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日本進化学会
第 14 回大会（東京大会）のお知らせ
8 月 21 日（火）から 8 月 24 日（金）の期間、日本進化学会第 14 回大会を首都大学東京の南大沢キャ
ンパス（八王子市）で開催します。八王子市というと少し遠いイメージがあるかも知れませんが、新宿
駅から最寄りの南大沢駅まで、京王線で最短なら 35 分です。また、南大沢駅から大会会場までは徒
歩５分で到着できます。さらに南大沢駅から電車で 5 分の橋本駅周辺には、リーゾナブル価格のビジ
ネスホテルもたくさんあります。皆さんが想像されているよりはずっと便利だと思います。その一方
で、緑あふれる自然いっぱいのキャンパスです。大勢の方に南大沢に来ていただけると幸いです。
さて、今年の大会の最大のウリは、なんと言っても“Phylogenetics”と題した国際シンポジウムで
す。講演者として海外からもこの分野の大物研究者をお呼びしてあります。Donoghue 博士（イェー
ル大学）は、被子植物群の分子系統解析、被子植物の起源と初期進化の研究、さらには比較法や命
名法を含む系統分類でも多大な貢献をされてきた研究者です。Hedges 博士（ペンシルバニア州立大
学）は、爬虫類を主な研究対象とした動物系統分類学者ですが、守備範囲は非常に広く、Nature、

Science 誌に公表したものだけでもバクテリアから人類にまでおよびます。Kumar 博士（アリゾナ
州立大学）は、系統解析に関する理論的研究、バイオインフォマティクスにおいて著名な研究者で、

MEGA 開発の中心人物でもあります。さらに日本人研究者で、それぞれ植物と動物の分子系統学を
牽引してこられた長谷部光泰博士（基礎生物学研究所）と熊澤慶伯博士（名古屋市立大学）にも講演
者として加わっていただいています。分子系統樹は、今や全ての生物進化を研究対象とする分野にお
いて基盤となる情報となっています。この国際シンポジウムは、幅広い専門分野の会員の皆さまに興
味をもっていただける内容になっているはずです。
また、シンポジウム・ワークショップも生態、分子進化、系統、発生、ゲノム、言語など、進化に
関係する非常に多様な分野のものが企画されています。進化学会らしい異分野交流を十分堪能してい
ただけると思います。さらに、昨年、世界自然遺産に登録されたことで世間の注目を集めている小笠
原諸島に関する公開講演会とシンポジウムもあります。小笠原諸島は、東洋のガラパゴス、あるいは
進化の実験場とも呼ばれている場所です。首都大学東京は、東京都立大学時代から小笠原諸島の父
島に研究施設を設置して、小笠原諸島を舞台にした研究を活発に進めてきました。これらの公開講演
会やシンポジウムは、首都大学東京らしい企画でもあると考えています。
もう一つ、今回、
「進化学夏の学校」も復活させました。講師は、EvoDevo については和田洋博士
（筑波大学）
、進化生態学については河田雅圭博士（東北大学）
、分子系統学については田村浩一郎博
士（首都大学東京）にお願いし、それぞれの分野の最近の話題について紹介して頂くことになってい
ます。若手の皆さんにとっては、自分の専門とは少し離れた進化学の分野を知る良いきっかけにもな
ると思います。奮って参加していただければ幸いです。なお、公開講演会と進化学夏の学校は、どな
たでも無料で参加できます。
最後に、今回の大会のお世話をさせていただく首都大学東京には、発生学、分子進化学、遺伝学、
動物・植物・微生物の生態学、動物・植物の系統分類学など、生物進化に関わる多様な分野を専門
とする教員が揃っています。これら多様な教員スタッフ、さらには大学院生、学生で力を合わせて、
多様な専門分野の皆さんに参加して良かったと思っていただけるような大会にするべく、全力を尽く
すつもりです。是非、南大沢にお越し下さい。
第 14 回大会委員長
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▶▶▶シリーズ「私と進化学」第 4 回◀◀◀

私と進化学・上
長谷川政美（復旦大学生命科学学院）
昆虫少年から物理学へ

により 1937 年度ノーベル生理学医学賞を受賞した

Albert Szent-Györgyi が提唱したもので、量子力学

私は新潟県の燕町（後に燕市になった）で育った。
「私と進化学」の第 1 回目の執筆者の大澤省三先生と

の言葉で生命現象を記述しようというものである。

同様に、私も昆虫少年であった。とは言っても、大

彼は癌の研究にも興味をもち、それには分子よりも

澤先生のように中学生の頃から論文を出すほどの本

下のレベルの生物学である量子生物学が必要だと考

格的なものではなく、単に野山を歩き回って昆虫と

えたのである。右衛門佐先生はその当時の日本にお

の出会いを楽しむといった程度のものであった。一

けるこの分野の第一人者であった。そのようなわけ

番の興味の対象は蝶であった。中学生の頃は、毎年

で私は名古屋大学大学院の物理学専攻の修士課程

春になると、近くの弥彦山に出掛けた。4 月のまだ

を受験することにした。その当時の名古屋大学には

雪の残っている時期にだけ現れて春の妖精と呼ばれ

素粒子論の大御所の坂田昌一先生がおられた。入試

るギフチョウ、5 月にゆったりと空を舞うウスバシロ

の面接の時に、坂田先生から量子力学の不確定性原

チョウなどが特に好きな蝶だった。

理の解釈について質問された。たぶんちゃんと答え
られたのであろう。結構上位の成績で入学を許可さ

その頃は、将来昆虫学者になりたいという気持ち
もあったが、高校に進学する頃から次第にこの世界

れた（育英会の奨学金が貸与されたことから分かる。

の成り立ちの根源を探求する素粒子論や相対論など

その当時奨学金の割り当ては少なかった）
。
こうして私は、右衛門佐先生の最初の大学院生に

の理論物理学に興味をもつようになった。大学に進

なった。当時の名古屋大学の物理教室には、右衛門

学する際には、素粒子論をやりたいということで、

1962 年に東北大学理学部物理学科を選んだ。とこ

佐先生、坂田先生などの他にも、生物物理学の草分

ろが大学で理論物理学を勉強しているうちに、
「こ

けの大澤文夫先生、宇宙線天文学の草分けの早川

の世界で自分のようなものがやっていけるのだろう

幸男先生などそうそうたる顔ぶれが揃っていた。後

か？」と次第に自信がなくなってきた。素粒子論を目

にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英さんや小林

指す学生は皆優秀で、世界中のたくさんの研究者が

誠さんも坂田先生の研究室の大学院生として、われ

しのぎを削って 1 つのテーマに集中しているのであ

われの向かいの研究室にいた。ただし、当時の名古

る。そのように競争の厳しい世界で生き残っていく

屋大学の物理教室では坂田研とか右衛門佐研など

自信はなかった。その頃、生物物理学という新しい

と は 呼 ば ず に、E 研（Elementary physics）
、B 研

分野が勃興していた。物理学の手法で生命現象を解

（Biophysics）と呼んでいた。教室の運営を決定する

明しようというものである。昆虫少年だったのでも

教室会議には院生も参加しており、研究室は教授の

ともと生物学には興味があったし、物理を勉強した

ものとはみなされていなかったのである。

自分にもなにか貢献できる余地がありそうに思えた。

B 研は 2 年後に新しい院生の瀬川新一君が入って

ところが当時東北大学にはそのような研究をしてい

くるまでは、学生は私一人であったが、毎週一回の

る先生は居なかった。

研究室セミナー（B 研コロキュウム、略して B コロと
呼んでいた）にはいろいろな人が参加していて活気

大学院時代―量子生物学

があった。B 研助手の安藤敏彦さんや、名古屋大学
の工学部におられた線形応答理論で有名な統計物

卒業間近になり大学院進学を考える頃になって、
よ

も

さ

名古屋大学に右 衛門佐重雄という量子生物学の先

理の中野藤生先生と中野研の皆さんは常連であった

生が奈良医科大学から移ってこられるということを

し、他の大学の先生も参加しておられた。京都大学

知った。量子生物学とは、ビタミン C の発見など

の統計物理の松原武生先生もよく参加しておられた
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していた生命現象にはなかなか迫ることができず、

お一人であった（図1）
。

水の性質を知るという入口のところで足踏みをして

私の研究テーマは、水素結合の量子力学的な研

いるだけであった。

究であった。水素結合は生命現象のあらゆる場面で
顔を出すものである。水素結合は一般に極性分子の

1969 年 4 月、博士課程の 2 年目に入ると、早稲田

間で作られることから、初期の研究者は静電気力が

大学で学位をとられた宮田隆さん（現京都大学名誉

水素結合の本質と考えていた。ところがこのような

教授）が B 研の助手として赴任してこられた。彼は

静電モデルでは説明が困難な例として、より極性の

以前から右衛門佐先生と一緒に研究をしておられた

強い分子が必ずしもより強い水素結合を作るとは限

ので、私の修士課程の頃からの知り合いであった。

らないことが、指摘されていた。つまり、電子の非

宮田さんとは 1 年間同じ研究室で過ごしたが、量子

局在性を含めた量子力学的な概念が不可欠なのであ

生物学の現状に関する不満を語り合うことが多かっ

る。当時量子化学的な化学結合論の 2 つの柱であっ

た。このような研究をやっていても、生命の本質に

た原子価結合法と分子軌道法を用いて、O − H…O

は迫れない、と。ちょうどその頃、東京大学理学部

水素結合系のなかで水素原子（陽子）を動かした際

生物化学教室で助手の公募があった。そのまま名古

の断熱ポテンシャルをひたすら計算した（原子価結

屋大学で研究を続けて学位を得ても、その後の職

合法では計算量の制約から O − H…O といった系し

のあてもなかったし、何よりも研究の展望が開けな

か扱えなかったが、分子軌道法ではまわりも含めた

かったので、新しい環境で新しいことに挑戦してみ

もっと大きな系も扱うことができた）
。このような計

ようということになった。宮田さんも勧めて下さり、

算の結果、水素結合形成に伴う O − H 結合間距離の

応募したところ無事に採用となった。その頃は大

伸長や O − H 伸縮振動の低周波数へのシフトなどの

学紛争が全国的に吹き荒れており、特に東大では、

現象が定性的に説明できた。

1969 年 1 月 18 日・19 日全共闘がバリケード封鎖する

当時、水の物理化学的な性質を知ることは酵素反

安田講堂に 8,500 人の機動隊が攻撃し、72 時間にお

応などの理解に不可欠であると考えられており、水

よぶ攻防が繰り広げられた直後であった。そのよう

素結合はそのなかでも重要であった。また DNA の

な時代背景もあり、通常とは一風変わった人事が行

G − C 対、A − T 対の水素結合中の陽子の断熱ポテ

われた結果、私のようなものが採用されたのである。

ンシャルが極小点を 2 つ持つことから、量子力学的

その当時、生物化学教室には植物光合成の研究で有

な現象である陽子のトンネル移動が突然変異に関係

名な高宮篤先生がおられ、量子生物学が光合成の研

するという説もあり、私のやっていた計算も生物学

究に重要であるということもあって、先生のサポー

的に重要な意味を持つ可能性はあった。ところが 2

トもあったようである。ただし、採用後先生の期待

年間を経て修士を終了して博士課程に進学するよう

に応えるような貢献ができなかったことは、申し訳

になると、次第に自分のやっている研究に対して欲

なく思っている。
振り返ってみると、量子生物学の目指したものは

求不満を感ずるようになってきた。つまり、目標と

正しかったが、本格的な研究を行うには少し時代が
早すぎたように思う。21 世紀に入って出版された
「量子進化」
（ジョンジョー・マクファーデン著、斎藤
成也監訳、十河和代・十河誠治訳、共立出版、2003
年）などを読むと、いよいよ量子生物学が生命現象
の本質に迫ることのできる時代が到来したような気
がする。学問が発展するためには、それにあった時
代背景が必要である。その後私が携わるようにな
る分子系統進化学の発展も、DNA 配列決定技術と
コンピュータの進歩なしには有り得なかった。1970
年頃の量子生物学にも、構造生物学の技術とコン

図1 B 研関係者の遠足での写真（1967 年）
。2 列目中央
が右衛門佐先生、その右（右から3 人目）が松原先生、右
端が安藤さん、前列右端が筆者。

ピュータの能力が追いついていないということが
あったのである。
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東大助手時代

なければならないというプレシャーはあまりなかっ
た。そのため、進化に関連するいろいろなことを幅

幸い 1970 年の 4 月から東大生物化学教室の助手
に採用された。採用当時、生物化学教室では助手

広く勉強できたのは、その後の研究に大いに役立っ

であっても独立した研究室をもってもよいというこ

た。業績至上主義の現在の大学では、到底生き残れ

とであった。しかし、独立した研究室をもつという

なかったであろう。そうは言っても、論文になるよ

ことは、教室の運営に関わる委員会にすべて出席し

うな研究も少しはやらなくてはならないが、それま

なければならないということで、大変なことである。

での経歴から分子進化、特に分子系統学に関係した

私は野田春彦先生の研究室に入れていただくことに

研究が自分にはふさわしそうだと漫然と考えていた。

した。私の人事が進んでいた当時、野田先生はアメ

ところが、DNA 塩基配列データなどなかなか望め

リカにおられ、私のことはご存知なかったはずであ

ない時代だったので、当時比較的簡単に入手できた

る。帰国されると私がいたのでびっくりされたと思

tRNA の塩基配列データなどを集めて、いろいろな

うが、快く私を研究室に迎え入れてくださった。野

解析をした。tRNA は遺伝コード表の問題とも関わ

田先生の傘のもとで、私は思う存分に羽を伸ばすこ

るので、遺伝コードの起源などの問題についてもい

とができた（図 2）
。

ろいろなことに考えをめぐらした。東大の生物化学

私にとって幸運だったのは、当時野田先生は生命

教室には結局 5 年半お世話になったが、その間あま

の起源の問題に関心をもっておられたのである。こ

りものになるような研究はできなかった。いろいろ

の分野では、シカゴ大学の Harold Urey の研究室に

なことを勉強したり、考えたりするだけであったが、

いた Stanley Miller が 1953 年に行なった実験が有名

後から振り返ってみると、そのような自由な時間を

であった。彼の実験は、水、メタン、アンモニア、

もてたことは幸運であった。
その当時、DNA の 塩 基 配 列データはほとんど

水素の混合気体中で放電を行うというものであった。

なかったが、塩基組成、つまり GC％、は多くの生

その結果、アミノ酸が無生物的に合成されることが
分かった。簡単な素材から有機物が無生物的に合成

物で測られていた。バクテリアなどでは種によっ

できることが確かめられたのである。Miller の実験

て GC％が大きく変動するが、脊椎動物ではそれが

は、還元的な条件で行われたが、その後の研究で、

42％付近の狭い範囲の値しかとらないということが

最初の生命が誕生した頃の地球の大気は、Miller が

あり、それがなぜなのかという問題があった。宮田

考えたようなメタンやアンモニアのような還元性の

隆さんの早稲田大学での後輩で、私が東大に移って

気体ではなく、二酸化炭素や窒素酸化物などの酸化

から野田研の研究生になっていた矢野隆昭君（現・

的な気体が主体であったと考えられるようになって

昭和大学名誉教授）
（図 2）と一緒にこの問題を考え

きた。野田先生は、そのような条件下での生体有機

た。情報理論的には、蛋白質の多様性（エントロ

分子の無生物的な合成に取り組んでおられた。

ピー）を高めるためには、アミノ酸組成値が等頻度

私のほうは、もともと生物が好きだということも

（1/20 ずつ）に近いのが望ましい。一方、コード表の

あり、自然史や生物進化の問題に興味があった。野
田先生が生命の起源の研究をやっておられたが、進
化の問題はそれとも関係するのでちょうど都合がよ
かった。当初は分子進化というよりは、多様な生物
がどのようにして進化したのかという問題に興味が
あった。Darwin の「種の起源」などは、よく読んだ。
大学の雑用はあまりなかったので、進化に関するい
ろいろなものを勉強する時間があった。その頃、遺
伝学研究所の木村資生先生、太田朋子先生、丸山毅
夫先生らが時々集団遺伝学の公開講座をやっておら
れたので、何回か聴講させていただいた。分子進化

図 2 野田研究室のハイキング（1972 年）
。右から2 人目
が野田春彦先生、左端が矢野隆昭君、後列右から4 人目
が筆者。

の中立説などはそこではじめて勉強した。
当時は助手でも任期がなく、急いで論文を書か
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構造からは、コドンに G や C をたくさん使っている

て、その辺りの個体数を推定するというものである。

アミノ酸の縮退度（同義コドンの数）は一般に高いと

一直線に歩いてそれと交叉する足跡の数を数える。

いうことがある。従って GC％を 50％よりも減らした

ウサギの行動が確率モデルで記述できれば、これで

ほうがエントロピーは高くなるということは直感的

個体数推定ができるというものである。私も調査に

にも予想できた。計算してみたところ、42％ GC の

かりだされ、佐渡や北海道での調査に何回か参加し

ところでエントロピーが最大になることが分かった。

た。かなり本格的なもので、ヘリコプターをチャー

脊椎動物のように高度な体制をもった生物では、こ

ターして調査したこともある（図 3）
。このような経

のようにエントロピーを上げる方向の圧力が働いた

験は、その後自分のプロジェクトでフィールドに出

結果、42 ％ GC をもつようになったのではないか

る際の役に立った。
このような研究をやっておられたので、林先生は

という論文を発表した（M. Hasegawa and T. Yano

野兎研究会というものを主宰され、毎年全国各地で

（1975）Mathematical Biosciences, 24: 169-182）
。
現在では、脊椎動物ゲノムの大部分はジャンク

研究会を行われ、私も参加させていただいた。ノウ

DNA であり、アミノ酸配列をコードしているのは全

サギが主なテーマであったが、さまざまな野生動物

体のうちの極くわずかの部分に過ぎないということ

の研究者が集まった。当時多摩動物園の飼育係で、

が分かっているので、これは明らかに的外れの研究

後に上野動物園の園長になられた小宮輝之さん（図

であった。しかし、統計数理研究所で開かれた研究

4）ともそこで知り合いになり、後年 DNA 解析のた

会でたまたまこの話をしたところ、面白いので研究

めの死んだ動物のサンプルを分けていただくことに

所に来ないかということになった。

なる。多摩動物園ではその頃、日本各地のノウサギ
の展示を始めていた。動物園は外国のめずらしい動

そのようなわけで、1975 年 10 月から統計数理研

物を集めることには熱心であっても、身近な動物に

究所に移ることになった。

は見向きもしない時代では画期的なことであった。

統計数理研究所に入所した頃

私の研究のターゲットは分子系統学であった。統

統数研の当時の所長は、数量化理論で有名な林知

計学の研究所に入ったので、分子系統学はまさにそ

己夫先生であった。数量化理論とは社会調査などの

れにふさわしいテーマであった。分子進化の最初は

データを数量化して解析する方法で、統数研の古く

突然変異であり、これは確率的な現象である。また

からの継続調査として有名な「日本人の国民性調査」

これが進化と結びつくためには、集団に固定するこ

を始められた先生である。林先生は野山を歩き回る

とが必要であるが、これもまた確率的な要素の強い

のがお好きだということもあって、
「ノウサギの個体

過程である。従って分子進化は確率過程と見なすの

数調査」という一風変わった研究もやっておられた。

が妥当である。そのような進化過程の結果として生

雪原に残されたノウサギの足跡を調べることによっ

まれたさまざまな現存生物の DNA、RNA、蛋白質

図 3 北海道ノシャップでのヘリコプターを使ったノウサ
ギの個体数調査。真中が林知己夫先生、右から3 人目が
筆者（1978 年）
。

図 4 山形における野兎研究会での写真（1981年）
。真
中が林先生、左が後に上野動物園長になられた小宮輝
之さん、右は北海道林業試験場におられた樋口輔三郎さ
ん。
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などの配列データをもとにして、過去の進化の歴史

んで、最初私は彼の研究室に所属していた。彼の

を推測するのが分子系統学であるから、そこでは統

専門は空間パターンの統計解析であった。その頃、

計的な方法が重要であることは当然である。このよ

E.O Wilson の Sociobilogy を読んでいたら、1 つの

うな問題に対応する統計学の標準的な方法が最尤法

写真が目にとまった。それは G.W. Barlow が撮っ

であり、分子系統学の世界でも最尤法を使うという

たTilapia mossambicaという魚のなわばりの多角形

ことを考えたひとはいたが、実用的な方法が生まれ

パターンであった。この魚は口のなかで子供を育

るのは 1981 年の Joe Felsenstein の研究まで待たな

て、また繁殖のためのなわばりをもつ。繁殖期のオ

ければならなかった。

スは砂に浅い穴を掘って巣にする。その際、隣りの

更に、分子系統学を適用するための配列データが

オスに向かって穴の中心から口に含んだ砂を吐きか

なかなか出てこないということもあり、相変わらず

けるのである。このようにして隣り同士が砂を吐き

のんびりとした研究生活であった。しかしながら、

かけあう結果、なわばりの境界には砂の土手ができ

1970 年代後半頃からゲノムサイズの小さい RNA ウ

る。Barlow はこうしてできるなわばりによる空間分

イルスのゲノム配列などが発表されるようになる。

割のパターンを写真にとらえることができたのであ

MS2 という RNA ウイルスのゲノム配列が決定され、

る。そのパターンはボロノイ図形と呼ばれるものと

確からしい RNA の 2 次構造なども発表されていた。

そっくりであった。ボロノイ図形とは 2 次元の場合、

宮田隆さんと彼の院生だった安永照雄君（現・大阪

平面上に配置された点の間の垂直 2 等分線で仕切ら

大学教授）らと、それらをもとに解析したところ、

れた多角形のパターンのことである。これはなわば

RNA の 2 次構造を保つように、コドンの使用頻度に

りの幾何学を表現するのにぴったりのものであるこ

偏りが生じていることを見つけた（M. Hasegawa, T.

