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日程
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〜 26 日（土）

会場

京都大学吉田キャンパス（京都市左京区東一条から西へ徒歩 3 分）
、
吉田南講義棟・京都大学百周年時計台記念館

大会ホームページ

http://www.kuba.co.jp/sesj2017/

日本進化学会第 19 回大会を、2017 年 8 月 24
日（木）〜 26 日（土）に、京都大学吉田キャン
パスにおいて開催いたします。今回は、会場
が利用できる期間の制約もあり、3 日間のコ
ンパクトな日程にしましたが、大会参加者以
外も参加できる進化夏の学校を初日の夕べに、
市民公開講座を最終日の午後（総会の前）に開
催し、短期間で十分に楽しんでいただけるよ
う企画しております。
今回の大会テーマは、
「なぜ多くの生物種が
存在するのか？：種多様性をうみだす進化・
生態過程をさぐる」です。プレナリー講演で
は、種多様性の象徴的存在である甲虫類の多
様化過程について、Alfried Vogler 氏（ Imperial

College/Natural History Museum ）と Laura
Lavine 氏（ Washington State University ）に 講
演していただきます。分子系統学・マクロ生
態学と進化発生生物学という異なる視点から、
甲虫多様化の謎に迫ります。
進化夏の学校では、
「加速化する分類学と系
統学」と題し、大量シーケンスデータをもとに
した系統分類、生物多様性研究の展開について、4 人の講師に解説していただきます。
市民公開講座では、
「進化の不思議にふれる：シロアリ家族のひみつ、けったいな植物の生き様」と題
大発見をされてきた松浦健二氏と、寄生植物の研究で大活躍中の末次健司氏です。
に 12 のシンポジウム題目が決定しております。現在、一般講演（口頭、ポスター）の申し込みを受け付け
中ですが、会員の皆様からは、進化学の限りない多様性を反映して、さまざまな驚きに満ちた話題を提供
していただけるものと期待しております。
それでは、夏の京都へお越しやす！
曽田貞滋（京都大学）

（編集担当：大島一正）

回日本進化学会大会︵京都大会︶のご案内
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今大会では、従来のシンポジウムとワークショップを、公募型のシンポジウムに一本化しました。すで

大会実行委員長

第

して、多様な生物種が持つ、不思議な生活様式の進化を紹介します。講師はシロアリの研究でいくつもの
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大田竜也（総合研究大学院大学・先導科学研究科）
以前、日本進化学会ニュース Vol.17 No.2
のリレーエッセイ「蓼食う虫も好き好き

そ

の 1 」でフツウソバの異型花型自家不和合性
について紹介させて頂いた。今回はその続き。
海外での異型花型自家不和合性の研究の動向
とフツウソバ以外のタデ科植物について、こ
こで紹介したい。
まず異型花型自家不和合性について。異型
花型自家不和合性が 15 目 28 科の被子植物で
観察されていることは以前述べた。いずれの
系統でもその分子基盤は解明されていなかっ
たが、最近のゲノム解析・トランスクリプ

図1
左から、安井康夫助教（京都大学）
、Philip Gilmartin
教授（イースト・アングリア大学）
、著者、吉田康子助教
（神戸大学）

トーム解析で新たな展開が見られている。サ
クラソウ属やターネラ属等での研究が進み、特に多くの進化学者が研究してきたサクラソウ属でここ 1 年
の間に重要な発表が続いた。サクラソウ属でも異型花型自家不和合性を司る S 遺伝子座には主に二つの
ハプロタイプが存在する。そして、短柱花の個体が S/s のヘテロ接合体、長柱花の個体が s/s のホモ接合
体とされてきた。このサクラソウ属の異型花型自家不和合性について、Huu ら（ 2016 ）は CYP734A50 遺
伝子が短柱花の個体に特異的に存在し花柱の長さの制御に関与していることを示した。L i ら（ 2016 ）は S
ハプロタイプにのみ CYP734A50（ CYP T ）
、CCM T、GLO T、PUM T、KFB T 遺伝子が存在することを示し
た。Burrows と McCubbin（ 2017 ）もこれらの結果を支持している。特にイースト・アングリア大学の

Gilmartin 教授（図 1 ）のグループによる Li らの研究は Primula vulgaris での異型花型自家不和合性の遺
伝子座の全容をゲノム解析により解明している。詳細は論文を参照して欲しいが、概要は次の通りであ
る。S ハプロタイプには s ハプロタイプにない 278 kb の領域が挿入されている。ここにシロイヌナズナの
、花の形態形成における ABC モデル
ブラシノステロイドの分解酵素と相同性をもつ CYP734A50（ CYP T ）
の B クラスの因子である GLOBOSA と相同性を示す GLO T、Pumilio 様 RNA 結合タンパク質と相同性を
示す KFB T、そして Conserved Cysteine Motif をもつ CCMT が存在する。これらの遺伝子を含む領域は S
ハプロタイプのみに存在するため、S ハプロタイプと s ハプロタイプで遺伝的な組換えを起こすことがな
い。そのため、これらの 5 つの遺伝子座があたかも一つの遺伝子座のように遺伝的には振る舞う。短柱花
たホモスタイルの Primula vulgaris（雄蕊や雌蕊の頂端が同じ高さにある突然変異体）は複数の優性遺伝
子を持つ S ハプロタイプとそれらの劣性遺伝子をもつ s ハプロタイプの間で生じた遺伝的組換えに由来す
るものであるとする、長年信じられてきた説を否定している。ソバ属の場合でも S ハプロタイプにのみ

S-ELF3 という遺伝子が存在し、短柱花が S 遺伝子座においてヘミ接合体であることが示されており、こ
の点では同じである。今後は、これまでの研究で発見された遺伝子の機能が解明されることが期待されて
いる。
次はフツウソバ以外のタデ科の植物について。日本でも様々なタデ科植物がみられ、その一部は我々の
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型は S 遺伝子座においてヘテロ接合体というよりはヘミ接合体である。この結果は、これまで知られてい

リレーエッセイ︿

示す PUM T、サイトカイニン活性を制御する Kiss-Me-Deadly Kelch repeat F Box タンパク質と相同性を
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生活に入り込んでいる。例えば、これからの季節アユの塩焼きを食する機会もあるだろう。そこに添えら
れるタデ酢にはヤナギタデが用いられている。
「蓼食う虫も好き好き」の蓼で、ポリゴディアール（タデオ
ナール）という辛み成分を含んでいる。染色に用いられている藍玉は藍（タデアイ）を発酵・熟成したも
のである。タデアイの栽培を見た人は少ないかもしれない。私は母親が大阪船場の藍問屋に生まれたこ
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とから、子供の頃から藍について聞かされていた。阿波でタデアイを栽培していたことも聞いていたの
で、愛媛での学会の帰りに一度徳島の栽培現場を訪れたことがある。普通の植物のようだが、その植物か
ら独特の藍色を生み出す染料が得られるのは驚きである。その他のタデ科植物としては、スイバ、イタド
リ、ルバーブも食に彩を添える。スイバもイタドリも共にスカンポとして呼ばれることがあるが、全く異
なる植物である。稀だがイタドリの総菜やルバーブのジャムが販売されているので、食されたことがある
人もいるかもしれない。私が所属する総合研究大学院大学でもいろいろなタデ科植物が見られる。スイバ、
イタドリの他に、ハナタデ（ヤブタデ）
、ミズヒキ、ヒメスイバ、ヒメツルソバ、エゾノギシギシ、アレ
チノギシギシ、ギシギシなどである。ヤブタデとミズヒキはミゾソバ（ウシノヒタイ）
、ママコノシリヌ
グイ、イヌタデ（アカマンマ）
、ハルタデ等と共に緑豊かな三浦半島の至るところで見られる。ソバもタ
デアイは外来の栽培植物であるが、ヒメスイバはユーラシア原産、ヒメツルソバはヒマラヤ原産、エゾノ
ギシギシとアレチノギシギシはヨーロッパ原産とこれらも外来で日本の至る所で雑草化している。ヒメス
イバは大学の一つの棟が新設されたときに持ち込まれた土に含まれていた。雌株のみで当初は日当たりも
良く繁殖していたが、ここ数年は他の植物の陰で姿を消しつつある。
（この雌株と他から採集した雄株を
研究用材料として維持している。雄株は散歩中に陸上自衛隊武山駐屯地との境界柵外の歩道脇に見つけた。
守衛の方に一声かけて採集することができたが少々緊張した。しかしそのおかげで、ヒメスイバの雄株と
雌株がそろいトランスクリプトーム解析を開始することが出来ている。
）ガーデン植物として知られるヒ
メツルソバが大学に持ち込まれた経緯は分からないが、コンクリートの隙間から顔を出す、その繁殖力に
は驚かされる。繁殖力という点ではイタドリもすごい。地上部は毎年冬になると枯れるもののイタドリは
多年草であり、その駆除は実に難しい。欧米に持ち込まれたイタドリは猛威を振るい、国際自然保護連合
が発表した 100 of the World's Worst Invasive Alien Species のリストに名を連ねている。このイタドリに
ついては気になる点がある。イタドリは雌雄異株であるものの、その雄花にめしべ、雌花におしべのよう
。このイタドリの花の形態を最初に見たときは驚いた。雌花のおしべには花粉はみ
な構造がある（図 2 ）
られないが、あたかもフツウソバの短柱花や長柱花の異型花のようである。雌雄異株という点では、スイ
バやヒメスイバも面白い。それは、雌雄異株であるとともに性染色体による性決定が行われるからである。
被子植物では稀な性染色体が被子植物から初めて観察されたものの一つがスイバであり、歴史的にみても
意義深い。しかし、木原と小野が 1923 年に発見して以来その分子基盤は分かっていない。一方で、その

