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日程

2015 年 8 月 20 日（木）
〜 23 日（日）

会場

中央大学後楽園キャンパス
（地下鉄丸ノ内線・南北線・大江戸線 後楽園駅より徒歩 5 分、
地下鉄三田線 春日駅より徒歩 6 分、JR 水道橋駅より徒歩 12 分）

大会ホームページ

http://evolgen.biol.se.tmu.ac.jp/sesj2015/

第 17 回日本進化学会東京大会を、2015 年 8 月 20 日（木）から 23 日（日）までの 4 日間、東京都文京区春日
の中央大学後楽園キャンパス理工学部で開催します。最近は、資本の偏りが世界的な問題になっていますが、
学問の世界でもその多様性に偏りが生じていることが懸念されます。本大会は、あえて進化学の多様性を意
識しつつ、古生物学や生態学など統合生物学と呼ばれる分野にも広く声をかけて組織したつもりです。
一方で、大会のテーマである「New technology が拓く進化学の新地平」は、新時代の技術が進化学にどの
ような革新をもたらすのかを模索するものです。大会ポスターは実行委員の熱いやりとりを経て完成しまし
た。電子機器を操るダーウィンは、新技術を手にした進化学の、バランス良い発展を願う象徴です。
プレナリートークには、マクロとミクロ、過去と現在を結ぶ話題として、鳥の起源に迫る二人の世界的研
究者をお招きしました。また、変動する地球環境のなかでヒトと自然との共生の鍵を握る植物の生態解明に、
新技術と理論を駆使して迫る、工藤洋氏をお迎えします。他の企画も満載です。東京ドームそばの便利な会
場ですから、アフターアカデミアも楽しめます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第

日本進化学会
回大会

17

問い合わせ

日本進化学会 第17回大会委員会
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
TEL 03-3817-1711（10：00〜17：00）
e-mail : sesj2015＠biol.se.tmu.ac.jp

進化学会2015

New Technologyが拓く進化学の新地平
2015年

8月 20日（木）〜23日（日）

中央大学後楽園キャンパス
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27

※東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩 5分／都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩7分／

JR 総武線『水道橋駅』から徒歩15分

シンポジウム・
ワークショップ

募集中
締め切り 4月30日

第

PROGRAM

「The Genetic Basis of Feather Diversity in Birds」
Wen-Hsiung Li（Biodiversity Research Center, Academia Sinica, Taipei）

「The Origin and Early Evolution of Feathers :
Insights from Recent Paleontological and Neontological Data」
Xing Xu（Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins of Chinese Academy of Sciences）

「分子フェノロジー：植物における遺伝子発現の季節変化」
工藤 洋（京都大学生態学研究センター）

一般演題
・ 口頭発表
・ ポスター発表

8月20日（木）〜21日（金）

高校生ポスター発表

8月22日（土）

8月20日（木）〜22日（土）

市民公開イベント (共催：東京大学総合研究博物館)
・「企画展：マクロ先端的博物学の世界と創生」

8月20日（木）〜23日（日）

・「Hands On 6：博物学でふれあうハンズオン・ギャラリー＠進化学会」 8月22日（土）

進化学夏の学校：
「次世代データの系統解析New Technology」

8月23日（日）

市民公開講座：
「恐竜、昆虫、サル、コケ…

8月23日（日）

進化に挑戦する学者たち」

回日本進化学会大会︵東京大会︶のご案内
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プレナリートーク

http://evolgen.biol.se.tmu.ac.jp/sesj2015/
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プログラム概要
● プレナリートーク

8/20 徐 星（ Xu Xing ）

The Origin and Early Evolution of Feathers: Insights from Recent
Paleontological and Neontological Data

July 2015

8/21 李 文雄（ Li Wen-Hsiung ） The Genetic Basis of Feather Diversity in Birds
8/22 工藤 洋

分子フェノロジー：植物における遺伝子発現の季節変化

● ワークショップ（ 19 企画）

8 月 20 日（木）
〜 21 日（金）

● シンポジウム（ 8 企画）

8 月 21 日（金）
〜 22 日（土）

● 一般演題

口頭発表（ 52 件）

8 月 20 日（木）
〜 21 日（金）

ポスター発表（ 88 件）

8 月 20 日（木）
〜 22 日（土）

● 高校生ポスター発表（ 35 件）

8 月 22 日（土）

● 進化学夏の学校

8 月 23 日（日）午前

次世代データの系統解析 New Technology
● 市民向け公開イベント

企画展示・マクロ先端的博物学の世界と創生

8 月 20 日（木）
〜 23 日（日）

Hands On 6：博物学にふれあうハンズオン・ギャラリー @ 進化学会

8 月 22 日（土）

（共催：東京大学総合研究博物館）
● 市民公開講座

恐竜、昆虫、サル、コケ…

進化に挑戦する学者たち

8 月 23 日（日）午後

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/sesj2015/）をご確認ください。
大会委員長：西田治文（中央大学理工学部）
大会準備委員長：遠藤一佳（東京大学地球惑星科学）
大会事務局メールアドレス：sesj2015@biol.se.tmu.ac.jp

Lewis & Clark の

フロンティア・スピリットを受け継ぐ

受けて結成された探検隊で、ミズーリ川（ミズーリ州・セントルイス近郊）からコロンビア川（オレゴン州・
ポートランド近郊）への陸路での往復調査を丸 2 年かけて行っている。当時のアメリカ西部はまだネイティ
ブ・アメリカン各部族の支配下で、
「探検」という言葉が似つかわしい、文字通り未開の地だったらしい。彼
らはアメリカ西部の正確な地図作りに貢献したばかりでなく、数百に及ぶ動植物の観察記録を持ち帰り、北
米における生物多様性研究の先駆者となった。彼らの功績は現代アメリカでも高く評価されており、オレゴ
ン州などでは今でも様々な地方にルイス＆クラーク探検隊のフロンティア・スピリットの痕跡を見ることが出
来る。
「持続可能なグローバル・
それはさておき、今回は今春 3 月にオレゴン州立大学（以下、OSU）で行われた、
エコシステム」に関する短期交換留学プログラムについて紹介したい。北海道大学が 2013 年に大学国際化を
目指して立ち上げた「新渡戸カレッジ」プログラムの一環として行われたもので、現在北大教員で OSU ポス

のフロンティア・スピリットを受け継ぐ
Lewis & Clark

ルイス＆クラーク探検隊をご存知だろうか。19 世紀初頭、当時のアメリカ大統領、ジェファーソンの命を

9

﹀

荒木仁志（北海道大学大学院・農学研究院）

リレーエッセイ︿

リレーエッセイ〈9〉

2
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ドク経験もある私は、留学生の現地サポート兼プログラム講師、といった役回りでの参加となった（新渡戸カ
。ちなみに本プログラムのタイ
レッジ詳細については http://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/ を参照）
トルになっている新渡戸稲造はフロンティア・スピリット溢れる札幌農学校の二期生だが、
「Boys, be ambi-

tious!」と言ったウイリアム・クラーク博士と上記探検隊の博物学者、クラーク氏とは同姓同名、同世代人とい
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う共通点はあるものの、全くの別人である。
今回の留学プログラムは全部で 2 週間。北大からの参加学生は男性 3 名、女性 3 名の計 6 名だった。全員学
部生だが、新渡戸カレッジ生はうち半数ほど。残り半数は（単位履修目的ではない）自主参加、ということに
なる。国際化プログラムである新渡戸カレッジの学生はもちろん、貴重な春休みを利用して自主参加するだ
けあって参加者の意識は高く、語学力に関して言えば私の知る殆どの日本人大学院生を（及び発音に関して
は私をも）はるかに凌ぐ優秀な学生たちであった。ちなみに前後して組まれた新渡戸カレッジの短期留学プ
ログラムにはインド、スリランカやタイ、台湾などのアジア圏はもちろん、スイスやニュージーランドのプロ
グラムもあり、学生は一部旅費負担こそあるものの各自希望するプログラムに参加できるそうだ。私が学部
生だった時代には大学主催の留学プログラムは欧米の僅か数か国に限られ、それも殆ど全部持ち出しだった。
羨ましい時代になったものだ。
現地では本プログラムを企画した北大・国際本部の帰山特任教授や現地ホスト役を務めていただいた

Mata-Gonzalez 准教授のご尽力もあり、濃密で多様性に富んだ、また大変アットホームな講師陣によるプロ
。例えば、2 日目には生態学の基本的なレクチャーの後、現地スタッフらと
グラムが組まれていた（表 1 参照）
。アメリカらしく BBQ でお手製バーガー、というシンプルな食事を交えての施
の歓迎会が開かれた（写真 1）
設紹介や交流会だったが、現地 OSU スタッフのみならず、卒業研究発表の準備などで忙しい中、現地の学生
さん達も多数参加してくれて、プログラム当初に血の通った学生間交流が実現したことは大変ありがたかっ
た。その後我々は様々な現地施設を見て回ることになるが、歓迎会でのコミュニケーションで皆が言葉、とい
うより文化の壁をさほど感じずにリラックスできたことは、プログラムを通じての学生の積極的な参加に大き
北大・新渡戸カレッジ オレゴン州立大（ OSU ）留学プログラム「 Sustainablel Global Ecosystem - Biodiversity, Ecosystem Service and Resilience（
」プログラム一部抜粋）
表1

Day-2
（ 9:00-21:00 ）

OSU & city orientation
Lecture: Fundamental Ecology
Welcome party

Day-3
（ 9:00-19:00 ）

Field lecture at Thyme Garden
Move to Oregon Hatchery Research Center（ OHRC ）in Alsea, OR
Lecture: OHRC salmon researches
Lecture series: Salmon biology, Hatchery operations, Wildlife management
Hands-on practice: OHRC fish trap, steelhead trout handling and measure

Day-6
（ 9:00-18:00 ）

Move to Hatfield Marine Science Center（ HMSC ）in Newport, OR
HMSC Orientation
Field observation in Oregon shoreline ecosystem

Day-7
（ 9:00-18:00 ）
Day-8 & Day-9

Lecture: Natural resources conservation and management
Lecture: Sustainable science for wildlife

Day-10
（ 9:00-21:00 ）

Day-11, Day-12 &
Day-13
Day-14

Visiting Portland & Salem area（ Columbia river system, Powerdam etc. ）
Visiting John Day Fossil Beds National Monument（ FBNM ）
Field observation and special on-site lecture in FBNM
Lectures: Rangeland Ecology and eco-physiology
Lectures: Biodiversity of wildlife under the changing climate
Workshop and presentations by students
Farewell party
Move to Japan

のフロンティア・スピリットを受け継ぐ
Lewis & Clark

Day-4 & Day-5

9

﹀

Japan – Oregon, U.S.A.
Portland Airport – Corvallis（ OSU ）
OSU Campus visiting

リレーエッセイ︿

Day-1
（ 10:30-18:00 ）

3
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く影響したように思われる。
翌日からは OSU のメインキャンパスであるコーバリスを一時離れ、アルシーという町の河畔に作られた魚
類ふ化場研究施設（OHRC）に移動した。OHRC は私がかつて OSU に在籍していた 2000 年代中盤に州と大
学が共同で立ち上げた研究目的の施設だ。アルシーではまず地元のハーブガーデンの運営者から彼のファミ
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。彼
リー所有の広い敷地内を案内してもらい、そこにある森や川に関する生きたレクチャーを受けた（写真 2）
らは敷地内を流れる河川にわざわざ半自然な水路を取り付け、サケ科魚類が自然産卵する場所を増やす努
力をしているのだという。繰り返すが、彼らは庭でハーブを作って売っている一般市民の方々である。私が

OSU 在籍当時には趣味のサーモン・フィッシングをするため度々このハーブガーデンの前を通っていたのだ
が、個人所有のそのバックヤードにこれほど豊かな森があり、しかもサケが遡上し自然再生産をする（！）小
川が存在していることとは全く知らなかった。このような自然を未来への財産として維持しようとされている
地元の保全意識の高さには、そしてそのことを当たり前のことと感じていらっしゃる姿には大変な感銘を受
けた。この姿勢は、その後に訪ねる OHRC でサケマス保全研究をしている人々、そして彼らを支える現地ス
タッフにも共通して見られる姿勢で、同行した学生に聞いてもこのハーブガーデンでの体験や、OHRC での
遡上サケ科魚類（スチールヘッド、降海型ニジマス）の保全のためのハンドリング実習（写真 3）の印象は特に
強かったようだ。これは生態進化を志す人に限らず、生物好きの人の多くに共通しているだろうが、やはり
フィールドで出会った生物の印象は強い。そのことを改めて考えさせられるプログラムとなった。

OHRC での 3 日に渡る講義・演習を終え、一旦キャンパスのあるコーバリスに戻った後、今度はニューポー
トという海辺の町の臨海ステーション、ハットフィールド研究センターを訪ね、藻類研究者などから現地施設
。その後も海岸線でクジラの汐吹やハヤブサの営巣を見ながらの簡単な
や研究内容の説明を受けた（写真 4）

リレーエッセイ︿

写真 3

写真 4
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のフロンティア・スピリットを受け継ぐ
Lewis & Clark

写真 2

﹀

写真 1
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ハイキング、潮間帯生物の観察や現地レクチャー、港の桟橋を埋め尽くすアザラシの観察と、この日は特に盛
り沢山の内容だった。ルイスとクラークもこれら西海岸の野生生物を見ただろうか。学生ならずとも充実した
一日だったが、やや長かったキャンパスへの帰路では、皆さすがにぐったりしていた。この点はご愛嬌だろう。
その翌日からもコーバリスでの勉強会やコロンビア川の視察、オレゴン州東部に広がる乾燥した地域での
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植物資源管理や化石層の視察、その地域の植物相に関するレクチャーなど、2 週間としてはかなりハードなプ
ログラムを消化し、皆無事に帰国した（らしい。私はスケジュールの都合上一足先に帰国）
。
前述のとおり、筆者自身の経験からしても今回のプログラム、相当に恵まれた内容だったように思う。学
生には昼は学習、夜はレポートのタフなスケジュールとなったが、大学の宿泊施設を借りての共同生活で学
生間の議論をする時間には事欠かなかったし、元々全米の中でも極めて安全度の高い地域に国際経験豊かな
大学教員が同伴しているのだ。彼らが今後、この経験をどう活かすかは彼ら次第だが、
「自分の語学力や知
識、判断が世界でもまがりなりにも通用する」ということを若いうちに体験する、というのはその後の視野を
広げる上で極めて重要なステップだ。研究留学の場合のベスト・タイミングは人によるだろうが、海外の空気
を吸うのは感性の豊かな若いうちがいい。その意味で、今回のプログラムは大きな成功だったと言えるので
はないか。もちろん今回の留学プログラムは OSU と北大の間では初めての試みで、詳細を挙げれば幾つも反
省点はあった。とはいえ試行錯誤の中、大変なご苦労をされてこのプログラムを計画・実施された帰山先生、

Mata-Gonzalez 先生には全くもって頭が下がる思いである。今後このようなプログラムは全国の大学で増え
ていくだろうが、これらの体験を活かし、日本と世界の壁を乗り越えて活躍する若い人材が多数出てくる日を
期待して止まない。科学の世界のフロンティアは、過去のものではないのだ。

進化学者に聞く！
学生からの 10 の質問

?