とに気がついた。樋口研究室の同僚の種村正美君

Yasunaga, and T. Miyata（1979）Nucl. Acids. Res., 7:

（現・統計数理研究所名誉教授）がこのような図形の
ことを研究していたので、彼に相談した。Barlow の

。
2073-2079）
統数研に私を呼んでくれた先生は樋口伊佐夫さ

写真は均一に砂を敷いたプールという人工的な環境
下で撮られたものである。簡単なモデルで Tilapia の
なわばりパターンを再現することができた。
その後、なわばり形成の途中経過によって最終的
ななわばりの幾何学的パターンや充填率がどのよう
に変わるかなども調べた。更に林さんのノウサギの
野外調査に触発されて、実際の野生動物ではどう
なっているかに興味をもち、種村君と一緒に、青森
県の蕪島や岩手県の椿島などのウミネコ集団繁殖地
で、なわばりの問題を中心としたウミネコの野外調
査も行った（図 5）
。それに関連して、社会生物学の
ことも勉強したりした。1979 年から 1983 年頃にか
けてであった。そのようなことがあったので、1983
年から京都大学の寺本英先生などが中心となって発
足した文部省科研費特定研究「生物の適応戦略と社
会構造」に班員として入れていただいた。ところが、
ちょうど特定研究が発足した頃から、DNA の塩基配
列データがどんどん出てくるようになり、分子系統
進化学の研究のほうが忙しくなってきた。そのため
特定研究の期間中は、その分野の論文はあまり出す
ことができず、以前やったことや関連したレヴュー
を単行本にまとめて出版し、報告書の代わりにさせ

図 5 ウミネコの巣の配置パターンを写真に撮るのに気
球を使った（八戸市蕪島、1979 年）
。

てもらった（長谷川政美、種村正美（1986「
）なわば
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りの生態学 ̶ 生態のモデルと空間パターンの統計」

猿のなかでどのような進化的な地位を占めているの

東海大学出版会）
。

かという問題は、1960 年代の免疫学的方法やその

1980 年代の分子系統学

テーマであった。Brown et al. 論文は、1960 年代か

後の雑種 DNA 法など初期の分子系統学でも最重要

1981 年に Joe Felsenstein（図 6）がはじめて実用

らこの分野の研究を牽引してきた Allan Wilson がか

的な最尤法による分子系統樹推定法を定式化した。

なり力を入れた研究の成果であった。彼らは系統樹

「実用的」とは言っても、最尤法は計算量の多い方法

解析については、当時一般的だった最節約法を用い

であり、当時のコンピュータの能力からは、あまり

た。かつてはチンパンジー、ゴリラ、オランウータ

実用的とは言えないものであった。最近ではそのよ

ンがオランウータン科というグループを作り、ヒト

うな計算はパソコンで十分扱えるが、当時の一般の

はそれらから離れた独自の系統であると考えられて

研究者は大きな大学にある計算機センターにある大

いた。最節約法による解析では、はっきりとチンパ

型計算機を使わなければならなかった。しかも計算

ンジーとゴリラはオランウータンによりはヒトに近い

時間に応じて課金されるので、予算を気にしながら

ことが示された。このことは、初期の分子系統学か

コンピュータを使わなければならなかった。従って、

らも明らかであり、特に目新しいことではなかった。

Felsenstein の最尤法は、われわれがはじめるまで

むしろヒト、チンパンジー、ゴリラの間の関係のほ

は、生物学の実際の問題に適用されることはなかっ

うに興味が持たれていたのである。このことは、初

た。ところが幸いなことに、私がいた統数研は、自

期の分子系統学では解明できなかった問題である。
この問題に関しては彼らの解析では、最節約系

前の大型計算機をもち、しかも使用料なしで自由に

統樹はチンパンジーとゴリラが近縁だというもので

使えるという恵まれた環境であった。

1982 年に Allan Wilson のグループが、ヒト、チン

あった。このことは、当時の人類学者の考えにも合

パンジー、ゴリラ、オランウータン、テガガザルに

致していた。チンパンジーとゴリラの共有派生形質

ついて、ミトコンドリア DNA の部分配列を決定した

としては、ナックル歩行や臼歯のエナメル質が薄い

（Brown et al.（1982）J. Mol. Evol., 18: 225-239）
。3

などいくつかのものが挙げられていたが、ヒト／チ

つの tRNA 遺伝子と 2 つの蛋白質遺伝子の一部を含

ンパンジーあるいはヒト／ゴリラ近縁を示すような

む 896 塩基の配列である。今日の基準からは極めて

形質は知られていなかった。ところが、彼らの解析

短いデータであるが、分子系統解析に使える DNA

ではヒト／チンパンジー近縁説は最節約系統樹であ

塩基配列データとしてははじめてのものであった。

るチンパンジー／ゴリラ近縁説よりも 2 個しか塩基

その後しばらくはそのようなデータが出なかったの

置換数を余計に要しないもので、彼らのデータから

で、その後われわれは Brown たちのデータをさまざ

は棄却することはできないものであった。しかし、

まな角度から分析することになる。

最節約系統樹が一般的な考えと合致していたため
か、論文のなかで彼らはヒト／チンパンジー近縁説

まずはその前の年に発表された Felsenstein の最

の可能性を議論していない。

尤法を Brown たちのデータに適用した。ヒトが類人

このような背景のなかで、われわれは彼らのデー
タについて最尤法を用いて再解析してみた。その結
果、チンパンジー／ゴリラ近縁説ではなく、ヒト／
チンパンジー近縁説の方が支持された。1 つの座位
に繰り返し置換が起ることを、多重置換という。最
節約法はデータを説明するための必要最小限の置換
数しか考えないので、多重置換の効果は無視してい
ることになる。一方、最尤法では置換モデルを通し
て多重置換の効果を考慮することができる。逆に言
うと、多重置換の効果が問題にならないような近縁
種間の系統関係を議論するには、最節約法でも十
図6

Joe Felsenstein（1998 年、統数研にて）

分だということになる。Brown らのデータで最節約
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法と最尤法の結果が食い違うのは、ヒト、チンパン

開いた分子系統進化の公開講座を聴講し、この分

ジー、ゴリラといった比較的近縁な種間でも、あと

野の研究に興味をもってくれて、一緒の研究に参加

で明らかになるように結構多くの多重置換が蓄積し

してくれるようになった。私自身は統数研の研究員

ていることを反映している。

ではあったが、正式に統計学の教育を受けたことが

最尤法ではヒト／チンパンジー近縁説が支持され

なかったので、統計学について彼から多くのことを

ると言っても、果たして有意に支持されるのかどう

教えてもらった。われわれの次のテーマは分岐年代

かが問題である。その当時は現在広く使われている

の推定であった。ヒトが類人猿から分かれて独自の

ブートストラップ法もまだなかった（この方法も Joe

進化の道を歩み始めたのがいつ頃だったのか、は大

。枝の長さは尤
Felsenstein が 1985 年に開発した）

きな問題であった。当初の Felsenstein の最尤法で

度を計算する際のモデルのパラメータであるが、尤

は分子進化速度に関してはなんの制約もなく、無根

度のパラメータに関する 2 階微分の逆数にマイナス

系統樹を扱っていたので、分岐年代推定には使えな

符号をつけたものがそのパラメータの推定値の分散

かった。分子時計つまり進化速度一定の制約を入れ

になる。分散から標準誤差が計算できるので、パラ

た上で年代を推定する方法が必要であった。

メータが正規分布に従っていると仮定すれば、枝の

当時 入 手 できたデ ータとしては、Brown et al.

長さの分布のなかで、長さが負になる割合が計算で

（1981）のヒトと類人猿のほかには、ウシとマウスの

きる。この割合が 5％よりも少なければ、その系統

ものがあった。マウスのミトコンドリア DNA はウシ

関係は有意に支持されると見なすことができるだろ

のものよりも霊長類との違いが大きかったので、ヒ

う。大雑把な議論ではあるが、このようにして得ら

トに至る系統からまずマウスが分かれ、次にウシ、

れた系統樹の信頼性を評価できるであろうというも

テナガザル、オランウータン、ゴリラ、チンパン

のである。ヒト、チンパンジー、ゴリラの問題の場

ジーの順番で分かれたと考えた（マウスの進化速度

合、最尤系統樹でゴリラが分かれてからヒトとチン

がウシよりも速いためにそのように見えたのであり、

パンジーが分かれるまでの枝が問題である。この枝

この分岐の順番は間違いであることが後で分かる）
。

が負になる確率が 5％よりも少なければ、ヒト／チン

分岐年代を推定するためには、1 つ基準となる分岐

パンジー近縁説がかなりはっきりと支持されたと言

の絶対年代を与えなければならないが、ヒトとウシ

えるのではないかという考えである。この考えを適

の分岐を基準にすることにした。最初の予備的な論

用した結果、この枝の長さが負になる確率は 4.4％で

文ではこれを 9,000 万年前としたが（M. Hasegawa,

あり、ヒト／チンパンジー近縁説が支持されたと解

T. Yano, and H. Kishino（1984）Proc. Japan Acad.,

釈され た（M. Hasegawa and T. Yano（1984）Proc.

、次の本格的な論文では 6,500 万年前と
B60: 95-98）

Japan Acad., B60: 389-392）
。このようなやり方は他

した（M. Hasegawa, H. Kishino, and T. Yano（1985）

によい方法がないための苦肉の策であったが、その

J. Mol. Evol., 22: 160-174）
。6,500 万年前に隕石が地

後の研究で Brown らのデータはこの問題を解くため

球に衝突したことにより恐竜が絶滅し、それによっ

の十分な情報を持っていないことが明らかになる。

て哺乳類の適応放散が起ったという Alvarez らの説

上のやり方は一見もっともらしく見えるが、そもそ

が当時話題になっていたからである。ただし 6,500

も枝の長さが負になる状況は考えられないので、意

万年前に恐竜絶滅が起ったことは確かだとしても、

味がないのである。

ヒトとウシの分岐はもっと古い時代に起ったと最近

最尤法からヒトとチンパンジーの間の近縁性が示

では考えられているので、Hasegawa, Kishino and

唆されたことを Joe Felsenstein に報告したところ、

Yano（1985）の年代推定は明らかに若い年代に偏り

彼から「Fisher が草葉の陰で喜んでいるだろう」と

過ぎている。

いう返事をもらった。Fisher とは最尤法を開発した

年代推定をする際に重要な点は、多重置換の効果

統計学者 Ronald Fisher であり、進化学の世界では

を正しく評価するということである。そのためには

集団遺伝学の創始者の一人として有名な人物であ

適切な置換モデルを与えなければならない。一般に

る。

トランジション型の塩基置換は、トランスバージョ

その頃、統数研の別の研究室に入ってきた研究

ン型よりも起りやすいことが知られていた。またコ

員に岸野洋久君（現・東京大学教授）がいた。私が

ドンの 3 番目の座位とそのほか座位（コドンの 2 番
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目、3 番目、それに tRNA）とは明らかに進化速度が

は、塩基座位間の置換速度の不均一性である。最近

違うので、少なくともこの 2 つは区別しなければな

ではこれを表現するのにガンマ分布がよく使われる

らないと考えた（前者をクラス 1、後者をクラス 2 の

が、当時はそのようなモデルは複雑すぎた。われわ

座位と分けた）
。図 7 で示すように、コドンの 3 番目

れはもっと単純に可変座位と不変座位に分けるだけ

ではトランジション型の違いはヒト／チンパンジー

のモデルを考えた。クラス 1 と 2 のそれぞれの可変

のほうがむしろヒト／マウスよりも大きいのである。

座位の割合をパラメータとしてモデルに取り入れ、

これは、コドンの 3 番目の進化速度が高いので、ヒ

これをデータから推定しようとした。ミトコンドリア

トとチンパンジーの間でさえもある程度のトランジ

DNA のように進化速度が速いものを解析する際、多

ション型の多重置換が蓄積していることを示唆した。

重置換を正しく評価するためには、不変座位が存在

トランジションがトランスバージョンよりも起りやす

することを考慮することは非常に重要なことであっ

いということは、1980 年に木村資生先生が提案され

た。

た有名な Kimuraʼs two-parameter model に組み込

われわれの方針は、図 7 のように、まず観測値で

まれていた。ところが、動物のミトコンドリア DNA

あるトランジション型の違いとトランスバージョン型

を扱っていると、どうしても Kimura モデルでは不

の違いを 2 次元上にプロットし、これにモデルをあて

十分であることが分かってきた。それは塩基組成の

はめて、トランジション速度、トランスバージョン速

偏りの問題であった。実は Brown et al.（1982）の

度、可変座位の割合、それに分岐年代などモデルの

データでは、コドンの 3 番目は G がわずかに 3.8 ％、

パラメータを推定するということである。モデルの

C が逆に 42.9％と大きく塩基組成が偏っているので

あてはめには一般化最小 2 乗法を用いた。これが最

ある。そこでこのことを取り入れるために、Kimura

尤法の近似になっている。このようにして、年代推

モデルを改良した新しいモデルを作った。これが後

定のための新しい方法が得られた。可変座位の割合

に HKY モデルと呼ばれるものである。Ziheng Yang

は、コドンの 3 番目については当然予想されるように

が Hasegawa, Kishino and Yano（1985）論文を引用

ほとんど 1 に近い値の 0.95 ± 0.05、そのほかの座位

してこのように名付けたものであるが、実際にはこ

については 0.38 ± 0.02 という推定値が得られた。

のモデルは Hasegawa, Yano and Kishino（1984）論

その後、データが増えてくると、系統による進化

文で最初に提案されたものなので、HYK モデルと呼

速度の違いが無視できなくなってきた。そのため

ばれるべきものであった。

1985 年の論文を発展させた local clock 法を開発した

モデルを構築する際に考慮したもう 1 つのこと

（H. Kishino and M. Hasegawa（1990）Methods in
Enzymology, 183: 550-570）
。明らかにほかと異なる
進化速度をもつクレードには、別の時計を割り振る
という方法である。しかしながら、local clock の割
り振り方の組み合わせの数は膨大であって、膨大な
可能性のなかからの選び方が恣意的にならざるを得
ないということと、ベイズ法による新しい年代推定
法の進歩もあり、現在では使われなくなった方法で
ある。

1995 年には文部省在外研究員として 2 カ月ほど
イ ギ リ ス Sussex 大 学 の John Maynard Smith（ 図
8）の研究室に滞在した。この間は分子進化のデー
タ解析はひとまず中断し、進化生物学を幅広く勉

図 7 Hasegawa, Kishino and Yano
（1985）のFig. 2.
横軸は種間のトランスバージョン型（A,GT,C）の違い（r
は座位数なので、1座位あたりの違い）
、縦軸はトランジ
ション型（AG, TC）の違い。“Class 1 sites”は蛋白質コー
ド領域のコドンの 3 番目、“Class 2 sites”はそのほかの
座位。数字はそれぞれの種のヒトに至る系統からの分岐
に関わる種間の塩基の違いを示す; 1: Mouse, 2: Bovine,
3: Gibbon, 4: Orang-utan, 5: Gorilla, 6: Chimpanzee。

強した。John はその当時、分子進化学にも興味を
もっていて、私の話もよく聞いてくれた。彼は人と
議論するのが好きで、彼の研究室には世界中からい
ろいろな研究者が訪れ、とても刺激になった。Joe

Felsenstein（図 6）や David Penny にはじめて会った

9
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のはそのときであった。

と、Brown たちのデータからは、

1985 年に Joe Felsenstein がブートストラップの

posterior Pr
（T1） prior Pr
（T1）
＝
×exp
（−3.0）
posterior Pr
（T2） prior Pr
（T2）

論文を発表した。分子系統樹の信頼限界の評価には
良い方法だと思われた。最尤法に適用するには計算
時間がかかるので大変であったが、私は幸い大型計

となる。事前確率はチンパンジー／ゴリラ近縁説の

算機を自由に使える環境にいたので、Brown et al.

ほうが高かったが、仮に事前確率が等確率（2 つの

（1982）のデータ解析にブートストラップ法を適用し

仮説に差がない）とすると、この比は 0.0495 となり、

た。可変座位と不変座位というかたちで座位間の

通常の 5％水準ではかろうじて有意な差が見られた。

不均一性を取り入れたモデルでは、ヒト／チンパン

ブートストラップ確率では曖昧な結果しか得られな

ジー近縁説のブートストラップ確率は 80％、チンパ

かったのに、このベイズ流の議論ではなぜはっきり

ンジー／ゴリラ近縁説は 16％となり、Brown たちの

した結論が得られたように見えるのであろうか？そ

データからはこの 3 者間の関係を解明するには情報

の理由は、この議論では推定の誤差が考慮されてい

が十分でないことが明らかになった。

ないからである。

更に最尤法による解析の意味を分かりやすくする

尤度はデータから推定されるものだから当然推定

ために、ベイズ的な議論も行った。系統樹の候補と

の誤差を含む。ブートストラップでこの誤差を求め

して、T1 と T2 の 2 つがあった場合、事前確率（prior

てみると、loge L 1 − loge L 2 ＝− 3.0 ± 5.6 となり、対

probability）と事 後 確 率（posterior probability）の

数尤度差よりもその誤差が大きくなってしまう。つ

間の関係は、ベイズの定理から次のように与えられ

まりこの尤度差は決して有意ではないということで

る：

ある。先のベイズの事後確率の計算ではそのことが
考慮されていなかったのである。ところで、最近で

posterior Pr
（T1） prior Pr
（T1） L
（T1）
＝
×
posterior Pr
（T2） prior Pr
（T2） L
（T2）
＝

はベイズ法による系統樹推定が盛んであるが、ベイ

prior Pr
（T1）
×exp
（loge L1−loge L 2）
prior Pr
（T2）

ズの事後確率は有意な結果を与えやすいということ
が指摘されている。その原因はこのようなことであ
る。実験的にデータを生産しているひとは、自分の

ただし、L（T1）
、L（T2）はそれぞれ T1 と T2 の尤度で

データからはっきりした結果が得られれば嬉しいの

ある。例えば T2 の尤度が T1 よりも高く、分子データ

で、このような方法を好んで使う傾向があるが、得

の情報が入る前は T1 のほうが T2 よりも確からしいと

られた系統樹の信頼性の評価に関しては注意が必要

考えられていた（事前確率が高い）とする。分子系

である。

統解析から得られた情報が、事前の予想を覆すほど

このような解析結果と議論をまとめて Hasegawa

強力なものかどうかは、2 つの系統樹の尤度比に依

and Kishino（1989, Evolution 43: 672-677）というか

るということである。チンパンジー／ゴリラ近縁説、

たちで論文を発表した。この論文は Evolution 誌に

ヒト／チンパンジー近縁説をそれぞれ T1、T2 とする

投稿したが、査読に進化的時間と感じられるほどの
時間がかかり、多くの議論を削って Short Note のか
たちで再投稿をすることを求められるなどして、最
終的には投稿から 2 年ほどしてようやく出版された。
当時は、最尤法による分子系統樹推定はあまり重要
だと思われていなかったのである。
さて、ブートストラップで推定された系統樹の確
からしさを評価することはできるが、最尤法で毎回
それをやるのは大変である。そこで岸野君にもっと
簡単にやれる方法がないかと相談した。さすがに優
秀な統計学者の彼は、数日でこれを定式化した。そ
れが現在 Kishino-Hasegawa 検定と呼ばれているも

図 8 John Maynard Smith（1920 〜 2004）ハンガリー
での学会にて（1996 年）

のである。系統樹間の対数尤度の差が有意かどうか
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まさに冬の時代であった（図 9）
。

を見るのに、対数尤度差の座位間のばらつきから分
散を計算してみる方法である。これだとブートスト

当時の最尤法に対する批判の主なものは、最尤法

ラップのように時間のかかる計算は必要なくなる。

ではモデルを仮定しなければならず、そのモデルは

これも論文を通すのに苦労した。最初 Molecular

簡単化されたおよそ非現実的なものだからダメだと

Biology and Evolutionに投稿したが、リジェクトさ

いうものであった。一方、最節約法ではそのような

れた。理由は数式が多いことと、最尤法は実用的

仮定をする必要がないからよいのだ、という議論も

な方法ではないから、こんなものを開発しても生物

あった。しかしながら、私の考えは逆であった。ど

学の役に立たないということであった。これは生物

んな方法も何らかの仮定のもとで成り立っているも

学の雑誌であり、統計学の方法だけでは載せること

のであり、その仮定が明示的なものか暗示的なもの

ができないと言われた。実際には論文のなかで、ヒ

かの違いがあるだけである。明示的なものであれば、

ト／チンパンジー／ゴリラの問題も議論していたの

モデルを改良することによってよりよい方法にして

だが、認められなかった。そこで木村資生先生が

いくことができるが、最節約法のようにそれが暗示

editor をしておられた Journal of Molecular Evolution

的なものであれば改良のしようがない。確かに当時、

に投稿して、無事に出版された（H. Kishino and M.