リレーエッセイ︿
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図 2 （左）イタドリ雌花 （右）イタドリ雄花
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倍数体や染色体の観察からスイバとヒメスイバ
で遺伝的な性決定の機構が異なっていることが
分かっている。スイバの性は X 染色体と常染色
体の比によって決定するのに対し、ヒメスイバ

July 2017

では Y 染色体の存在の有無が性を決定するので
ある。同じスイバ属（ギシギシ属）に、遺伝的
に異なる性決定機構が存在するのは稀有であ
る。大正時代から研究が進められ非常に面白い
現象が示されているにも関わらず、これまでさ
ほど研究の対象となってこなかったことに驚き
を覚えるくらいだ。
（昔の文献を読むと稀にこ
のようなことに遭遇する。ドイツ語で記載され

図3

サクラタデ長柱花

た博士論文などに重要な過去の実験結果が記さ
れている点には少々困ることもあるものの、このような長年放置されていた問題も現在の技術をもって解
決できるようになっている。
）ところで、スイバとヒメスイバの系統は、両全性又は雑性の植物から分枝
し 1500 〜 1600 万年前に雌雄異株となり、1200 〜 1300 万年前にスイバとヒメスイバの系統にそれぞれ分
。この間に、性染色体による性決定の機構が生まれ、
枝したことが示されている（ Navajas-Pérez ら 2005 ）
二つの異なる性決定機構に分化したのである。進化的にさほど長い時間ではないことから、スイバ属の植
物においては花の形態形成に関わる分子機構は基本同じと予想される。そのことから、これらのスイバ属
で発現する遺伝子やそのゲノムを種内および種間比較することで異なる性決定機構が進化した過程の一部
を垣間見ることができるのではないかと思う。あまり注目されないタデ科植物であるが、よく調べてみる
と非常に不思議な生命学的な現象が存在する。
ソバの異型花型自家不和合性の研究と関連して、同じタデ科で異型花をもつサクラタデやシロバナサク
ラタデも大学の敷地にある池近くの水場に植えている。新潟のジュンサイ公園に短柱花を咲かせる個体と
長柱花を咲かせるシロバナサクラタデが共に存在することを石川ら（ 2011 ）の記載によって知るところと
なり、公園を管理する新潟市区役所に連絡し採集した。最初は育成に失敗したが、昨年採集したものは問
題なく育っている。サクラタデもシロバナサクラタデも育てるのにさほど手間がかかるものではないが、
輸送中も含め水を切らさないことだけが注意する点である。短柱花と長柱花から RNA を抽出しトランス
クリプトーム解析を行いソバのトランスクリプトーム解析の結果と比較することを計画しており、今は秋
に花が咲くのを心待ちにしている。サクラタデは京都の山野草を販売する店からもらった。タデ科植物と
しては比較的大きな花を咲かせるので鑑賞するのにはよいが、今維持しているのは長柱花を咲かせる個体
に箱根湿生花園に端短柱を咲かせるサクラタデを見たことがあるものの、採集するに至っていない。
）
最後に私事であるが、今年になって研究をあきらめなければならないと思う時期があった。近視、乱
視、老眼と視力に数々の問題を抱えてきたが、この 3 月に今までにない眼の異常を感じた。閑輝性暗点と
けていることが分かった。脳梗塞の可能性があるというので紹介状をもって脳外科を訪ねると、検査の結
果、後頭葉の視覚を司る部位に脳内出血があるとのことだった。手術をすることになったが、この時は論
文や本を読むこともままならず研究をやめることも覚悟した。その後手術を受け数週間のリハビリを経て、
幸いにも現在は職場に復帰できている。少々の問題は残っているものの視力も回復しつつあり論文や本を
読むことも可能となった。PC でこの原稿を執筆できるようにもなっている。多くの人に迷惑をかけたが
研究を続けることができそうである。この状態に戻れたこと、多くの人に様々な点で支援して頂いたこと
に感謝している。このようなこともあったので、自戒の念も込めて、若い方々に次のメッセージを残して、
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いう症状がでた後、スクリーン上の文字の一部がよく見えないのである。眼科を訪ねると視野の一部が欠

リレーエッセイ︿

（数年前
（図 3 ）だけである。短柱花を咲かせる個体の採集を待って同様の解析を行いたいと考えている。
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エッセイを終わりたい。
「何が起こるかわからない。今日できることは今日行う。問題が起きても時間がたてば解消することも
ある。あきらめずに続ける。いずれ道は開ける。
」

July 2017
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進化学者に聞く！
学生からの 10 の質問

高橋伸一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科）
「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
の先輩方に、あれこれ聞いてみることにしました。今回は内分泌学者、東京大学大学院の高橋伸一郎さん
です。

Q1.
A1.

進化学者になったきっかけを教えてください。
残念ながら、私は「進化学者」ではなく「内分泌学者」という部類に入ると思います。私達が研究し
様ペプチド」と総称されています。このペプチドホルモンは、線虫からヒトまで良く保存されてお
り、このホルモンが、進化の過程でどのように性質や機能を変えてきたのかに興味を持っています。

Q2.
A2.

進化学者になってよかった、と思った瞬間はいつですか？
「内分泌学者」になってよかった…と読み変えさせていただきますと、動物が生きているのは本当
に「奇跡」だと感じられる現象に出会った瞬間でしょうか。

進化学者に聞く！ 学生からの

「インスリン
ているホルモンは、インスリンやこれに構造が似たインスリン様成長因子（ IGF ）で、

Q3.
A3.

小さい頃の夢を教えてください。
その当時の皆さんの例に漏れず、
「スポーツのプロ選手」だったと思います。
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Q4.
A4.

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？

大学院重点化という大学改革があった時代に、以前助教授をしていた研究室から独立することにな
りました。その際、当時の教授に、今までの研究は、彼の研究室に属するものなので、今後、この
研究室の研究や室員には関わらないでほしいと言われました。他の研究領域で新たに研究を始めら

July 2017

れるのか、これまでの研究仲間との関係が断たれるのかなど、夜も眠れないほど悩みました。良
い研究にはチームワークが重要と信じていたので、今後、自分は研究者としてやっていけるのか
と、自信を失いかけました。実際には、回りの研究仲間が親身に力を貸してくれて、
「零」から研
究チームを立ち上げることができました。今も続いているそんな人間関係と、生命現象のほとんど
の仕組みが解明されていない、他の研究者のやらないことをやろうと思うことで、この危機（？）
を克服しました。

Q5.
A5.

進化学者になるのに必要な資質・スキルって何でしょう？
これも科学者全般に広げて答えさせてください。酒井邦嘉博士が「科学者という仕事」という著書
の中で、科学者には「運」
「鈍」
「根」
「勘」が必要だと言っています。特に、私は、
「鈍」
（鈍感であれ
ということだと思うのですが）を気に入っています。更に、学生さんに、もう一文字加えて、自分
の研究者としての目標にしたらどうかとアドバイスしています。私の場合は、
「感」や「真」
、ドキ
ドキ感を失わないこと、自分に語りかけてくれている「自然」の声に真摯に耳を貸すことなどを大
事にしています。

Q6.
A6.