寺井洋平（総合研究大学院大学）
村上哲明（首都大学東京）
「進化に興味はあるものの、周りには何をやっているのか分かってもらえないし、将来が不安…」と感じて
いる読者も多いのではないでしょうか。そこで、実際に進化学研究で世界をリードする日本進化学会執行部
の先輩方に、あれこれ聞いてみることにしました。今回は、生物科学学会連合担当の寺井洋平さん、日本分
類学会連合担当の村上哲明さんのお二人です。
まずは寺井さんのお答えから。
進化学者になったきっかけを教えてください。

A1

子供の頃から生き物に興味があって、裏庭や近所の海岸に行っては生き物つかまえて飼っていました。
テレビ番組や本もすべて生き物関連のものばかり。小学生の時に「生物学者」なる職業があることを知
り、いつか生物学者になりたいと考えていました。学部生の時に「いろいろな生物種が進化の過程でど
うやって生まれてきたんだろう？」ということを本気で考えるようになり、本などでいろいろ調べ、明
確な答えが得られなかったために自分で進化の研究をすることにしました。きっかけは別になくて、自
分の知りたいことを探求した結果でしょうか。
進化学者になってよかった、と思った瞬間はいつですか？

A2

研究を進める時に誰でも仮説をもっていると思いますが、私の場合最初の仮説は間違っていることが
多いです。その理由としては、ちっぽけな人間の頭（私だけ？）で考えるより、実際の進化で起こって

10

の質問

Q2

進化学者に聞く！ 学生からの

Q1
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きたことは巧妙かつ精巧であるからではないでしょうか。また、進化の過程のすべての条件を考えるこ
とも難しいためでしょう。そのため、進化の過程で起こってきたことを明らかにしたときに、嬉しさや
知的満足感、次の研究への期待などが一体化した気分になることがあります。そのときに進化生物学
者になってよかったと思います。
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Q3

小さい頃の夢を教えてください。

A3

Q1 にもありますが生物を扱って暮らせる職業、つまり生物学者になることが希望でした。

Q4

研究者になるのを諦めかけたこと、ありますか？ もしあればどうやって克服を？

A4

詳しくは書きませんが、自分の進化学に対する考え方や、研究姿勢を理解してもらえない環境にいた
時期に様々な理由で研究を続けるのは無理なのではないかと考えるときもありました。でも、そんな弱
い面を一緒に研究をする後輩たちに見せる訳にはいかないので、何とか打開する方法を模索して乗り
切りました。

Q5

進化学者になるのに必要な素質・スキルって何でしょう？

A5

進化学者だけではないと思いますけど、間違いなく「好奇心」でしょう。それが独創性につながります
ので。あと、私は実際の生物を扱う実験系の進化生物学研究をしていますので、生き物を観察してそこ
から学べることが重要だと考えています。実際の生き物から離れると、何を研究しているのかわからな
くなると思います。最後に行動力ですね。いろいろ考えても行動に移さないと意味がありませんので。

Q6

学部生・院生当時の一番の思い出は？

A6

院生の時に、種分化の研究を遺伝子レベルで研究する方法はないかとずっと考えていました。その方
法を思いついた時のことが、一番の思い出ですね。ちなみに帰りの電車の中でした。

Q7

現在の研究内容について教えてください。

A7

生物の生息する環境を調べ、その生物の環境適応をゲノム DNA から RNA、タンパク質機能までを含
めて明らかにし、実際に環境情報と合わせて適応を示す。また環境適応に伴う種分化の機構も明らか
にする。このような研究をいろいろな生物を対象として行っています。

Q8

今後の研究展開や抱負を聞かせてください。

A8

一番の目標は実験条件下で種分化を起こす系の構築です。これができれば、どんな条件で種分化が起
きるかということを実験的に明らかにすることが可能となります。これにより進化の機構を明らかにし
たいです。

10 年後、進化学はどこまで進んでいると思いますか？

A9

進化は実証不可能な学問だ、などと言われなくなっていること、つまり進化学が実証可能な学問に
なっていることを期待したいです。

Q10 未来の進化学者に一言。
A10 私は実験系の進化生物学者ですので、そのような研究者を目指す人へのメッセージです。自分が研究
かにすることができると思いますよ。
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する生き物から学び、生き物から思考を離れさせずに研究をすれば、巧妙かつ精巧な生物進化を明ら
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研究者紹介
名前：寺井 洋平
所属：総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻
最終学歴（学位種別、専攻、年）
：博士（理学）
、東京工業大学 生命理工学研究科 修了、
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1999 年
職歴（略歴）
：日本学術振興会特別研究員、東京工業大学 生命 GCOE 特任助教
などを経て現職（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 助教）
次は、村上さんのお答えです。

Q1

進化学者になったきっかけを教えてください。

A1

東京大学の理学部植物学科（1982 年当時）では、卒業研究は大学院に進学しない研究室で行うことに
なっていた。大学院で生化学を研究することになっていた私は、植物系統分類学の研究室（小石川植
物園にあった）を選んだ。そこで指導教員だった岩槻邦男教授から、二次的に有性生殖をやめて、無
配生殖と呼ばれる無性生殖を行うようになった型（無配生殖型）と、普通に有性生殖をする型（有性生
殖型）の両方が 1 つの形態種の中に含まれているホウビシダというシダ植物の分類を卒研のテーマとし
て与えられた。
「有性生殖をやめるなんて、不思議な植物がいるものだ」と私は最初考えていたが、京
都大学理学部から新任の助手として東京大学に赴任してきた矢原徹一博士（現九州大学

教授）から、

J. Maynard-Smith の ”Evolution of Sex”を紹介され、有性生殖の進化的意義が全くの謎で、全ての高
等生物が有性生殖をやめないことこそが不思議なのだということが良く理解できた。つまり、有性生
殖の意義のような基本的なことさえもわかっていないということで、進化学はまだまだこれから解明す
るべきことがたくさんある未開拓分野に思えた。今から思うと、これが私が進化学に興味をもつように
なったきっかけである。
ただ、実際に進化学分野の研究者になれたきっかけはというと、生化学（実際は天然物有機化学）の
研究室で博士の学位を取った（テーマはホウビシダ類の化学分類）直後の私を東大植物園の助手として
岩槻教授が採用してくださったことだろう。もし私が生化学の研究室で職を得ていたら、そのまま生化
学者になっていたかも知れない。そして、当時、東大・植物園の修士 1 年の大学院生だった長谷部光
泰君（現基礎生物学研究所

教授）らとシダ植物の分子系統学的研究を始め、分子系統樹を通してシ

ダ植物の進化を科学的に議論できるようになった時点で、自分が進化学者になったと私自身も自覚で
きた。

Q2

進化学者になってよかった、と思った瞬間はいつですか？

A2

東大の助手になって、中国（雲南省）
、タイ、ベトナム、さらには中南米など海外で、ホウビシダ類の
調査材料採集を行い、採集してきた材料を分子系統学的に解析して、種間の進化的関係を明らかにす
なれて本当に良かったと思った。このような研究が自分のまさにしたいものであり、自分がシダ植物の
進化（特に適応進化）に真に興味をもてることを実感できたからである。

Q3

小さい頃の夢を教えてください。

A3

子供の頃から生物（当時は特に昆虫類、カメやカエルも）がとても好きだったので、生物に関連した学
問分野（医学、薬学、農学なども含む）の研究者になりたいと思っていた。ただ、植物学者や進化生物

Q4

研究者になるのを諦めかけたこと、ありますか？ もしあればどうやって克服を？
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学者は全くイメージしていなかったと思う。

進化学者に聞く！ 学生からの

ると同時に、それぞれの種の進化の歴史を科学的に議論する研究ができるようになって、進化学者に
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A4

私は自分自身に対して根拠のない自信をもっているタイプなので（将来を不安に思うことで、研究に
注ぐべきエネルギーを減らしてしまっている人をよく見かけたので、自分がそうならない性格なのは、
プラスだったと思う）
、先輩達がみんなオーバードクターをしていても、自分だけはきっと大丈夫だと
思っていた。だから、大学院生の頃に研究者になるのをあきらめかけたことは一度もなかった。さら
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に、運良く卒業してすぐにパーマネントポストの助手になれたので（当時はまさにバブルの初期だっ
た）
、その後も研究者をあきらめかけたことは一度もない。研究者をあきらめかけているのは、実は今
かも知れない。大学や学会のお仕事をするだけで自分の時間がほぼ完全になくなってしまって、自分
自身で研究をすることが全くできなくなったからである。でも、一緒に研究をしてくれる大学院生や卒
研生が周りにたくさんいてくれるおかげで、少なくとも気持ちの上では研究者でいられているのは、あ
りがたいことである。

Q5

進化学者になるのに必要な素質・スキルって何でしょう？

A5

マクロ系の進化学者については、やはり野外で生物をじっくり観察して、進化学的におもしろい性質
に気がつけることではないかと思う。自分自身の経験では、研究の重要なインスピレーションはすべ
て、野外で自分の研究材料の生物をじっくり観察しているときに浮かんだからである。それを他の人
に納得してもらえるように、実験室に戻ってせっせと実験をしてデータをとったというのが実際のとこ
ろであった。

Q6

学部生・院生当時の一番の思い出は？

A6

修士 2 年生の夏に、系統分類学野外実習にくっついて屋久島に調査・材料採集に行ったことである。
屋久島のシダ植物の多様さには本当に圧倒された。マレーシアのキナバル山、中国の雲南省の奥地の
暖温帯林、あるいは中南米のベネズエラやパナマの雲霧林など、シダが豊富な湿った山地林で一人、
研究材料のシダ植物を調査・採集していると、私はいつも屋久島にいる錯覚をした。屋久島は、現在
も私が指導している大学院生や卒研生にとって重要な調査地の一つであり、私もできるだけ付き添っ
て調査に行くようにしている。その結果、調査回数は既に 30 回を超えているように思うが、私の研究
（特に野外調査）の原点は屋久島にあると今でも思っている。
さらに、修士 2 年の夏には、屋久島の調査の直後に、そのまま鹿児島港から沖縄行きの船に乗って、
琉球列島の調査も 2 ヶ月以上行った。沖縄本島はもとより、石垣島、西表島、さらには与那国島など
も調査して、おもしろいホウビシダ類をたくさん採集した。本島北部では、林道でスリップしてレンタ
カーごと林に突っ込むという事故も起こした（幸い怪我はなく、通りかかった牛乳を運搬するトラック
にロープで引き上げてもらったら、ベコベコになったレンタカーも走ってくれて、那覇まで自走で帰れ
た）
。また与那国島では、自転車並みの速度でしか動いてくれない台風に遭遇して、1 週間以上も島に
閉じ込められたのも今となっては良い思い出である。船が来ないので、みるみるパンなどが店からなく
猛烈なスコールをもろともせず、毎日一人でホウビシダ調査をしたのは、今となっては良い思い出であ
る。その後、琉球列島での調査はほとんどしていないが、いつかまた機会を作って与那国島などを再
訪してみたい。

Q7

現在の研究内容について教えてください。

A7

指導している大学院生や卒研生とともに主に以下の 3 つの研究を行っている。
る。無配生殖は無性生殖の一型なので、これを続けていると「うり二つ」の顔をしたクローンばかりに
なりそうなものであるが、実際はその逆で、無配生殖をしている種は、形態変異はもとより遺伝的変

10
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一つめは、私が進化に関する研究を始めるきっかけにもなったシダ植物の無配生殖に関する研究であ