最尤法の解析で用いられたモデルは簡単で非現実的

。この
Hasegawa（1989）J. Mol. Evol., 29: 170-179）

なもので、改良の余地がたくさんあった。

方法は、さっそく Joe Felsenstein が PHYLIP の最尤

モデルの良さは赤池情報量規準 AIC で評価するこ

法プログラムにインプリメントしてくれたので、後

とができる。AIC は赤池弘次さん（図10）が 1973 年

に広く使われるようになった。この論文と HKY モデ

に発表した考えである。赤池さんは林知己夫さんの

ルの論文は私の書いたもののなかで一番多く引用さ

あとを継いで 1986 年から統数研の所長をされた（統

れるものではあるが、どちらもほかのひとが引用し

数研は大学ではなく学生もいなかったので、偉い先

てくれるようになったのは、1990 年代の後半になっ

生であっても通常は「さん」づけで呼んでいた）
。彼

てからのことである。それまでは最尤法にとっての

が所長をしておられた 1989 年の Kishino-Hasegawa
論文ではじめて分子進化の分野に AIC を紹介したの
である。モデルの自由度が異なると、対数尤度だけ

（a）

ではモデルの良し悪しの比較ができないが、AIC を
使うとそれが可能となる。従って、現在使われてい
るモデルが非現実的なものであったとしても、AIC
を規準として使うことによって、モデルを改善して
いく余地があるのである。その後 10 年ほどして最尤
法が盛んに使われる時代になると、David Posada が

MODELTEST というソフトウエアを開発し、多くの
ひとがこれを使うようになってきた。最尤法が広く

（b）

使われる時代になったのは、喜ばしいことであるが、

図 9 （a）Hasegawa, Kishino and Hasegawa（1985）
論文の引用数の経年変化。（b）Kishino and Hasegawa
（1989）とそれを発展させたShimodaira and Hasegawa
（1999, 2002）論 文 の 引 用 数 の 経 年 変 化。Google
Scholarによる。

図10
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私は MODELTEST を最尤法で系統樹解析をやる前

ancestor に遡ることになる。従って 2 つの重複遺伝

におまじないのように無批判に使っている現在の風

子を含む複合系統樹を推定すれば、重複遺伝子を結

潮には反対である。なぜならば、最新のバージョン

ぶ枝に系統樹の根元があると考えるのが妥当であろ

は知らないが、私が見た限りこのソフトで比較でき

う。このようなアイディアに基づいて、非常に保存

るモデルはいずれも簡単なものばかりである。つま

的でしかも遺伝子重複を起こしている蛋白質の複合

り、ドングリの背くらべのようなもののなかから、べ

系統樹を推定した結果、古細菌のほうが真正細菌よ

ストなものを機械的に選んでもあまり意味はないと

りも真核生物に近いことを示すことができた。

思う。AIC は新しいモデルを開発する際の指針とし

この当時、最尤法による分子系統樹推定は塩基

て用いられるべきものであり、絶えずよりよいモデ

配列データに限られていた。従って、Iwabe et al.

ルを追求していくことが重要なのであり、AIC がそ

（1989）論文では、斎藤成也さんと根井正利先生が

の際の指針となる。

開発された近隣結合法を用い、得られた系統樹の

1990 年代の最後に私が参加した重要な共同研究

信頼度はブートストラップで評価した。この研究が

に Iwabe et al.（1989: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86:

刺激となり、アミノ酸配列データを用いた最尤法

9355-9359）がある。これは当時九州大学におられ

による系統樹推定法が開発された（H. Kishino, T.

た宮田隆さんと院生の岩部直之君（図11）が中心と

Miyata, and M. Hasegawa（1990）J. Mol. Evol., 30:

なってやった研究である。Carl Woese が 1970 年代

。また、この研究は、1990 年代に入ってか
151-160）

に古細菌を発見して以来、地球上のあらゆる生物は

らの真核生物の起源に関する研究へとつながること

真正細菌、古細菌、真核生物の 3 大グループに分類

になる。

されると考えられてきた。ところがこの 3 者がどの

1990 年代

ような系統関係にあるのかが不明であった。進化速
度一定を仮定できない場合、系統樹の根元を決める

1989 年の Iwabe 論文が出ると、古細菌の発見者で

ためには、問題としているグループから遠いことが

ある Carl Woese（図12）は、古細菌は真正細菌より

あらかじめ分かっているものを外群として使い、問

も真核生物に近いのだから、もはや「細菌」と呼ぶべ

題としているグループと外群との間に系統樹の根元

きではないとして、新たに「アーケア（Archaea）
」と

があるとする。ところがここで問題としているのが

いう名前を提唱した。それに対する反論が出たりし

地球上のあらゆる生物を含むものであるから、外群

て、議論がにぎやかであった。1990 年に Evolution

にあたるものがないのである。従ってこの問題に関

というタイトルで Cold Spring Harbor Symposium

しては長い間議論が続いたがなかなか決着が見ら

が開かれ、私も出席した。日本からの出席者は、私

れなかった。Iwabe 論文のアイディアは単純であっ

のほかは木村資生先生（図13）だけだったように思

た。重複遺伝子が真正細菌、古細菌、真核生物の

うが、John Maynard Smith, William D. Hamilton,

すべてに見られれば、遺伝子重複が起ったのは 3 大

Ernst Mayr, Luigi Luca Cavalli-Sforza, Richard

グループが分岐する前、つまり Universal common

Dawkins, Jared Diamond などが来ていた。木村先

図11 右から岩部直之君、宮田隆さん、筆者（1998 年、
統数研での研究会にて）

図12 Carl Woese（1994 年、イリノイ大学の彼の研究
室にて）
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生は講演のなかで、Woese の新しい命名「Archaea」

考えられる。従って、ミトコンドリアをもたない真

とこのような単なる名前のつけ方に関して論争のタ

核原生生物のなかに祖先型真核生物がいるに違いな

ネを蒔いたことを批判された。その上で、研究者は

いという考えである。このような仮想的な祖先型真

Iwabe たちのように実質的な科学に専念すべきであ

核生物のことを、Cavalier-Smith はアーケゾアと呼

ると述べられた。私自身は、名前のつけ方はそれに

んだのである。橋本君を中心に統数研でもアーケゾ

対する人間の思考に制約を与えるので重要だと思う

ア探求が始まった。ミトコンドリアをもたない真核

が、これは木村先生らしい単刀直入な言い方であっ

生物について、系統樹上での位置を推定し、もしも

た。しかしその後は、この分野での影響力の強い

真核生物の系統樹の根元近くから派生した系統であ

Woese に従って、Archaea が一般的になってきたが、

れば、アーケゾアの候補になるだろうと考える。当

私自身はその後もずっと Archaebacteria を使ってい

時このような研究のほとんどはリボソーム RNA を

る（この問題は 2010 年頃の話題で再び触れる）
。

使って行われていた。ところがリボソーム RNA の

1991 年には橋本哲男君（現・筑波大学教授）
（図

研究には大きな問題があった。実はミトコンドリア

14）が統数研の教員としてわれわれの研究グループ

をもたない真核原生生物のなかには、DNA の GC％

に加わった。1989 年の Iwabe 論文以来、われわれ

が 37％と低いものから、75％と非常に高いものまで

の研究室の興味の中心の一つは、真核生物の起源で

様々なものが含まれている。このような塩基組成の

あった。Tom Cavalier-Smith のアーケゾア仮説によ

偏りの変動を取り入れて正しい系統樹推定を行うこ

ると、まず核をもった真核生物が進化した後に、真

とは難しいのである。EF1αなど保存的な蛋白質の

正細菌の共生によってミトコンドリアが生まれたと

アミノ酸配列であれば、塩基レベルの組成の偏りの
影響をあまり受けないので、このような研究に用い
るのに有望であり（M. Hasegawa and T. Hashimoto
（1993）Nature, 361: 23）
、1990 年代の前半は橋本君
が中心となってこの方向の研究を進めた。
このような研究を行うには当時はクローニングで

DNA を増やす必要があった。橋本君は、統計学の
研究所で組み換え DNA 実験室を作った。研究所の
奥に使われていない小さなトイレがあったので、そ
こを組み換え DNA の実験室にした。当時大腸菌

O157 による食中毒が話題になっており、生物学を
知らない研究所の職員のなかには、大腸菌を使って

図13 木 村 資 生 先 生（1924 〜 1994）
。Cold Spring
Harbor Symposiumにて（1990 年）

DNA を増やす実験を不安がるひともいた。このよう
なことを経ながらようやく自前のデータが出せるよ
うになってきた。
ミトコンドリアをもたない原生真核生物のなかに
は、真核生物の系統樹の根元近くから派生したも
のと、ミトコンドリアをもったグループのなかに含
まれてしまうものとがあった。後者は明らかにかつ
てミトコンドリアをもっていたものが、進化の途中
で何らかの理由でそれを失ってしまったものと考え
られる。前者がアーケゾアの候補であるが、問題は
簡単ではないことが明らかになってくる。Glugeaと
いうミトコンドリアをもたない微胞子虫は、最初明

図14 後列右が橋本哲男君、前列右がロックフェラー
大学のMiklös MüllerでHashimoto et al.（1998）論文の
共著者で真核生物の起源に関して多くのことを教わった。
後列左が Hervé Philippe
（1998 年、筆者の研究室にて）
。

らかに系統樹の根元に位置するように見えたが、後
でこの系統の枝が長い（進化速度が高い）ための

artifact であり、実際には真菌類の退化したものであ
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ることが明らかになった。Giardia や Trichomonas

い原生生物からかつてミトコンドリアをもっていた

などではそのような進化速度の異常はなく、真核生

痕跡が次々と見つかってきたのである。ミトコンド

物の系統樹の根元近くから派生したように思われる

リア由来と考えられる遺伝子が、核に転移し、ミト

が、外群として用いている古細菌は真核生物からは

コンドリアを失ったあともその遺伝子が残っていた

遠く離れたものなので、根元の位置を確定すること

のである。このような研究の結果、現在ではミトコ

は容易ではない。そのようなことをやっているうち

ンドリアの共生以前の祖先型真核生物であるアーケ

に、1990 年代の後半になると事態は思いがけない

ゾアはいないであろうと考えられている。もちろん

展開を見せる。われわれのグループ（T. Hashimoto,

過去には存在していたものが絶滅してしまった可能

L. Sanchez, T. Shirakura, M. Müller, and M.

性はあるが、ミトコンドリアの共生と真核生物の起

Hasegawa（1998）, 95: 6860-6865）を含めたいくつか

源とは、密接に関連していることが示唆された。
（以下次号）

のグループの研究により、ミトコンドリアをもたな

リレーエッセイ 1

進化の起こる場所
会長

倉谷

滋（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）

始まってしまったエッセイといって、今どうして

の国は完成する。

も書きたいと言うことが格段あるわけもなく、とり

言葉の世界を考える。たとえば、記号（シーニュ）

あえず寝入りばなに考え始めたら止まらなくなり、

の交換。言語学の教えるように、本質的に言語にお

とうとう夜が 2 回明けてしまった私の妄想について。

いて記号が恣意的であるというなら（ネコをネコと呼

まずは、漢字の話から…。

ぶのは必然ではなく、日本語において偶々そうなっ

大多数の日本人が「口」という漢字を筆で書くとき

ているだけだというのであれば）
、果たして日本語と

には、まず左側の辺「 」を下に向けて引き、続けて

いう体系の中で、
「イヌ」と「ネコ」という 2 つのシー

「

ニュを取り替えることは可能だろうか？ 「イヌ」と

」を一筆で書き、最後に下の辺「 」を引いて閉
」

いう言葉で普通示される動物はそのままにして、そ

から成る 2 モジュールの組み合わせでもいいのだが、

れを今後は「ネコ」と呼び、これまで「ネコ」と呼ん

じる。3 つの運動から成る作業である。
「

」と「

まぁ、慣例としてこういうことになっている。これ

でいた動物を明日から「イヌ」と呼ぶことにするの

は、右利きの人間にとって都合のいい運動であり、

だ。ただし、変換は基本的にこれだけで、他の要素

これらと鏡像対象の関係にある「

」の

は出来るだけ無変換でこれを行い、これによって機

動きは、書道では普通お目にかからない。
「永字八

能する新しい体系を「日本語プライム」と呼ぶこと

」とか「

法」にも出てこない。というわけで、
「

にする。つまり、言語全般にわたって音の「イ」を

」というよ

うに右下がりの階段を一筆で書くことはたやすいが、
「

「ネ」に、
「ヌ」を「コ」にするというようなせこい変
換ではなく、あくまで特定の動物（群）を示す「イ

」のように右上がりの階段の一筆書きは簡単には

ゆかない。数学的には等価な対称図形であっても、

ヌ」を、今後は「ネコ」と呼ぶのである。それはお宅

左右非対称に機能する解剖学的肉体を持つ悲しい存

のネコやイヌという具体的存在（これを言語学では

在であるところの我々にとって、この世界の左右性

リファランスという）だけに留まらない。
「イヌ」とい

は簡単には交換できないのだ。だから、後者の階段

う、音韻的に「意味するもの（シニフィアン）
」によっ

を描くときには、
「 」と「 」の部品を交互につなげ

て、この日本語というラング（言語）を共有する人の

ることでちまちまとやるしかない−岡崎フラグメント

頭に浮かび上がる意味内容、いわば「意味されるも

の論理である。左利きが優勢になれば、それまでラ

の（シニフィエ）
」としてのイヌのイメージやそれに

ギング鎖であったものがリーディング鎖となり、フ

関わる記号的機能はそのままに置いておいて、シニ

ラグメントは右下がりの階段に付随して出現し、鏡

フィアン（つまりは言葉）のみを「ネコ」にしようと
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いうのだ。ようするにこれまで「イヌ」として示し、
認識していたものが、今後は「ネコ」と呼ばれるの
だ。そうすると、この日本語という体系内での記号
同士の絡み合いが見えてくる。
たとえば、日常会話の中で使う「泥棒ネコ」とか
「猫をかぶる」といった言い回しは、必然的にその動
物のイメージによって醸成されたイディオムである
から、言語として日本語プライムがまっとうである
ためにはこれを、
「泥棒イヌ」とか「イヌをかぶる」と
言い直さなくてはならない。当然だ。これで新しい
記号「イヌ」のシニフィエは、正しく「泥棒イヌ」の
神戸の街中で見たネコ

イメージを貫徹し、シーニュ「泥棒イヌ」も存続可能
となる。この日本語プライムの機能するラング世界
では、
「イヌ」はずる賢く、可愛くて素早い動物なの

私は勝手に思っている。

だ。同様に、動物学的記述においても、
「ネコ科」や

ようするに、イヌとネコのシニフィアンの交替だ

「ネコ上科」とされてきたものはそれぞれ「イヌ科」
、

けでは済まないのである。ここで生じた「ずれ」とい

「イヌ上科」と呼ばれなければならない。新しい体系

うか「体系のしわ」を解消するための一策として、動

では、
「ライオンは、いわば大きなイヌ」なのであり、

詞「寝る」と「去ぬ」のシニフィアンを交替するとど

同じ理由で、これまで「ヤマネコ」と呼ばれていた一

うなるか。これは当然、
「果報は寝て待て」の「果報

群の動物は「ヤマイヌ」とされねばならない。だんだ

は去んで待て」への、
「寝る子は育つ」の「去ぬ子は

ん煩雑になってきた。

育つ」への転換を導くであろうし、とりわけ「寝る」

いや、上の例ぐらいならまだ簡単だ。それは共

という動詞の人間社会、とりわけ男女関係や生殖に

時的に完結した、互いに独立したシーニュ群のネッ

おけるあまりに広範な意味作用を考えると頭が痛く

トワーク以外の何ものでもない。しかし、言語の体

なる。そもそも「去ぬ」にいたっては、今じゃ関西

系は歴史とも不可分なのである。そしてそれがシー

地方の方言ではないか。さらにこの語の標準語バー

ニュの恣意性を脅かしもすれば言語の自律的進化

ジョンである「去る」は、別の動物「猿」のシニフィ

の原動力ともなる（と、これも私が勝手に思ってい

アンさえ招来する。だんだんやばくなってきた。

ること）
。つまり、現行日本語で「ネコ」というの

さて、このような混乱をよそに、シニフィアンの

は、それが家の中でよく寝る動物であるから、
「寝る

交替を行ってはならない場合もある。
「むしろ交換す

子」が転じて「ネコ」と呼ばれるようになったという。

べきはシニフィエ」というケースだ。例えば、子供の

従って、ネコのシニフィアンには、動詞としての記

しりとり歌「子ブタ・タヌキ・キツネ・ネコ」に見る

号「寝る」のシニフィエが不可避的に付随しているこ

「ネコ」のシニフィアンは、さすがに「イヌ」に変える

とになる。簡単に言い換えれば、日本の動物「ネコ」

わけにはいかない。変換すると「しりとり」が成立し

には音韻上「寝る」イメージが潜在的にまとわりつい

なくなってしまう。ルール違反といわれても仕方が

ている。同様に、現行のシニフィアン「イヌ」は、そ

ない。この日本語プライムの世界においても児童唱

の音の類似から「居ぬ」とか「去ぬ」とかの駄洒落に

歌の作曲者はおり、動物の名前でしりとりをするた

利用されることが多い。駄洒落と言って馬鹿にして

めに「キツネ」のあとに出てきて「コ」で終わる動物

はいけない。そもそも日本文化は和歌における「掛

名が必要になった。このとき呼び出されたシニフィ

詞」
、
「本歌取り」に見るように、シニフィアン同士

アンは当然「ネコ」でなければならない。が、この日

の音韻的共鳴による意味のずらしや、クロスオー

本語プライムを使う世界の子供達は、この歌を歌う

ヴァー、そしてそれらの織りなすダイナミズムをこ

度に、頭の中に「子豚」と「狸」と「狐」と、我々の言

そ、その本質として有機的に発展・開花してきたの

うところの「犬」を思い浮かべる（シニフィエのみが

だ。これこそ言語の本質、言語学者ソシュールにア

ずれている）
。そして、ブタ以外がすべて食肉類の

ナグラム研究を思いつかせた所以ではなかろうかと

「ネコ科プライム」
（つまりは我々の世界におけるイヌ
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科）に属することに気がつき、仲間はずれになった