学部生・院生当時の一番の思い出は？
当時は、朝から晩まで一日のほとんどを、研究仲間と過ごしていました。同じ釜の飯を食べ、くだ
らない話の間に、自分たちの研究の意義は何か、自分たちの将来をどうしたいのか…など、真面目
なことも話しました。そんな日常の中で、これまで積み上げてきた自分の研究結果をもとに構築し
た仮説では全く予想できない実験結果が得られたことがありました。その後しばらく新しい仮説を
必死に考え、これを検証するための実験に成功しました。この際、誰も知らないことを知ったこと
に感動し、
「こういうことに人生をかけたい」と思いました。特に、指導教官たちの意見にしたが
わずに進めた実験だったので、達成感は格別（？）でした。この成果が一流の国際科学雑誌に掲載
された時のことは、未だに良く覚えています。

Q7.
A7.

現在の研究内容について教えてください。
先にもちょっとご紹介しましたが、インスリン様活性とはインスリンや IGF により誘導される生
理活性の総称で、動物の一生の多くの生命現象に関与しています。インスリン様活性は、いろいろ
なホルモンなどの細胞外因子や生理状態によって調節されて、その結果、正常な発生、発達・成長、
いることが明らかとなって、この制御法の開発は、高齢化社会で克服すべき疾病、例えば、がん、
糖尿病、動脈硬化、神経変性疾患、骨粗鬆症などの予防や治療の新しい戦略となる可能性が出てき
ました。私達は、インスリン様活性の調節機構を、細胞内のシグナル伝達の観点から調べている過
程で、このホルモンの細胞内シグナル伝達に重要な役割を果たしているタンパク質、インスリン受
容体基質（ IRS ）が、他のタンパク質や RNA と相互作用して、細胞内で巨大なシグナル分子複合体
を形成していることを発見し、この複合体が変化することにより、多くのインスリン様活性が調節
謝の制御が可能となることも明らかになりつつあります。ご興味のある方は、化学と生物 51: 389「解説：インスリン様活性と高齢化社会で克服すべき疾病」をご覧ください。
399（ 2013 ）
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されることがわかってきました。また、これをうまく利用することで、動物の成長の調節、物質代

進化学者に聞く！ 学生からの

成熟、代謝制御が可能となっています。最近になり、インスリン様活性は老化の調節にも関連して

6

日本進化学会ニュース

Q8.
A8.

今後の研究展開や抱負を聞かせてください。
お話した IRS を含む複合体に異常が起こると、いろいろな疾病に陥ることがわかってきましたので、
私達は、この複合体の機能を制御する手法が、この異常が原因となっている多くの疾病の予防法や
治療法に有効と考えています。また、動物の物質代謝をこの方法で制御することによって、資源動

July 2017

物（いわゆる家畜）の肉質を変化させることもできることが明らかとなり、今後、この手法の畜産
分野への利用展開も楽しみです。これまでの生命科学の手法は、生命現象からその原因分子を探る
という流れが主流でしたが、私達は、原因分子が関わる物理化学反応から生命現象を解明するとい
う「逆生理学」を目指しています。今まで、生物系の研究者が苦手としてきた数学、物理、化学な
どの手法も使って生物機能を解明していきたいと思っています。

Q9.
A9.

10 年後、進化学はどこまで進んでいると思いますか？
次世代シーケンサーなど、今の技術を用いて結果を積み上げ、10 年後にはこういうことがわかる
ようになっているのでは…ということは予想できそうですが、思いもよらない技術的な進歩があっ
て、それよりもずっと進んでいることを期待したいです。私は、特に、物理や化学の素反応が進化
に果たす役割が分子レベルで明らかになるのではないかと楽しみにしています。それを実現するの
は、これを読んでくれている学生の皆さんですよね。応援しています！

Q10.
A10

未来の進化学者に一言。
私自身は、自分たちの祖先（長い目で見たときのルーツ）から、どのように生命のリレーが行われ
きたかという観点から、進化に興味を持っています。ぜひ、
「生命の流れ」というロマンに身を任
せて、科学を満喫して欲しいと思います。
研究者紹介
名前：高橋

伸一郎
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第 28 回

海外研究室だより

北欧にて大進化を学ぶ

July 2017

坪井助仁（オスロ大学・生態進化統合センター）
はじめに
私は 2011 年に Ph.D. 取得を目指してスウェーデンのウプサラ大学で留学を始めて以来現在に至るまで 6
年間、北欧を拠点として研究してきました。2015 年に学位取得後、日本学術振興会特別研究員 PD として

1 年間、総合研究大学院大学・沓掛展之研究室をホストにオスロ大学・生態進化統合センター（ Centre for
Ecological and Evolutionary Synthesis、CEES ）でポスドクをした後、現在はマリア・スクウォドフスカ
＝キュリーアクション個人ポスドクフェローとして、同研究所（ CEES ）で研究を続けています。本稿に
は、長期間日本を離れてはじめてわかる海外研究の良さも悪さも経験した上での本心をぶつけたつもりで
す。これから海外留学を考える研究者のみなさんへの参考・励みになれば幸いです。

留学に至った背景
私は動植物の図鑑や写真集を見るのが好きです。生物の多様な姿形や自然史について知ることができる
こういった書物は、どれだけ眺めても飽きない喜びの源泉です。大学ではもちろん生物学系の分野を選
びました。しかし分子生物学的手法が飛躍的に発展した 2000 年代、生物学系学部で花形の研究は、こう
いった新たな手法を使ったテーマにありました。私の憧れた伝統的な博物学・生態学・行動学に通ずる諸
分野には時代遅れ感が漂っており、大学でそのような研究テーマを選べる研究室も数えるほどしかありま
せんでした。関連学会にも足繁く通いましたが、古典的行動生態学的研究は散見される程度で、関連分野
に興味を持つ研究者も国中に散在しており、分野で最先端の知識や技術を集中的に学べる場所は国内に無
かったのです。
そんな時、学部での輪読会を通じて知ったのがスウェーデンのウプサラ大学の Jacob Höglund 教授、同
国ストックホルム大学の Birgitta Tullberg 教授、Christer Wiklund 教授らが 1990 年前後に行った一連の
系統種間比較研究でした。これらの研究は統計学的厳密さやテクノロジー上の革新性こそありませんで
したが、ナチュラルヒストリーに根ざした問いに絶妙な角度から迫るリアリティが印象的な仕事で、私
は「これだ！」と思いました。当時タイミングよくウプサラ大学への交換留学の募集があり、これに応募
して採用されたのが 2009 年、私が修士課程の 1 年目を終える頃のことでした。ウプサラ大学は系統学の
父 Carl von Linné を輩出した大学です。同大学の動物生態学教室は、やはり伝統的な生物学の系譜を汲ん

がありました。私が留学前に Höglund 教授・Tullberg 教授・Wiklund 教授の研究から感じた魅力はこう
いった「知の深み」にあったのでしょう。ウプサラ大学での半期留学中に系統種間比較について学ぶと共
にその後の進路を具体化する目論見は当たり、交換留学から帰国した 1 年後に、日本学生支援帰国の給付
型奨学金に採用され、改めて博士課程の学生としてウプサラ大学へ戻ったのが現在に至る長い北欧生活の
始まりでした。

北欧のアカデミア
北欧のアカデミアを象徴する出来事は、2009 年に私が初めてウプサラ大学へ着いた時に起きました。
私が留学先のホストである Jacob Höglund 教授と出会った朝のことです。私は当然のように「こんにちは

Höglund 教授、はじめまして」と言いましたが、これに対して Höglund 教授は「教授だなんてやめてくれ、
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最新の技術や知見を取り入れた同教室の研究には、ウプサラの誇る長いアカデミアの歴史に根ざした巧さ
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だ古典的分野の真髄を学ぶには申し分の無い場所でした。更にそういった古い知識の深みを踏襲しつつも
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Jacob でいいよ」と言いながら握手を求めてきたのです。Höglund 教授は北欧で最も格式高いウプサラ大
学の伝統ある動物行動学教室のプロフェッサーで、身長 2 メートルを超す北欧の巨漢です。その人物から
出たこの台詞は衝撃的で、若い無名の日本人学生を温かく歓迎する北欧文化の懐深さを強く私に印象付け
たのでした。