進化学者に聞く！ 学生からの

なり、飲料も聞いたことがないようなメーカーのものしか買えなくなった。それでも時々おそってくる
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異も大きくて、どこまでが一つの種かさえ良くわからなくなっているものがほとんどである。このよう
になっている原因として、無配生殖種が近縁な有性生殖種と交雑をしてその遺伝的変異を強奪するか
らという仮説があった。私たちは、実際に近縁な無配生殖種と有性生殖種との人工交配実験を行って、
無配生殖種の交雑能力を定量的に調べた。その結果、無配生殖種の父親（精子親）としての交雑能力
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は、有性生殖種の 3 割程度もあることが明らかになった。さらに、無配生殖種の配偶体は、近くに近縁
な有性生殖種の成熟した配偶体があるときに限って、造精器（精子を作る器官）を形成することも明ら
かになった。また、両性遺伝する核 DNA マーカーと母性遺伝する葉緑体 DNA マーカーを用いて、無
配生殖種と有性生殖種が野外でどのように交雑しているかを調べたところ、全ての有性生殖種と交雑
をして、複雑な網状進化を起こしていることも明らかになった。さらに驚くべきことに、無配生殖種
は、かなり遠縁の有性生殖種とも交雑をして、そのゲノムを取り込んでいることがわかった。つまり、
有性生殖をやめると、逆に普通は雑種もできないような遠縁の種とも交雑ができるようになっていると
いう興味深い結果が得られている。
二つめは、植物の分子系統地学的研究である。植物の種も、種内には多くの遺伝的変異が見られる。
そして、狭い日本列島内でも、遺伝的変異は構造を作って存在している。つまり、特定の対立遺伝子
やハプロタイプが東日本だけ、西日本だけのように特定の地域にだけ分布しているということが見られ
るのである。これは数十万年の単位で現在よりもかなり寒い（時に 7 〜 8 度も低い）氷期と間氷期が交
互にやってきて、個々の種の分布域が広がったり、狭まったり、さらには移動したりした結果だと考
えて研究を行ってきた。つまり、日本列島において、環境の悪くなったときに（暖かい環境が好きな植
物にとっては寒くなる氷期が、寒い環境が好きな高山植物などは暑くなる間氷期がそのような時期で
ある）
、日本の植物種がどこで、そのような悪い時期をやり過ごし、そして環境が良くなってからどの
ような経路で分布を拡大して現在の分布になったかを明らかにすることを研究目的にした。そのため、
現在は似た分布域をもっている複数の植物種の種内の遺伝構造を比較して、そのような複数の種で共
通して見られる遺伝構造は、地史的影響によるものである可能性が高いと考えて研究を行ってきた。
その結果、一緒に生育している 6 〜 8 種もの遺伝構造を詳しく調べて比較するという手間のかかる研
究方法で分子系統地理学的研究を行っている。
さらに、植物の分子系統地理学的研究は、小笠原産の固有植物種がどの地域に起源したかを明らか
にする目的でも行っている。小笠原諸島は大きな陸地とは一度も陸続きになったことがない、いわゆる
海洋島であり、しかもその形成の歴史が数百万年から数十万年と新しい。したがって、現在、小笠原
で見られる陸上植物は、どこか遠くに陸地から比較的最近に小笠原にたどり着いて定着したものであ
ることは確かである。その一方で、小笠原諸島でしか見られない固有種の割合が、陸上植物では 30％
を超えている。つまり、小笠原にたどり着いてから、急速な種分化を遂げたことになる。一方で、急
速な進化の過程で外部形態を大きく変えた種が少なくないこともわかっている。そこで、小笠原で起
きた進化を明らかにするためには、小笠原産の固有種の元となった種がどの地域にいたどのようなも
理学的な比較を行って、小笠原産の植物種の祖先種を特定する研究も行っている。

3 つめは、被子植物と送粉昆虫の共進化についての研究である。小笠原諸島は、植物相のみならず
昆虫相も特異である。したがって、被子植物と送粉昆虫の間で独自の共進化が起きていることが期待
される。さらに、被子植物の大部分は雌雄両全性の性表現をもつものがほとんどであるが、小笠原諸
島では、雌雄異株の性表現をもつものの割合が高いことが報告されていた。さらに、我々の最近の研
究で雌性両全性異株（つまり、雌雄両全性の個体と雌の個体が共存する）や雄性両全性異株（雌雄両
現を示す種も多く見つかってきた。これらは、送粉昆虫との相互作用の結果として生じてきた可能性
が考えられる。なぜなら、大陸に分布する最近縁種の性表現は、雌雄両全性であったという結果が得
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全性の個体と雄の個体が共存する。このような性表現を示す種は非常にまれである）など特殊な性表
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られてきたからである。さらに、小笠原諸島と本州のちょうど中間に位置する伊豆諸島も、本州で主
要な送粉者になっている大型のマルハナバチが全くいない島があるなど、送粉昆虫相の特異性に被子
植物が適応進化を遂げて、花がより小型になる、さらには自殖率が上がるなどの進化的変化が起きて
いることが報告されていた。そこで、小笠原諸島と伊豆諸島を主たる調査地として送粉共生系の進化
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についての研究を行っている。その中で、特に注目しているのは、スズメガなど夜間に活動する送粉
昆虫である。昼間に活動するハナバチ類やチョウ類が貧弱なこれらの島々では、夜間に活動する送粉
者に対する依存度が上がり、花の色が白くなる、花の香りが強くなるなどの進化が頻繁に起きている
のではないかという仮説を立てて、研究を行っている。

Q8

今後の研究展開や抱負を聞かせてください。

A8

まず、シダ植物の無配生殖の研究については、無配生殖種が近縁種に限らず幅広く他の有性生殖種と
交雑することがわかってきた。そこで、特に無配生殖種の核ゲノムを系統的により幅広い範囲の有性
生殖種のゲノムと比較をして、その起源を明らかにしていきたい。さらに、無配生殖種が幅広い範囲
の幅広い範囲の種と交雑するので、無配生殖を引き起こす遺伝子は一度進化すれば、系統的に遠縁の
無配生殖群を生じさせるのにも関わっている可能性が考えられる。これを調べるためには、無配生殖
を引き起こす遺伝子を特定する必要がある。無配生殖種と有性生殖種が交雑をすると、無配生殖の方
が優性の性質なので、雑種は無配生殖をするのであるが、オニヤブソテツ類というシダの一群におい
て、無配生殖種と有性生殖種の F1 雑種が F2 世代では、無配生殖型と有性生殖型の子孫が 1：1 に分離
する例を見出した。この系を利用すれば、無配生殖を引き越す遺伝領域を特定できる可能性があると
考えている。是非、無配生殖遺伝子を特定して、突然変異で生じた一つの無配生殖遺伝子がどの範囲
のシダ植物群にまで広がっているかを解明していきたい。
さらに、私は指導する大学院生や卒研生の科学的興味を尊重することで、私自身が元々興味をもっ
ていなかった進化学分野の問題にも結果として取り組み、それが自分の研究グループの重要な研究
テーマになった例も少なくない。日本列島の分子系統地理学研究や小笠原や伊豆諸島における送粉共
生系の進化の研究はまさにそのようなものである。これからも、新しい研究の芽を大切にして、新たな
テーマにも取り組んでいきたい。その一方で、私を進化学に導いてくれたホウビシダ類（チャセンシダ
科）の研究も再開したいものである。ホウビシダ類も、無配生殖種がたくさん含まれている群であり、
さらにその分子系統学的解析から無配生殖が最低でも 5 回は並行的に進化したことが示唆されていた。
現在、私が指導している大学院生たちは、おもにオシダ科の種を使って無配生殖の研究を進めている
が、彼らが確立した実験や解析方法は、ホウビシダ類の研究にも容易に応用できるはずである。ホウ
ビシダ類の無配生殖についても、理解を深めたいものである。

10 年後、進化学はどこまで進んでいると思いますか？

A9

次世代シーケンサーの進歩・普及によって、野生生物でもゲノムレベルの解析が十分に行えるように
なってきた。後 10 年もあれば、適応進化など重要な進化に関わる遺伝子が野生生物種でも次々と特定
されて、遺伝子レベルで多様な生物進化が語れるようになっていると思う。そして、21 世紀は、非モ
デル生物、つまり多様な野生生物種を材料にした生物学が大いに発展する時代になっているのではな
いかと思う。現在、シダ植物（狭義）にはモデル生物がないが、シダ植物を材料にした研究も進んでい
ると思う。

A10 生物は、人間の想像力をはるかに超えたまさに見事というべき存在だと思う。そして、そのような様々
な見事な性質を生物にもたらしたのが進化である。私が学生の頃は、科学的に厳密に調べることがで

10

の質問

Q10 未来の進化学者に一言。

進化学者に聞く！ 学生からの

Q9
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きない進化などを研究しだしたら、科学者はおしまい。進化を語るのは、定年退職してからにしなさい
などといわれていたものである。しかし、これからは逆に進化を語らずに生物が語れるのかという時代
になっていくと私は思う。特に、これまでモデル生物でしかできなかったような実験や解析がどの野生
生物種でもできるようになると、進化的な観点をもっているかどうかが本当におもしろい研究ができる
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かどうかの分岐点になってくるはずである。どんどん進歩する生物学の研究技術を最大限に活用して、
生物進化を解明していって欲しい。
研究者紹介
名前：村上

哲明

所属：首都大学東京

牧野標本館

最終学歴（学位種別、専攻、年）
：理学博士、東京大学理学系研究科植物学専門課程博
士課程修了、1987 年
職歴（略歴）
：

1987 年 東京大学理学部附属植物園 助手
（ 1990 〜 1991 年は、日本学術振興会･海外特別研究員として米国ミズーリ植物園に出向）

1996 年 京都大学大学院理学研究科植物学教室 助教授
2006 年〜現在 首都大学東京 大学院理工学研究科生命科学専攻（牧野標本館） 教授

シリーズ「大量データと知見の架け橋」
緒言・編集担当 佐藤行人（東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 ゲノム解析部門）

チが、数多く行われてきました。加えて近年は、ゲノム／トランススクリプトームの解析技術が発展したこと
により、いよいよ、全ゲノムレベルでの遺伝的変異情報と、興味深い進化現象とを結びつける研究が現実的
なものとなっています。対象とするサンプル集団の表現型変異に着目し、全ゲノムの SNP 情報を比較解析す
ることで、着目する表現型の原因遺伝子を探索する解析が、イネやウシなどの農業・家畜生物を先鋒に適用
されています。進化研究で興味を持たれる生物種は多彩ですが、参照ゲノムがすでに解読された種、例えば
シクリッド、チンパンジー、ダーウィンフィンチ等では、全ゲノム SNP 解析に着手する敷居が、もはや低いも
のと思われます。
全ゲノムアプローチによる原因遺伝子探索は強力だと期待されますが、注意が必要な点もあります。具体
ている場合が挙げられます。これらの交絡要因は、比較解析におけるノイズとなり、検出される原因遺伝子
候補について偽陽性をもたらす場合があります。そのため、サンプル集団について、近縁性や集団構造を
事前に十分検討し、適切な対処（近縁個体排除、集団定義の再考や再サンプリングなど）を行うことが重要
なステップとなります。そこで今回は、ソフトウェア PLINK を用いた個体間の近縁性解析と、ソフトウェア
ような全ゲノム SNP データを用いた解析はヒト遺伝学分野で先行してきたため、本稿で触れる内容は、疾患
遺伝子の探索を念頭に置いた解析がメインとなります。しかしながら本稿の内容は、いわゆる非モデル生物
を多く扱う進化研究においても、全ゲノムアプローチの可能性を探る上で有用なヒントになると考えます。
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smartpca を用いた集団構造の有無の検討について、東北大学・助教の山口由美さんに執筆頂きました。この

3

回 ゲノムワイドな

的には、解析対象とするサンプル集団の中に集団構造がある場合、また、遺伝的に近縁な個体群が混入し
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進化遺伝学研究では、興味深い遺伝子に着目した解析、いわゆる候補遺伝子（candidate gene）アプロー
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ゲノムワイドな SNP 解析の前に
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山口由美（東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 ゲノム解析部門）

1. はじめに
最近では一個体から沢山の数のゲノム多型データが得られるようになり、形質や疾患の原因遺伝子を探索
する解析は、格段に網羅性の高いものになった。早く結果を出したいのはやまやまであるが、ゲノムワイド関
連解析（GWAS）を精度よく実践するには、データの品質管理と共に、集団構造や近縁性をよくチェックする
ことにより、サンプルの遺伝的背景を考慮し、バランスの良いデータセットを作成することが必要である。こ
こでは、ゲノムワイドな SNP（一塩基多型）ジェノタイプデータがある場合を想定して、集団構造解析と近縁
性の解析について原理の要点を紹介し、よく使われているソフトウェアを用いた解析の実践要領について解
説する。

2. ケース・コントロール関連解析の原理
ありふれた疾患の原因遺伝子を探索するときに、ケース群（患者群）と対象群（対照群）のゲノムワイドな

SNP ジェノタイプデータを得て、アリル頻度を比較し、疾患の原因遺伝子の存在場所を検出することが一般
に行われている。これは、理想的な集団を仮定していて、病気の有り無しに関与するゲノム座位以外におい
ては、形質とアリルの関係はランダムである、という前提がある。そのため、関連解析を実施する前に、手持
ちのサンプルセットを精査して遺伝的背景のバイアスを取り除き、なるべく偏りのないサンプルセットに調整
しておくと良い。以下、ヒトの常染色体上の SNP ジェノタイプデータを例として解析の実施方法について解
説する。

3. 大量 SNP ジェノタイプデータとその扱い

較において違いの見られない組み合わせが膨大に出てくるので、個人間の近縁の程度が適切に推定できなく

3

社やアフィメトリクス社のもの）を用いて、全ゲノム規模の SNP ジェノタイプデータが得られることが多い。
ジェノタイプデータが得られたら、SNP のコール率（ジェノタイプ判定が成功した率）やその他の基本的な品
質管理のフィルタリングを実施し、信頼度が低いデータを取り除いておく。さらに、ジェノタイプ頻度のハー
ディー・ワインベルグ平衡からのずれの検定に基づくフィルタリングも、低品質な SNP データを取り除くの
に役立つ。
さらに、ここで解説する近縁性の解析と集団構造解析のためには、手持ちの SNP ジェノタイプデータのう
ち、マイナーアリル頻度が一定以上（例えば 5％以上）のものを解析対象とし、基準に満たないものは除外す

なってしまうからである。
3.1. ハーディー・ワインベルグ平衡検定等によるフィルタリング
［1］

遺伝統計解析でよく用いられているソフトウェアに PLINK

がある。様々な機能があるが、関連解析を主

SNP ジェノタイプデータの品質管理と近縁性の解析にフォーカスして使用例について述べる。PLINK の原著
［2］
論文としては、Purcell ら（2007） を参考にして頂きたい。