国語を知ったことにはならない。試験で 100 点取れ

子豚をかわいそうに思う子供が出てくるかも知れな

る秀才でも、ネイティヴと会話したとたん疎外感を

い。いや、それだったら我々の世界においてもブタ

覚え、生まれて初めての劣等感にさいなまれる所以

以外はすべて食肉目に属するのだから、どっちにし

だ。で、いきなりゲノムと発生に話を移す。

てもブタは仲間はずれで、しかも日本の社会では通

言語の記号を交換したように、例えば、ホメオ

常ブタだけが食用になることに気がつき、この隠さ

ボックスを持つ制御遺伝子の Dlx2とHoxa2 の機能を

れた分類学的差別の構造に愕然とする子供がすでに

すっかり交換し、なおかつ形態的に過不足ないマウ

いるかもしれない。それでも、一人寂しく屠殺され

スを作り出す方法はあるだろうか…。かたや咽頭弓

てゆくブタを見送るのがせめて可愛い子猫だったら、

の神経堤間葉に発現し、その背側半を特異化する一

それはイヌなんかよりはるかに救いがあるというも

方、もう片方は第 2 咽頭弓の形態的個性を、第 1 弓

のだろう、っていったい何の話だ？ いずれにせよ、

のデフォルトに対して付与する、そんな遺伝子のペ

このような場合に話を合わせるためには、少なくと

アである。一体辻褄を合わせるために、何をどれだ

もいくつかの場合においてシニフィアンではなく、

け変えればいいのか。そもそもそれは可能なのか。

シニフィエの方を変える必要があることが分かった。
つまり、単語レベルで変換を行わずとも、シニフィ

ここではもちろん、単なる遺伝子のノックインで
表現型を見ようなんてレベルの話をしているのでは

エはラングの機能において勝手に変換する。これは

ない。ゲノムの体系全体が遂行すべき機能は一切変

ちょっとまずいかも…。

えずに、両遺伝子の発現ドメインや機能分担をすっ

ついでに宗教まで変貌するかもしれない。たし

かり交換すると言うことなのだ。そうすると、話が

か、生物哲学者のアリスター・ハーディーだったか

恐ろしく言語と似てくることが分かる。このような

が言ったことだと思うが、彼に依れば、人間の「神

変換は、
「イヌ」と「ネコ」において試したように、比

（GOD）
」に対する目線というのは、イヌ（DOG）が

較的同等なクラスの遺伝子間だからかろうじて考え

我々を見上げる目線なのだそうだ。動物の頂点に

得ることであって、作用機序や性質のまったく違う

立ってしまった人間は、自分以上の存在を見つめよ

遺伝子（繊維芽細胞成長因子とコラーゲンをコード

うとしてもその対象を失って久しく、自らの上にあ

する遺伝子ペアのような）の交換はどだい無理、た

るべきそれを補完するためしかるべくして神を「創

とえクラスが同じでも、一方の産物が他の遺伝子産

造」したのであると…（神が人間を創造したのではな

物と特異的にヘテロダイマーを作るようなものであ

く）
。従って、神に対するのと逆のベクトルでもって

れば、すでにこの段階で試行不可能と言うことだっ

我々が見下ろしているイヌは、その名の綴りが GOD

てあり得る。無論、制御領域を含めて遺伝子座を交

の逆になっている…。英語でしか通じない駄洒落で

換するような操作を指すわけではない。当然それは、

ある。これを、イヌとネコの変換世界で通じる話に

まずコーディング領域だけを交換するという操作か

出来るだろうか。いや、一発でダメだ、これは。な

ら始まるだろうが、その制御領域に元の遺伝子の自

ぜなら、我々の世界におけるネコは人間を見下し

己制御的なエンハンサーがあったりなどしたら、そ

こそすれ、決して人間を見上げることなどないから

の遺伝子産物結合配列もついでに新しい遺伝子産物

だ ... と、まぁこれも冗談。だが、確かに考えなけれ

用に書き換えなければならない。が、そのエンハン

ばならないポイントではある。

サーが他の遺伝子（とりわけ元の遺伝子に隣接する

言語学者のソシュールはかつてシニフィアンとシ

パラローグ）にも併用されているとなれば、すでに

ニフィエの不可分性を問うたが、それは要するに上

この交換を厳密なものにすることはすでにして絶望

に見たような記号論的混乱をいうのである（とまた、

的である。じっさい Hox 遺伝子群や Dlx 遺伝子群は

私は勝手に思っている）
。つまりは外国語習得にお

クラスターをなし、そのクラスター構造に依存した

ける苦労はもっぱらシニフィアンとシニフィエのこう

共用エンハンサーの活用を通じ安定的な空間的発現

いった結合を樹立する作業であり、それは闇雲に単

パタンを得ることで知られる。より深刻なのは、誰

語カードを一枚ずつ覚えてもダメ、上のように意味

でも考えるようにこれらホメオボックス遺伝子の直

と音韻が機能的に織りなす体系としてその関係性を

接の下流にある標的遺伝子群であって、それらをく

歴史的に加え共時的にも樹立しなければ、本当に外

まなく探し当て、DNA 結合タンパク特異的配列を書
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き換えてゆかなければならないばかりか、コファク

の地層から出るアノマロカリスという捕食性の動物

ターその他、分子間相互作用を調整・正常化するた

がある。見るからに節足動物の親戚であるに違いな

めに書き換えなければならない部分はさらに増える。

いこの生き物は、まず確実にその中枢神経を腹側に
備えていたと断言してよいだろう。それが比較形態

話はそれだけでは済まない。これらのホメオボッ
クス遺伝子が発現し、機能する時期と領域や発生文

学的常識ってもんである。では逆に、外見はアノマ

脈がごくごく限られ、他のドメインから明瞭に分離

ロカリスと同じで、しかも中枢神経を背側に持つよ

されていたなら（十分にモジュール化されていたな

うな動物を、我々は将来ゲノムレベルで設計できる

ら）
、このような変換はおそらく比較的スムーズに行

だろうか」と…。オーガニズムにモジュールがある

くだろう。が、同時に、こういった遺伝子の機能カ

というのは、そのモジュール領域が半ば他から遊離

セットは進化上特定の動物系統から失われる危険性

しながらも決して完璧に取り外し可能なパーツでは

もまた高い。しかし、実際にはそうなってはいない。

ないからだ。従ってそれは厳密な意味での機械論的

むしろ、多くの制御遺伝子は複数の異なった発生文

システムを構成するわけでもない。システムとは人

脈と時期とドメインにおいて多面的に機能している

がデザインした装置に対するところの見立てであり、

ことのほうが多い。それは何かの機械的装置の中の

進化的に出来てしまったオーガニズムとは本来対極

一部品とかユニットとか言うより、なぞらえとして

の存在である。我々が設計者の意図を発見すること

はむしろ、ある街の住民一人一人が、1 日 24 時間、

をはなっから放棄する限り、このゲノム発生プログ

職場や様々な人付き合いの中で、その都度多様な個

ラム（それもまた本来的意味において良くない言葉

性と人格を表出していく様により近い。人付き合い

だが）のアルゴリズム（同様）を発見する試みは、ア

も個人レベルであったり家族ぐるみであったりする。

ノマロカリスのボディプランを必然として作り出しう

そのような住民の中の任意の二人を選び、交換し、

る、まさにその性質を浮き彫りにすることから始め

それでも地域住民の日常的暮らしにまったく影響が

るしかない。遺伝学がその突破口を開いた遺伝子機

見られないような調整が可能か、という問題がすな

能の解明は、初期においては動物の解剖学的構成に

わち、上に見たシーニュの交換実験そのものなので

いたる形態形成の分子的背景をいくつも人の言葉に

ある。

落とすことに成功したが、ネットワークの矢印の数

ゲノムをすべて読み出し、
「解読」などという思

を増加させることにのみ地道を上げるなら、おそら

い上がりも甚だしいあの標語とは裏腹、まだやっと

くその試みが行き着く先は、ボディプラン進化の真
の理解からは果てしなく遠い、どこか別の場所とな

「写経」を終えたに等しいこの段階で、我々は塩基配
列に今後どのような意味（シーニュ）を見出してゆこ

るだろう。

うというのか。それぞれの配列にどのような歴史的

設計された「システム」はその原意からしてもはや

経緯と、現在の生物における安定した機能的整合性

進化し得ない。ならばそれは断じて我々が見ている

の両者を同時に見て取るのか。言語に見るシーニュ

生物というこの「何か」とは違う。逆に、うえのよう

交換実験はいわば、ゲノムの内容的、進化形態学

にゲノムを「揺らがせる」試みにおいて遭遇すると予

的「解読」がそもそも可能なら、それを目指すどのよ

想される発生過程とパターンに生ずる何らかの「し

うな方法論があり得るか探すためのいわば思考実験

わ」こそ、その「何か」に抵触する実体であり、それ

であり、それを通して浮き彫りになるはずのものは、

はまた発生拘束とか、時にキャナリゼーションと呼

「設計されたのではなく、進化的歴史の上で図らず

ばれることもある保守性をもたらす原動力でもあり、

もできあがってしまった体系の持つそれなりの性質」

ボディプランを発生学的必然性として把握すること

に他ならない。それは可能性として、ひとつの遺伝

のできる鍵でもあり、それによっていわゆるところ

子が持つ意義が、細胞や組織に留まらず、ボディプ

の比較形態学的相同性が生まれ、なおかつ、それを

ランや個体にまで及びうる。そんな「無限に拡張す

やり過ごしたところにしか新機軸などは生まれえな

る因果連鎖」の可能性や性質は、映画「サマータイ

い。あのウォディントンが半世紀以上前に到達した
そのような極意をこそ、我々はいま実感しなければ

ムマシーン・ブルース」に良く描けている。
私の信頼して止まない研究者、阿形清和氏に、昔

ならないのではなかろうか。形態形成や進化が起こ

こういう質問を投げかけたことがある。
「カンブリア

るとき、ゲノムの中の遺伝子は、そしてそれらの関
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係はどのように（胚の中で）ジェネティックに、かつ

て何か分かった振りをするには、それはあまりに不

エピジェネティックに変化し、どのようにして、そ

規則で醜悪で奇怪な、それも眠れなくなるほどに

してどこに、新しい意味を紡いでゆくのだろうか。

奇ッ怪な…。

進化が起こっている「場所」というのは、発生機構
といま呼ばれているあらゆるレベルの現象群の中の、

参 考：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7

ひょっとすると言語の体系にも似た、何か奇怪な形

%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A

をした網の目の中じゃぁなかろうか、などと時々思

2%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%8

うことがある。
「システム」と一言で呼ぶことによっ

B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A8

連

載

研究効率化

ペーパーレスで築く効率的な研究環境
その 3：Evernote の紹介
千葉県立中央博物館

はじめに

宮 正樹

Windows ユーザの人が Papers ver. 2 の画面を見

連載の第一回目で取り上げたのが、文献管理ソフ

て、楽曲管理ソフト iTunes によく似ていますねと

トの Papers と論文ビューワとしての iPad。第二回目

言っていたが、まさにその通り。Mac OSX の洗練さ

では、ドキュメントスキャナの ScanSnap と、OCR

れたインターフェースを各所に採用し、使っていて

（optical character recognition）機能による論文や

も気分が良いことこのうえない。現在、私の Papers

書籍の PDF 化に必須の Adobe Acrobat Pro、さらに

は 2,381 件の論文をデータベースとしてもっている

は書籍の電子化に便利な裁断器（PLUS の PK-513L）

が、まったくストレスなしにそれらの論文を読むこ

を紹介した。これらの各種ツールはいずれも私の研

とができるし、そこからキーワード検索をして他の

究環境を大きく変えたばかりでなく、これまでであ

論文に飛ぶこともできる。インターネット閲覧ソフト

れば取り扱うことができなかったような（分類学的

のように、タブをつかって複数ファイルを開いてお

な意味での）スケールの大きな論文作成を可能にし

けるので、新たなウィンドーを開くことなく論文の

た。たとえば、つい最近出版した骨鰾類という 8,000

間を行き来できる（図 2）
。iPad と職場や自宅のコン

種あまりもの淡水魚を含む巨大クレードの進化に関

ピュータ間の同期も完全で、どこへ行くにもこれだ

する論文 1）など、少し前だったら私の知識の範囲で

けの数の論文を持っていくことができるのは大きい。
そういえば、Papers の Windows 版がこの 2 月に

は手に負えるものではなかった。しかし、Papers や
電子化した書籍を網羅的に検索することにより、効

登場した。もちろん、私は Mac ユーザなので使っ

率よく既往の知見をまとめることができ、得られた

ていないのだが、開発者のコメントを見る限りでは、

結果を過不足なく議論することができた。

機能といい使い勝手といい Mac 版と変わらないよう

ところで、
「ペーパーレスで築く効率的な研究環

だ。また、iPad も第三世代となり、Retina と呼ばれ

境」の第一回目を執筆したのが 1 年と少し前。たった

る高精細画面が登場して一段と視認性がよくなった

それだけの時間しか経っていないのに、その間の進

（妙な話だが、スキャンした現物よりきれいに見える

歩はものすごかった。たとえば、文献管理ソフトの

のはどうしてだろう）
。さらには、本体に搭載される

Papers はどんどん進化して ver. 2 となり、機能と操

RAM のサイズが倍になり iOS もアップグレードされ

作性が格段に向上した（図1）
。

たので、使用感は第一世代よりも格段に良くなった。
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図1 Papers ver.2 のインターフェース。全論文が著者のアルファベット順に並んでいるところ。このウィンドーにpdf
ファイルをドラッグ＆ドロップするとGoogle Scholarなどのデータベースにアクセスして文献情報を集め、ほぼ自動的
に論文の書誌情報を登録してくれる。このモードからキーワード検索すれば、その単語を含む全文献が瞬時にピック
アップされる。

図 2 Papers ver.2 の論文閲覧モード。上部のタブをつかって同時に数多くの論文を開くことができる。キーワード検索
すれば、閲覧している論文の該当単語がハイライトされる。
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Papers の iPhone 版もあるので、
（細かい文字を読め

だけにとどまらない。研究活動を阻害するような雑

る若手研究者にとっては）高精細画面と OS のアップ

用であっても、その負担を軽減することにより研究

グレードは大きな恩恵となろう。

活動がスムーズに進むことになる。
今回紹介する Evernote は、私たち人間の記憶の

書籍と論文だけでない情報整理

範囲をかつてないレベルへグレードアップしてくれ
る強力なツールである（グレードアップしてくれるの

上にあげたようなペーパーレス化（と断捨離）を徹
底することにより、この 1 年ほどで私の研究環境は

が「記憶力」でないのが残念）
。その Evernote のシ

一変した。無駄な本や論文のコピーが一掃され、本

ンボルマークは象（図 3 左上）
。これは「象は忘れな

棚の一つは空になった（本当に気持ちが良く「憑き

い（elephants can remember）
」という格言（という

もの」が落ちた感じ）
。もちろん、本と論文を電子化

かアガサ・クリスティーの作品のタイトルそのもの）

しただけではペーパーレスの研究環境構築は道半ば

からとったそうだ。逆に言えば、ヒトはあらゆるも

である。日々、入ってくる紙媒体の情報は途切れな

のをすぐに忘れてしまうということであり、
（いろい

いし、重要なものもそれなりの数がある。さらに、

ろな意味で）耳の痛い話である。

ペーパーレスといいながら、私もついに捨てきれな

Evernote の概要

かったものが一つある。
「研究ノート」と称するメモ
書きである（過去の研究ノートはスキャンして廃棄

Evernote をひと言で言い表すならば、
「ノート」

した）
。そしてまた、痛感させられるのが人間の（と

と呼ばれるメモを次々に貯め込んでいくソフトであ

いうより私の）記憶力の貧弱さ。ネットでこれは良い

る。そして、その「ノート」を「ノートブック」という

情報だと思って「お気に入り」に登録するのだが、そ

自分で作成したフォルダーに整理することができる。

れをどこに保存したのかさえ忘れてしまっている。

ノートブックは当然、親フォルダーや子フォルダー

要するに、さまざまなかたち（ネット、書類、画

をつくることができるので、階層構造によって情報

像、メモ）で入ってくる貴重な情報をどのように整

を整理できる（図 4）
。もちろん、Evernote はほぼす

理し、記憶し、そしてそれを引き出すかが、大量の

べての PC や携帯電話、そしてモバイル端末で使用

情報に埋没することなく効率よく研究を進める重要

することができる。

なポイントとなるのである。もちろんそれは、研究

これだけの説明だと、自分で書き込んだメモを整

図 3 Evernote のホームページトップ画面。
「すべてを記憶する」がソフトのモットーとなっている。ここに記されている
ように、
「何でも保存」
「どこからでもアクセス」
「すばやく検索」の三大機能をとことん追求しているソフト。
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理する、単なるメモ帳ソフトくらいにしか思えない

2）ウェブクリップ： 誰に見せても一番感心するの

だろう。Evernote のすごいところは「ノート」として

は Evernote のウェブクリップ機能である。インター

保存できるもの（ファイルの種類）の多彩さと、ノー

ネットには、貴重な情報がそれこそ山のように蓄積

トを検索する機能、そしてそのノートをクラウド環

されているが、それを探り当てたとしても、次にそ

境を通じて複数のディバイスで共有できることであ

の情報が必要になったとき、そこにたどりつける保

ろう。

証はない。そういうときにウェブクリップ機能を使
えば、Evernote に URL の情報と共にそのページが

「ノート」に保存できるもの

丸ごと保存される。そして、Evernote の強力な検索

1）当然のことながら Evernote をメモ帳としてつ

機能を使えば、たちどころにそのノートにたどり着

かってテキストファイルを保存することができる。

くことができる。この機能は閲覧ソフトのアドインと

私の場合、論文を書くときにそのまま使えるように、

して提供され、ボタンを押すだけでそのページが自

系統解析や統計検定を行うときは必ず Evernote 上

動的に Evernote に保存される（図 6）
。

に詳細なメモを残しておくようにしている。あるい

3）各種ファイル：あらゆる種類のファイル（音声

はふと思いついたアイディアなどの記録にも便利。

や動画も含む）をノートとして保存できる。私が一

携帯電話や iPad 版の Evernote もあるので、そのよ

番よく使うのは、スキャナーで読み取った PDF や

うなディバイスからの利用を考えると、メモ帳とし

画像ファイル。たとえば、新聞や雑誌などのメディ

ての可能性は無限にあるだろう。

アに自分の研究成果が記事として掲載された場合な

頻繁には使わないが、ここぞというときに使わ

ど、かつて切り抜きとして保存していたものはすべ

なくてはならないソフト（たとえば統計検定や End-

て ScanSnap で PDF 化し、それを Evernote に 保 存

Note などのユーティリティ）の使い方のメモを残し

している（図 4）
。PDF にするときに文字情報はメタ

ておくと便利である（図 5）
。同様に、頻繁に使うソ

データとして保存されるので、日付と掲載誌の情報

フトのめったに使わない機能（たとえば種類数を数

をタイトルに加えておけば、すべての情報が残るこ

えたりなどする Excel の特殊な関数）の使い方をメ

とになる。保存の仕方は簡単。マウスの右クリック

モとして残しておくのもきわめて有用である。

でこれらのファイルを Evernote で開くことにより、

図 4 Evernote の画面の一例。左のカラムに「ノートブック」のリストが並ぶ。私の場合は、00_メディア、01_ 研究…
といった具合に大項目をつくり、その下に00_001_メディア（新聞）に紹介…などの小項目を配置している。この例で
は、それぞれの小項目ノートブックに、真ん中のコラムにあるような新聞の切り抜きが「ノート」として保管されている
ことがわかる。実際の「ノート」は一番右のカラムで見られる。このノートに検索用のタグをつけたり、ノート自体にメ
モを記入することもできる。もちろん、このノートをエクスポートして、画像ファイルとして取り出すこともできる。
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そのままそのファイルが Evernote 上に保存される

しまった（古い CPU に対応したソフトを使えるよ

（図 7）
。

うにするロゼッタと呼ばれる機能がサポートされな
くなってしまったため）
。それにかわる Mesquite4）

これを画面キャプチャーの機能と併せて使うと、
機能が豊富な（えてして使いづらい）ソフトの使い方

（Java 上で動作するのでどんなプラットフォームでも

をすべて記録できるので便利である。たとえば、系

使える）というソフトは、多機能すぎるがゆえに使い

統学でたいへん便利に使われていた MacClade3）と

づらい。そんな複雑なソフトでも、一回きちんと使

いうソフトは、OSX 10.7 でついに使えなくなって

い方を記録して Evernote に保存しておけば、次に

図 5 Evernote の「ノート」の一例。系統学の統計検定ソフトCONSEL2）の使い方を記録したもの。フォントの大きさ
や色を自由に使えるので非常に便利。箇条書き機能や、上のように項目間に線を引くなど、基本的な機能が充実してい
る。ノートに音声、画像、さらにはファイルを添付することも可能。

図 6 Evernote のウェブクリップ機能を使って保存したノート。次世代シークエンサに関するわかりやすい解説記事を
見つけ、閲覧ソフトの「象ボタン」
（アドインとして提供される機能）を押して保存した。たった一つの操作で、このよう
に丸ごとその記事をEvernoteに保存することができる。URLも自動的に保存されるので、記事のオリジナルにすぐに飛
ぶことができる。
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使い方を忘れてもすぐにその機能を使うことができ