July 2017

北欧の研究機関の良さは、立場の異なる研究者間の通気性が大変良いところにあります。6 年間という
長期間その場に身を置いてはじめて理解できたことは、これが「文化」として北欧の人々が生来持ってい
る気質では無いということです。こういった通気性の良さは政治的に強い立場にあるグループ、教授やシ
ニアの研究者が率先して若年研究者と学生の発言や活躍を促す努力を絶え間無く行っていることによって
成立していました。私に北欧の気風を印象付けた Höglund 教授との会話はその一例に過ぎず、その後今
日に至るまで様々な場面で私は年長の研究者達から励まされ、褒められ、そして誤りかもしれない意見を
述べる勇気を拍手で歓迎されてきました。この研究土壌は北欧の研究を常にフレッシュで高いレベルに維
持するために循環する「血」のようなものです。この血の流れる限り、北欧からはこれからも世界をリー
ドする研究が生まれて来るでしょう。このことを表面的な知識としてではなく生きた経験として学ぶこと
ができたのは、私が北欧で研究をしてきた 6 年間を振り返って最も幸せだったと感じる点です。私が学位
取得後も北欧を研究拠点に選んだ理由の一つは、私がこの古き・良き・強き北欧アカデミアの伝統に強く
共鳴する点にあります。

ウプサラ大学からオスロ大学 Thomas Hansen 研究室へ
博士課程で系統種間比較法の修行を積んだ私は一連の解析技術のポテンシャルに強い期待を抱く一方、
学問的ブレイクスルーを生み出すには何か根本的に新しいアイデアが必要だという認識も持つようになり
ました。そんな時、スペインのセビリアで開催された系統種間比較法をテーマとした学会でオスロ大学の

Thomas Hansen 教授と出会いました。Hansen 教授は進化生物学者の中でも世界有数の理論派で、オル
ンシュタイン＝ウーレンベック過程で大進化の文脈における安定化選択と適応を数学的に表現できること
。Hansen 教授は学会で私が発表した多変量を扱う種間比
を定式化した研究で有名です（ Hansen, 1997 ）
較法を用いた研究（ Tsuboi et al., 2015 ）に興味を持ってくれ、私が卒業後の進路について悩んでいること
を相談すると、オスロへ来て一緒に申請書を書いてみようと提案してくれたのでした。それをきっかけに
始まった研究計画が実を結び、2016 年 2 月からオスロ大学生態進化統合センター（ CEES ）の Hansen 研究
室へ異動しました。

CEES はノルウェーリサーチカウンシルの卓越研究所（ Centre of Excellence ）事業に採択される国内
有数の研究所です。CEES の良いところは研究のレベルが総じて高いだけでなく、内容が多様である点で
す。今世界中で大流行りの種分化ゲノミクスはもちろん、分子系統学や伝統的な行動学・個体群生態学の

います。

Hansen 教授の研究スタイルは、
「徹底的な完璧主義」です。彼のこだわりから私が学んだことは既に数
知れませんが、最も重要だったことは測定誤差・データ変換・単位への真剣な配慮です。大規模なデータ
を最新の統計手法で解析する最先端の研究技術はそれ自体が複雑で、こういった科学の基本の「き」につ
いて改めて語られることは稀です。技術革新の目覚ましい今、最新技術を効率良く習得することは生物学
者の主要な生き残り手段の一つです。そのため、測定のベーシックを熟考することは一見遠回りのように
思えます。ところが、誤差・変換・単位は大規模なデータを使った解析で特に重要であることがわかって
。細部へのこだわりには時間を要するため、シビアな
きました（ Hereford et al., 2004; Morrissey, 2016 ）
出版プレッシャーのある若手にとって Hansen 教授の要求を達しつつ生産性を保つのは大変な努力が必要
ですが、ここまで真剣にサイエンスの難しさと向き合える機会は他に無いと思い日々邁進しています。更
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Hansen 教授率いるグループでは、理論とメタ解析的アプローチを用いて表現型のマクロ進化を研究して
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専門家も在籍しているため、多様な分野の最先端をつまみ食いするには最高の研究所です。私が所属する
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士が在籍しており、大進化を理論と実践・現生種と化石種という大きく異なる視点から学ぶことができま
す。現在、私はそんな同僚たちの力を借りながら大進化と小進化の狭間に挑戦しています。
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大進化と小進化の狭間への挑戦
進化生物学に残る主要な学問的挑戦の一つは多様な生物種間で見られる形質進化（大進化）パターンを、
集団内で観測される進化（小進化）プロセスに基づいて理解することです。特に興味深いのは「停滞のパ
」と呼ばれる現象です。これは、小進化の研
ラドックス（ the paradox of stasis; Hansen & Houle, 2004 ）
究結果は強い方向性選択とそれに応答する十分な遺伝分散が自然界で普遍的に存在することを示唆してい
るにも関わらず、化石記録と現生種を比較するような大進化的時間スケールでは形質が何万年もの間進化
的に変わらない「停滞」が支配的なパターンであるという矛盾です。停滞のパラドックスは小進化と大進
化には異なるレベルの選択圧が働いているとするのが一般的なネオダーウィニズム的解釈ですが、大進化
レベルにおける選択圧の実体や異なる時間軸間で起きる進化の繋がりについてはまだあまりわかっていま
せん。私は現在、形質群間の分散共分散構造の進化動態に着目して分断された大進化と小進化の狭間に
挑戦しています。基本的なアイデアは、生物は遺伝・発達・機能的に統合された形質群でできているため、
ある形質に選択圧がかかったとしても、その形質と相関する別の形質に安定化選択がかかっている場合、
予測される適応進化が起きるとは限らない、というものです。多変量遺伝的制約仮説（ the multivariate

genetic constraints hypothesis; Walsh & Blows, 2009 ）と呼ばれるこの仮説からは、形質単体の特性であ
る平均値や分散成分と比較して、形質群の特性である共分散成分は進化的に安定であることが予測されま
す。私はタンガニイカ湖に住むシクリッド科魚類の脳サイズと体サイズを対象にこの予測を検証しました
。その結果、脳サイズと体サイズはどちらもシクリッドの適応放散と共に多様化し
（ Tsuboi et al., 2016 ）
てきたのに対し、脳サイズと体サイズの相関係数（アロメトリー係数）はほとんど不変であることが明ら
。地質学と分子生物学の知見によると、タンガニイカ湖のシクリッド科魚類は約
かになりました（図 1 ）
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図1
タンガニイカシクリッドの脳サイズ（ log10（ mg ）
）と体サイズ（ log10（ g ）
）の関係。破
、実線は各種の個体データの回帰直
線は種の平均データの回帰直線（ evolutionary allometry ）
、プロット（・）は種の平均値をそれぞれ示す。データは全て成熟個体。
線（ static allometry ）
Evolutionary allometry の回帰係数（ 0.50 ± 0.03 ）と static allometry の回帰係数の平均値（ 0.47 ±
0.02 ）が類似していること、static allometry の種間変異が極めて小さいことはこの形質（アロメ
。
トリー係数）が進化的に極めて安定であることを示唆している（ Tsuboi et al. 2016 ）
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に、同グループには大進化研究をリードする若手古生物学者 Lee Hsiang Liow 博士と Kjetil Lysne Voje 博
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500 万年〜 1200 万年かけて進化してきたと推定
されていますが、小進化的観点からすると膨大な
これだけの時間を経てもアロメトリー係数はほと
んど進化していません。これは、一見万能に見え
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る適応進化に対して、極めて安定な形質が存在す
ることを示しています。このアロメトリー係数の
ように進化的に安定な形質は、どの程度普遍的な
のでしょうか？

また、進化的安定性のばらつき

に、形質間や分類群間で一定のパターンは存在す
るのでしょうか？

こういった問いに答えるには、

写真 1

ウプサラ大聖堂

複雑な分散共分散構造を持つ多変量の進化動態を
理解する必要があります。それには理論・実証両面で未解決の難題がまだたくさんありますが、ここ数年
で爆発的に発達した系統種間比較法・幾何学的形態測定法と、長い歴史を持つ量的遺伝学の解析法を融合
した学際的アプローチによって解決の糸口を探れるかもしれないと私は考えています。