以下は、手持ちのジェノタイプデータが PED 形式で準備されており、mydata.ped（個人 ID などとジェノタ
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目的として、その準備のための SNP データの品質管理および近縁性の解析でも大変有用である。ここでは、
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ることをお勧めする。この理由の一つは、低頻度のデータを含めたままにすると、個人間のジェノタイプ比
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最近のヒトを対象とした SNP ジェノタイピングでは、デザインされた商用の SNP アレイ（例えばイルミナ
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イプデータの中身）および mydata.map（SNP ID とゲノムの位置情報が含まれる）が入力ファイルとして作業
場所のディレクトリにあることを想定した使用例である。例えば、欠損データについての統計を得るには、下
記のように実行する。
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$ plink --noweb

--file mydata --missing

他に、--hardy, --freq などのオプションがあり、それぞれハーディー・ワインベルグ平衡からのずれの検定、
アリル頻度のデータを得るためのものである。前述した事柄に基づくデータのフィルタリングは、一度に行う
ことができる。下記の使用例では、オプション指定により、個人あたりの欠損率、SNP あたりの欠損率、マ
イナーアリル頻度、ハーディー・ワインベルグ平衡での期待からのずれの P 値を基に、条件をパスしたデータ
が作成される。詳しくは、PLINK のオンラインマニュアルの Inclusion thresholds のところを参照頂き、各種
の基準値については適宜設定して頂きたい。
$ plink --noweb

--file mydata –mind 0.05 –-geno 0.05 –-maf 0.05 –-hwe 0.001 –-recode

--out (new_file)
ケース・コントロール解析では、なるべく元の集団からまんべんなく偏りなくサンプルが選ばれることが望
ましい。また、対象集団以外のサンプル（例えば外国人）が混じらないことが望ましい。そこで、あらかじめ
近縁者の除去および、集団構造解析によるアウトライヤーの検出を行うことがよく行われる。
どちらの解析でも、独立に遺伝継承されているマーカーを多数使うことで、妥当な結果が得られる。最近
の GWAS 用 SNP アレイを用いると、60 万ないしそれ以上の SNP 座位が分析できる。これは GWAS のために
は多い方が良いが、近縁性の解析にとっては冗長な数である。そのため、連鎖不平衡に基づき、解析に使用
する SNP をあらかじめ間引くことが望ましい。ただし後述の集団構造解析では、参照パネルとして HapMap
プロジェクトなどのデータを加えた場合、参照パネルと自分の解析対象データでの共通な SNP 座位を解析す
ることになるので、自ずと解析対象 SNP 数がある程度減少する。その場合は、共通の SNP のみに絞ってジェ
ノタイプデータの結合を行ってから、SNP を間引く処理を行うと良い。高密度な SNP セットを連鎖不平衡に
基づいて間引くときには、PLINK の --indep-pairwise オプションが利用できる。
--file mydata --indep-pairwise 200 4 0.1

と実行すると、SNP 間の連鎖不平衡の程度が r ＜ 0.1 に抑えられた、ほぼ独立な SNP リストが、prune.in
2

というファイルに書き出される。ここで 200 や 4 は、それぞれウィンドウサイズとその中を動くときのインクリ
メントであり、これらのパラメータは、適度に動かして調整して頂いて構わない。詳しくは、PLINK のマニュ
アルの Summary statistics の中の、Linkage disequilibrium based SNP pruning を参照頂きたい。このあと

prune.in に書き出された SNP リストに基づいて、ジェノタイプファイルの書き出しを行う。
$ plink --noweb --file mydata --extract prune.in --recode --out pruned_data

シリーズ﹁大量データと知見の架け橋﹂ 第

$ plink --noweb

3.2. 近縁性の解析
もしサンプルセットの中に家族関係のある近縁者が混じっていると、一部のサンプル間では高い割合でゲ
ノム（ハプロタイプ）が共有されることになり、ケース・コントロール関連解析に影響を及ぼす。そのため、
近縁者の混入の有無をあらかじめ検討し、なるべく血縁関係のないサンプルセットを用意する。
。これは、由来が同じという意味で、家系に沿って検討する場
略される）という概念について説明する（図 1）
合、着目する祖先世代の誰のどのアリルを受け継いだものかによって区別される。比較する 2 つのアリルにつ
いて、由来が同じであれば同祖（IBD）である。一方で、IBS（identical by state）とは、状態が同じという意
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ジェノタイプデータの比較から個人間の近縁性を解析する際に重要な、同祖（identical by descent, IBD と
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味で、ここではアリルのタイプを見れば判別できることである。IBS のとき、同祖（IBD）である場合と、そ
うでない場合がある。
（なお本稿では IBS を IBT（identity by type）と同義として扱っているが、IBT を IBD と

IBS に区分する考え方もある。
）
実践的に個人間のジェノタイプを比較する場面では、IBD または IBS は、それぞれの状態に該当するア
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リルの数（0, 1, 2）を指すことが多い。親子関係の場合、遺伝継承により必ず一つのアリルは親から子に伝
わるので、IBD=1 となる確率が 1 である。一方で兄弟姉妹だと、父と母からの独立なアリルの分配により、

IBD=0, 1, 2 となる確率が、0.25, 0.5, 0.25 となる。
家族関係が未知の場合、IBS はジェノタイプデータから直接わかるが、IBD は分からない。一方で IBD が
与えられた場合、IBS の各々の値を取る確率は、アリル頻度の関数で表現できる。極端な例では、IBD=2 の
ときは必ず IBS=2 となるし、IBD=0 だと、IBS=0, 1, 2 となる確率は、random mating 集団で期待される確率
となる。SNP データからアリル頻度と IBS を得られたら、IBD は、IBD=0, 1, 2 を取る確率として推論される
ことになる。
実際に近縁性の解析を行うときは、PLINK に適した入力ファイルを用意し、オプション --genome を添えて
実行する。出力の中に IBD=0, 1, 2 となる確率が含まれる。さらに、PI-HAT とラベルされた値（論文［2］で定
義されたπの推定値で、IBD=1 の確率の半分に、IBD=2 の確率を加えた値）が含まれる。この PI-HAT 値は、
任意の 2 個体を調べたとき、片方の人の一つのアリルについて、もう片方の人もその同祖のアリルを持ってい
る確率である。この値は近縁性の程度の指標として活用できるので、閾値を設定して、近縁ペアの存在を検
討することができる。例えば、PI-HAT=0.125 を閾値にした場合、従妹関係における近縁度に相当する。近縁
ペア検出の最適な閾値は目的依存であるので、分析対象とする集団の性質や研究の目的も考慮して設定する
と良い。PLINK を使った近縁性解析において、アリル頻度はデータから推定される。この点では、サンプル
サイズが大きいほど（創始者の人数が多いほど）
、対象集団をよりよく反映したアリル頻度が得られ、解析の
信頼度は一般に上がる。
下記は、近縁性解析のための基本的な実行コマンドである。
$ plink --noweb

--file mydata --genome
シリーズ﹁大量データと知見の架け橋﹂ 第
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図 1 近縁性の解析で考慮する IBS と IBD
個人間のジェノタイプを比較するとき、IBS または IBD であるアリルの数（ 0,1,2 ）を指すことが多い。
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追加オプション”--genome-full”を添えることにより、さらに詳細な出力結果が得られる。
$ plink --noweb --file mydata --genome --genome-full
下記のコマンド例では PI-HAT 値が 0.05 以上のペアについてのみ結果が出力されるので、人数が多い時や、
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単に近縁ペアを検出したいときに有用である。
$ plink --noweb

--file mydata --genome --min 0.05

3.3. 集団構造解析
前述の関連解析の原理と仮定を踏まえると、ケースとコントロールの間でサンプルの遺伝的背景が異な
。たとえ
る場合に、形質とは関係のない偽陽性がゲノムワイドに多数検出されてしまうと予想される（図 2）
明確な分集団構造が無くても、例えば患者群のサンプル間では、対象群に比べて近縁度が高いことがあり
得る。そこで一般に、サンプルの遺伝的な背景のバランスをとること、また、外国人などのアウトライヤー
を検出することを目的に、主成分分析に基づいた集団構造の有無の検討が行われる。実際は、Patterson
［3］
が示した要領での主成分分析がよく行われていて、彼らが開発したソフトウェアパッケージ
et al.（2006）

（EIGENSOFT）がよく用いられている。その中に含まれるプログラム smartpca を用いた解析は、大まかに次
のような流れである： ジェノタイプデータ（SNP 数×人数）が数値化・標準化されたのち、個人間のジェノ
タイプの共分散行列に基づいた主成分分析が行われて、各種の出力ファイルが得られる。そして、統計的に
有意な成分の有無をチェックし、上位の成分の値を使って個人をグラフにプロットする解析を行い、結果の
解釈を行う。必要に応じてアウトライヤーを除外したりして、再度解析を行う。

smartpca プログラムを使うときは、パラメータファイルに入力ファイル名、出力ファイル名、各種パラ
メータの値を書いておくと、実行時にタイプが少なくて済む。
（例）パラメータファイル sendai.pca.par の中身。最初の 3 つは入力ファイルの設定、その次の 2 つは、出力
ファイルの設定、残りはオプション設定である。

snpname:sendai.snp
indivname:sendai.ind
evecoutname:sendai.pca.evec
evaloutname:sendai.eval
numoutevec: 10
nsnpldregress: 2
outliersigmathresh: 90（default=6.0）

ル付き）である。上位のいくつまでの成分を出力するかを numoutevec で指定する。各サンプルの上位成分の
値は、evecoutname で指定した名前のファイルに書き出される。固有値（eigenvalue）は evaloutname で指
定したファイルに出力され、寄与率の推定などに使える。outliersigmathresh は、アウトライヤー除去につい
てのパラメータで、上位成分において標準偏差の何倍を超えていたらそのサンプルを除去するかについて設
る。nsnpldregress は連鎖不平衡の影響を取り除くためのオプションであり、2 と設定した場合、対象 SNP 座
位に隣接する両方向 2 座位までが考慮される。

smartpca を実行するときは、

S
N
P

解析の前に

定できる。もしアウトライヤーの自動除去を望まない場合は、上記のように大きい値を入れておくのも手であ

3
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上記で、最初の 3 行が入力ファイル指定で、それぞれジェノタイプ、SNP リスト、個人 ID リスト（集団ラベ

シリーズ﹁大量データと知見の架け橋﹂ 第

genotypename:sendai.geno
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$ smartpca -p sendai.pca.par >sendai.log
のように、用意したパラメータファイルを添えて実行できる。また、上記コマンドのように、リダイレクトを
用いてログを保存することをお勧めする。
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上位の成分が統計的に有意かどうかの検定については、Tracy-Widom の統計量の P 値を参照できる。こ
の結果がデフォルトでログに出力されない場合（EIGENSOFT のバージョンによって異なる）は、プログラム

twstats の実行によって得ることができる。smartpca 実行時の他のオプション設定などを含めて、詳細につ
［4］

とソフトウェアのマニュアルを参照して頂きたい。2 次元プロットを作成するときは、パッ

いては原著論文

ケージに入っている ploteig が利用できるが、人数が多くなると重なり部分が増えて見づらくなることもある。
表示記号などを好みのものにしたい場合は、ご自身の方法でのグラフ作成をお勧めする。
実際に、日本でサンプルされた人たちの集団構造解析でアウトライヤーが少人数見つかることについて、
［5］

筆者らの解析

を例に挙げる。日本の約 7,000 人のサンプルを、HapMap プロジェクトのサンプル（アフリカ

系、ヨーロッパ系、中国人、日本人）と共に smartpca で分析したところ、大部分の日本のサンプルは、Hap-

Map の中国人、日本人と共にクラスターを形成した。しかし、約 7,000 人のうち 2 人は、その東アジア人のク
ラスターから逸脱したため、後の解析からは除外した。アウトライヤー除外後、東アジアのクラスターに属す
るサンプルだけで、より詳細に集団構造を解析している。
3.4. 関連解析のP 値を得た後に
ケース・コントロール関連解析によって、各 SNP と形質の関係がランダムであるかの検定により P 値が得
られる。多数の SNP についての P 値の分布が、帰無仮説からの期待分布と比べて全体的に増大していない
か、確認することが望ましい。具体的には分位数プロット（quantile-quantile plot）などを用いて可視化し、
大部分の点が帰無分布に沿うかどうか検討することがよく行われている。P 値の補正については Genomic

control（GC）という指標（Devlin et al. 1999）が提案されており、SNP の遺伝子型頻度の違いを表す統計量
（Cochran-Armitage の統計量が使われる）の分布が、帰無仮説からの期待分布と比べてどれだけ増大してい
るかの比率である。もし P 値の分布が無視できないほど増大しているようであれば、この GC による補正を行
法としては、smartpca の出力データと共に、EIGENSOFT の eigenstrat プログラムを使用して、集団の構造
［7］

化の影響を調整した P 値を得ることができる 。あるいは、使用したサンプルセットを見直したい場合、集団

シリーズ﹁大量データと知見の架け橋﹂ 第

［6］

う 。具体的には、オリジナルのカイ自乗値を GC の比率（>1.0）で割って、調整した P 値を得る。別の対応

S
N
P

解析の前に

図2
ケース・コントロール関連解析で偽陽性率
が上がる場合
分集団 1、分集団 2 では、多数の SNP の座位で、
アリル頻度が少しずつ異なっている。この例では、
ケース群では分集団 1 の人の割合が高い。このよ
うなサンプルセットで関連解析を行うと、疾患に
関係のない SNP 箇所でも、アリル頻度に有意差が
検出されてしまう率が上昇する。
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構造解析結果を基にケースとコントロールをよりバランス良く選び直して、また改めて関連解析を行う。

4. まとめ
近縁性や集団構造解析では、なるべく独立に遺伝継承されているマーカーを多数使うことで、精度が向上
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［8］

する。ヒト以外の生物種でも、ゲノムワイドな SNP データは形質マッピングに活用されている 。どのよう
なサンプル選択をするかについては、対象生物種や利用可能な系統によって異なるようであるが、いずれに
しても遺伝統計の原理に基づいて解析されている。次世代シークエンサーや最近の SNP アレイからは大量の
バリアントデータが得られるのであるが、大量のアウトプットからデータを適切に活用して頂くために、本稿
が役立つことがあれば幸いである。