モ帳」
（abrAsus）という便利な商品が出ている。ど

るようになる（図 8）
。

こにでもある A4 版の紙を 3 回折ると両面合わせて

ミーティングや会議などの資料も、必要ならばス

16 頁のメモ帳になる。重いメモ帳をもつかわりに専

キャンして保存しておけばよい（ほとんどのものは

用のケースにこの紙をはさみ、適宜アイディアなど

ゴミ箱へ直行してしまうが）
。研究機器や薬品メー

を書き込んでいく。書き込んだメモは ScanSnap で

カーなどのチラシにも有用なものは結構あるので、

PDF 化し、それに適当なタグをつけて Evernote に

同様に保存しておけばいざというときに探さずに済

保管すれば、どこでも読めるクラウド版のメモ帳に

む（こちらは結構使い途がある）
。

なる。OCR が手書き文字にも対応するようになれば、

写真の保存先としても有用である。EyeFi（ 無線

この手書きメモ帳もさらに便利になるだろう。

LAN 内蔵 SD カード）のような WiFi 環境を利用し

5）メール：Evernote にアカウントをもつと、同時

た画像転送メモリを利用すれば、デジカメで撮影

に Evernote 専用のメールアドレスを取得することが

した写真を自動的にパソコンに転送し、さらには

できる。このアドレス宛にファイルやメモを送って、

Evernote を保存先の一つに指定しておけば、自動的

ノートの一つとして記録することが可能である。と

にクラウド環境にも保存してくれる。

くに重要と思われるメール（ソフトウェアの登録受け

研究には直接関係ないが、海外旅行するときな

付けメールなど）を転送しておくと、ID の入力など

ど、パスポートや e-ticket、ホテルやレンタカーの予

で困ることもなくなる。あるいは、ワードやエクセ

約の確認証などを Evernote のノートに保存しておけ

ルのファイルを添付ファイルとして転送しておくと、

ば、いざという時にも困らない。たとえパソコンや

プラットフォームによっては、Evernote 内からクイッ

モバイル端末を無くしたとしても、クラウド環境に

クルックといって内容を見ることができる。ファイ

保存されているのだからいつでも取り出せる。学会

ルを開けなければ、Google ドキュメントを使うとい

の登録控えなども同様に Evernote に入れておくと、

う手もある。

受付時にトラブルにあったときなどスムーズに手続

クラウド環境を利用する

が進むだろう。

4）手書きメモ：ScanSnap があれば、手書きメモ

研究者でクラウド環境を利用していない人は最早

もデータベース化が可能だ。たとえば「保存するメ

いないと思われるほど、すでに多くの人が直接的・

図 7 PDFファイルを右クリックでEvernoteで開こうとしているところ。多くの基本的な形式のファイルを、このよう
にEvernoteで開くことができ、ファイルがノートとして自動的に保存される。不要になったファイルはクラウド環境に
保存されるので消去してもよい。
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間接的にその恩恵にあずかっていると思う。大きな

インターネットと接続しているかぎり、どこからでも

ファイルの受け渡しに Dropbox の共有機能を使うの

その「ノート」を見ることができ、しかもどこからで

はその一つであろうし、重要なファイルを常にクラ

も「ノート」をつくることができる（オフラインだけ

ウド上に置いている人も多いだろう。

で見ることのできるファイルをつくることも可能）
。

Evernote を使う大きなメリットの一つは、イン

残る問題は大量に貯め込んだ情報をどのように取り

ターネットにつながっていれば、どこからでも保存

出せるかにかかってくる。一つの手段は、情報を階

したノートを見られることだろう。さらには、どこで

層的に作成した「ノートブック」に「ノート」を保存

ノートをつくってもそのノートをクラウド環境上に保

することだろう（図 4）
。ただし、この方法にももち

存でき、そのノートを異なるディバイス間で共有で

ろん限界があって、どうしても分類しきれないもの

きることも大きなメリットの一つである。

が出てきたり、
「ノート」の数が増えるとともに「ノー
トブック」も増えてしまい、自分でもその階層構造を

私 の 場 合、職 場 の デ スクトップ コンピ ュータ

把握できなくなってしまうことである。

（Mac Pro）
、自宅で使うラップトップコンピュータ

もしそんなことになっても心配はいらない。Ever-

（MacBook Air）
、そして通勤時に使う iPad（3G 対
応）の 3 種類のディバイスすべてに Evernote をイン

note には強力な検索機能がついており、少なくとも

ストールしている。そしてこれら 3 つのディバイス

何らかのメタデータ（あるいはユーザが任意につけ

は、クラウド上に保存されている Evernote のデータ

るタグ）がついていれば、探している「ノート」に簡

と常に同期させているので、どこに行っても同じ情

単にたどりつくことができる。また、常に「全ノート

報を得ることができるし、どこからでも新しいノート

ブック」というフォルダーが先頭に来ており、時系

をつくることができる。

列ですべての「ノート」が並べられているので、意

検索機能

心配すべきはむしろ人間の記憶（脳）の方で、
「何

外に簡単に探しているものを見つけることができる。
テキストベースのものから、画像、さらには音声

をノートにしたのか」を忘れてしまうと、せっかく

まで保存できるのだから、事実上 Evernote は何で

Evernote にノートが保存されているにもかかわら

も「ノート」に保存できると言ってよい。さらには、

ず、また一から情報探索を始めてしまうことだろう。

図 8 Mesquiteで複数の異なる遺伝子でつくられたデータ行列を結合し、同じ分類群のデータをマージしようとしてい
るところ。一連の操作が煩雑なため、Evernoteに画面キャプチャーの機能と併せて記録した。こうして記録しておくと、
またこの機能を使いたくなったときに無駄な時間を使わずに済む。
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その点、まず何かを探そうと思ったら、Evernote を

した情報を「ノート」として保存するようになった結

検索するクセをつけた方が良いのかもしれない。

果、Evernote の動作は軽くなり、いずれのディバイ
スからもストレスなくアクセスできるようになった。

Evernote の限界とセキュリティー

セキュリティーの問題についてもひと言触れてお

私が Evernote を使い出してほぼ丸 1 年が経過し

こう。Evernote に限ったことではないが、Google

た。その驚くべき有用性にすぐにでも紹介したかっ

にしろ Facebook にしろ、当初は商売抜きでやって

たのだが、わざと遅らせて長期にわたる使用感をレ

いたものが、株式公開を行い資金調達を行うように

ポートした。

なると大きく変容する。たとえば Google は「邪悪

現在のところ Evernote の機能に関しては何も不

になるな」を非公式の社是にしていたそうだが今は

満はない。しかしながら、使い始めた当初には予想

どうだろうか。今年 3 月に改変されて大きな話題と

していなかったことが一つだけ起こった。現在、私

なったプライバシーポリシー（http://www.google.

の「ノート」は 1,597 件で全体のファイルサイズは 1

com/intl/ja/policies/privacy/）によれ ば、あらゆ

GB 近くある。そのくらいのサイズだと問題ないのだ

る個人情報（氏名、メールアドレス、電話番号、ク

が、一時何でもかんでも Evernote に保存していた

レジットカードなどの個人情報にはじまり、端末情

頃はソフトの動作が徐々に重くなってきたし、3G 回

報、ログ情報、現在地情報など）が Google によっ

線で使うとなるとかなりストレスがかかるスピードに

て抜き取られていることがわかる。私はこうした個

なってきた。そうしたこともあり、写真ファイルなど

人情報の扱いに無頓着だからあまり気にならない

のファイルサイズが大きなものについては、専用の

が、人によっては大いに気になるところであろう。

ソフト（Mac の場合は iPhoto）で管理して別のクラ

Evernote の場合も、ノートに保存する情報に多少は

ウド（iCloud）に保存するようにした。ある程度厳選

気を遣った方が良いのかもしれない。

おわりに
こんなに数多くの素晴らしい機能をもつにもかか
わらず、Evernote は基本的に無料で使える。ただし、
図 9に示した機能を使うとなると、プレミアムプラン
を選択するしかない。とはいっても月額 450 円か年
間 4,000 円と安いものである。1 ヵ月に 1 GB の情報
をアップロードできるということは、1 年に 12 GB の
容量を使えるということである。プレミアムプラン
を選択すればノートのサイズも 1 件 50 MB を使える。
私もこの 1 年このプランを使ってきたが、まったく損
をしたという気にならなかった。Evernote を情報記
憶ツールとして使うのであれば、このプランを強く
お薦めする。
1）Nakatani, M., Miya, M., Mabuchi, K., Saitoh, K.,
Nishida, M. 2011 Evolutionar y histor y of Otophysi
（Teleostei）
, a major clade of the modern freshwater
fishes: Pangaean origin and Mesozoic radiation. BMC
Evol. Biol. 11, 177.
2）Shimodaira, H., Hasegawa, M. 2001 CONSEL: for assessing the confidence of phylogenetic tree selection.
Bioinformatics. 17, 1246-1247.
3）Maddison, W. P., Maddison, D. R. 2000 MacClade Version 3. Sunderland: Sinauer Associates.
4）Maddison, W. P., Maddison, D. R. 2008 Mesquite: a
modular system for evolutionar y analysis. Evolution.
62, 1103-1118.

図 9 Evernote のプレミアムプランの特典。私も知らな
い機能がいくつかあった。きっと新たな使い方がまだた
くさんあるのだろう。
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「智慧の樹」再訪
【3】生物体系学におけるネットワークとマップの出現
The Tree of Knowledge Revisited:
3. Networks and Maps in the History of Biological Systematics
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）
生物学の中でとりわけ古いルーツをもつ生物体

連動する。それは、博物学が医学や薬学のような実

系学（分類学と系統学）の歴史をたどると、自然の

益的な学問を離れて、しだいに純粋な「蒐集慾」の

「誌」と「史」をグラフィックに表現しようとしたさま

発露に向かっていったという変化である（フィンドレ

ざまな試みがあったことに気づかされる。多変量か

ン 2005, pp. 68-69）
。

つ高次元の複雑なデータを可視化することが現在の

博物学者の手になるコレクションは大規模になれ

データ科学の一つの流行であるとするならば、その

ばなるほど「自然の占有」という目標達成に接近する

起源はまちがいなく何世紀も前の博物学と分類学の

満足感をもたらす。しかし、そのコレクションから

図像史にあるにちがいない。

導かれる「自然の体系」の解明に到達するには越え

ポーラ・フィンドレンの大著『自然の占有：ミュー

なければならないハードルがいくつか残されていた。

ジアム、蒐集、そして初期近代イタリアの科学文化』

実験や観察を通じての経験主義的なアプローチは、

（2005）によれば、ヨーロッパにおいて最初に博物学

たとえば 17 世紀のイタリアに出現した科学者集団ア

と博物館を生み出した 16 世紀の北イタリア地方で

カデミア・デイ・リンチェイの創立精神に具現され

は、博物学的精神に鼓舞された自然物（オブジェク

ている（Freedberg 2002）
。近代科学にも通じるその

ト）の蒐集は広く好奇心の対象となっていたという。

活動はやがて社会的な承認につながっていく。

そして、広範な蒐集を通じて人間が「自然を占有す

マテリア・メディカが制度的な認可を受けた

る」という観念が浮上してきた。

ことで、博物学者たちは蒐集活動の範囲を、非

自然を占有するということは、科学的に価値

公式の個人的な博物室や薬草園から学問とし

ある対象を蒐集するという、より大きな喜びの

ての公式な空間へと拡張する機会を得たのであ

一部であった。16 世紀と 17 世紀のあいだに、

る。制度的な承認は、やがて医学のカリキュラ

最初の科学ミュージアム̶ 技術と民族学的珍品

ムにおける博物学の成功を示す中心的な存在と

奇物と自然の驚異の貯蔵庫̶ が出現した。その

なる植物園のための資金を拠出することによっ

出現は、全ヨーロッパが蒐集に熱を上げていた

て、ルネサンス期の博物学者たちがすでに実践

時代と重なる。
［……］蒐集というより広い基盤

していた活動にさらなる推進力を与えることに

において、自然を占有することは中でも抜きん

なったのである。
（フィンドレン 2005, pp. 391-

でた存在というイメージを帯びていた。芸術、

392）

古物、珍奇なものと並んで、自然は占有してみ

しかしその一方で、このような社会的認知を受け

たいオブジェとみなされた。
（pp. 12-13）

たことは当時の博物学者たちにとっては必ずしもい
いことばかりではなかった。

蒐集されたコレクションを単にそのまま蓄積する
だけではなく、ある明確な基準にしたがって体系化

博物学者たちは成功の両義的な意味と折り

してはじめて博物学者の本領発揮となる。蒐集され

合いをつけなければならなかった。新たな学問

たコレクションと知識がほんとうの力をもち得るの

の制度的認定は体制への恭順を意味した。そし

はその体系化のあり方にほかならない。蒐集コレク

て医学のカリキュラムの規範は、経験的な学問

ションの「カタログ」づくりがまず最初の仕事となっ

を、学術的ヒエラルキーの中でも最下層に位置

たことは容易に理解できる。博物学的知識の体系化

させたのである。
（同上 , p. 400）

への趨勢は、同時代的に生じたもうひとつの動きと
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の知的基盤そのものを大きく移行させたという時代

博物学者たちが、みずからの蒐集コレクションの

精神の変遷をここでいまいちど確認しておこう。

体系化とその解釈のために“自然哲学 ”というさらな

そもそも 16 世紀ルネサンス期までの博物学は、

る「上着」を求めた背景には、このようなジレンマが
あったからだとフィンドレンは指摘する。いずれに

カール・フォン・リンネが活躍した 17 世紀とは異

しても、17 世紀当時の蒐集家や博物学者が当時の社

なり、蒐集されたコレクションをいかにして「分類」

会の中での自らのアイデンティティーを確立するた

するかという方法論への関心が驚くほど低かった
（Ogilvie 2006）
。16 世紀までの博物学者たちが直面

めの努力は実に涙ぐましいものがあった。

したオブジェクト（生物など）の多様性は素朴な認知

博物学者たちは、著作を刊行し、ミュージア

心理（民俗分類 folk taxonomy と呼ばれる）によって

ムを寄贈することによって、時のもたらす破壊

十分に処理できる範囲内にあったと言われている。

から身を守ろうと企てたのである。蒐集家も学

16 世紀まで博物学にとって第一義的に重要な作業

芸庇護者【パトロン】も、社会の最前線に立と

は、いかにして対象物を正確に記載するかだった。

うと努力しているにもかかわらず、やがては忘

Ogilvie はこの段階の博物学を「記載の科学」と命名

却の淵に沈み、そして最終的には、この社会

する。

の、才能にも地位にも恵まれなかった者たちと

しかし、17 世紀に入って全世界を股にかけた探検

同じ運命を分かちあうことになるのではないか

博物学が興隆し、異国の生き物たちが次々に届くよ

という恐怖を抱いていた。蒐集家たちは、政治

うになるとともに、博物学的知識の増大が認知心理

的制度としての宮廷が徐々にその権力を増大さ

的な分類整理の限界を露呈するようになった。コレ

せることによって育んできた、競合する文化交

クションの「グローバル化」とともに直感的な民俗分

換システムに身を投じつつ、自らの社会的地位

類では太刀打ちできなくなってしまったということ

を上昇させるための手段として、ミュージアム

だ。その段階に到達して、博物学者たちははじめて

と博物学という学問分野の価値を高めたのであ

「分類」と「体系」の理念とそれを実践するための方

る。
（同上 , p. 534）

法論が真剣に論議されるようになった。Ogilvie はそ

しかし、彼らの努力も、その後に続く 18 世紀の啓

れを「分類の科学」とみなす。記載されたオブジェク

蒙主義思想の擡頭とともに無に帰した。リンネが生

トを明確なやり方で整理することが求められる時代

まれた 18 世紀は、前述したように、
「記載の科学」

になったということだ。

から「分類の科学」への転換期だった。この歴史の

体系学における図像史に取り組んだ Giulio Bar-

転換点において、博物学史の「歴史認識」そのもの

santi の総説「自然のイメージ：1700 から 1800 年に

が変わったという点に注目しよう

かけての階梯・マップ・系統樹」
（1988 年）によれば、

18 世紀にカール・フォン・リンネが近代生物分類学

啓蒙主義の哲学者たちは、先行者たちに好

を基礎づける前の一世紀にわたる時代は、体系学の

意的ではなかった。自然を理解しようとする先

さまざまな図像が生物多様性の可視化に用いられ、

の世代の努力を、自己正当化した優越感から

最終的には「自然の体系（systema naturae）
」の構築

くる謙遜の感覚で回顧しながら、18 世紀の博

を目標として用いられたという。存在の連鎖に代表

物学者たちは、その学問の正史を書き換えてし

される直線的な「鎖」と分岐的な「樹」についてはこ

まったのである。彼らにとって博物学という科

れまでの連載で例を挙げて説明してきた。今回は網

学は、18 世紀になるまで存在しておらず、その

状の「ネットワーク」すなわち「マップ」に目を向け

ときかつての珍品奇物のキャビネットは、高度

よう。

にベーコン主義的目的をもち、分類法と分類学

博物学を取り巻く社会的・学問的状況の移り変わ

についての議論に基づいて組織された博物学の

りとともに、ギリシャ時代に始まりほぼ二千年に及

ミュージアムにとってかわられたのである。
（同

ぶ長きにわたって影響力を及ぼしてきた「存在の連

上 , pp. 608-609）

鎖」の観念にもやがて終わりがやってきた。リンネ

単に“コレクションを蒐集する”というだけではな

による近代分類学の技法が普及し始めた 18 世紀後

く、“ 体系化の方法論 ” への関心の高まりが、博物学

半には、自然の体系がシンプルな「鎖」によってう
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存在の連鎖は一次元の「鎖」であるから、その延

まく表現できるという信頼はしだいに崩れていった。
その代わりに擡頭したのが直線的な「鎖」よりももっ

長されたところに二次元の「マップ」が考案された

と複雑な形状をもつ二次元的な「マップ」による図的

というのは自然な流れである。両者の図像言語の

表現スタイルだった。

間に何らかの断絶があるとみなすのは難しい。たと

Barsanti（1988）は、博物学における図像イメージ

えば、アリストテレスの論理学を図像化した「ポル

としての「鎖」が廃れて、その代わりに「マップ」が

ピュリオスの木（arbor porphyriana）
（
」図 2）を見よ

登場してきた時代はリンネが生物分類学において頭

う。紀元 3 世紀の新プラトン主義哲学者ポルピュリ

角をあらわす 1750 年代頃と推定した。しかし、彼自

オスにちなんで命名されたこのマップ（樹）は、物

身が列挙しているように、それに先立つ一世紀前か

質（substantia）から人間（homo）へと貫く中心柱は

らさまざまな二次元マップが使われていた。さらに

「存在の連鎖」そのものであるが、その側鎖としてカ

さかのぼれば、
「鎖」とも「マップ」とも区別できない

テゴリーの二分岐的な論理分割を表示している。

ような図像も見いだせる。

一次元から二次元への図式表現の展開はリンネ

平面図を描くことにより複雑な情報を整理するの

以前から散発的にみられる。たとえば、17 世紀ス

は中世の伝統的な「記憶術」の基本である（イエイツ

コットランド出身の植物学者 Robert Morison は、自

。場所に記憶させることにより錯綜した関係を
1993）

らの植物分類研究を通じて、1672 年にセリ科植物

ほぐして効率的に記憶できるからである。ここでい

（Umbelliferae）に関する著作『セリ類植物の新分布

うマップの祖先型のひとつとして、13 ～ 14 世紀に

（Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova）
』を

広まった「知恵の塔（turris sapientiae）
」のイメージ

公刊した。彼はこの植物群の分類表（図 3）とともに

を見てみよう（図1）
。知恵の塔の中は細かく分割さ

その近縁性を可視化するマップ（図 4）を描いた。図

れて、知識が二次元的に配置されていることがわか

3 の分類表は、セリ類植物の特徴がラテン語によっ

る。

て記載されている。リンネが二名法による学名の規

図1 知恵の塔。14 世紀（フィレンツェ）
。出典：Barsanti
1992, fig. 6.

図2
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則をつくるのはさらに一世紀後のことだ。Morison

Morison の マ ッ プ（ 図 7）の 上 端 に は、
「tabula

の生きた時代はまだそのような命名上の制約がなく、

umbellarum generalis cognationis et af finitatis」

自由記述による種の命名がなされていた。この記載

すなわち「血縁と類縁に基づく一般的セリ類植物の

に基づいて彼が作画したのが図 4 のマップだった。

表」というタイトルが付けられている。中心を貫く柱
には二重円で「セリ類」と記されている。中心柱か
ら分かれる側枝のそれぞれは一重円で下位群（I ～

IX）の名称が記され、各下位群はさらに細かく分岐
している。たとえば下位群 VIII（左下）から左方に三
分岐で分かれた最上位のグループが図 3に示された
「Myrrhis」群であることが読み取れる。

Morison のマップは記載されたセリ類の分類群の
全体を二次元配置して可視化するという目的で描か
れた。その枝の分岐は、後世の系統樹が含意する
ような系統発生とは何の関係もなく、むしろ上述の
「ポルピュリオスの木」と同様にアリストテレス的な
論理分割のパターンを表すものであると解釈するの

図 3 Robert Morison 1672. Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, per Tabulas Cognationis et
Affinitatis, ex Libra Naturae observata et detecta. 出
典：Barsanti 1992, fig. 14.