北欧での生活
私が博士課程の 4 年と少々を過ごしたウプサラは、スウェーデンの首都ストックホルムの約 70 キロ北
に位置する大学街です。街の中心を流れるフィーリス川と北欧最大のウプサラ大聖堂（写真 1 ）が美しい
小さな街で、住民の多くがウプサラ大学の学生であることから、街内は若い活気であふれています。ここ
では、そんなウプサラでの生活を語る上で欠かせない、フィーカの文化と学生ネイションを紹介しましょ
う。
フィーカとは、軽食や茶菓子と共にコーヒーを飲むスウェーデンの生活習慣です。ただの休憩かと思い
きや、教授陣込み全員強制参加の重要な行事で、学部全体への連絡事項を伝えたり、新たなメンバーを紹
介したりする大変重要な役割を持っています。私の所属していた進化生物学研究センター動物生態学教
室では、毎週月曜日の朝 10 時からメンバーの一人が持ち回りでケーキや菓子を振る舞うのが習慣でした。
足取りの重くなりがちな月曜の朝ですが、毎週ケーキ欲しさに必ず参加していました。フィーカ文化を熟
知したスウェーデン人女性は見事なケーキを作ってくるもので、そんな日はケーキ作りの話題に花が咲く
のですが、私のような不器用な一人暮らし男がパン屋で買ってきたケーキを食べる日も、週末の出来事を
思い思いに話したりしながら 1 週間を始めていました。
学生ネーションとはウプサラ大学の学生組合です。スウェーデン各地の地方名を冠した 13 のネーショ
ンの一つを選んで会員となれば、どのネーションの行事にも参加することができます。ネーションの主な

プサラでの学生生活の中心にあります。面白いのは、時には街を挙げての大イベントにもなるネーション
の活動が完全に学生の自治に任されている点です。北欧アカデミアの根幹にあるボトムアップ精神が実践
されているのは学問に限ったことではないのです。ウプサラでの生活に刺激を与えるのは、いつでも若い
アイデアと挑戦です。そういった観点からは、ウプサラは若い世代にとっては活躍の可能性に満ちた素晴
らしい場所ですが、精神的に落ち着いた世代には少々若すぎるかもしれません。

1 年半前に移り住んだオスロは、隣国ノルウェーの首都であり、洗練された近代的雰囲気がウプサラと
は対象的な都市です。ウプサラも治安が良く住みよい街でしたが、オスロはさらに生活水準の高い都市で
す。しかしその引き換えに生活費は高く、一般的なポスドクの所得では普通のアパートで贅沢せずに暮ら
していても、生活費だけでほとんどの給料が飛んでいきます。しかしそのお陰で、料理を作ったり街を散
歩したり、ゆっくりした時間の流れを感じる機会が増えたのは、厳しい競争に晒されている研究者の私に
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ゲームナイト、ライブその他、学生が楽しめる様々なイベントを年中開催している学生ネーションは、ウ

第

活動は、学生の社交場の提供です。パブ、クラブ、正装で出席するガスクと呼ばれるディナーパーティ、
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は良いことなのかもしれません。日本のよう
に常にごまんと選択肢のある贅沢も素晴らし
いのですが、ノルウェーの不自由さと共にあ
る心の静寂もまた悪いものではありません。
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北欧諸国のメリットの一つとして、1 年以
上滞在するビザを取得すると基本的な医療を
受ける権利が付随してくる点が挙げられます。
これは仕事のために渡航する研究者に限らず
同伴する家族にも適用されます（ 2017 年 6 月
現在）
。また、北欧諸国は国民の英語熟達度
が総じて高く、大学内はもちろんですがマー

写真 2

オスロ王宮（と私と愛犬）

ケットの店員、駅の係員やバス運転手に至る
まで英語が通じないことはまずありません。英語の習得も大変な日本人にとって、各国の言語をさらに習
熟するのは並大抵の努力では達成できませんから、英語で何不自由なく過ごすことのできる北欧諸国は語
学の面でも住みよい地域と言えるでしょう。逆に北欧共通のデメリットは長く厳しい冬の存在です。北欧
内では比較的緯度の低いウプサラやオスロですら 12 月の間は日の出が 9 時、日の入りが 15 時くらいで基
本的に日照時間が少ない上、天気も悪いことが多いので何週間も太陽を見ないことが普通です。より高緯
度の町ではこれよりもさらに暗いのですから、考えただけで鬱々とします。北欧諸国に短期滞在をお考え
の場合は、是非春から夏にかけて滞在されることをお勧めします。

これから留学を考える研究者のみなさんへ
国内外の研究機関で国境を超えた研究者の流動を奨励する制度が揃ったことにより、研究者の海外留学
は加速度的に身近な存在となってきました。このトレンドはこれからも続くと思いますから、研究者が
望めば外国で研究をすること自体は簡単にできる時代がいずれ来るでしょう。しかしそれは同時に外国
で研究することそのものの価値が薄れ、留学内容が問われることを意味しています。しかし、文化も言
語も同僚も異なる新しい職場環境でスムーズな研究活動を始めるには時間がかかります。そのため、一
般的な留学制度で与えられる 2 年〜 3 年の期間で実りを産む留学を計画するのは簡単なことではありませ
ん。留学が短期的実績に結びつかないリスクを取ってでも敢えて留学すべきか、これはケースバイケー
スで一つの答えはありません。しかし外国での経験が人生に必ずもたらすものが 3 つあります。それは機
・多様性（ diversity ）
・予測不可能性（ unpredictability ）です。機会とは、例えば国外機
会（ opportunity ）
関の出資するグラントについて知れることや新しいメーリスに加入することで世界中のポスドクや大学ポ

リットで、留学を計画する際はまずこれらを最大限生かすことを考えるべきでしょう。問題は予測不可能
性です。夏休み中、大学事務が機能停止していて研究開始が遅れたり、日本ならすぐに届く郵便物が配達
会社の不手際で届かなかったり、半年間住居が見つからなかったり、こういうことは挙げ出すときりがあ
りません。やっかいなのはこういった細かい事情は事前に把握することが非常に難しいところで、留学す
る限り不測の事態を避けることは難しいでしょう。全く予測しないトラブルは必ず起きると考えて、それ
でもメリットを取りたいかどうか。留学を考える場合はそういう思考を持つと良いかもしれません。しか
し、私自身の本心としては、リスクを取ってでもどんどん海外に挑戦する研究者が増えれば、と思ってい
ます。それは国内外の研究レベルがどうこうということではなく、サイエンスの根底に知識の共有と議論
があるからです。多様な多くの研究者とアイデアを議論しあうことでのみ、本当の科学力が練磨されると
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技術などです。これらは研究計画の成功・失敗とは比較的無関係に留学すればほぼ間違いなく得られるメ

第

ストの募集情報が入ってくることなどです。多様性とは、新たな環境で出会う同僚から学ぶ新しい知識や

私は思います。また、文化も歴史も年齢も性別も異なる多様な人々とサイエンスを通じて分かり合えたり、 12
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深い議論を行えたりするのは単純に幸せなことです。そんな経験を通じて考え抜いた先にこそ、強靭で永
遠に輝くサイエンスのかけらが生まれるのではないでしょうか。

謝辞
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海外研究室だよりに私を推薦して下さった荒木仁志教授、山道真人博士、そしてここまで読んで下さっ
た読者の方々に心からお礼申し上げます。

渡部

大（北海道大学 大学院情報学研究科 生命人間情報科学専攻）

北海道大学大学院情報科学研究科、生命人間情報科学専攻、情報生物学研究室では、生命が持つ情報を
用いて、生命の本質を理解することを目標に研究が行われています。シーケンス技術の発達により蓄積し
続けている膨大な DNA 配列情報、遺伝子発現情報、タンパク質の三次元構造情報、遺伝子のパスウェイ
情報などを主な材料として、生命科学の幅広いテーマを扱っています。
北海道大学札幌キャンパスは、札幌駅から徒歩 10 分ほどの市の中心部にあります。情報科学研究科棟
が存在する工学部の最寄り駅は、札幌駅からさらに一駅先にある地下鉄南北線北 12 条駅であるため、広
い北大構内の移動には自転車が便利です。北 12 条駅から工学部棟を目指して北 13 条門を抜けると、右手
に医学部棟を臨むイチョウ並木が続いています。このイチョウ並木は、紅葉の時期になるとライトアップ
され、その壮観な風景は毎年、近所の人や観光客たちの眼を楽しませています。

6 月第一週の週末には北大祭があり、1 km 弱の北大のメインストリート沿いに所狭しと並ぶ露店は、多
くの人で賑わいます。特に、世界各国からの留学生が営む郷土料理の出店は、珍しさもさることながら味
のクオリティも高く、毎年大学祭の目玉となっています。その他、テニス、ソフトボール、サッカー大会
といったスポーツイベントがあり、加えて、工学部内でも文化祭や運動会、雪上綱引き、卓球大会などの
催し物があります。各種イベントには研究室単位だけでなく、専攻単位など研究室の枠を超えたチームで
参加することもあり、工学部内において他研究室と交流する良い機会になっています。

Cutting-Edge Science!生命情報を駆使して生命の本質に迫る 北海道大学 遠藤・長田研究室︵情報生物学研究室︶

生命情報を駆使して生命の本質に迫る：
北海道大学 遠藤・長田研究室（情報生物学研究室）

国内にもある︑

ダーウィン研究室：国内にもある、Cutting-Edge Science!