5. 謝辞
本稿で解説していることは、筆者が所属していた理化学研究所および東北大学東北メディカル・メガバン
ク機構において、関係の皆様との仕事の中で学ばせて頂いたことであり、ここに深く感謝致します。また、
佐藤行人氏は本稿の執筆の機会を与えてくださり、執筆を支援して下さいました。厚くお礼申し上げます。

松林

圭（シェフィールド大学）

「フル・モンティ」をご存じだろうか？ 1997 年に公開された映画である。不況にあえぐさびれた鉄鋼の街に
おいて、失業した 6 人の中年男がストリッパーとして稼ごうと一念発起し、ショーの出演を目指すコメディで
ある。当時、欧州はブラックウェンズデーに端を発する通貨危機で、大規模な景気後退の真っただ中にあっ
た。この映画は、当時の社会的な閉塞感を風刺的に描くとともに、家族や友人との絆、労働者のたくましさ
を表現したヒューマンドラマになっている。ダメな中年男が子供の養育費を捻出するためにストリップダンス
にこの映画の舞台となった街、英国南ヨークシャー州のシェフィールドである。海外留学記ということで、こ
のイングランドの田舎町で私が送っている研究生活を少しだけ紹介させていただこうと思う。
シェフィールド大学は過去 5 人のノーベル賞受賞者を輩出した南ヨークシャー州屈指の名門校である。校訓

研究室
Nosil

の練習に向かう姿は、可笑しくも哀愁を誘うものであった。私が海外特別研究員として渡英した先は、まさ

英国でポピュレーションゲノミクスの〝今〟を学ぶ シェフィールド大学・

英国でポピュレーションゲノミクスの“ 今 ”を学ぶ：
シェフィールド大学・Nosil 研究室

海外研究室だより

海外研究室だより

21

回

第 21 回

第

参考文献と情報リソース
［1］ PLINK: http://pngu.mgh.harvard.edu/purcell/plink/
［2］ Purcell, S. et al. PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. Am J
Hum Genet 81, 559–75（2007）
.
［3］ Patterson, N., Price, A.L. & Reich, D. Population structure and eigenanalysis. PLoS Genet 2, e190（2006）
.
［4］ EIGENSOFT http://genepath.med.harvard.edu/~reich/Software.htm
［5］ Yamaguchi-Kabata, Y. et al. Japanese population structure, based on SNP genotypes from 7003 individuals compared to other ethnic groups: effects on population-based association studies. Am J Hum Genet 83,
445–56（2008）
.
［6］ Devlin, B. & Roeder, K. Genomic control for association studies. Biometrics 55, 997–1004（1999）
.
［7］ Price, A.L. et al. Principal components analysis corrects for stratification in genome-wide association studies.
Nat Genet 38, 904-9（2006）
.
［8］ Karlsson, E.K. et al. Efficient mapping of mendelian traits in dogs through genome-wide association. Nat
Genet 39, 1321-8（2007）
.

17

日本進化学会ニュース

のTo discover the causes of things が示すように基礎科学、特に生物学に力を入れており、分子生態学の分野
ではタマキビのエコタイプ（生態型）形成やアブラムシのホストレース（寄主品種）で有名な R. Butlin を始め
とした世界トップクラスの研究者が並んでいる他、理論生物学などでも高名な人材を擁している。しかし、日
本の学会での認知度はそこまで高いわけでなく、より良い研究環境を求めて世界トップの大学を選ぶことの
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多い海外学振で、シェフィールド大学を選ぶ人は多くない。なぜこの大学だったのかを説明するために、ま
ずは私の研究背景を少しだけ解説させていただきたい。
私は進化的に大きな現象（概念的な意味で）が好みで、生物の多様化のパターンだけでなくメカニズムを知
りたいという嗜好の結果、ひとつの種が異なる繁殖集団に分かれる「種分化」という現象を、遺伝的・生態的
機構を中心に研究している。特に最近では、異なる環境への適応によって生殖隔離が生じる「生態的種分化」
を主なバックグランドとしている。この生態的種分化は多様性が自然選択によって生じるという、C. Darwin
が論じた自然選択説の現代版であり、近年になって急速に整理が進んだ種分化仮説である（松林、藤山、投
稿中）
。シェフィールド大にはこの生態的種分化理論の成立において中心的な役割を果たした Patrik Nosil 博
士（以後 Patrik）が ERC リサーチフェローとして赴任していたのである。

Patrik 研究室の様子
Patrik との関係は少し昔に遡る。私が博士課程に入ったばかりの 2006 年にカナダはバンクーバーのブリ
ティッシュコロンビア大（UBC）で行われた「Genetics of Speciation」というシンポジウムに、当時北海道大
学で一緒に種分化を研究していた先輩ら数人とともに出かけた折、ポスターの位置がそばにあったという縁
で顔なじみになった。彼はすでにその頃、カリフォルニアのナナフシのエコタイプをモデルにした生態的種分

例（Katakura et al. 1989）がそもそも生態的種分化という仮説の成立に一役買っているということだった。無
知とは恐ろしいものである。なお余談であるが、このシンポジウムの最中に彼は PhD の公開審査を受けてお
そうたる 5 人の審査員と多くの聴衆が集められ、彼曰く「恐怖の」口頭審査を経験したそうだ。その後、日本
で企画したシンポジウムで講演してもらったり、先の先輩の一人と一緒に彼と食植性昆虫における生態的種
分化の総説（Matsubayashi et al., 2010）を書いたりした。
近年の次世代シーケンサーに代表される技術的発展の波はついに種分化の世界にも到達し、世界トップク
ラスの研究グループはどこもすでに適応とゲノミクスと種分化を統合した「種分化ゲノミクス」に血道を上げ
ている（恐ろしいことであるが、この時流についてこられていないグループはもはやトップと見なされていな
いということかもしれない）
。私はそれまで、掛け合わせや制限酵素断長多型（AFLP）などのローテクを使っ
て、前述のテントウムシを使った種分化研究をちまちまと行っていた。しかし、ついに自分の興味において
技術的な限界がありありと見えてくるようになり、メカニズムを知るためには、もはや次世代シーケンサーが
待ったなしであることを悟ったのである。
現在、私はテントウムシが食草を変えることで起きる種分化の遺伝学的背景を、主にポピュレーションゲノ
ミクスの手法を用いて研究している。次世代シーケンサーを用いた研究自体は日本でもすでにいくつもの研
究室で行われており、海外学振の面接でも、どうして海外に行ってまでそれをやる必要があるのか？と聞か
れた。その理由は実に単純で、種分化に関わるゲノミクスの解析が特殊でやっかいなものだからである。前
間で繰り返し独立に生じ、さらにその遺伝的背景は祖先多型と創始者効果の影響を強く受ける。このような
状況において、ゲノム情報のない非モデル生物では複雑な集団遺伝の統計モデルが必要となる。私は野外で
崖から落っこちながらテントウムシを捕まえたり、熱帯の雷雨の下で個体の移動を何か月も観察したり、掛け

研究室
Nosil

述の生態的種分化においては、適応的分化が遺伝子流動を伴いつつ起きる上、集団分化は進化的にごく短期

英国でポピュレーションゲノミクスの〝今〟を学ぶ シェフィールド大学・

り、UBC の大講堂において行われた彼のディフェンドには北米全域から D. Schluter や J. L. Feder など、そう

海外研究室だより

か？と聞いて「Of course!!」と笑われた。Patrik によると、私の師匠によるそのテントウムシの種分化の研究

21

回

理解していなかった私は、自分のやっている葉っぱを食べるテントウムシの種分化も生態的種分化でいいの

第

化の実証研究（Nosil et al. 2002）で世界的に注目される若手のエースだった。当時まだ生態的種分化をよく
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合わせた雑種幼虫を数千匹飼育したりということをずっとやってきた。しかし、ゲノミクスに関してはずぶの
素人であり、このような複雑な集団遺伝モデルを自分で構築できるとは到底思えなかったのである。その代
わり、私には 10 年近くに渡って集めたデータと DNA サンプルがあったので、種分化ゲノミクスのデータを得
る一番の近道は、すでに似たようなことをやっているラボに潜入して、そこのシステムをまるまる使わせても
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らうという方法だったわけである。国内での学振 PD の期間も半ばになり、研究の次の展開を考えていたとこ
ろ、Patrik から英国のシェフィールド大に異動して大規模に種分化ゲノミクスを始めたので、チャンスがあれ
ばこっちで一緒にやろうというお誘いを受け、海外学振はここで出そうと決めたわけである。様々な事情も
あって、渡航を 9 か月ほど延期した挙句に訪れた冬のシェフィールドは、シトシトと雨の降る石造りの寒々し
い街であった。最初にラボに顔を出してそこにいた学生の数人と話し、パブに繰り出して飲んでいるときにア
メリカの学会から帰ってきた Patrik と再会し、久々にスコッチで乾杯したのである。

Patrik の率いる研究グループは、規模的にはおそらく欧米のごく典型的なサイズである。ドクターコースの
学生 2 人、プロジェクトで雇われたポスドクが 7 人、私のように自国からの助成金を得て来ているポスドクが

3 人という中規模のグループである。Patrik を含むカナダ人が 2 人、ドイツ人が 3 人、フランス人が 1 人、スペ
イン人が 1 人、スイス人が 1 人、オーストラリア人が 1 人、アメリカ人が 1 人、クロアチア人が 1 人、日本人が 1
人という国際色豊かな構成だが、なぜか当の英国人は一人もいない。ポスドクが多いこともあって、構成員は
毎年数人が入れ替わる。所属は Department of Animal and Plant Sciences（写真 1）にあるのだが、グループ
自体が新参なためか、他の研究室からかなり離れた場所にある Arthur Willis Environment Center（AWEC）
と呼ばれる温室や実験室の併設された実験センターにオフィスがあり、そこに Patrik を除くポスドクと学生の
すべてが机を置いている。ここはできたばかりの施設で、常駐の研究者は 9 割方が Patrik のグループである

バラバラである。朝早くに来る者、昼ぐらいに来るもの、午後に来るものがそれぞれ 3 分の 1 ずつといったと
ころだろうか。午前 11 時ぐらいと午後 3 時ぐらいに誰が言い出すでもなくお茶の時間があり、適当に集まって
ものから、趣味や世間話にいたるまで様々である。誰かがケーキやパイを買ってくることもある。
次世代シーケンサーによるゲノミクスは膨大なデータを扱うため、とにかく解析に時間と労力がかかる。そ
のため、Patrik 研の研究スタイルはほぼ完全な分業制である。研究グループには常時大体 8 つぐらいのプロ
ジェクトチームがあり、ベテランのポスドクほど重複したプロジェクトを持っている。プロジェクトで雇用さ
れているポスドクは分子系統学や理論集団遺伝学の有名どころのラボ出身であり、それぞれが固有の解析
スキルを持っている。Patrik と学 生た
ちが採集してきたナナフシのサンプル
で RAD-seq や mRNA-seq を行 い、その
データをそれぞれのプロジェクトに組み
込まれた解析担当のポスドクが次々と解
析するという流れである。Patrik は全プ
ロジェクトの PI（Principal Investigator）
であり、予算の獲得はもちろん計画立案
からそれぞれの解析の方向性、論文作
研究室は Patrik のアイデアを体現する
シェフィールド 大 学 Department of Animal and Plant
Sciences の建物
写真1

工場のような趣である。次世代シーケン
サーを使ったプロジェクトには決して小

研究室
Nosil

成まですべてを統括しており、さながら
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コーヒーを入れ、共同スペースでしばし歓談をする。この時間の会話は解析方法や公募情報などの真面目な
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へ寝袋を持ち込んで泊りこんだりしていた。グループにおいて特に決まりごとはなく、オフィスに来る時間も
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回

日電子レンジ調理をし、裏の芝生で気分転換のリフティングをし、セミナーの前日などは使われていない部屋

第

ため、他の人々に気兼ねなく議論をし、飲み会やバーベキューもできる素晴らしい場所である。私はここで毎
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さくない資金がかかっているので、これらのプロジェクトの成果はそれなりのレベルのジャーナルに出さなけ
。そのため、こ
ればならない（e.g. Gompert et al. 2014; Soria-Carrasco et al. 2014; Comeault et al. In press）
こでのプロジェクトは論文数を稼ぐには不向きで、ポスドクはナナフシ以外にも常に自分のテーマを自分で進
める必要がある。私はテーマもサンプルも持ち込みのため、ミニ PI としてベテランポスドク 1 人と新人ポスド
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ク 1 人とともに、その中の一つ、チームビートルズを構成してテントウムシのゲノムデータを解析している。
研究室は分業制ではあるものの、解析を任せっきりにしていては何も身につかないので、日々解析担当のポ
スドクにかじりついて少しでもスキルを盗もうとやっきになっている。また、研究室を超えてポスドク間での
交流が盛んであり、ポスドクを介してラボ同士の情報交換が行われることもしばしばである。ラボは多くの場
合、特有の解析技術やノウハウを持っているため、これは非常に大きなアドバンテージになる。
毎週半ばに行われるラボミーティングは自由形式で、週末ぐらいに誰か来週発表したいやつはいるか？と

Patrik からメールがあり、その時々に進展のあった人がお昼に質疑応答込みで 30 分ぐらいのプレゼンテー
ションを行い、みんながそれにあれこれ意見を言うスタイルである。この場ではふらっと訪ねてきた他所のポ
スドクや教員が発表することもあるし、どこかの学会で盛り上がって帰ってきた Patrik がハイになって今後
の種分化研究についてのアイデアを講義してくれることもある。これはエキセントリックだが示唆に富んでい
て、いつも非常に面白い。私も何度か発表したが、めいめい昼ご飯を持ち込んでムシャムシャ食べつつ、冗
談を交えながらフレンドリーな雰囲気で行われる楽しい会合である。興味と手法が近いため、ドクチョウを
やっている隣の研究室と一緒になることも多い。このラボミーティングの後に個人ミーティングがある。これ
は基本的にプロジェクトチームごとに行われ、プロジェクトの進行具合、論文計画、アプリケーションについ
てのアドバイス、悩み事相談などが行われる。ポスドクが自分でやっているテーマに関しても色々とアドバイ