が適当だろう。

Morison の描いたようなマップはさらに一世紀を
さかのぼった 16 世紀にすでに見られる。まだ中世
のまっただ中だったこの時代に、知識の体系化と可
視化のための図形言語である「図表（Tafel）
」がど
のような歴史をたどったかを論じた Steffen Siegel
（2009）の著書『図表：1600 年までの秩序の図像化』

図4

図 5 Christophe de Savigniy 1587. Tableaux. 出 典：
Siegel 2009, Tafel 15.

Robert Morison 同。出典：Barsanti 1992, fig. 15.
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には、16 世紀にフランスの Christophe de Savigniy

巻く世界と宇宙の関係性を一枚の図には「宇宙の秩

がパリで出版した図版集『Tableaux（
』1587 年刊行、

序と人間の知識を包括的な体系として表す」と題さ

Paris）が完全復刻されている。さまざまな「知識の

れている（Siegel 2009, pp. 23-27）
。細密に書き込ま

図表」
（芸術・文学・音楽・科学など）が描かれたこ

れた文字テクストの断片が二次元的に配置され、さ

の図版集から「幾何学」の図表を下記に示す（図 5）
。

らにばらばらの要素が空間的なまとまりと相互連携

この図版は平面図形や立体図形に関する属性を図

をもつことでマップ全体としてひとつの大きな「体

表（樹）の円形図の形式で描いている。全体の根は

系」を形成している。

円の左端にあり、細い曲線で記された枝は幾何学的

中世記憶術の図像的な知的遺産として、先駆者で

特性に応じて右に向かってどんどん細分されていく。

ある Savigniy や Bacci あるいは Morison のマップは

根から分岐しているという点では確かに「樹」なのだ

博物学者たちが「自然の体系」のかたちを思い描くと

が、むしろ二次元平面に配置される相互の位置関係

きの典型として作用しただろう。実際、存在の連鎖

によって幾何学的知識が体系化されているように読

の影響力が消え始めた 18 世紀になると、多くの博物

み取れる。この著者の他の図版（全部で 39 枚ある）

学者たちが「自然の体系」をマップという図式表現ス

と同じく、平面マップとして各分野の知識の見取り

タイルによっと描き始めた。そのいくつかの例を挙

図を与え、さらに論理分割の関係性を階層的樹形の

げよう。
まずはカール・フォン・リンネから入っていこう。

パラテクストとして表示することにより、この図版
とペアになっている詳細な説明の文字テクストを定

近代分類学の基礎を築いたリンネは高名な植物分

着させる効果を期待することができたにちがいない。

類学者として、世界中に弟子たちを派遣しては植物
標本を採集させた。彼が考案した植物分類体系は、

宇宙の秩序と人間の知識の総体を二次元マップ
として図 示 する試 みの 一 つの 極 致 は、16 世 紀 の

花の形態的特徴に着目して全植物を 24 の大分類群

。人間を取り
Andrea Bacci による図版である（図 6）

（綱）に分割した。そのため、彼の『自然の体系』初
版の図（検索表）には「Clavis Systematis Sexualis
（性的分類体系の鍵）
」という表題が付けられている。
リンネの本が出た翌年には早くも彼の性的分類体系
を解説する本が出た（図 8）
。
このようにリンネが開墾した近代生物分類学の分
野に後継者たちが次々に道をつけていった。リンネ

図7 Carl von Linné 1735. Systema naturae
（Lugduni
Batavorum）による 植 物 の 分 類 体 系。 出 典：Barsanti
1992, fig. 18.

図 6 Andrea Bacci 1580. Ordo universi et humanarum scientiarum prima monumenta.
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は種の命名規則とそれに基づく分類体系構築の方法

18 世 紀 における類 縁 表（tabula affinitatum）の 基

を与え、後継者たちは動植物を問わずリンネの方法

本様式は、直線状の「鎖」ではなく、また分岐する

がもたらした果実を存分に享受した。もちろん、種

「樹」でもなく、おそらくはネットワークだったのだ

の記載に基づく分類体系そのものはリンネが実践し

ろう。ネットワークの特徴をもつ平面マップのいく

たような文字テクストでの表現で十分なはずだ。し

つかは秩序ある規則性あるいは方向性を示さず、錯

かし、後継者たちが手がけた仕事のひとつはリンネ

綜した網状構造をもつ（図 9、13）
。一方、単純な規

の方法によって構築された分類体系の図による可視

則性をもつマップ（図11）や「樹」が網状化したよう

化だった。その実例を年代順にいくつかピックアッ

なマップ（図10）
。

プする。

ただし、図12に示した Hermann の動 物 界 類 縁

ここに例示したマップはいずれも対象生物群の類

マップは注意する必要がある。一見したところ、こ

縁関係（それが意味するところはそれぞれ異なるだ

のマップは込み入った構造をもつ不規則なネット

ろう）を網状ネットワークとして図式表現している。

ワークである。確かに、細部を見ればその通りなの

図 8 Georg D. Ehret 1736. Methodus plantarum
sexualis（Lugduni Batavorum）による植物の性的分類体
系の解説。出典：Barsanti 1992, fig. 19.

図10 Johann P. Rüling 1766. Commentatio botanica
de ordinibus naturalibus plantarum quam specinis
inauguralis loco pro summis in arte salutari honoribus
（Goettingae）による植物全体の分類マップ「tabula phytographica universalis affinitates ordinum naturalium
exhibens」
。出典：Barsanti 1992, fig. 26.

図 9 Georges-Louis L. de Buffon 1755. La chien
avec ses variétésによるイヌの品種マップ「table de l’
ordre des chiens」
。出典：Barsanti 1992, fig. 24.

図11 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre 1773
（匿名出版）による貝類の分類マップ「idée d’un ordre
spherique」
。出典：Barsanti 1992, fig. 29.
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だが、全体を見渡すと、最上端は「ヒト（Homo）
」と
記され、下方を見下ろすと最下端は植物界を経て鉱
物界で終わっている。つまり、ローカルにはネット
ワークなのだが、グローバルには「存在の連鎖」のイ
メージを強固に帯びている。オブジェクト多様性の
可視化ツールを「鎖」
「樹」
「マップ」のように別々の
名称を与えるようにしているが、実際にはきれいに
識別できるわけではない。むしろ分類しきれない中
間的かつ移行的な図式表現は図像がもつ歴史的（観
念史的）な背景を垣間見せてくれるようだ。
「文字」によって書かれたテクスト（文章）を読ん
で解釈することには多大な関心が払われてきた。一
方、文字以外の手段（たとえば絵や図など）によっ
て表現されたものに対するリテラシーは必ずしも同
格には尊重されてこなかった。松田隆美は、著書
『ヴィジュアル・リーディング：西洋中世におけるテ
クストとパラテクスト』
（2010）の中で、文字テクスト
を取り巻く周縁的な“ パラテクスト”のひとつとして
図像による表現を位置づけて論じている。狭い意味
での文字による「テクスト」ともっとも広い意味での
「コンテクスト（文脈）
」の中間に位置する存在として
図像などの“ パラテクスト”を捉えようとする。
図像によって表現されるパラテクストは文字に
よって綴られるテクストと相接しつつも仄暗い独自
の世界を創っているようだ。このとき、文字テクス
トと図像パラテクストを読み解くためのリテラシー
のあり方が問われる。系統樹という図像の描きだす
世界もまた文字では表現できないパラテクストのひ

図12 Jean Hermann 1777による動 物 界 類 縁 マップ
「tabula affinitatum animalium」
。 出 典：Tabula affinitatum animalium olim academico specimine edita, nunc
uberiore commentario illustrara cum annotatiobus
historiam naturalem animalium augendam facientibus.
［Reprinted: August Thienemann 1909. Die Stufenfolge
der Dinge, der Versuch eines natürlichen Systemas
der Naturkörper aus dem achtzehnten Jahrhundert.
Zoologische Annalen, 3: 185-274 mit drei Tafeln.］

図13 August J. G. K. Batsch 1802. Tabula affinitatum regni vegetabilis, quam delineavit, et nunc ulterius
adumbratum traditに よ る 植 物 界 類 縁 マ ッ プ「tabula
affinitatum regni vegetabilis」
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とつである。人間社会のかなり初期に生じたこの図
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ない何かを系統樹が伝えているのであれば、われわ
れはそれを読み解くリテラシーを身につける必要が
ある。とくに、時代も文化も社会も異なるとき、テ
クストの文字リテラシーだけでなくパラテクストの図
像リテラシーにもちがいをあることを意識しなけれ
ばならない。
生物体系学は多様な生物相の全体を鳥瞰すること
を目指してきた。科学史的に見てさまざまな図像が
パラテクストとして機能してきたことは、生物とし
てのわれわれ人間の記憶と認知に限界があることを
強く示唆している。今日の生物体系学においてもな
おこれらの図像ツールが果たし得る役割があるとし
たならば、それは今日的な意味でのデータ可視化な
らびに情報グラフィクスへの貢献という点において
だろう。次回はそれについて論じることにしたい。

世界と繋がっているこの地で

〜国際生物学賞シンポジウムのレポートなど〜
工樂樹洋（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センターゲノム資源解析ユニット）
日本へ

できるのか、ボーダーレスに考える」というスタンス

“It is very sweet that you came back!” 5 年間会っ

を提唱した。私が見た世界も決して広くはない。し

ていなかった古い同僚からそのような言葉をかけら

かし、そこには日本の構造ではありえない、キャリ

れた。5 年前、今から思うと相当無謀な決断をして

アの多様性とそれを志向する人々のキャリアデザイ

ドイツに渡り、しかし結果的に母国のかつての職場

ンの柔軟性が確かにあった。しかし、キャリアセッ

に戻ってきた出戻り野郎に“sweet”とは。だが、単

ションのトークの最後にはっきり付け加えておいた。
「日本も結構いいんです。今回、日本人と仕事がした

なる帰国以上の、予期せぬ感覚と研究での展開を期

いと思って帰ってきました。
」と。

待して決断した結果であることは自分自身も認める
ところである。

一年前の南フランス

日本に帰国してはじめての招待講演は、ある学会
のキャリアデベロップメントのセッションであった。

もう一年以上前のことになるが、南フランスの

海外で PI の立場を経験した人の話を聞くというのが

Tourtour という非常に小さな村で行われたクローズ

主旨だったようだが、私などでよかったのかは自信

ドなミーティングに出席した。Les Treilles という財

がない。とにかく率直な思いとして、
「自分が最も輝

団が主催した、いわゆる進化発生学（Evo-Devo）を

ける理想の職・環境を思い描き、それをどこで実現

主題とした集まりであった。この財団が所有する広
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大な農園で行われ、約 20 名の参加者は 4 泊 5 日のス

オーディエンスは話し手の手足の先まで見て行動を

ケジュールで、敷地に散在するコテージに 4 名くら

観察し、批判と賞賛のネタを探してくる。そんな場

いのグループに分かれて宿泊する。そして日中は中

面で自分の色がしっかり出せる研究者でありたいと

央のミーティングハウスで各参加者の渾身のトーク

思うし、そういう次代の育成に何が必要かについて

を順に聴き、ディスカッションに明け暮れる。人数

もそろそろ真剣に考えたい。

が限られているため、丸テーブルで食事を重ねるう

年末の一時帰国

ち、自然にほぼ全員とディープな会話ができる。酒
を楽しむ癖のない私はワインの話は苦手だが、欧州

一転して話は日本へ。ドイツ滞在が残り 3 か月と

の PI 達が集まって何を話すのか、様子を伺いながら

なった昨年末、国際生物学賞のシンポジウムに出席

なんとか会話に入ろうとする。日本のことも伝えな

するため、京都を訪れた。比較的差し迫った時期に

1）

くては、と直に体験していない震災 のことや、さ

招待をいただいた為に日程調整には少してこずった。

らに批判されがちな捕鯨の話などを切り出すと、皆

南ドイツの当時の所属大学でほぼ毎週受け持ってい

も興味を持ってくれるので、話は弾む。

た講義「進化生物学」の代役を探す必要があったか

このミーティング、私自身にとっては、自らの提

らである。このときだけでなく、海外滞在中に職を

唱した説を広める重要な場であった。説というのは、

探すにあたり、この点には非常に苦慮した。面接の

もともと Susumu Ohno が提唱した全ゲノム重複

2）

ために渡航する際の旅費だけではない。国内なら 1

が、ヌタウナギやヤツメウナギを含む現存のすべて

泊で済むはずが、海外からの渡航ではどれだけ短く

の脊椎動物が多様化する以前に起きたとするシナリ

ても 3 泊なんてことになり、教員であれば、担当授

オのことである。この説をホメオボックス遺伝子進

業の代役を探す必要が生じるか、あるいは渡航前後

化の権威である Peter W. Holland 博士の前ではたし

に落ち着いて発表スライドの準備などありえない。
「海外に出たら日本に戻って来れなくなるよ」という

か披露したことがなく、近距離で必ず聴いてもらえ
るこのミーティングでしっかり伝え、その反応をぜ

言葉は、多くはポスドクに向けてのものであると思

ひ知りたかったのだ。思えば、京大の修士学生だっ

うが、もう出てしまった教員にはあまりにも痛切な

た 2001 年、研究室をこっそり抜け出して自転車を

言葉である。とはいえ、しっかり戻ってきた人は山

全速力で漕ぎ、宝ヶ池の国際会館で行われていた国

ほどいるわけで、これからの世代の方々には、こん

際発生生物学会（ISDB）での彼の講演を聴きに行っ

なネガティブな言葉をかけられないようにしっかり

た。そこでも触れられていた因縁のテーマである。

実力をつけ、タフな研究者を目指してください、と

この南フランスでのミーティング以前にも何度か披

はっきり伝えたい。

露し、いい感触を得ていたのだが、今回の発表の結

ここで逸れた話をシンポジウムに戻す。国際生物

果、その場で彼本人から「はじめて納得した」と言

学賞というのは、魚類学に造詣のある日本の皇室が

われ、胸を撫で下ろした。ただ、
「円口類と有顎類

授ける賞で、優れた生物学の研究者が毎年一人受

のあいだで 1 対 1 に保存されたシンテニーのデータが

賞する。昨年 2011 年は「発生生物学」の分野からカ

あれば完璧だけどね」と付け加えることを彼は忘れ

リフォルニア工科大学の Eric H. Davidson 博士が

ていなかった。理想的には確かにその通りなのだけ

受賞した。さかのぼると、進化学関連では、2004

ど、ヤツメウナギのゲノムを調べてみると実はそん

年に「系統・分類を中心とする生物学」の分野から

な単純な話ではないのではあるが…。

Thomas Cavalier-Smith 博 士 が、そし て 2002 年 に

この財団主催のミーティングだけでなく、欧州で

は「進化生物学」から根井正利博士が、さらにさか

のクローズドな集まりに何度か出席する機会に恵ま

のぼると、1988 年には「集団生物学」の分野から

れた。そこで自分がまっとうに立ち振る舞うことが

故木村資生博士が受賞している。今回の受賞者の

できたかどうかは自信がない。しかし、確実に感じ

Davidson 博士は、ウニをモデルとした一連の分子

ることができたのは、戦わせるのがデータや議論で

発生学の研究で非常に有名であるが、受賞内容は、

あっても、ベースになっているのは人と人との心の

とくに「遺伝子調節ネットワーク」という概念を理論

通ったやりとりであるということ。往々にしてレク

的に提唱し、それを分子レベルの実験で証明したこ

チャールームには「定位置」を指定する演台はなく、

とであった。詳しくは彼の著書 3）を参照されたい。
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界が冒険に満ちた旅先とは隔絶されているような気

Davidson 博 士ご 本 人の受 賞講 演は、最新の生

がして、その現実に虚しさすら感じた。今年の 2 月、

データも取り入れた、74 歳という年齢を感じさせ
ない熱のこもったものであった。私自身は、この記

厳寒のドイツを出る直前の引越準備のさなか、今回

念シンポジウムにおいて Evo-Devo のセッションで

は帰国後どういう気分になるだろうとふと気になっ

講演をさせていただき、進化における遺伝子レパー

た。ところが、5 年のドイツ暮らしを終えて日本に

トリの変化の影響を探るアプローチについて紹介

戻ったいま、そのような虚しさは全くない。うまく

した。うかつにも考えが及んでいなかったのだが、

文字にはできないが、自分の住むこの日本の地が海

Davidson 博士は、遺伝子調節ネットワークの概念を

の向こうと隔たりなく繋がっているような、いまま

提唱しただけでなく、遺伝子ネットワークの変化が

で感じたことのない新鮮な感覚が芽生えている。日

形態進化につながったという、今では Sean B. Car-

常生活でのびっくり体験など語り始めればきりがな

4）

roll 博士が中心になって推し進めている考え も強く

いのだが、
「どっちがいいですか？」とか、
「何が日本

サポートしてきた立場にいる。進化の原動力の所在

よりよかったですか？」などと尋ねられたときには、
「別にどっちがどうということはない」と答えること

について、私の講演内容は Davidson 博士の信念に

にしている。

真っ向から対立するものに聞こえても仕方なかった
のだが、あとで個人的に会話した際に好意的に対応

引用文献
1）工樂樹洋（2011）私と東日本大震災：揺れないドイツか
ら．日本進化学会ニュース Vol. 12. No. 1: 48-50.
2）S. Ohno.（1970）Evolution by Gene Duplication.
3）E.H. Davidson.（2001）Genomic Regulatory Systems.
4）S.B. Carroll, et al.（2004）From DNA to Diversity: Molecular Genetics and the Evolution of Animal Design.

してくださったのが強く心に残ることとなった。

ここから世界へ発信する
欧州貧乏一人旅を楽しんだ大学時代、旅を終えて
日本に戻ったあとはいつも、自分の暮らしている世

海外学会参加記
2012 年 5 月 7 〜 11 日
第 6 回 世界水産学会議
（World Fisheries Congress）in エジンバラ
荒木仁志（スイス連邦水圏科学技術研究所（Eawag）
）
今回はいつもの進化系学会とは若干カラーの異な

トランドは初めて訪ねましたが、歴史と緑のある美
しい所です。
（写真 1）

る、世界水産学会議についてのレポートです。その
名の通り、世界中から魚類学者、水産学者はもとよ

学会のオープニングには毎回、権威ある方が呼

り漁業関係者、行政関係者までが集まるこの大会。

ばれてミーティングの意義を論ずることになってい

今回は e-Poster セッションといった新しい試みもな

るようで、前回日本では天皇、皇后や大臣も参加さ

され、いろいろな意味で興味深い学会でした。

れていました。今回もサプライズながら、イギリス

魚を研究材料としている縁で、前回の世界水産学

王室を代表してチャールズ皇太子が登壇。Fish &

会議（WFC）に誘っていただいたのが 2008 年。前回

Chips などを例に 30 分にわたり水産資源の重要性を

は日本、横浜みなとみらいでした。WFC は四年に一

熱く語っていらっしゃいました。当然原稿はあった

度、オリンピックイヤーに開かれるミーティングで、

のでしょうが、滑らかでウィットに富んだ内容。話

今年も前回に劣らず 1,500 人以上もの参加者を集め

す本人にとっては専門外の難しい部分もあるはずで

たようです。場所はイギリス、エジンバラ。スコッ

すが、ジョークも交えつつ楽しんで話されているご
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様子、欧州人の卓越した話術の真髄を見せられた気

この規模ともなると発表も一度に 10 会場ほど、と

分でした。
（演説中は写真 NG ながら、会場出発前に

ても全ての内容は追えませんし知り合いに合うのも

偶然出くわし一枚。写真 2）

一苦労ですが、ここまで大きいとジタバタしても仕

さて肝心のミーティングについてですが、一言で

方ありません。セッションごとに腰を据えたため、

水産学会議といってもその関連分野は多岐にわた

逆にある程度まとまった知識を得ることが出来たよ

り、生態学、遺伝学や進化学に関連する内容はもち

うに思います。個人的には各個人と密接にコミュニ

ろん、漁業資源管理や環境保全技術、ひいては社会

ケーションが取れる小ぢんまりしたミーティングが

学や経済学に関連することまで盛りだくさんの内容。

好みではありますが、
「マンモス学会だから」と割

このゴチャマゼ感、そしてその裏打ちとなる「より

り切るのも一つのやり方です。また、今回は Edin-

良い水産資源保全、持続可能な漁業資源管理への痛

burgh International Conference Center（EICC）と

烈なまでの切望感」がこのミーティングの魅力と言

いう大型イベント専用の建物で全ての発表が行な

えます。基礎科学と応用科学の違いなのでしょうが、

われたのも大きな利点でした。
（写真 3）大都市とは

良し悪しは別として、進化学会年会と一番大きく異

いえこのような設備が都心にあるのは、雨の多いス

なるのはこのはっきりした共通目的意識でしょうか。

コットランド故でしょうか。

一説では現状の管理方法では天然水産資源は 100 年

今回の主要なテーマとして地球温暖化の水生生物

と持たないと言われている今日、その切実さももっ

への影響、エコシステム全体を対象とした保全、資

ともではあります。

源管理評価の手法改善、などのセッションが組まれ、

写真1 スコットランドの首都、エジンバラの街並み。
遠くには北海も。

写真 3a WFCの会場となったEICC。ヘイマーケット駅
のそば。

写真 2 オープニングの演説を終え、くつろいだ表情で
退出されるチャールズ皇太子

写真 3b
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自然集団の遺伝的多様性や魚類の分子系統に関わる