ダーウィン研究室

第4回

4

回

（編集担当：山道真人）

第
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本研究室がある情報科学研究科棟は、工学部棟の正面から見て後ろ側に立っています。更に、その向こ
う側には農学部の農場が広がっており、9 階にある本研究室の学生部屋からはポプラ並木や実験圃場、牧
場で牛が横になっている風景を眺めることができます。

July 2017

研究室メンバーは現在、教員 2 名、PD1 名、学生 11 名、秘書 1 名の総勢 15 名です。教授と准教授の部
屋が隣りあって一つずつ、学生部屋はゼミ室を挟んで両側に計二つあります。本研究室は in silico の解析
を主としているため、実験室はありません。そのため、生物実験を行う際には、理学部の他研究室の実験
室をお借りしています。本研究室では 6 月〜 9 月頃に毎年恒例のゼミ合宿があり、二泊三日の泊まり込み
で、英文で書かれた専門書を一冊輪読します。この合宿にはラボメンバーのほぼ全員が参加します。最新
の生命科学の知見を深めることを目的として教科書を選出し、輪読会後には、お酒を飲みながら新しく研

開いています。北大のセミナーに来られた先生方にも参加して頂き、貴重なお話を聞かせてもらっていま
す。

どを提供して下さいます。私自身も美味しいお酒が好きな事もあり、これを飲み会の密かな楽しみにして
います。飲み会では和やかな雰囲気を提供して下さる遠藤先生ですが、研究や学生指導に対する姿勢はと
よく「それ本当？」と発表者の学生に質問を投げかけています。学生の自主性を重んじた指導をして下さ
る遠藤先生は、学生が自分自身で考えることを重視し、重要な研究の問いに関しては辛抱強く答えが出る
のを待って下さいます。また、口頭発表スキルに関しても、説明順序やスライドの構成などについて多く
の的確なアドバイスを送って下さいます。
長田直樹准教授は、定期的に学生部屋に顔を出して、冗談を挟みながら気さくに学生たちの研究内容や
大学院生活などについて相談に乗って下さいます。研究の相談をした時は、端的な回答に加えて周辺知識
について広く紹介して下さり、研究を進める上で大きな助けとなってくれます。また、学会要旨やポス
ターを添削して頂く時には、説明文章の文法の間違いまで懇切丁寧な指導をして下さいます。
両先生共に学生の自主性を重んじた指導方針をとって下さり、学生は自由に研究に打ち込む事が出来ま
す。先生方の興味の幅は広く、研究分野や対象生物は生命科学の中でも多岐に渡るため、学生はバイオイ
ンフォマティクスを使ったテーマであれば、何でも自由に挑戦することが出来ます。

写真 1

ポプラ並木

写真 2

札幌キャンパス内の牛

Cutting-Edge Science!生命情報を駆使して生命の本質に迫る 北海道大学 遠藤・長田研究室︵情報生物学研究室︶

ても真摯であり、ゼミ発表時には生物学的な正しい前提知識に基づいた論理的説明がなされていなければ、

国内にもある︑

私の指導教官である遠藤俊徳教授は、研究室の飲み会やジンパなどで美味しい日本酒やビール、焼酎な

ダーウィン研究室

程度で、暖かい時期には工学部棟周辺の屋外でジンギスカンをしながらの飲み会（ジンパ）を年に一度は

4

回

大の学生関連施設である大滝セミナーハウスなど、年ごとに異なります。飲み会の頻度は、2 か月に 1 回

第

究室に入ってきた学部生と親睦を深めるイベントになっています。宿泊地は、洞爺湖などの温泉地や、北
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最近、当研究室で行われている研究テーマ
の例を挙げると、ヒトのオーファン G タン
パク質共役受容体に結合するリガンドを、化
学物質やタンパク質の立体構造から深層学習

July 2017

を用いて予測する研究、セイヨウミツバチの
プロテオーム解析から働き蜂と女王蜂に形態
分化させる原因タンパク質の推定をする研
究、キイロショウジョウバエを用いた遺伝子
発現制御機構におけるエピジェネティックな
影響の検出法の確立、旧世界ザルのゲノム中
第

写真 3

2016 年の合宿の集合写真

ショウジョウバエの中で異なる進化的歴史を
辿った neo-Y 染色体とゲノムの共進化の研究、などが進められています。最近では、学生の研究テーマは、
次世代シーケンサの配列データの解析を中軸に据えたものが多くなっていますが、研究テーマは学生一人

私の研究ではウリ科植物の一つであるヒョウタンを扱っています。ヒョウタンの果実は軽くて丈夫であ
るため、古くから人類は水を入れる容器として重用しています。ヒョウタンの全ての近縁野生種がアフリ
どからもヒョウタンの果皮が出土しており、それらは放射性炭素年代測定によって 1 万年前のものと推定
されています。先行研究において、ヒョウタンがアメリカ大陸へ伝播する経路は、アフリカから海流で伝
播した経路と、人類の移動と共にアフリカからアジアを通ってアメリカ大陸に 1 万 5 千年前に到達したと
される経路の大きく二つが提唱されており、この二つの対立仮説は、長年にわたる大きな議論を巻き起こ
しています。ヒョウタンの伝播経路は人類の大移動の解明のための大きな手掛かりになる可能性を秘めて
いることから、この問題の解明には重要な意義があると考えています。私は、アフリカ・アジア・アメリ
カから集められたヒョウタンサンプル 60 品種の 7 遺伝子を用いて、集団遺伝学および分子系統学的手法
によりヒョウタンの伝播経路を解明することを試みています。先行研究では、葉緑体 DNA の遺伝子解析
によって議論が行われてきましたが、私は葉緑体 DNA に加えてさらに核 DNA の遺伝子を用いて解析を
行っています。現在までに得られた結果から、アメリカ集団の葉緑体および核の DNA から高頻度にアジ
ア由来の遺伝子型が検出されたことから、私はアメリカのヒョウタンが人類の移動と共に持ち込まれたの

写真 4

ヒョウタンの種

Cutting-Edge Science!生命情報を駆使して生命の本質に迫る 北海道大学 遠藤・長田研究室︵情報生物学研究室︶

カにおいて確認されているため、その起源はアフリカにあると考えられています。しかし、南米ペルーな

国内にもある︑

ひとり異なっていて多様であり、各自の興味がある課題に取り組んでいます。

4

ダーウィン研究室

を分子系統学的解析により解明を試みる研究、

回

に存在する内在性レトロウイルス配列の進化
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ではないかと考えています。
ヒョウタンの伝播経路の考察は、人類がアメリカ大陸へ至るまでの集団動態、人類の風土・生活様式な
どの文化的背景、また、ネイティブアメリカンの文化や、考古学的なヒョウタンの出土記録など、学際的

July 2017

な知識も総合的に必要になる、複雑で興味深い研究です。日々、新しい刺激を原動力に、楽しみながら研
究をしています。眺めの良い札幌キャンパスで一緒に研究をする仲間をお待ちしています。
（遠藤）生物の本質は情報という信念に基づき、数年前に研究室名を「情報生物学」に変更しました。増え
続ける分子データは格好の材料であり、進化や情報科学の理論も重視しますが、むしろそれらをツールと
して生物の本質的理解を目指したいと考えています。
（長田）富士山のふもとから、生まれ育った北海道に戻ってきて、既に三年目に入りました。札幌は冬も
それほど寒くはなく（雪は多いですが）
、物価も安いのでとても住みやすい街です。進化と情報、両方を
学びたい人を募集しています。