のデータが紹介され、この分野の最先端のアイデアや解析技術を聞くことができる。ここには潜在的な査読
者である他の研究室の PI も参加するため、時にかなり難しい質問が投げかけられる真剣勝負の場である。普

Patrik 研のメンバーは本当にフレンドリーで親切である。これは Patrik がチームワークを重視しており、人
を雇うときに特に人格に注意しているためと思われる。シェフィールドに来た当初は、何か困ったことはない
かと誰彼かが毎日のように気にかけてくれたし、いつも昼のコーヒー時やパブに行く際は声をかけてくれる。
話題に入れないでいると、
「日本ではどうなん
だ？」と話を振ってくれる。パブではスコッチ
フリークが集まり、ポスドクが交替で銘柄を人
数分注文して、みんなでそれを利き酒するのが
常である。ラボメンバー総出で参加したクロア
チアのシンポジウム（写真 2）では海辺の宿舎
を借り、英語の下品なスラングを習ってバカ騒
ぎした挙句、寝袋を持ち出してみんなで波止場
で流れ星を数えながら寝た。エーゲ海の波の音
に囲まれ、全天にかかる大銀河の下でウナギの
写真 2

シンポジウムで訪れたクロアチアの街（ Dubrovnik ）

観察（？）をしながら進化の議論をすることは
もう 2 度とないだろう。

シェフィールドでの生活
シェフィールド大学内には 4 つのオフィシャルなパブがあり、それぞれ品揃えや雰囲気などで特色を出して

研究室
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にて

英国でポピュレーションゲノミクスの〝今〟を学ぶ シェフィールド大学・

段 Patrik 研では聞きなれないヨークシャー訛りの英語を聞く貴重な機会でもある。

海外研究室だより

ンバーや外部のゲストが研究紹介をして、みんなの意見を聞く機会がある。ここでは、最新の論文や未発表
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回

6 つほどの研究室が合同で、Molecular Ecology Meeting という研究会を催しており、2 週に一度、内部のメ

第

スをくれたりする。また、研究室単位でのミーティング以外に、同じ Department で分子生態学をやっている
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いる。ハロウィンやクリスマスなどはスタッフがコスプレをしていたりして面白い。金曜の夜は伝統的に様々
なグループがパブに集うため、学内のパブには学生、ポスドク、教員が入り乱れ、喧騒でほとんど会話も聞き
取れない。当然英語圏なので他の国よりも会話は容易なのだが、すべての海外留学経験者が言うように、どう
しても言語の壁はある。英語論文を書いたり読んだりするのには慣れていても、研究ミーティングでちょっと
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専門を離れた話題になると途端に神経を使うし、銀行や事務とやり取りするときには事前に必要な単語を調べ
ておかないといけない。聞き流しているだけで英語がスラスラと耳に入ってくる、などということはなく、理
解したつもりでもあとで大事な情報を聞き漏らしていたりすることはざらである。しかし、英国に来てわかっ
たことは、同じヨーロッパ人同士でも英語ネイティブと非ネイティブの間、あるいは英語の得意なものと不慣
れな者の間には、やはりかなりの程度の壁があり、みんなそれぞれのレベルで苦労しているということである。
英国の物価は思っていた以上に高く、ロンドンなどの首都圏に比べて割合安価なこの南ヨークシャー州に
おいても、店を選ばないと買い物に躊躇してしまう。特にここ数年の円安は海外ポスドクの財布を直撃して
いるので、日本政府には何とかしていただきたいものである。多くの人が必要とする日用品（ジャガイモ・牛
乳・パンなど）は日本に比べても安いが、嗜好品は高い。市内の交通はコーチ（市バス）とトラム（市電）が
走っていて、日本と同じぐらいの値段（市内だと片道 250 円前後）で移動できる。家賃は単身者向けのワン
ベットルームフラットで月額 50,000 〜 100,000 円だが、多くの学生はシェアハウスのような形で一人あたり月
額 30,000 〜 50,000 円ぐらいに抑えているようだ。
シェフィールドはイングランドの田舎ということもあって、人々は一般的にのんびりしていて愛想もよく、
親切である。大学街で世界中から学生が来ているのだが、差別めいた扱いを受けたことはなく（一度ブルー
ス・リーと間違えられたのは差別だったのだろうか？）
、研究生活をほとんどストレスなく送ることができ

す羽目になった。この時はいろいろと骨を折ったあげくに結局事務担当者を説得できず、Patrik に泣きつい
て Department のヘッドからトップダウンで受け入れ承諾書を出してもらった。こちらに来てわかったことだ
くパートタイムの新人だったため、週に 3 日程度の出勤で慣れない仕事をしていたようだ。英国へのビザは毎
年厳しくなる一方なので、今後渡航を予定する人は用心のためにとにかく早めに準備を始めることをお勧め
する。他にも不動産屋やアパートの管理会社に当たり外れが大きく、外れを引くと生活に（主に問題の対処や
レスポンスの遅さという形の）様々なストレスがかかるので、ここの部分の指運はかなり重要である。
その他、留学での注意点として、英国に渡航するにあたって日本文化に関する知識が意外に必要とされた。
日本人はロンドン以外では比較的珍しく、文化から政治経済、歴史等様々なことを聞かれる。時にびっくり
するほど詳しい日本通もいて、こちらが何も知
らないとかなり恥ずかしい。また英国全体で日
本食はかなりポピュラーになっていて、寿司や
ラーメン、カレー（？）を作ってくれと何度も言
われ、ついに前述の AWEC で寿司パーティを
開催する羽目になったのだが、20 人以上人が集
。その他、捕鯨や原発
まって往生した（写真 3）
などの国際的な問題についても自分なりの意見
人は日本人のように曖昧に意見を言うことがあ
オフィスのある AWEC の談話室で開催した Sushi
party の様子
写真 3

るが、実は言外にはっきりとイエスかノーを表明
しているので注意が必要である。国際的な話題

研究室
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を整理しておいた方がいいかもしれない。英国

英国でポピュレーションゲノミクスの〝今〟を学ぶ シェフィールド大学・

が、事務の担当者で当たり外れが非常に大きく、優秀な人はとても優秀である。私の担当になった人は運悪
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きないような書類を要求してきてビザの取得が間に合わず、チケットをキャンセルして翌年まで渡航を伸ば
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の渡航を予定していて、4 月にはビザの手続きを始めたのだが、シェフィールド大学の事務が事実上用意で

第

る。ここで生活するにあたって最も障害になるのは、事務手続きの遅さ＆拙さであろう。私は当初 10 月から
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に関してポジティブかネガティブか、そしてその理由ぐらいは言えたほうがいいかもしれない。

海外留学のススメ
私はたぶんもっとも海外での生活を楽しめているポスドクの一人である。仕事はどうにか進んでいて、雰
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囲気のいい研究室で自由にやれている。ヨークシャーの牧歌的な風景は美しく、霧雨もスコッチも愛してい
る。海外に来て学べたことは本当に数多くある。その上で、若い人たちに海外留学を勧めるか、と聞かれる
と実は正直何とも言えない。海外では日本以上に所属する研究室のスタイルとの相性が重要だと思うからで
ある。学振の制度の縛りもあって、海外での研究のすべては所属する研究室に依存することになる。ビッグ
ラボになればなるほど、プロジェクトは大規模で関わる人数も増えるため、どうしても論文数が増えなくなる
し、自分のグラントで短期間修行に来ているポスドクの相手をする余裕もなくなってくる。自分の担当するプ
ロジェクトが上手くいかなかった場合、他のプロジェクトの手伝いをして共著に入れてもらうぐらいしか業績
を増やす方法はない。このような事情を踏まえた上で、私見ながら私が海外に留学して損はないと思う研究
者のパターンは、①所属研究室のスタイルに左右されにくい分野（理論生物学、分子進化、計算生態学、分
類学など）の研究者、②完全に実験生物を扱う分野の研究者、③未発表データをため込んでいる研究者、で
ある。私は恥ずかしながら③に該当しており、しかもラボ主催者の Patrik と親交があって、興味が非常に近
かったので破格のわがままを許してもらっているわけである。しかし、例えば私が UBC でのシンポジウムに
行かず、Patrik と知り合いにならなかったらどうだっただろうか、と考えると何とも言えない。数年間新規
データが取れないことを考慮に入れて、それでも論文を書ける腹案があるなら、ぜひ海外に挑戦していただ
きたい。タフな研究者が求められる時代である。困難と工夫と変化だけが、強靭な研究スタイルを育てるの
第

だと信じている。

回
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こちらに来て特に印象に残ったのは、まずプロジェクトリーダーとしての PI の働きの凄まじさである。

Patrik は年の半分以上を英国内外の学会やシンポジウム、グループミーティング等に費やしており、シェ
究者はここまでしなければいけないのかと、少し気遅れしてしまうほどである。さらに、腕一本で研究室を渡
り歩くポスドクの優秀さと親切さ、そして真剣さにも大いに感銘を受けた。彼らは自国のポストを半ば諦め、
家族を抱えて英国に渡ってきた後のないプロフェッショナルである。英国でも、ポスドクの口は非常に厳し
く、自分のプロジェクトを持つには大きなグラントを獲らないといけないし、ラボに雇われるにはスキルがな
ければいけない。折しもヨーロッパは不況にさしかかってきており、基礎科学への予算も減少傾向にある。そ
の中で多くのポスドクは、次のポストを探しつつプロジェクトにまい進し、週末のパブでスコッチとともにし
ばし研究の未来を語りあう。映画「フル・モンティ」の街で中年ポスドクたちが未来をつかむには、全てを出
しきった上で運を天に委ねなければいけない。困難は山積みだが、かの主人公ダズならきっと無責任な口癖
で応えてくれるだろう。
「パパに任せとけ」
、と。
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Nosil
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米国カリフォルニア州ソーク研究所と
ミズーリ州ドナルド・ダンフォース植物科学センター
浜地貴志（ドナルド・ダンフォース植物科学センター）

「あれっ、ガブリエル、ベジタリアンだっけ？」
「いや、豚肉だから……」
「ああ、これ、豚肉か」

2015 年 5 月最終週、ミシシッピ川沿いのロッヂで、我々は所属するドナルド・ダンフォース植物科学セン
ターのリトリートに参加していた。ボスの Jim Umen（ユーメン）が連携教授をしているワシントン大学（セン
トルイス）の大学院生であるガブリエルは、ボルボックス発生の RNA-seq を口頭発表し終えたばかりで疲れ

「あっ、それは進化生物学の発表の宿命だよ。みんなそうなるんだよ」
私は、2010 年に自分が博士予備審査会で或る先生からいただいた「イントロが長い」というコメントを思い
まかに感じた「イントロが長くて当然」という開放感を思い出しながらガブリエルに話していた。
「分子生物学のイントロはだいたい 4 枚ぐらいで終わる。酷い時は 2 枚で終わる。進化だとそうはいかない。

30 枚スライドを作ったら半分ぐらいは余裕で食う。これはいわば、多様な生物を系統的に比較しながら論じ
ることからくる宿命なんだ」
窓の外は北米大陸を悠々と下る大河が流れていた。セントルイス近郊では、ミシシッピ川の本流と、イリノ
イ川、そしてミズーリ川が合流する。
『ハックルベリ・フィンの冒険』を思い出しながら、午後のセッションの
前にひとりで少し散歩した。
私は大学院修士課程で東京大学の野崎久義研究室に所属することを選んだ頃、生物の進化という現象が分
子生物学的に明らかにできるようになったことを感じ、自分もそうした方向性の研究に取り組みたいと思っ
た。中でもインパクトの大きく、かつ手がかりが見え始めていた、雌雄二極化を自分のテーマに定めた。真核
生物において、有性生殖で接合する 2 つの配偶子のサイズに差のない祖先的な同型配偶から、雄の精子と雌
の卵（卵子）という顕著なサイズの差が生じる卵生殖が出現した過程を、ボルボックス系列緑藻の有性生殖の
多様性に着目して、分子生物学的に明らかにすることを自らの研究上のゴールとしている。
ボルボックス系列緑藻は、クラミドモナス様の単細胞の系統群の中から分岐して群体化し、4・16・32・64
…という細胞数の増加の果てに、遂に 2,000 細胞のボルボックスのように生殖細胞と体細胞の明確な役割分
担の出現まで、およそ 2 億年という短期間で達成した系統群である。クラミドモナスとボルボックスでは遺伝
学的研究が行われてゲノムデータベースも公開されていることに加え、この群体化の過渡期段階にあたる 8・

16 細胞のゴニウム・32 細胞のユードリナ・64 細胞のプレオドリナといった生物が現存しているため、分子生
物学的な比較が可能となっている点において、進化生物学的に重要な意義を有している。

米国カリフォルニア州ソーク研究所とミズーリ州ドナルド・ダンフォース植物科学センター

出した。同時に、翌年 2011 年に京都で参加した国際分子進化学会・日本進化学会で聞いた数々の発表でおお
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焦ったんだよ。ボルボックス系列の強みを最低限説明しているだけなのに……ホント時間ないなあ」
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』ってサインを出してるの見えて、超
「さっきの発表さ……イントロが終わったところで座長が『
（あと 2 分）

第

が隠せない。
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ボルボックス系列緑藻を雌雄二極化に関するモデ
ル系統群として使うことができるのは、この多細胞化
の段階に沿うようにして、有性生殖形態も多様化して
いるからである。さらにクラミドモナスでは、1990 年