明するのは難しそうです。論文発表はまだ、とのこ

興味深い発表も多数見受けられました。中でも今回、

とでしたが、理論と実証を組み合わせたよい研究で

殊更際立っていたのが「ウナギ」に焦点を当てたセッ

今後の発展が楽しみです。
ポスターセッションでは私が参加したミーティン

ションです。最近世界中で話題となった、ニホンウ
ナギの産卵場所の特定に関する日本の研究が牽引役

グとしては初めて、e-Poster が採用されていまし

となり、ウナギの生態、系統進化学から保全に至る

た。ポスター会場にはパネルの代わりに 30 台ほどの

まで、多数の研究成果発表と議論がほぼ丸二日にわ

モニターが設置され、事前に投稿された一人三枚の

たって続けられていました。ちなみに東京大の塚本

スライドをいつでもだれでも閲覧できる、というシ

勝己先生は Keynote lecturer としてウナギ研究の歴

ステム。最初は懐疑的でしたが試してみると意外に

史から産卵に関する諸説まで、広く総括してくださ

機能的でした。
（写真 4）大きいモニターなので小さ

り他のオーディエンスにも大変好評でした。

い文字でも読み取れますし、ポスターセッションの

また、個人的に興味深かったのがアイルランド、

時間も確保されていたので十分議論もできました。
デメリットは事前に投稿を済ませておかねばならな

University College Dublin の研 究者が発 表した性
転換する魚の生涯適応度の話で、個体レベルでの適

かったことと、議論中にスライドを動かすことにな

応度と有効集団サイズが性転換に伴う性比の変化に

るので後から見に来た人が若干話題について行きづ

よってどのように影響を受けるか、という研究でし

らかったことでしょうか。とはいえ発表者にとって

た。確かに個体レベルではライバルのより少ない性

はバズーカを担いで飛行機に乗ったり、大きなポス

を選ぶことが最適化に繋がりそうですが、現実には

ター用紙を貼り出す手間を省けるだけでも利点は大

性転換の方向やタイミング、性比の偏り具合も種に

きいのではないでしょうか。プリントや輸送のコス

よってまちまちで、単純な適応進化モデルだけで説

トも抑えられますし、省エネの意味でも今後広がり
を見せるシステムなのかもしれません。ちなみに学
会のウェブサイト（www.6thwfc2012.com/）ではツ
イッターやフェースブックとのリンクも張られてい
て、殊にスマートフォン利用者には高評だったよう
です。
話は前後しますが、今回は学会開始前の 3 日間、

WFC のサテライト企画である “Practical Conservation Management of Freshwater Fishes”という勉
強会にも参加しました。グラスゴー大学のフィー
タッチパネル方式の e-Poster。
（写真；WFC

ルド研 究 所、Scottish Centre for Ecology and the

写真 4b ペーパーレスのポスターセッション。
（ 写真 ;
WFC 提供）

写真 5 サテライト企画で視察した powan という魚の
ark-site（refuge）の一つ、Sloy 湖。大型ダムによる人
造湖です。

写真 4a
提供）

Natural Environment（SCENE）が企画したもので、
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Colin Adams 教授をはじめ多くのスタッフが午前セ
ミナー、午後は実地視察と忙しいスケジュールをう
まくリードしてくれました。なかでもユニークだった
のは、“Ark site（ノアの箱舟、の意）”とよばれるダ
ムサイトの視察（写真 5）
。powan と呼ばれる淡水魚
の一種、正確にはそのスコットランド固有の一系統
を絶滅から救うため、集団の一部を比較的生態系へ
の影響が少ないと評価された近隣の人造湖で自然繁
殖させている、とのことでした。保全学で言うとこ
ろのいわゆる ex-situ conservation ですが、見方に
よっては人為的な移入とも言え、今後このような試

写真 6 捕獲した河川型ヤツメウナギを参加者に見せ
る Colin Adams 教授

みが生態系や移入集団の遺伝的構造にどのように影
響するのか、10 年単位でのモニタリングと評価を継
続していく予定だそうです。進化もそうですが、保

りながら時には明け方までスコッチウイスキーを片

全研究も短期間では分からないことが多く忍耐が要

手に研究や文化の話で盛り上がりました。企画運営

りそうです。また、このグループはヤツメウナギの

する側は大変でしょうが、WFC そのものに勝るとも

生活史多型も研究していて、サンプリングの様子も

劣らない貴重な経験でした。日本でも生態系の学会

視察させてもらいました。スコットランド西部にある

では若手有志が旗を振って定期的に講習会などの企

ローモンド湖（ラムサール条約登録地）では回遊して

画をやっていると耳にしますが、進化学会でも今後、

大きくなる降海型、体長 10 センチほどの河川型、中

そのような自発的な企画がより一層増えることを期

間サイズの降湖型と 3 タイプのヤツメウナギが生息

待しています。

しており、河川型は非寄生性で成魚は消化器官も活
動を停止しているんだそうです。彼らは皆同じ河川

（謝辞：この場を借りて、学会及びサテライト企画

へ遡上して産卵するため、
「どのような要因が彼らの

期間中何かとお世話になった Colin Adams 教授（グ

生活史を決定しているのか現在調査中」とのことで

ラスゴー大）
、渡部終五教授（東京大）
、佐藤秀一教

した（写真 6）
。ちなみにこのサテライト企画にはイ

授（東京海洋大）
、David Noakes 教授（オレゴン州

ギリスはもとよりノルウェー、オーストラリアやナイ

立大）
、清野聡子准教授（九州大）
、Colin Bean 博士

ジェリアからも研究者や学生が参加し、一緒に古城

（Scottish Natural Heritage）
、米倉瑠里子さん（九

を再利用したユニークなユースホステルなどに泊ま

州大）にお礼申し上げます。
）

第14回

イェール大学

生態・進化生物学科
金

孝竜

“Nice to meet you again!”と握手を交わし、その

インシュタインの大きな肖像画があった。そういえ

がっしりとした手の感触が残るまま、ワグナー教授

ば、誰かがどこかで書いていた。一般相対性理論

のオフィスに入り、ふと気配を感じて振り向くと、

を完成させたころのアインシュタインの顔を見てみ

少し古ぼけた部屋の片隅に、漆黒の背景から射るよ

なさい。それは戦いを終えた戦士の顔だ。そこには

うな視線でこちらを見つめる、白髪で皺だらけのア

未曾有の知的格闘による苦悶の痕が刻まれている、
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と。これはきっとその頃の肖像画なのだろう。こう

しようとしている…理論と実践…歌って踊れる…さ

いう肖像画を部屋に飾ってあること自体が、教授の

ういふ研究者にわたしもなりたい…などといった偶

サイエンスに対する姿勢や志の高さを示しているも

像化が始まるのは時間の問題であった。

のだと、僕は思い込むことにした。そして、僕自身

上の引用で、
「この領域の生物学的研究は、日本

のイェールでのアカデミックライフが、スケールは

では皆無に近い」とあるのだが、実際には欧米でも、

遥かに小さくても、知的刺激や知的苦悶に満ち、そ

相同性や進化的新規性といった問題に深入りしよう

して望むらくは発見や解決の喜び（Eureka!）をも

という研究者はどちらかといえば異端というか、イ

伴った、エキサイティングなものになるようにと

ロモノ扱いされる傾向にある。実際、はじめ集団遺

願ったのだった。イェール大学の生態・進化生物学

伝学者としてキャリアをスタートさせたワグナーが

科（Department of Ecology and Evolutionary Biol-

1980 年代後半に相同性についての仕事を始めたこ

ogy、以下 EEB）での大学院生活を始めるために渡米

ろ、あのジョン・メイナード・スミスに「君のように

してまもなく、2008 年 9 月初めのことである。

積分方程式を解ける人間が、なんで相同性なんてい
うナンセンスに時間を浪費しているんだい？」とか

筑波大学の和田洋先生の研究室で、2008 年の 3 月

らかわれたこともあったらしい（Wagner 2007, Biol

に二枚貝の比較発生学というテーマで修士号を取っ

。しかし、90 年代に入って、周知の
Philos 22: 145）

た僕は、上述のようにその年の 9 月から、イェール

とおりいわゆる Evo-Devo という分野が勃興すると、

大学のある米国コネチカット州ニューへイヴンで新

相同性についての議論がまた新たに活発になること

生活を始めた。そういう選択をすることが珍しくみ

となる。
「染めるだけのエボデボ」などと揶揄されつ

えるのだろう、こちらで日本人のポスドクの方など

つも、比較分子発生学の手法により、様々な動植物

に会うと、
「なぜ大学院からアメリカに来たのか」と

で相同な（のかもしれない）構造が発見された。これ

いった質問をされることが多い̶が、満足に答えら

はエボデボの大きな成果の一つである。

れたためしは無い。それは経済的、学問的、実存

しかし、相同な（のかもしれない）とはどういうこ

的なもろもろの理由が絡まり合った結果の選択であ

となのか、また相同な構造の起源が進化史的に際限

るので、詳細に書き下せば数ページの紙面を埋める

なく遡行されていくなかで、進化的に新規な（よう

ことは出来るに違いないが、読者を辟易させるだけ

にみえる）構造の存在はどう考えていけばいいのか

だろうから、省く。ただし、
「なぜイェールに来た

といった問題を突き詰めるには、より概念的・理論

のか」という質問をされたなら、答えは明解である。

的な整理や、それに基づいた実践的研究が必要であ
るように思える ̶ だから私はあなたの研究に興味が

「Günter Wagner がいたから」だ。
彼の名前ははじめ、倉谷滋氏の大著『動物進化形

ある、大学院生は募集していないだろうか、という

態学』で知った。
「しかし、動物の形態進化におい

趣旨の長いメールをワグナー教授に送りつけたのが

ては…（中略）…成立した新しい構造と祖先的構造の

2007 年の秋ごろ。一回会いに来られないかというの

間に形態的相同性が見つけられないような事態がし

で、初めての海外渡航だったがアメリカに行き、ワ

ばしば生ずる…（中略）…これをクリアに指摘したの

グナー教授をはじめ、他に出願を予定していた大学

が、理論進化生物学者のワグナーとミュラーだ。ち

院の教授と会ったのが 2007 年の冬。雪景色のイェー

なみに、この領域の生物学的研究は、日本では皆無

ルのキャンパスが美しく、ここに来てみたいなあと

に近い」
（前掲書 P399、太字引用者）
。この部分で引

思った。その後、国際文化教育交流財団というとこ

用されていた、進化的新規性を論じた Muller and

ろから奨学生として採用してもらえるなど、いくつ

Wagner（1991）などを皮切りに、ワグナーの論文を

かの幸運が重なり、イェールに行けることが決まっ

幾つか読むにつれ、発生進化学の諸問題を概念的に

たのが 2008 年の 3 月頃であった。

深く掘り下げて考えようとする態度に惹かれていっ
た。しかも、彼は単に理論をやっているだけでなく、

僕が所属することになった EEB という学科の歴

硬骨魚の Hox クラスターの研究、鳥類の指のアイデ

史は比較的浅く、もともと一つだった生物学科が

ンティティーの研究、真獣類における胎生の進化の

1998 年に EEB と MCDB（Molecular and Cellular

研究などを通じて、自分の理論を吟味・構築・検証

Developmental Biology）という 2 つの学 科に分か
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れることで出来た。イェールの生物学科は Evelyn

いって慰めてくれたりもした。確かに…僕の場合は

Hutchinson の流れを汲んで、生態学方面にはもと

ある程度アメリカ生活を楽しめる心境になるまで半

もと伝統的に強かったのだが、分子生物学以後の生

年から一年くらいはかかった気もするが、これは確

物学の潮流に逆らえず生態学などマクロ生物学の諸

かにそうだったのである。人間の適応能力と時間と

分野が冷遇されていくなかで、分子・細胞生物学の

が問題をある程度は解決してくれる。英語力もそう

系統と分かれ独立した学科を作ることで、生態学、

だが、慣れと度胸が重要なのである。すると英語力

進化学などの分野の生き残りを図ったということら

も後からついてくるもので、来てしばらくたったこ

しい。規模は小さな学科で、教員が 20 名弱、学生が

ろ、慣れ親しんだ洋楽を聞いていると、これまで完

一学年 6、7 名トータルで 30 名ほどである。

全に音として流していた歌詞がふと生々しく意味を
伴って耳に入ってきて、ああ、なんだかんだで俺の

僕の学年の学生は、僕も含めて 7 名。年齢はみな
僕と大体同じくらい。意外なことに、学部卒でその

英語力は上がっているんだなあと思って少し感激し

まま大学院に上がってきたという学生は一人だけで、

たりしたものだ。
閑話休題。アメリカの大学院の特色として日本に

他は皆 2、3 年くらいラボのテクニシャンなどの経
験を積んでから大学院に入ってきたとのことで、そ

いたときに聞いていたのが、大学院に入ってからも

ういう経歴の方がアメリカでは普通らしい。ちなみ

かなり授業を受けなくてはならず、更には Qualify-

に、皆アメリカ人だった。アメリカの大学院という

ing exam と呼ばれるかなり厳しい進級試験がある、

と、
「国際色豊か」というイメージが僕にはあり、実

ということだった。これはいきなり自分の専門領域

際に 2008 年度にイェールの大学院に入学した学生の

を決めてそこに特化するのではなく、もっと幅広い

うち、留学生の割合は 31％と高いのだが、EEB には

分野の知識・視点を身につけることで、学生のその

不思議とほとんどいない。留学してまで進化生物学

後の学問的発展に生かそうというものである。その

のような基礎的な学問をやろうという人が少ないの

理念に関しては大変結構なことだと僕は思ってい

だろうか。ともかく、最初からかなり浮いた存在と

たのだが、意外なことに、最初のオリエンテーショ

なったという印象があった。というのは、最初の顔

ンで学部長は「授業を取りすぎることはお勧めしな

合わせのときにすでに、同級生たちが何を言ってい

い。むしろ関心分野の論文を読み、なるべく早く研

るのか、彼らがお互いに何を話しているのかよく分

究の方針を決め、実験をし、論文を書き始めようと

からないという状況だということに気づいたからで

心がけなさい」と言った。なるほど、やはり Publish

ある。いきなりの疎外感であった。

or Perish の精神を早いうちから叩きこむのだなあ、

言葉の問題に関してはもう、散々に苦労したとい

と感じたものだ。したがって、授業は一学期に 1、2

う意識がある。もともと、日本にいたころは特に英

個̶最初の学期に欲張って授業を 3 つくらい登録し

語に苦手意識はなかったし、むしろ得意なほうだと

たら「あなたは授業を取りすぎなのでは？」というク

思っていたくらいだが、随分認識が甘かったもので

レームがついて、一つ取るのをやめたことを覚えて

ある。はじめのうち、ネイティヴ同士の会話の英語

いる。

は速くて重いジャブの打ち合いのような感じであっ

大学院での授業の例を一つ。最初の学期にとった

た。そもそも僕には速くて聞き取れないことが多い。

のが Thomas Near 助教授による Phylogenetics and

よしんば聞き取れても意味が良く分からない。万が

Macroevolution というタイトルの授業だった。これ

一意味を解読出来ても、手数が多く、こちらが手を

は、Yang の “Computational Molecular Evolution”

出そうと構える間に、顔面に 2、3 発飛んできて戦意

と Felsenstein の“Inferring Phylogenies”と が 教 科

喪失…てなもんである。ただ、今考えればこういう

書で、授業の大半は系統推定の方法論の説明にあ

感じ方をする背景には、疎外感が萎縮を生み、萎縮

てられ、途中にちょぼちょぼ自然史的な話が挟まる

が劣等感を生み、劣等感が更なる疎外感を生み…と

という形の授業だった。週 2 コマ 1 回 75 分の講義を

いうような悪循環もあったのだろう。なんだか随分

13 週にわたって行い、樹形探索の話題から分岐年代

暗い表情でもしていたのか、ワグナー研の上級生が

推定まで系統学の多岐にわたるトピックを駆け足で

「海外から来る人たちは、みんな最初の 3 か月は本当

カバーする。さらに講義に並行して、週に 1 回コン

にしんどいって言うわ。最初の 3 か月の辛抱よ」と

ピューター実習があり、MUSCLE
（アラインメント）
、
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PAUP（最節約法）
、RAxML（最尤法）
、MrBayes（べ

新しい系に十分に親しむ余裕も持てなかった面があ

イズ法）
、BEAST（分岐年代推定）
、Mesquite（形質

る。ただ、ローテーションによって、メインの研究

状態の推定等々）などのソフトを使って、実際に用

室以外の教授、学生、ポスドクとかなり近くなるこ

意されたデータの解析を行うことで、実践的なスキ

とが出来たので、ローテーションというのは個人と

ルも身につけられるように工夫されていた。授業で

しての技術習得云々よりはむしろ、学科内の交流を

中間・期末の 2 回のテストがあり、実習では 2 回の

活性化するツールとしても使われているのかな、と

宿題、2 回の実技試験（！）があったうえ、講義・実

感じた。ともかく、一年目は、米国生活への適応と

習それぞれでレポートを課されたので、結構な分量

授業とラボローテーションとの慌しさの中に消えて

であった。確かに、これでは 3 つも 4 つも授業を取

いったのだった。

れたものではないな、と思ったものだが、ためには

2 年目に入ると、ラボローテーションの期間が終

なった。

わって、授業の単位も大体取って一段落、といきた

授業を受ける傍ら、ラボローテーションのシステ

いところだったのだが、ここで、TA の仕事が始まっ

ムにより、研究室に所属し、小さめのプロジェクト

た。アメリカの大学院生は基本的に授業料免除、生

をこなさなければならない。初めから書いている通

活費支給なのだが、そのかわりに定められた数の

り、僕はワグナー教授のラボで研究したいと思っ

TA をこなさなければならない。必要な TA の数は学

てきたのだが、EEB の決まりで、大学院生は最初

科によって違うのだが、僕のいる EEB では原則と

の 2 年のうちに最低 2 つのラボに所属して、多様な

して最初の 2 年間で 3 つのコースを教えなければな

経験を得ることが求められる。ワグナー研に加え

らないことになっていた。本来アメリカ人の学生で

て、もう一つのラボでのローテーションは、蝶の眼

あれば一年目から TA が始まるのだが、外国人は TA

状 紋 の Evo-Devo を 進 め て い た Antonia Monteiro

をする前に SPEAK テストという英語のテストで基

教授、ウイルスの実験進化で面白い研究をしてい

準点以上を取らなければいけない。この基準点をク

た Paul Turner 教授など、いくつか候補があったな

リアするのに一年間かかったのであった…それはと

かから、アカパンカビ、酵母等の真菌類で、マイク

もかく、僕が最初に教えたクラスは “The Evolution

ロアレイを利用したトランスクリプトームの進化の

of Life Histories”など の 著 作 で 知 ら れ る Stephen

研究などを行っていた Jeffery Townsend 教授のラ

Stearns 教 授 の 名 物 授 業 “Principles of Ecology,

ボを選んだ。ゲノムワイドの遺伝子発現解析のテク

Evolution, and Behavior”という授業であった。こ

ニックを学んでおくことがその後ワグナー研で行い

の学部生向けの授業は EEB の授業のなかでもっと

たいと思っていた細胞型の進化の研究に役立つか

も受講者が多いもので、僕が TA をしたときは受講

と思ったからである。しかし、実験を指導してくれ

者が 130 人ほどおり、TA も僕を含めて 9 人いた。教

た、ちょっと口の悪い（しかし気前は良い）ポスドク

授の講義に加えて、9 人の TA が各自 13、4 人の生徒

には、
「配列情報そのものを一気に得る技術がどん

を受け持ち、週に 1 回 50 分の補足授業を行うのであ

どん進歩してるから、マイクロアレイのやり方なん
て学んでもすぐに時代遅れになるよ、ご愁傷さま」
などと言われたりした。僕も当時パイロシークエン
シングなどの技術が出てきたことは知っていたが、
そんなにすぐに手の届くものになるとは思っていな
かった̶が、その後を見ると、ポスドクの予言は正
しかったようではある。
マイクロアレイを学んだことが役に立ったかはさ
ておき、ローテーションで色々経験を積むことに期
待を持っていた割りに、実際に学べたことは少な
かったかもしれないと思った。やはり、期間が半年
以内と短いので、行うプロジェクトはかなり中途半
端なものになりがちであるし、授業等も重なって、
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図 1 EEB の大学院生たち勢ぞろいの写真。2011 年
の学科のクリスマスパーティーにて。前列左から 3 番
目が筆者。
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る。さらに、この授業では学生が学期末に 20 枚ほど

