico）
」
。Francesco Robortello
（1549）
。出典：リナ・ボルツォーニ『記憶の部屋』p.
59, 図 4
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図 10 13 世紀半ばに描かれた
アングロ = ノルマン族王家の家
系 図 の 巻 物。 出 典：Princeton
MS 57

挿入されることが可能だった。感覚と空想に感銘を
与えることのできる正真正銘のイメージは、このよ
うにして概念図に同伴するか、その機能を永続させ
つつ、完全に概念図そのものにとってかわることが

わっていたという推論で

できた。系統図（diagrammi）が系統樹（albero）へ

ある。これはたいへん興

と変わる事例が最も一般的である。
（p. 85）

味深い。
体系学がこれまで用い

さらにもうひとつは生命の樹（lignum vitae）であ

てきたチェイン（鎖）
・ツ

る：

リー（樹 ）
・ネットワーク

「生命の樹」のラウレンツィアーノ写本に収録さ

（網）は、いずれもダイア

れているヴァージョンは、これが十字架と同化して

グラムとしての役割、す

いることが一目瞭然である。……系統樹／十字架の

なわちヴィジュアル言語

土台には『ヨハネの黙示録』の「私は果実をもたらす

として、あるいは知識化

生命の樹を見た」
（vidi lignum vitae afferens fructus

ツールとしての機能を果

［第 22 章 2 節］
）という一行を読むことができる。こ

たし得る。ダイアグラム

のイメージは、話題となっている「生命の樹」が天

のもつこの働きはさかの

国の中央に植えられたのと同じものであるという事

ぼれば中世の昔から認識

実を目の前に突きつける。
（p. 102）

されてきた。一言で言え

メッセージを視覚化する能力に着目するとき「生

ば、15 〜 16 世 紀 に お い

命の樹」のイメージはかくも強力だった。著者は古

て中世的知識はこれらの

」が聖書
代の「血縁樹形図（arbor consanguinitatis）

ダイアグラムを媒介とし

的に再解釈されて、
「エッサイの樹」のようなイメー

て「視覚化」され、広く用

。中世ヨーロッパにお
ジを生み出したと言う（p. 86）

いられてきた。

けるさまざまな様式の家系図はその影響から免れる

系統情報学とは系統樹

ことはできなかった。

に基づく生物情報学であ

ダーウィンやヘッケルが、19 世紀において進化思

る。系統樹をはじめさま

想が普及するのにあたって、視覚的メディア（図像・

ざまなタイプのダイアグラ

絵画・写真・イラストなど）の貢献度はきわめて大

ムはもともと情報整理と

きかった。つまり、時空的変遷という因果プロセス

知識獲得のためのツール

を「系統樹」や「ダイアグラム」のような視覚メディ

として、中世以降、現在

アとして表現することにより、一般社会への浸透

にいたるまで連綿として

度が高まったのではないだろうか。たとえば、ダー

使われ続けてきた。
「文」

ウィン自身は生命の樹とダイアグラムとを意図的に

と「絵」の中間に位置する

分けているが、彼の著書を手にとった読者たちは、

模式的な「ダイアグラム」のもつ積極的意義につい

まちがいなく当時の文化的背景のもとで、ダーウィ

ては、最近になって再評価されつつあり、
「ダイアグ

ンのダイアグラムを生命の樹として解釈したにちが

ラム的転回（diagrammatic turn）
」という表現が使

いない。

われるようになってきた（Bogen und Thürlemann

さらにもう一歩踏み込んで、ダーウィンやヘッケ

。文学史研究
2003, Astrit Schmidt-Burkhardt 2005）

ルは系統樹を描くことを通じて、進化学の思想を

における図的思考を考察したフランコ・モレッティ

育んでいったのではないかとみなす研究者もいる

は、ダーウィンがなぜ「系統樹」ではなく「ダイアグ

（Voss 2007, 第 2 章）
。つまり完成品としての進化思

ラム」と呼び、
『種の起源』の唯一の図版として「か

想の売り込みにおいてだけではなく、進化思想とい

けがえがない」と版元ジョン・マレーに強調したの

う製品づくりの時点ですでに視覚的要素が深く関

かを考察している。上で述べたように、ダイアグラ
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ムは単なる「絵」ではなく、知識を得るためのツール

sity Press, Cambridge.（チャールズ・ダーウィン［渡辺政
2009.『種の起源』光文社［古典新訳文庫］
，東京）
隆訳］
・Charles R. Dar win 1860. Letter to Charles L yel on 23