July 2015

代に、当時ワシントン大学（セントルイス）にいたパト
リック・フェリス博士らが核ゲノム中の性決定領域（性
染色体領域）と性決定遺伝子を決定した（Ferris and
。これを背景に、進化発生上
Goodenough 1994, 1997）
の視野から、早い時期で側系統的に分岐しているクラ
ミドモナスやゴニウムのような祖先的な同型配偶、そ

図1

ユーメン研究室集合写真

のなかから出現した異型配偶（配偶子サイズの性差が
顕著になっているが、雌性配偶子は鞭毛をもち運動能力を有している）のユードリナやプレオドリナ、そして
さらに雌性配偶子が鞭毛を持たず運動能力を喪失した卵生殖のボルボックスの、有性生殖・性決定に関する
遺伝子制御ネットワークを相互に比較することで、雌雄二極化の分子基盤を解明できるだろうと考えている。
ユーメン研はカリフォルニア州ラホーヤのソーク研究所で発足した。当初はクラミドモナスの細胞周期に関
する遺伝学のチームだった。やがて、ボルボックスゲノムの解読（Prochnik et al. 2010）の頃から進化生物学
に進出した。そのひとつの理由としては、細胞周期・細胞サイズの大小が群体性の進化と密接な関係を有す
ることが挙げられる。栄養条件のなかで、個体（群体）が何個の細胞に達するまで分裂をするかというのがボ

か、ということが明らかになることが期待される。このようにしてバックグラウンドとスコープを私のテーマ
ともっともよく共有していたのがユーメン研だった。2007 年から 2011 年にかけて、ボルボックス系列の有性
アリゾナ大・ミショー研究室）
。その後、ユーメン博士はミズーリ州セントルイスのドナルド・ダンフォース植
物科学センターへ移籍した。現在、私はクラミドモナスとボルボックスの有性生殖過程に関するトランスクリ
プトーム解析と分子生物学実験を進めており、配偶子誘導・性決定に関与する遺伝子群とその制御機構を明
らかにすべく、ドライ・ウェットの両刀使いをしている。
ユーメン研とのつながりは博士課程在籍中の 2009 年夏にはじまった。日本学術振興会特別研究員採用者を
対象に、海外駐在研究の補助が出る渡航制度が文部科学省の補正予算によって発足したことを知った。私は
意を決し、フェリス博士のいるソーク研究所のユーメン研究室へ渡航したい意向を野崎先生につたえ、承諾
をいただき、ユーメン博士と連絡をとって書類を提出した。申請が受理され、渡航認可が内定されたが、補
正予算案自体がその時 2 ヶ月にわたって凍結されるという事態があり、結果として、半年の予定であった渡
航期間は、2010 年 1 月 20 日から 3 月 20 日までの 2 ヶ月になった。
到着後にクレイグスリスト（ウェブ上の物々交換・個人取引掲示板）を見ながら部分貸し・又貸し（sublet）
の候補を見て、いくつか回ってみると、自転車で 40 分ぐらいのところに月 800 ドルで整備済みの一部屋を貸
していただけるお宅に出会えたので、即決でお世話になることにした。晴れた日はボスのユーメン博士が貸し
てくれた自転車で、雨の日はバスで通勤した。ソーク研究所はカリフォルニア大サンディエゴ校と隣接してい
るので、同校の学生になった気分だった。太平洋を見渡せる丘にかけて建物の立ち並ぶラホーヤは、気候も
最高だった。
たまたまこの時期、ボルボックスの性決定領域（Ferris et al. 2010）の受理をめぐる攻防がユーメン研では
続いていた。当時ポスドクとして改稿の負担を相当負っていたブラッド（現在カンザス州立大学）が、ストレ
スからか、査読者のコメントに業を煮やして絶叫する独裁者をモチーフにした動画を Youtube で見ているの
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分裂を含んでいる。そうした細胞レベルのふるまいを、個体レベルからみた場合にどのように制御しているの
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卵生殖は細胞周期と関連がある。ボルボックスの精子形成とは、有性生殖雄群体の生殖細胞における細胞
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ルボックス系列の群体性だといえるからである。
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を目撃した。私自身も著者の一端にいたものの、短い滞在期間なので、慣れない放射性同位体実験を少しで
もと進めていたところに、ユーメン博士がやってきて「ヘイ、ウィーヴ・ガット・サムズ・アップ！」と言っ
た。その瞬間のことは、放射性同位体エリアがボルボックスの培養棚の隣の閉鎖されていない空間であった
ことも含めて、いまでもハッキリと思い出すことができる。この論文は小規模なゲノムプロジェクトだったの
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で、故国での政治的な理由で亡命を余儀なくされて渡米したサ（Sa）など、共著者もユーメン研は総出と言っ
ていいほど多かった。性格もいろいろ、姿形なども似ても似つかない、バックグラウンドの違う人間たちが、
生物現象の解明という単純で困難なひとつの目標に向かってとにかく邁進するのが科学であるという事を、
鮮烈に印象づけられた瞬間だった。

2010 年 3 月 20 日、春分の日。ソーク研の中庭に引かれた水路の延長線上にある太平洋の水平線に夕陽が沈
む日、私は日没を待たず帰国の途についた。
現在ユーメン研は、セントルイス近郊を西に、ドナルド・ダンフォース植物科学センターにある。2011 年
に移ってきた。私のここでの所属は 2012 年 10 月、移籍後の研究室のセットアップがほぼ完了したタイミング
だった。ダンフォースセンターは独立の非営利の研究所で、植物科学で世界を救うことをスローガンに掲げて
いる。アフリカで重要な作物であるキャッサバに携わるグループの存在感は大きい。キャッサバの収量増大
と、その病原体の感染メカニズム・防除に関する発表を所内セミナーで聞くたびに、植物科学というものが本
当に世界を救うのかもしれないと一瞬だけ思うことがある。これが地球規模で考えろということなのかと思う。
研究所の南には、モンサントの総本社がある。モンサント社はラウンドアップなど農薬と耐性遺伝子組み換
え作物の開発で悪名を世界に轟かせている企業であるから知っている人も多いのではないか。ダンフォース

いセントルイスでこれらの研究機関が基礎研究で一定の地位を有しているのは、そうした事情もあるのかもし
れない。土曜日の昼頃にセンターに来ると、前の道を反遺伝子組み換え市民運動家たちのデモ隊が喧しく練
伝子組み換え作物なのではないか、とワクワクしながら食べつつ、自分のクラミドモナスの遺伝子組換実験
がうまくいくといいなと夢想しながら一服するのが日課となっている。
ユーメン研究室は大きなチームではないので、ときどき学生の指導が回ってくることがある。私はいま通算
して 2 人目の学生（夏季インターン）の指導をしている。指導するだけでもまったく不得手なのが、さらに英
語なので、四苦八苦している。
米国でいちばん戸惑うのは、知っている人だけでなく見知らぬ人から突如話しかけられることである。

2012 年に来た当時、蛍光オレンジ色のナイキのスニーカーを履いて出歩いていた私は、すれ違う少年や男性
から“I like your shoes!”と言われて驚くことが数回あった。当然全然知らない人である。たしかに目立つ色
ではあった。よく考えてみると、これが Facebook の “Like!”が設計されたもとにある気軽な感覚なのだろうな
と得心がいった。これと同様に、プリント T シャツもしばしばいじられる。こっちに来てから買った映画「ホ
ビット」の T シャツは、映画自体は観てないのに、食料品店で買い物をしているときにレジでその話題になっ
てしまい困った。また日本から持ってきたものでユニクロのものなどもそうで、珍しいからかよく聞かれる。
私が持ってきたのは一寸法師のものや、鶴と亀が描かれたもので、聞かれるたびにそのいわれを目を白黒さ
せながら必死で英語で説明することになる。話題がないよりはましかもしれない、と肯定的に捉えることにし
ている。
研究者として日々増殖する紙の書類への対処は重要だ。私は Scansnap コンパクトタイプである S1100 型を
日本で買って持ってきてある。帰国に際して、また盗難や暴動のような不測の事態にデータを失って慌てふ
ためかないために、出来る限り書類は電子化して Evernote でクラウドに保存することを励行している。研究
所のビザに関する事務手続きや現在のアパートの契約なども PDF を送って通用したので、原本が要求される
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り歩いていくことがある。私はといえば、センターのカフェで昼に食べるサラダの野菜が、ひょっとすると遺
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ルイス市内のワシントン大学やミズーリ植物園など、周辺の代表的な研究機関も同様で、地方都市にすぎな
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聞いている。なお、同社から寄付を受けているのは決してダンフォースセンターが特別なのではなく、セント
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センターは同社から資金と土地の寄付があって始動した経緯があるものの、運営は完全に独立している、と
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ことの多い日本の制度に比べて米国のプラグマティズムを爽快に感じることも多い。
読書が趣味なので、米国にいても Kindle で日本の書籍が買えるのはとても嬉しい。送料や置き場所のこと
を考えなくてもいいのがありがたい。逆に、渡米してから増えた趣味は日本のアニメ鑑賞だ。日本でほとんど
アニメを見る習慣がなかったのに、日本で放映されたあとこちらでも 1 時間ぐらいあとにストリーミングで見
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られるため、お気に入りの番組が更新される日は帰宅前からそわそわしてしまう。
渡米してからの 2 大事件のひとつは円安だった（もうひとつは拳銃強盗に日本で解約して iPod touch として
。2012 年に渡航した時点では 1 ドルはまだ 80 円台であったのが、その直後
使っていた iPhone 4S を奪われた）
に政権交代が起きて、みるみるうちに円安になり、2015 年 6 月の時点で 120 円台を推移している。円の価値が

3 分の 1 無くなってしまった計算になる。
2010 年当時の海外学振の英文証明書を見て、そこに書かれた海外学振奨励費のドル換算を見て、パトリッ
クが眼を丸くしたことを印象深く覚えている。その他にも、米国 NIH のフェローシップを獲得している優秀
なポスドクたちも、別の海外学振の日本人ポスドクのサラリー（2010 年頭の段階で、彼らは 6 万ドルと認識し
ていた）について「そんなに貰えることがあるのか」
（というのはかなり意訳していて、原文は “holy shit” であ
る）と驚いていたので、円高の時代というのはかなり異質なものであるということは自分としても把握してい
た。それが、現在の状況ではある程度、
「アメリカのふつうのポスドク」の給料と同水準に戻ったという認識
を私はしている。同僚たちも実際 4 万ドル程度らしい。
来た当初がやはりいちばんお金がかかるので、その間の準備を円高のうちに済ませられたことは大きく、現
在では経済的な困難はほとんどない。セントルイスでよかったことは家賃が安く、月 660 ドルである。カリ
第

か、というのが自分の貯金残高の中でのドルの比率であるべきだったかもしれない、と思った。ユーメン博士
はポスドクとして私を受け入れることに積極的であったことから、海外留学というのは 2011 年にポスドクに
なった時点で固まっていた。その後に日本に戻る希望はもっていたものの、当面は米国に滞在するのであり、
ドル建てで貯金しておけばよかった、と思っている。結局、私の将来的なライフステージに必要となる可能性
を考えて貯金してくれていた母親のおかげもあり、いったん 200 万円ほどをドルに変えることで当面の生活を
しのいでいた。その後、学振 PD の間は月々の給料をシティバンクでドルに換えておき、日本に一時帰国する
際にトラベラーズチェックでこちらに持ってきていた。海外特別研究員に切り替わってからは、学振から直接
こちらの銀行口座に送金されるようにした。
最初にサンディエゴに滞在した頃から徐々に、どこの国であっても基本的に生活は合理的に設計しうるだ
ろう（だってそこに実際に人が住んでいるわけだし）
、という、楽観的な信念ができてきた。留学を考える
方には、研 究の場は日本国内か国外
かと断 絶して分けて考えるのではな
く、シームレスに考えていただければ
と思っている。幸いにして、現在では

Skype をはじめとする情報・コミュニ
ケーション環境が一般的になっている
ため、ハードルはいくぶん低くなって
いるともいえる。留学はメリットもあれ
ばデメリットもあるけれど、自分の研究
課題がいちばんフィットする環境・研
究室で科学をすることが第一だった。
図2

渡米時から現在までの為替レートの変化（データ：日本銀行）

それが自分はたまたま米国だったわけ
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つまり海外留学への決意は強かった。日本円でもらっていた給料を毎月少しずつでもドルに替えていって、
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ふりかえってみれば、ポスドクとして海外で研究生活を送ることを心のなかの何パーセント決意しているの
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フォルニアだと大変だっただろうなと思う。
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だが、そうして場所を変えたことで目の当たりにして学んだことも、結果的に大きかった。自分の目と耳をた
よりにあたらしい環境を切り開き、研究を進めたいと思っている皆様を応援します。
最後になりましたが、非会員の身での留学体験記の執筆をお招きいただいた京都大学の山道真人博士にお
礼申し上げます。帰国のあかつきには日本進化学会への入会と（2011 年以来、2 度目の）大会への参加を是非
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させていただければと考えております。その際には皆様にお目にかかれることを楽しみにしつつ、帰国のため
の橋を太平洋に掛けるべく、フェローシップ最後の 1 年間いっそう努力します。
参考文献
［1］ Ferris PJ, Goodenough UW. 1994. The mating-type locus of Chlamydomonas reinhardtii contains highly
rearranged DNA sequences. Cell 76: 1135–1145.
［2］ Ferris PJ, Goodenough UW. 1997. Mating Type in Chlamydomonas Is Specified by mid, the Minus-Dominance Gene. Genetics 146: 859–869.
［3］ Ferris P, Olson BJSC, De Hoff PL, Douglass S, Casero D, Prochnik S, Geng S, Rai R, Grimwood J, Schmutz J,
et al. 2010. Evolution of an Expanded Sex-Determining Locus in Volvox. Science 328: 351–354.
［4］ Prochnik SE, Umen J, Nedelcu AM, Hallmann A, Miller SM, Nishii I, Ferris P, Kuo A, Mitros T, Fritz-Laylin
LK, et al. 2010. Genomic Analysis of Organismal Complexity in the Multicellular Green Alga Volvox carteri.
Science 329: 223–226.