教育には情熱が必要であると学んだ。良い思い出と

のレビュー論文を書くことが課せられていた。この

ほろ苦い思い出とがある TA 体験だが、アメリカに

学期末レポートのために、各 TA が受け持ちの学生

慣れタフになるのに非常に役立ったと思っている。
そして、EEB では 3 年生にあがる前に Prospectus

のテーマや参考文献の選定の相談に乗り、さらに中
間提出のアブストラクトに対する批評、本提出前の

という、口頭試問を受けなければならない。もとも

草稿に対する詳細な添削とコメント、そして本提出

とは EEB で も Qualifying exam と い っ て、か なり

の論文の採点などをすべて行わなければならない。

の量の文献を事前に指定して学生に読ませ、それ

一緒に TA をやるアメリカ人もひいひい言っている

に関連する質問をして学生の理解度を試すという

のに、英語が母語でない僕の苦労たるや…毎週の補

かたちの口頭試問もやっていたようだが、詰め込み

足授業も準備に時間がとられるうえ緊張するし、特

学習になるので良くないということで僕の入る数年

に、レポート草稿に対する添削とコメントが大変で、

前に廃止されたそうだ（ラッキーであった）
。一方、

僕はネイティヴではないということで、論文の文法

Prospectus というのは、博士課程での研究計画書を

や言い回しなどの面に関しては教授ともう一人の TA

事前に選んだ原則 4 名からなる審査委員のメンバー

に分担して見てもらっていたのだが、サイエンティ

に送り、その内容をプレゼンし、質問をうけるとい

フィックな議論の内容や、論文の構成・ロジックに

うものであり、Qualifying exam に比べると大分負

対してきちんとコメントを加えようとすると、ひとつ

担の軽いものである。

のレポートにつき 3 ～ 4 時間かかるのはざらであっ

研 究 テーマに関しては、イェー ル に 来 てから

た。ただし、幸いだったのはイェールの学部生たち

Günter（とアメリカ式に呼ぶようになったわけだが）

が思った以上に素直だったことで（まあ、ほとんど

と話し合うなかで、僕は「細胞型の進化」というテー

が一年生だったので、さもありなんだが）
、僕がそれ

マを博士論文の大きな軸にしようと考えるように

なりに努力して彼ら彼女らを指導しようとしている

なった。なんとなれば、
「細胞型」というのはもっと

ことをよく理解してくれていた。学期末の学生の授

も単純な「形質」の一つである。現在、形質の遺伝

業評価でのコメントもとてもポジティヴな内容が多

的な基盤を遺伝子の制御ネットワークの構造に帰結

く、頑張って TA をやった甲斐があったと嬉しくなっ

させようという研究が華盛りだが、遺伝子の制御が

たものだった。逆に、その 2 学期後に TA をした別の

物理的に行われるのは細胞の中であり、たとえば眼

授業では、負担はだいぶ軽かったものの、僕自身が

のような複数の異なる細胞型からなる複合形質にお

変に場慣れてしてしまったせいと、元気がなかった

いて、その形質を制御するネットワークというのが

時期だったこともあり、準備や取り組みも甘く、学

実体として何を意味するのか実は曖昧である（もち

生にはくそみそな評価を受けてしまったが…けだし、

ろん、その遺伝子ネットワークは発生「遺伝学」的

図 2 キャンパスの中心部にある、Sterling Memorial
Library。大学図書館としては、ハーバードに次ぐ全米
2 位の規模を誇る。ゴシック調の建築がアカデミック
な雰囲気を醸し出す。

図 3 大学附属博物館である、Peabody museum の前
にある Trosaurus の像。冬にとったので雪に埋もれて
いる。
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なものなのであるが、僕はこの辺の概念には少し
混乱があるように思っている）
。その点、細胞型の

identity を制御しているネットワークというのはもっ
と分かりやすい。しかも、その世代間での継承様式
が間接的 ̶ すなわち、DNA のように世代ごとに直
接的に複製されたものが受け渡されるのではなく、
受精卵といういわばリセットされた状態から毎世代
作り直されなければならない̶という点で、より複
合的な形質と同様の特徴を持っている。さらに、次
世代シーケンサーの登場によって、多様な動物種に
おいて遺伝子の発現状態を網羅的に調べることが可
能になった。加えて、ワグナー研ではすでに子宮内
膜細胞という、真獣類において着床や胎盤形成に重
要な役割を果たす細胞型の分化制御ネットワークの

図 4 本文では触れられなかったが、実験動物として
オポッサム（Monodelphis domesitca）を飼育・繁殖さ
せている。これは乳離れ間近の母子の図。

進化に関する研究の蓄積があった̶僕の博士論文で
は、この細胞型の起源と進化を調べたい。そのこと
によって、形質の相同性の遺伝的な基盤や、新規性
が創出される際の変化に関してヒントが得られるの

国人は 120 人。一 方で、日本 人は 27 人である（ち

ではないか̶そのような内容の発表をして、僕は 3

なみに、ヨーロッパの主要国でみると、ドイツで 81

年生になる前に無事 Ph.D candidate という、
「あと

人、イギリスで 72 人だが、フランスで 12 人と少な

は研究しとけばいいよ」という身分になることが出

く、興味深い）
。この数字には官庁や企業から 1、2

来た。より具体的な研究内容やその後のアメリカ生

年の短期で派遣されてきている方々も含まれている

活の展開、ワグナー研の個性的な面々、こちらでの

ので、Ph.D 取得のためにこちらに来ている学生の数

私生活のあれこれなどについてももっと語りたいと

はさらに小さくなる。こういった状況を学生の「内向

ころだが、紙面が尽きようとしている。まあ、3 年目、

き志向」だとして憂慮する識者も少なからずいるよ

4 年目の生活は、大雑把にいえば、知的刺激や苦悶

うだが、まあ、僕には是非は分からない。僕にして

には事欠かないものの、大きな Eureka moment は

も、日本に残っていたらしなかったような苦労もこ

まだ訪れていない（小さなものならちょこちょこと）
、

ちらで沢山したし、まだ Ph.D を取れるのか、取った

といったところではある。あとは Eureka を待ちなが

としてその後があるのかも分からないような状況で、

ら、Ph.D 目指して研究を続けるのみだろう。

他人に簡単に「来るといいよ」ともいえない。しかし

最後になったが、もしこの記事を見て大学院留学

その分、日本に残っていたら、あるいはポスドクか

に興味を持ったような学生がいたら、僕でよければ

らこちらに来たのでは味わえなかった ような貴重な

相談に乗るので koryu.kin ＠ yale.edu まで是非ご連

経験、刺激や楽しいことも沢山あった。それら全部

絡を。ご存知かもしれないが、日本の大学から、海

ひっくるめて、僕は確実にタフになり、視野が広が

外の大学院に留学する学生は少なく、例えば、東ア

り、以前よりもハッピーな人間になったと思う。だ

ジアの近隣国である韓国や中国と比べて格段に少な

から書いておこう、来てよかった。
というわけで、長々と書いてしまいましたが、ま

い。イェールの発表している 2011 年度の統計によれ

たいつかどこかで。ごきげんよう。

ば、全留学生 1,575 人のうち、中国人は 385 人、韓
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世界最大の「花」開花狂騒
奥山雄大（国立科学博物館植物研究部／筑波実験植物園）
開花に備えた。

去る 5 月 25 日、私が勤務する国立科学博物館筑

休眠から醒めた塊茎から伸び出した芽は、5 月上

波実験植物園で、世界でも稀なショクダイオオコン
ニャク（Amorphophallus titanum）の開花の瞬間を目

旬になり花序の一部をのぞかせ、開花がはっきり

の当たりにする幸運に恵まれた。各種報道機関を通

した。花芽はその後も日に日に伸び、1 日に最大で

じて広報されたため、植物に関心のある方には記憶

20 cm という成長ぶりであった。開花予定が報じら

に新しい話で、中には実際に開花したものを見た方

れると、連日、いつ開花するのか？という問い合わ

もいるかもしれない。しかし本種の魅力が一番発揮

せがあったが、開花時の花序の高さも開花例によっ

されるのは開花当日の夜間であり、これを体験でき

て 150 ～ 300 cm とまちまちであるために、スタッフ

たのは私たちスタッフの「特権」ゆえであった。そこ

にもほとんど予測が立てられないのである。平日の

で当時の様子を簡単に紹介し、この不思議な植物の

最中に開花してしまうと多くの人に花の姿を見せる

生態に触れた私たちの興奮を少しでも共有できたら

ことができなくなる。一方で、休日に収容し切れな

と思い筆をとった。

いくらいの入園者が詰めかけたときはどう対応すれ

本種はインドネシア・スマトラ島原産の食用コン

ば良いか？話し合いを重ねつつもスタッフには落ち

ニャクの近縁種で、単軸のものとしては世界最大の

着かない日が続いた。

花序をつけ、IUCN のレッドデータブックでも VU ラ

果たして、ショクダイオオコンニャクは見事に

ンク（環境省レッドデータブック絶滅危惧 II 類に相

「空気を読んだ」
。そのたたずまいに特段何の変化も

当）に位置づけられている希少植物である。なお世

ないまま、花序の大きさが 199 cm に達した 25 日金

界最大なのは花序、すなわち花の集まりであるため、

曜日午後 1 時過ぎ、様子を見に行ったスタッフの一

単独の花自体がそれほど大きいわけではない。しか

人が異変に気づいた。開花がはじまっている！

し本種の属するサトイモ科は「肉穂花序」と呼ばれる

ショクダイオオコンニャクの肉穂花序を大きな

特殊な花序を作り、これが機能的には単独の花のよ

「花」と見立てた場合、
「花びら」としてふるまってい

うに振る舞うため、異論もあろうが「世界最大の花」

るスカートを逆さにしたような構造（写真を参照）は

と捉えても個人的には大きな誤りではないと考えて

仏炎苞（ぶつえんほう）と呼ばれる。午前中には固く

いる。なお、単独の花として世界最大のものを咲か

閉じていた仏炎苞が見る見るうちに開いてゆく。開

せるのは、同じくインドネシアに産するラフレシア・

く速度は、およそ植物の動きでイメージするよりは

アーノルディーであるが、こちらは寄生植物であり、

るかに速く、夕方 6 時には、ほぼ満開の状態となっ

インドネシア国外での栽培に成功した例は現在のと

た。と、次第に漬け物と動物の死骸の中間のよう

ころない。

な、それでいて濃厚なココナッツミルクの香りも混

本種は通常 1 年半ほど、高さ 3 m 以上に達する巨

じったような、何とも言えない不思議な臭気が温室

大な葉を 1 枚だけ展開し、その後塊茎（いも）の状態

に立ちこめはじめた。
（研究によると、臭いの主成分

でしばらく休眠するということを繰り返し、徐々に

は硫黄含有化合物であるジメチルトリスルフィドで

成長する。筑波実験植物園の株は今年で播種から実

あり、これにいくつかの物質が加わっているようだ

に 20 年目であり（東京大学理学部付属小石川植物園

［Shirasu et al. 2010］
）
。臭いは夜がふけるにつれさ

から 6 年前に寄贈を受けた株）
、3 月に塊茎の重量を

らに強くなり、550 m2 ある巨大な温室の隅々まで充

測ったところ 34 kg であった。過去の他園での開花

満した。本種の花は「巨大である」ことと同時に「悪

例によると、30 kg を越えた塊茎は開花する可能性

臭を放つ」ことでも名が知れ渡っており、
「死体のよ

があると言うことで、スタッフも半信半疑ではあり

うな臭い」と例えられている本種の花の臭いが実際

ながら、祈りを込めて新しい大鉢にこれを植え付け、

にはどんなものなのか、私も恐ろしいような楽しみ
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なような気持ちでこの日を迎えたわけだが、この晩
に嗅いだ臭いは忘れ得ない。
臭いとともに感動的だったのが、花序の先からも
うもうと立ち上る湯気であった。何とこの花は開花
直後に発熱し、37℃にも達する高温のため湯気が出
るのである。これは花序から上昇気流を起こし、遠
く離れた場所まで臭いを届け、送粉者を誘引するた
めであると考えられている（Barthlott et al. 2009）
。
なお、本種の送粉者は餌の腐肉と間違えてやってく
る甲虫、シデムシ類であるという（山口，2011）
。夢
中でシャッターを切ったが、暗い夜間の温室で湯気
を写真に捉えるのは容易でない。私の写真は全て失
敗に終わった。このままでは、
「話を盛っているん
じゃないか」と信じてもらえないことを内心心配して
いたが、幸いなことにスタッフの一人が見事に湯気
を写真に捉えることに成功した。この写真について
はいずれ展示する予定である。
このような巨大な花が、なぜ東南アジア熱帯で進
化できたのか、その興味は尽きない。株あたりでは

7 年に一度しか開花しない本種の生態が進化した要
因を考えるとどうしても、同地域でよく知られた林
冠樹木の超年周期での一斉開花現象との共通性を想

少し考えてしまった。

起せざるを得ない。個体密度の著しく低い熱帯植物

（なお、ショクダイオオコンニャクの開花の様子の

種が、同種間での送受粉を達成するためにはどうし

詳細については、筑波実験植物園ホームページにあ

ても遠方にシグナルを届ける必要があり、そのため

る「コンニャク日記 http://www.tbg.kahaku.go.jp/

には花序を巨大化する必要があったのだろう。しか

）
news/konnyaku/」から見ることができます。

しその巨大な花を開花させるためには超年的なエネ

引用文献
・Barthlott, W., Szarzynski, J., Vlek, P., Lobin, W., Korotkova, N.（2009）A torch in the rain forest: thermogenesis of the Titan arum（Amorphophallus titanum）Plant

ルギーの蓄積を要求し、そのことがさらに開花個体
の密度を下げることになる。このジレンマも大変興
味深いところだ。

Biology 11: 499-505.

なお、開花翌日からの 3 日間でのべ 11,000 人を超

・Shirasu, M., Fujioka, K., Kakishima S., Nagai, S.,

える過去最高の来園者数を記録した。ふだん展示

Tomizawa, Y., Tsukaya, H., Murata, J. Manome, Y.,
and Touhara, K.（2010）Chemical identity of a rotting
animal-like odor emitted from the inflorescence of the
titan arum（Amorphophallus titanum）Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 74: 2550-2554.
・山口進（2011） 地球 200 周 ! ふしぎ植物探検記 PHP 研
究所 254p

者が工夫を凝らしてもなかなか多くの人を惹き付け
ることの難しい植物という生き物が、開花によって
（送粉者ではなく）これほど多くの人を惹き付けたの
はどういうわけであろうか。人の関心を惹き付ける
生物の進化的行く末はどうなるであろうか、などと
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Google Scholar Citations の紹介
千葉県立中央博物館
はじめに

宮

正樹

された（http://googlescholar.blogspot.jp/2011/11/

これまで、自分が書いた原著論文がどんな論文

。私自身
google-scholar-citations-open-to-all.html）

にどれだけ引用されているか調べるには、所属して

がこの Google Scholar の機能に気がついたのはつい

いる大学なり研究所が Thomson Reuters の Web of

最近だが、わずか十数分で著者名とキーワードを使

Knowledge と契約していれば、Web of Science（あ

うことにより自分の論文だけを集めてくれる（同じ

るいは Elsevier の Scopus）を使って調べるのが一

イニシャルの著者を除いてくれる）だけでなく、1）

般的だった。そうでない研究者にとって、Google

自分の全論文を被引用数の多い順に一覧にしてくれ

が 2004 年 12 月 か ら サ ー ビ ス を 開 始 し た Google

る；2）各種の引用指数を計算してくれる；3）被引用

Scholar が唯一の検索サービスであったが、Web of

数の経年変化をプロットしてくれるなど、研究者の

Science の（おそらくは）伝統からくる信頼感と比べ

科学的貢献度を示すのに必要とされる諸機能がつい
ている。さらには、自分の論文を引用した最新論文

ると、若干見劣りしていたことは否めなかった。

をいつでも簡単に参照できるのは本当に便利。他人

Google Scholar Citations の登場

のものを示すわけにいかないので、一例として自分
のページ（My Citations と呼ばれる）を図1に示す。

そんな中、昨 年 の 11 月 16 日に、今 回 紹 介 する

Google Scholar Citations のサービスが一般に公開
My Citations の内容
図1を見ればわかることだが、My

Citations（公開か非公開を選択するこ
とが可能）には、自分の名前・所属・
分野のキーワード、ホームページの

URL などが上に示され、その下には各
種の引用指数と被引用の経年変化のグ
ラフが示される。その下には自身の論
文が被引用数の多い順に示され、被引
用数をクリックするとその論文を引用
した論文が新しい順に示される。1 日
に何度も情報が更新されるようで、被
引用数や h- 指数もそれに応じて変化し
ていく。
被引用数はともかく、h- 指数 1）につ
いては若干の説明が必要となろう。こ
の指数は論文数や被引用数単独では
示すことができない科学貢献度を示す
指数で、両者を同時に考慮したものに
なっている。h- 指数の定義は非常にわ
図 1 Google Scholar の My Citations のページの一例。氏名・所属・
キーワードなどを示すことができ、一番上に各種の引用指数と被引
用数の経年変化のグラフ、そして個々の論文が被引用数の多い順に
並べられる。
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かりにくい。Wiki で調べると「ある研
究者が発表した論文のうち、被引用数
が h 件以上あるものが h 篇以上あるこ
とを満たすような数値」とあった。当
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然のことながら h ＝ h であるから、この指数を求める

出しをクリックすると、いくつかのステップを経て

となると論文を被引用数の多い順に並べないと手計

My Citations を作ることができる。私は Google のア

算では求められない（と思う）
。たとえば私の場合、

カウントを持っていたのであっという間にできたが、

被引用数が少なくとも 38 件ある論文が 38 篇あるの

そうでない人も 30 分もあれば完璧に近いものができ

で h- 指数は 38 になる。グラフィカルに示した方がわ

るだろう。後は公開か非公開を選択すれば、その時

かりやすいかもしれない。自分の論文を被引用数が

点から自分の論文がいつどのように引用されている

高いものから順に並べ、論文数を横軸に、被引用数

かがわかる。

を縦軸にとり、グラフにプロットしてやると原点か

おわりに

ら 45 度の直線と交差した点の論文数が h- 指数にな
る。

被引用数そのものも h- 指数も、研究者の科学的貢

もう一つの i10 指数は簡単。被引用数が 10 件以上

献を計る一つの物差しでしかない。さらに、被引用

ある論文の数で、私の場合は 69 篇になる。これらの

数に関連した指数は、研究者の経験年数に大きく左

数値を過去 5 年間に限って求めたものが右のコラム

右されるから、若手の研究者を評価するのには向か

の数字になる。

ない。とはいっても、偉大な先達たちの数字を参考

一つ注意したいのは、Web of Science の場合は

に目標とすることは有用であろう。これは、野球の

被引用にカウントされる論文の数が、登録された

打者が通算安打数やホームラン数を目標にするのと

ジャーナルの原著論文（レビューも含む）に限定され

同じ感覚なのかもしれない。

るのに対して、Google Citations の場合は本だろう

そして当然のことながら、今後は引用のされ方も

が未発表の学位論文だろうが、ウェブ上で流通して

検討されなければならないだろう。たとえば、Evo-

いるものはすべて検索の対象としていることである。

lution をキーワードに検索すると、Charles Darwin

したがって、当然 Google Citations の数値は Web of

の（良い意味での）
「なりすまし」がいることがわか

Science より大きなものとなり、私がほぼ同じ条件で

る。彼の被引用数は何と 63,788 件。しかし、さらに

調べたところ、前者が後者より 25％ほど多い数値が

驚かされるのはアラインメントソフト Clustal の作

計算された。

者である Des Higgins の被引用数が 92,515 件に達
していること。だが、被引用数の多寡であの偉大な

My Citations の作成法

Darwin と比べるのは、誰が考えても適切な比較と
はいえないだろう。

日本語のサイトはない。Google で “My Citations”
を検索すれば、すぐに Google Scholar Citations の

1 Hirsch, J. E. 2005 An index to quantify an individual's
scientific research output. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United states of America.
102, 16569.

サイト http://scholar.google.com/intl/en/scholar/

citations.html に飛ぶことができると思う。そこの
Get started with Google Scholar Citations という見
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