ミーティングレポート ①

環境 DNA を用いた水産生物のモニタリング
―北洋研究シンポジウムレポート―
ご存知の方もいるかと思われるが、ここ数
年、個人的に環境 DNA と呼ばれる技術に「ハ
マって」いる。環境 DNA とは生物から遊離し
トラップして解析すると、誰がその周辺にいた
か分かる仕組みだ。と書くと、至極当たり前の
かし、2008 年に産声を上げたばかりの新技術。
実際に手を動かしてみると、これがなかなかに
奥深い。
先日札幌で、北大水産の笠井亮秀先生と一緒にそんな環境 DNA に「ハマって」しまった研究者を集め
てシンポジウムを行った（下記プログラム参照）
。水産海洋学会との共催だったこともあり、基礎研究と
いうより水産資源管理、といった色合いの強いタイトルを冠しているが、序盤に「環境 DNA とは何か」
と題した講演を行った神戸大の源さんをはじめ、演者の多くは生態学分野の研究者であった。そこに千葉
中央博の宮さんや私のような DNA 屋、龍谷大の近藤さんや笠井さんらの理論屋が加わり、環境 DNA を
実践的な生物学ツールとしてどのように活かしていくか、その応用としての水圏生物資源量推定にどう発
展させていくか、といった議論が主題のシンポジウムとなった。事前に evolve や jeconet といったメーリ
ングリストで告知した事もあっただろうか、土曜日丸一日のイベントにもかかわらず、参加者は 100 名近
くで立ち見が出るほどの盛況ぶりだった。
「対象種がそこにいるか、どれく
実際のところ、環境 DNA には大きく分けて二通りの使い方がある。
らいいるか」を問う方法と「何がいるか」を問う方法である。水圏生物の場合、野外に行って水を汲んで

D
N
A

を用いた水産生物のモニタリング︱北洋研究シンポジウムレポート︱

単純な技術のように思われるかもしれない。し

環境

て環境中に放出された DNA のことで、これを

ミーティングレポート①

荒木仁志（北海道大学大学院・農学研究院）
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くる、という部分はどちらも一緒なのだが、そこからどのゲノム領域を増幅するか、それをどのように解
析するかで結果が分かれる。
特定種を対象とする場合、その種だけが持つ DNA 配列を基に種特異的プライマーを作成し、定量 PCR
などの増幅装置で特定種 DNA を定量する。原理的には、その魚が二倍いれば二倍の DNA 量が見つかる

July 2017

でしょう、というわけだ。無論、実際にはそんなにうまくはいかない。我々もサケ科魚類の飼育実験でこ
の定量性を確かめているのだが、水槽実験ではうまくいくのに、野外となると、途端に難易度が高くなる。
この点については私も参加した京都の舞鶴湾における実証実験などを例に、突っ込んだ議論が展開された
（京大の潮さん、益田さん、統数研の深谷さんや北大水産の笠井さんの発表がこれに当たる）
。この調査で
は、魚群探知機を使って湾内マアジ分布の「正解」を割り出し、調査船を使って湾内 100 地点から採水し
た上で環境 DNA がどのように海産魚の分布に反応するか調べたのだが、実は環境 DNA 量が最も多く検
出されたのは湾奥にある漁港の競り市場の周辺で、魚探との相関が示す「湾内を泳いでいる魚」の影響は
。なーんだ、と思われるかもしれないが、このような市場・漁港
二次的であった（ Yamamoto et al. 2016 ）
の存在は日本の沿岸・港では普通に見られることである。DNA が見えるメガネを掛けると、我々が日ご
ろ目にする風景が全く違って見える、という一例だろう。それはともかく、副次的にでも海での魚の分布
を環境 DNA が「ある程度」言い当てられる、という所が重要で、この精度を向上させることで新たな水
圏生物モニタリングの手法を確立できそうな予感をにじませた。なにせ、この方法ならフィールドワーク
としては水を汲むだけなのだ。生き物を捕らえることも見ることも無く、モニタリング出来てしまうの
である。一地点当たりの生物調査の労力が 10 分の 1 になれば、10 倍の時空間をカバーできる計算になる。
社会実装されれば、世の中を少なからず変える技術となるだろう。
もう一つの「何がいるか」を問う方法には、ユニバーサルプライマーと次世代シーケンサーを用い
チームが高性能のユニバーサルプライマー MiFish を開発し、世界をリードしている（ Miya et al. 2015;
。今回のシンポでも第一著者の千葉中央博・宮さんをはじめ、共著者である山本
Yamamoto et al. 2017 ）
さん、山中さんや私からの話題提供、幻の魚イトウに関する研究発表（北大農・水本さん）やアンプリコ
ンの定量化（京大・潮さん）といったところでこのプライマーを用いた解析結果が示され、技術的な問題
イマーも開発しており、今後地上生物についても同様の手法が応用されていく可能性をも示唆している。
我々もこのプライマーを使って海洋深層水や超深海の魚類相解明に乗り出しており、水の中、というこれ
に使われる環境 DNA だが、今回の龍谷大・山中さんの発表にもあるとおり、これを種内変異に応用しよ
うという試みも同時並行で進んでいる。進化学への全く新しい展開（私はこれを、水から集団遺伝学、と
呼んでいる）の実現も、夢物語ではないだろう。
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を用いた水産生物のモニタリング︱北洋研究シンポジウムレポート︱

まで生態学が不得手であった世界に楔を打ち込む一手となる可能性を秘めている。現時点では専ら種判別

環境

は基より、具体的な応用例にまで議論が及んだ。潮さんや宮さんらは既に哺乳類用のユニバーサルプラ

ミーティングレポート①

る。環境 DNA をまとめて増幅して読んでしまえ、というやり方だ。魚類については我々日本の環境 DNA
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第 47 回北洋研究シンポジウム・プログラム
−環境 DNA を用いた水産生物のモニタリング−
共

催：一般社団法人水産海洋学会、CREST、北海道大学農学部動物生態学セミナー

日

時：2017 年 6 月 17 日（土）9:30 − 17:00

会

場：札幌市北区北 9 条西 9 丁目 北海道大学農学部総合研究棟 1F W109

コンビーナー：笠井亮秀（北大院水産）
・近藤倫生（龍谷大理工）
・荒木仁志（北大院農）
挨

拶：大関芳沖（一般社団法人水産海洋学会長）

趣旨説明：笠井亮秀（北大院水産）

1. 環境 DNA とは何か
源 利文 （神戸大発達）
宮 正樹（千葉博物館）

3. 環境 DNA メタバーコーディングで観る魚類群集
山本哲史（神戸大発達）

4. 種の保全・資源管理へ向けた種内多様性の評価
5. 大量シーケンスと標準 DNA を利用した魚類環境 DNA の網羅的・定量的モニタリング：
京都府舞鶴湾での解析事例

6. 環境 DNA を通して観る北海道の水圏生物
荒木仁志（北大院農）

7. 環境 DNA 技術を用いて回遊魚イトウの分布を探る
水本寛基（北大院農）

8. 環境 DNA による資源量推定に向けての水槽実験とフィールドでの検証
益田玲爾（京大フィールド研セ）

9. 流動モデルを用いた環境 DNA 濃度分布の再現
笠井亮秀（北大院水産）

10. 環境 DNA による魚類の個体数推定の可能性：統計モデルによる統合的アプローチ
深谷肇一（統数研）

11. 水産の立場から環境 DNA への期待
中田薫・小林敬典（水研機構）
【総合討論】水産生物のモニタリングに向けて
座長：近藤倫生（龍谷大理工）
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を用いた水産生物のモニタリング︱北洋研究シンポジウムレポート︱

潮 雅之（京大生態研）

環境

山中裕樹（龍谷大理工）

ミーティングレポート①

2. 魚類環境 DNA メタバーコーディング：次世代シークエンサを用いた超並列多種分析システムの紹介
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ミーティングレポート ②

より長く、より多くの種のゲノムを
～ BioGenomics2017 会議に参加して～

July 2017

工樂樹洋（理化学研究所）
本年 2 月 21 日から 3 日間、米国ワシントン DC にあるスミソ
ニアン国立自然史博物館（写真 1 ）と近隣のホテルにて Global