ミーティングレポート

第 4 回 Quest for Orthologs
ミーティング参加記
工樂樹洋（理化学研究所 CLST ）
、千葉啓和（基礎生物学研究所）
工樂樹洋（理化学研究所 CLST）

Ortholog という用語ほど、多くの研究のベースでありながらその重要性が顧みられない語はないかもしれ
ない。私自身、そのせいでぎこちない思いをしたことが何度もある。実験研究者との共著論文でこの語をタ
イトルに含めた際、
「そっちの分野の専門用語でしょう？一般誌に投稿するのにそういう jargon は含めたくな
じ遺伝子のことだと習ったんですが…」と聞かされたり…。Ortholog と限定してよさそうな場面なのに、広
い意味の homolog という言葉を使って済ましている論文も頻繁にみうけられる。念のため整理しておくと、
共通祖先から派生した遺伝子（ホモログ homolog、すなわち相同遺伝子）は、種分岐に由来する相同遺伝子
（オーソログ ortholog、すなわち直系遺伝子）と、遺伝子重複に由来する相同遺伝子（パラログ、paralog、す
［1］
なわち側系遺伝子）に分けられる。判定する基準は、機能の類似性ではなく、遺伝子の由来である 。この

ぞれの形容詞である「オーソロガス」と「パラロガス」は用語として索引に含まれている）
。これまでもこんな
感じで分子生物学は進んできたのだから深刻に思う必要はないだろうが、誤解なくスムーズにコミュニケート
できるように、進化学の枠を超えて、分子生物学全体にこれらの用語についての理解を浸透させる地味な努
力が今後も必要だと感じている。

Quest for Orthologs ミーティングに参加したのは今回が初めてであった。この研究会は、本来、分子系統
樹を用いた精査が必要なオーソログの判定を、ゲノムワイドな配列情報をふんだんに利用しつつ、より包括
的かつ体系的に行う方法を標準化することを目指して、2009 年にイギリス Hinxton で行われた第 1 回から 2
年おきに開かれている。今回は主催者のひとりである Toni Gabaldon の研究室が属する Center for Genomic

ミーティング参加記
Quest for Orthologs

ソログ」や「パラログ」という名詞が章のタイトルや索引には含まれていないことに気づいた（ちなみに、それ

4

回

［2］
「オー
記事を書きながら、日本進化学会 10 周年記念事業として編纂された『進化学事典』 を見返していて、

ミーティングレポート 第

いんだけど…」などと言われたり、いっぽうで、大学で講義をしていると、学生から「ortholog とは機能が同
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Regulation（CRG）などで構成されるス
ペイン・バルセロナの Parc de Recerca
）
Biomedica de Barcelona（PRBB（写真

1）を会場として行われた。他に OMA
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デ ータベースを 運 営 する Christophe

Dessimoz（University College London）
、Inparanoid の Erik Sonnhammer
（Stockholm University）
、そして PAN-

THER の Paul Thomas（University of
Southern California）が オ ー ガ ナ イ
ザーとなっていた。この研究会の趣旨

写真 ミーティング会場の PRBB。Barcelona の中心に位置し、すぐ
裏はすでに夏色のビーチ

やこれまでのおもな活動については、
後続の千葉啓和博士による記事の内容を参照していただきたい。ピンとこない方のために、ゲノムワイドな
オーソログ判定の重要性について少し書いておく。たとえば、遺伝子構造や進化速度などについて DNA・タ
ンパク質配列を用いたゲノムワイドな多生物種間比較を行って、具体的な問いに答えたい場合に、信頼して
利用できる種間のオーソログセットがすでに用意されていたら、それをゼロから自分で用意するステップを省
くことができ、その後のより踏み込んだ解析に注力できる。こういった理由で、信頼できる情報源に基づい
て正確に推定されたオーソログセットがあれば…、という期待に応えるための活動なのである。

Quest for Orthologs のコミュニティウェブサイト（http://questfororthologs.org/）には、これまでの研究
会の記録やオーソログデータベースのリストなどが掲載されている。第 4 回となった今回の研究会には、スポ
ンサーとしていくつかの企業が名を連ねる中、Bioinformatics Barcelona という組織が含まれていた。尋ね
」だ
てみると、バルセロナ地区の Bioinformatics にかかわる教育・学術研究・産業をつなげる「umbrella（傘）
という。日本では、バイオインフォマティクスの裾野が狭いこと、そして、それが生物学とあまり有機的に繋
がっていないことが問題のように思われる。生命科学のための情報解析に特化して、人材の流れやニーズ・
シーズのマッチングを可能にするこういった地域に限定した枠組みは非常に建設的に感じられた。
私自身は配列情報を生産する現場にいる傍らで、公開されているオミクスデータとその注釈情報を頻繁に
利用している。自前でゲノムワイドなオーソログ推定を行い公開する立場には今はいないので、今回の研究
）を例にとり、脊椎動物とい

う歴史が比較的浅いグループ（あくまでも生物全体や真核生物全体に対して、という意味）でも、系統間で遺
伝子の重複や欠失が起きうること、そしてそういった現象を経験した遺伝子は、オーソロジーの判定が困難
になり、結果として、実際に Ensembl などのデータベース中のアノテーションがかなりの頻度で不正確にな
るということを、ユーザー目線で紹介した。日常、データベースの情報が信用できない、といった話は、実験
研究者から頻繁に聞かされる。個々の遺伝子を扱う立場としては、
「こんな間違い見たらすぐわかるのに…、

ているということを最近とくに感じる。あらゆる公共リソースについて言えることだが、配列、遺伝子命名、
オーソログ判定について間違いなど見つけたら、ぜひヘルプデスクなどにコンタクトされることをお奨めす
る。
研究会のプログラムには、2 日に渡って、ディスカッションセッションのような時間が 1 時間以上設けら
［4］

れていた。今後のベンチマーク解析のデザインだけでなく、ミーティングレポートの雑誌掲載

のプランニ

ング、そして Wikipedia において「ortholog」の説明文はどうあるべきか、などまでが議論の対象となった。

Wikipedia は、学部生など初学者がまず参照する可能性が非常に高い情報リソースであることは否めない。
冒頭に書いた危惧にも動かされ、日本語の Wikipedia の「オーソログ」のページも整えねば、と思っている次

ミーティング参加記
Quest for Orthologs

える。とはいえ、彼らも個々の遺伝子に注目している研究者からの間違いの指摘やフィードバックを期待し

4

回

なぜ？」といいたくなるが、ゲノムワイドなデータを扱う側は、やはり全体の体裁をケアすることを第一に考

ミーティングレポート 第

［3］

会では、私自身の研究室で扱ってきたごく少数の発生制御遺伝子（Pax10 など
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第である。最後に、次回の Quest for Orthologs 研究会は、2017 年に米国で行われる可能性が高そうである
とお伝えしておく。
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参考文献
［1］ Gabaldón T, Koonin EV, 2013. Nat. Rev. Genet. 14: 360-366.
［2］『進化学事典』2012 年．日本進化学会 編．共立出版
［3］ Feiner N, et al., 2014. Genome Biol. Evol. 19: 1635-51.
［4］ Sonnhammer E, et al., 2014. Bioinformatics 30: 2993-98.

千葉啓和（基礎生物学研究所）

5 月 25 日から 27 日にかけて、スペイン、バルセロナで Quest for Orthologs 4 が開かれました。このミー
ティングは、オーソログを同定する手法の開発者や、データベースの開発者が 2 年に一度集うというもので
す。ミーティングごとに、レポートが論文としてジャーナルに出版されているので、それを見ると過去の流れ
［1］
をつかむことができます。最初の Quest for Orthologs は、6 年前にサンガー研究所で開かれました 。開催

当初の問題意識として、オーソログデータベースが乱立する傾向があり、これがユーザーの利便性を損なっ
ているのではないか、という認識があったようです。こうした状況は、オーソログに限ったことではなかった
と思います。いろいろなデータベースがありすぎて、どれを使えばよいのか分からない、また似たものがあっ
たときどちらが優れているのか分からない―こうした問題に対処するために、データの標準化を進め、相互
運用性を高めようとする機運がこのころからバイオデータベース全般で高まってきていたのでした。オーソロ
グに関しても状況は同じで、オーソログデータの記述方法の標準化が提唱され、そしてオーソログ同定手法
のベンチマーク環境の整備が行われてきました。
このような過去の経緯があって、標準化というのがこのミーティングの一つの課題になっているのですが、
実のところ標準化というプロセスは、実益が得られるまでは、必ずしも楽しい活動とはいえない部分もありま
す。研究者それぞれの哲学にもとづくスタイルがあって、様々なデータベースが構築されています。それらの
スタイルを一つに集約するためには、ときとして、特定の研究者が重視している概念を省かなければいけな
いこともあります。これまで、Erik Sonnhammer らによって、特定の XML 形式（OrthoXML 形式）で記述
しようという方針が、いわばトップダウンに提案されてきましたが、この方式は必ずしも広まっているとはい
えませんでした。我々は、より柔軟な仕組みが必要であると考え、近年台頭してきた新しいデータ表現方法
。こ

のモデルの特徴を一言で表しますと、別々に作成されたデータでも、RDF というフォーマットに収まってい
れば、ボトムアップに統合していくことが可能な設計になっている、ということです。これによって、個別に
作成されたデータの柔軟な統合が可能になると考えています。前回のミーティング以降、オーソログデータを

RDF に変換して利用する方法について、スペインの研究者と共同で議論を進めてきたので、その成果を発表
しました。

特に今回印象に残ったのは、ドメインレベルのオーソログという話題について、いくつか発表があったことで
す。我々の基生研のグループ（内山郁夫博士と私）は、MBGD（Microbial Genome Database for Compara［3］
tive Analysis）
における、ドメインレベルのオーソログ同定の改良法［4］について発表しました。また、今回

の会議では、微生物におけるオーソログ分類のパイオニアである Eugene Koonin（NCBI, NIH）を Plenary

Lecture に迎え、最近の話題についての講演を聞きました。彼らのチームもまた、ドメインレベルのオーソロ
グ同定を発展させるべく努力を続けており、我々と共通の話題について議論を深めることができました。
他には、近年のゲノムデータの急速な蓄積にどう対応するかという課題も度々話に出ました。提案された
解決方法のひとつは、総当たりのホモロジーサーチ結果を皆で共有できないか、というものでした。また、こ

ミーティング参加記
Quest for Orthologs

知ることができるのがこの会のもっとも楽しいところで、私にとっても参加のモチベーションとなっています。

4

回

このように、標準化というのが一つのミッションになっていますが、やはり最新のオーソログ業界の動向を

ミーティングレポート 第

［2］

である RDF（Resource Description Framework）でオーソログデータを表現することを提案しました
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のミーティングでは、ベンチマーク用のデータセットを用意して、オーソログ同定手法の性能比較をする試み
も行われています。それに関連して、いくつかの手法を利用したメタアプローチによって、オーソログ同定の
精度を高めるという試みもありました。発表が一通り終わった後のディスカッションセッションでは、ツール
を皆で共有しようとの考えから、共有リポジトリの立ち上げが提案され、ミーティング後に早速スタートして

July 2015

います。
私は前回のローザンヌでのミーティングから参加しています。参加者 40 人程度の小さな会なのですが、参
加者の興味が近いため、白熱した議論や、活発な情報交換が行われる魅力的な会合です。前回の参加でその
楽しさを知って、2 年後の会を心待ちにしてきました。共通の話題があるにしても、なぜこんなに楽しめるの
かと考えてみましたが、少人数の研究者が 3 日間同じ会場にいて、何度も繰り返し会話をする機会があるため
ではないかと思いました。一度話をしたあと、少し考えてまた次の日に話をすると、内容が少し深まっていま
す。より具体的には、ポスターの時間やコーヒーブレークを多めにとってあり、また、ランチやディナーも一
緒にとれる雰囲気のため、その間に自然と何度も話をする機会が生じるというのがポイントなのかもしれませ
ん。私は、前回のミーティングで、近い内容の研究を発表したスペインの研究者と意気投合し、それ以来協
調して研究を進めることとなりました。今回のミーティングを終えて、またこのコミュニティにアピールでき
る成果を出せるように取り組んでいきたいと、気持ちを新たにしました。
参考文献
［1］ Gabaldón T, Dessimoz C, Huxley-Jones J, Vilella AJ, et al., 2009. Genome Biol. 10: 403.
［2］ Chiba H, Nishide H, Uchiyama I, 2015. PLoS ONE 10: e0122802.
［3］ Uchiyama I, Mihara M, Nishide H, Chiba H, 2015. Nucleic Acids Res. 43
（D1）
: D270-D276.
［4］ Chiba H, Uchiyama I, 2014. BMC Bioinformatics 15: 148.
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荒木仁志（北海道大学大学院・農学研究院）

6 月に日本オオカミ協会が主催するオオカミシンポジウム（札幌）に参加してきた。アメリカの生態学界の
重鎮で IUCN にも影響力の大きい David Mech 博士の講演を聞くためだ。彼はイエローストーン国立公園に
おけるオオカミ再導入の経験を踏まえ、日本にもオオカミの再導入は（少なくとも生態学的には）可能だろう、
との考えを示した。オオカミが本来は人を襲わない、どちらかといえば臆病な生物という彼の意見には賛成
だ。しかし、果たして日本の狭い国土、森と居住地が常に隣接する現在のシステムがオオカミのようなトップ
プレデターの存続を許容するか、という点については大いに疑問が残った。一方で、ニホンオオカミは絶滅
するべくして絶滅したのだ、という考えにも違和感を覚える。そこには、人間が自らのエゴで野生生物から生
きる環境を奪っている、という謙虚さが欠落しているからだ。少なくとも個人的には、今ある自然とどう向き
合っていくかを考える好機となった。
花咲く札幌にて。
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