だったのだ。

September 1860. Dar win Correspondence Database,
http://www.dar winproject.ac.uk/entr y-2925 accessed
on Thu Mar 08 2012.
・Francis Dar win（ed.）1887. The Life and Letters of
Charles Darwin, Three Volumes. John Murray, London.
・Ernst Haeckel 1866. Generelle Morphologie der Organismen, Zwei Bände. Georg Reimer, Berlin.
・三中信宏 2010 〜 2012. 系統樹ウェブ曼荼羅（1 〜 12）
．
NTT 出 版［Webnttpub.］
， 東 京．http://www.nttpub.
co.jp/webnttpub/contents/mandara/index.html．
・Franco Moretti 2005. Graphs, Maps, Trees: Abstract
Models for a Literary History. Verso, London.
・Dov Ospovat 1981. The Development of Dar win ʼ s
Theory: Natural History, Natural Theology, and Natural
Selection, 1838 - 1859. Cambridge UniversityPress,
Cambridge.
・Astrit Schmidt-Burkhardt 2005. Stammbäume der
Kunst : Zur Genealogie der Avantgarde. Akademie
Verlag, Berlin.
・R. C. Stauffer（ed. ）1975. Charles Darwinʼs Natural Selection: Being the Second Part of His Big Species Book
Written from 1856 to 1858. Cambridge University Press,
Cambridge.
・Julia Voss 2007. Dar wins Bilder : Ansichten der Evolutionstheorie 1837 bis 1874. Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main.［Julia Voss［Lori Lantz 訳 ］
2010. Darwinʼs Pictures: Views of Evolutionary Theory,
1837-1874. Yale University Press, New Haven］
・Ar thur Watson 1934. The Early Iconography of the
Tree of Jesse. Oxford University Press, London. 図版
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第 43 回種生物学シンポジウム＠富士吉田

世話人よりレポート

奥山雄大（国立科学博物館・植物研究部）
すが、実はこれらの単行本は、この種生物学シンポ

もうずいぶん日が経ってしまいましたが、最近で

ジウムの内容を下敷きにして作られているものです。

は珍しい合宿形式のシンポジウムを 2011 年 12 月 9 日
− 11 日の期間でお世話する機会を持ちましたので、

さて種生物学シンポジウムで最も肝要なのは、シ
ンポジウムの時間外も同一会場内でお酒を飲みなが

簡単にその紹介をさせて頂きます。
種生物学会は会員数 500 名程度の小規模な学会で

ら自由に議論ができること。この難しい条件に合う

すが、植物学をベースとしつつも、動物学も含めた

宿泊研修施設を関東近辺で探してみると、山梨県は

多様な研究バックグラウンドを持つ会員で成り立っ

富士吉田市にある、富士 Calm（http://fujicalm.jp/）

ています。年一回開催しているシンポジウムは刺激

に行き当たりました。ホールからは眼前に富士山の

的な異分野交流の場として定評があります。日本進

姿が広がる素晴らしい場所でした。

化学会の会員にも「花生態学の最前線」
「森の分子生

プログラムのはじめのプレシンポジウムでは宮正

態学」といった「種生物学研究シリーズ」の単行本を

樹博士（千葉県立中央博物館）をお招きし、
「ミトゲ

発行している母体としてご存知の方も多いと思いま

ノムで解き明かす魚類 3 万種の進化史」と題して硬
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骨魚類の大規模分子系統学的研究やそれにまつわる

最終日は「時をはかる生物たち〜生物リズムの多

興味深い発見のエピソード、そして近年一般にも研

様性と適応進化を探る」と題したシンポジウムを新

究が広く紹介されるようになってきたいきさつ等を

田梢博士（九州大学大学院理学研究院）に企画して

余すこと無くご講演して頂きました。夕食後のこの

頂きました。ここでは 8 名の講演者から「時間」にま

プレシンポではアルコールも有りということで、会

つわるミクロからマクロに至るまでスケールの異な

場はビール、無類のワイン通である宮博士はマイワ

る生命現象について最先端の研究の数々が紹介され

インを持参での珍しい講演となりました。

ました。生物時計を試験管内で作ってしまう、とい

2 日目は「魅力を伝える生物学：アウトリーチと研

う研究から、全くメカニズムが不明な長周期のタケ

究の接点を考える」と題したシンポジウムを私自身

の一斉開花まで、次々と紹介される興味深い話題の

が企画し、研究や研究材料に対する「愛」をいかに

数々に会場は皆興味津々でした。この内容は数年以

一般に伝えるかという内容で、6 名の講演者に話題

内に種生物学シリーズの単行本としても出版される

を提供して頂きました。進化研究も含め直接「役に

予定ですので、ぜひともご注目下さい。
やや会場アクセスが悪いのが心配でしたが、ふた

立たない」基礎科学が持続的であるためには、研究
成果を周知するアウトリーチ活動が鍵になります。

を開けてみれば、100 名を越える参加があり、大成

このような問題意識が高まっている中、アウトリー

功のシンポジウムにできたようです。

チの専門家も交えてまとまった議論ができたのは、

最後に、実りあるシンポジウムの場を作って頂い

先駆的な良い機会だったのではないかと思います。

た講演者の皆さま、議論を盛り上げて頂いた参加

この日はポスター発表もあり、33 名の講演者が自

者の皆さま、シンポジウムの準備から設営まで奔走

慢の研究成果を紹介し、夜は美味しいお酒も加わり

して頂いた事務局の皆さま、そして会場で遅くまで

遅くまで議論に花を咲かせました。さらにこの日は

「どんちゃん騒ぎ」をするという無理をご快諾くだ

何と、奇跡的な皆既月食の日でもありました。晴れ

さった会場スタッフの皆さまに、この場を借りてお

渡った富士山を背景に幻想的な月夜を堪能すること

礼申し上げます。

ができました。
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真）

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