Biodiversity Genomics Conference（ BioGenomics2017 ）会 議
が行われた。この会議は、生物多様性とその保全についての
ゲノム研究を推進する目的で開催され、スミソニアン Institute

for Biodiversity Genomics とゲノムシークエンス関係でお馴染
みの Beijing Genomics Institute（ BGI ）が主催した。20 か国か
ら 300 人ほどが参加していたが、日本から参加したのは私 1 人
だったのではないかと思う。メイン会場となったスミソニア
ン国立自然史博物館そのものが保全などを目的としたゲノム
研究の現場となっている。その会場に入ってまず驚いたこと
は、博物館の中で、世界の大学等教育研究機関が共通に提供す
る WiFi ネットワークである eduroam が利用できたこと、そし
て、新しい物好きの若年層が集う会議かと思いきや、大学・研
究所に限らず農業・水産業関係の省庁に所属すると思われるシ
技術が交じり合うこの研究現場で、生物多様性の維持にゲノム
研究が果たしうる役割について活発な議論が交わされた。以下、やや技術的な情報が多くなるが、その模
様を簡単に報告する。この会議の概要については、サイエンス誌に出ている記事も参照されたい［ 1 ］。会
議にて発せられた最も重要なメッセージは、地球上のすべての生物種のゲノムを読んでしまおう、という
ものであった。すでに情報が整った種の割合を考えるとまだまだ現実的には思えないのだが、近年のシー
クエンスコストの低下のペースをもとに、大きな期待を込めて掲げられたものくらいに捉えておくのがよ
いだろう。
生物多様性がテーマだけに、新しいコミュニティに入り込むと、馴染みのない生物の話をいろいろ聴く
ことができ、目からウロコであった。絶滅の恐れのある生物として、哺乳類のキタシロサイ、スペインオ
オヤマネコ、アムールトラ、鳥類のショウジョウヒワなどについての保全のための取り組みが紹介された。
サンディエゴ動物園の Oliver Ryder 博士からは、とくに絶滅の危機に瀕した種などに重点をおいて、文
字通り細胞、組織、そして DNA を凍結保存する ʻFrozen Zooʼ という活動の紹介があった。また、ヒトや
カケス（あるいはアメリカカケス）の野生集団を 20 年近くモニタリングすることにより、種の保全へ向け
た洞察を得ようとの研究［ 2 ］の紹介があった。多くの研究において、以前からヒトなどを対象として行わ
れているような［ 3 ］、二倍体ゲノムの領域ごとのヘテロ接合度の分布から個体集団サイズの変動の歴史を
紐解き、それを保全のための情報として活用しようという手法が用いられていた。いっぽう、表現型進化
を考えるうえで興味深い種としては、タツノオトシゴのゲノム解析［ 4 ］に関する Byrappa Venkatesh 博士
による発表があり、真骨魚があの奇妙な形態を獲得するきっかけとなった可能性のあるゲノム上の変化に
ついての発見に心踊らされた。また、特徴的なゲノムを持つ生物として、2n の染色体数が優に 1000 を超
えるハナヤスリ目植物などの紹介があった。

会議に参加して〜
BioGenomics2017

ショウジョウバエの集団遺伝学の大家である Andrew Clerk 博士から、近親交配が問題となっているアオ

ミーティングレポート② より長く︑より多くの種のゲノムを〜

ニアな参加者が多かったことである。太古からの遺物と最先端

写真 1
国立自然史博物館はスミソニア
ン博物館群の 1 つ。博物館のほとんどは
入館無料。
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今回私は、流れの速いこの分野でいま起きて
いることを直接感じるため、多くの情報の発信
源である米国のコミュニティにぜひ飛び込んで
見聞を広めたいと思ったのである。そのついで

July 2017

に、自身の研究室でつい数か月前に立ち上げた、
］
gVolante［ 5（
https://gvolante.riken.jp/;「 ジ ー

ボランチ」と発音）というウェブサーバの紹介
を兼ねて、ゲノム配列情報の網羅性を評価する
方法についての発表を行った。以前本誌でも紹
介されたが、広く保存された遺伝子のオーソロ
グを探索し、その網羅性をもとにアセンブリの

写真 2

博物館内の講堂

評価をする CEGMA や BUSCO などのツールを
使用する際にはいくつもの注意点がある［ 6 ］。gVolante はそれを踏まえたうえで、画一化された計算環境
を提供しながら、ゲノム情報のより妥当な評価を可能にするオンラインツールである。自前のゲノム・ト
ランスクリプトームアセンブリや公共データベース中のゲノム配列情報の完成度を評価したいとき、この
ウェブサーバをご利用いただくとともに、使用感をお伝えいただければ幸いである。
会議の終盤には、特定の分類群に含まれる多様な種のゲノム解析をコーディネートするイニシアチブを
紹介するセッションが組まれていた。たとえば、昆虫を対象としたものとしては、i5K（ 5000 Arthropod
、1KITE（ 1000 Insect Transcriptome Evolution ）
、GAGA（ Global Ant Genomics Alliance ）の
Genomes ）
紹介があった。このセッションに限ったことではないが、ゲノム学者というより神経生物学者である米国
ロックフェラー大学教授の Erich Jarvis 博士が、脊椎動物版のイニシアチブである Genome 10K（ G10K ）
整備する側だけではなく、自らの問いに肉薄するためにゲノム情報を利用する生物学者の側も積極的に分
野を引っ張っていて、そういう人たちがゲノム解析の技術に精通しているという、少なくとも私自身は日
本で見たことのない構図がそこにあった。
いわゆる de novo ゲノムアセンブリについて現在タイムリーなのは、ナノポア技術や PacBio シークエン
スによるいわゆるロングリード活用の話題であろう。だが、対象とするゲノムの特性などによっては、メ
イトペアなどを駆使してイルミナのショートリードだけでスキャフォルディングを行うやり方もまだ有効
と私自身は考えている。今回の会議では、各々の生物について、ゲノム解析を行う際には、雌雄を区別し
たうえでそれら両方を対象とすること、そして、ゲノム配列情報を染色体レベルにまで繋ぎ上げること
（つまり、スキャフォルド配列数＝染色体数）の重要性が強調されていた。目安として、切れ目なく繋が
れたコンティグの N50 長は 1 メガベースを、そして、それらをギャップ（未決定塩基 N の羅列）で繋いだ
スキャフォルドの N50 長は 10 メガベースを目指そうといった具合である。これはなかなか厳しい基準な
のだが、上述の G10K についていうと、ゲノムサイズが比較的小さめで反復配列の頻度が低い鳥類に重点
基づいて必要以上に敷居が上がることに対して疑問を呈したくはなる。生物によってゲノムの読みやすさ、
そして繋がりやすさは色々であり、ゲノムサイズが大きい、あるいは、反復配列の頻度が高いと難易度が
上がるのは多くの方がすでにご存じの通りである。どうやら別のファクターも勝敗を大きく分けることが
あるようだが…。
ゲノムアセンブリの配列数を染色体数に近づけるための最有力技術が、クロマチン相互作用に基づいた

proximity ligation と総称される手法である。今回の会議では、Chicago ライブラリや Hi-C ライブラリか
らのショートリードを取得したうえで HiRise というパイプラインでゲノムアセンブリの改善を行う受託
解析［ 7 ］を、Dovetail Genomics 社が宣伝していた。全く別の手段として、デジタル仕立ての制限酵素地図

会議に参加して〜
BioGenomics2017

が置かれていることが影響していると思ってよいだろう。このような「読みやすい」ゲノムからの経験に

ミーティングレポート② より長く︑より多くの種のゲノムを〜

の中心人物として積極的に活動していたのは印象的であった。施設マネジャーや技術系研究者など情報を
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によりゲノムアセンブリを改善するための装置を販売している

BioNano Genomics 社のブースも出ていた。どういった方法を
用いるにせよ、長く繋げることだけを目標とするのではなく、
ギャップ（ N で埋められた領域）を減らすこと、そして、正し

July 2017

い配列を得ることを目指すべきであるし、得た結果を確認する
ための多面的な評価法を用意しておくことが重要である。
今回の会議は、新大統領就任の翌月にホワイトハウスのすぐ
そばで行われた。このような学術会議に参加するような米国人
に、新大統領を支持しているか、と尋ねたくて仕方なかった。
返ってきたのは、
「この会場には支持派は一人もいないんじゃ
ない？」というリアクション。技術は進歩し研究者レベルの気
運は高まる一方で、当たり前のようにゲノムサイエンスを引っ
張ってきた国は、自然を理解し保護するための研究と今後どの
ように向き合っていくのであろうか。

写真 3
自然史博物館内で行われた懇親
会 吹き抜けのホールに置かれたアフリ
カゾウの剥製の前で
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（編集担当：石川由希）

荒木仁志（北海道大学大学院・農学研究院、編集幹事）

今、調査のため知床に来ている。6 月の知床半島は新しい命で溢れ、賑やかだ。エゾシカのファミリー
は至る所で目にするし、半島奥地では日中はヒグマ、夜にはシマフクロウの姿を見ることも出来る。そし
て川にはオショロコマやサクラマス、といった具合だ。
生命に興味を持ち、生態・進化を学ぶ者にとって、健全に機能している生態系が後世に伝えられること
の価値は言うまでもない。世界自然遺産・知床といえども人為改変と無縁ではなく、人の暮らしと手付け
ずの自然をどうやって共存共栄させるか、悩みの種は尽きない。だが、実際にここに来てみて、様々な生
物が懸命に生きている姿を目の当たりにすると、生態系を可能な限りありのままで残したい、という気持
ちが湧いてくるのは老若男女、お国を問わず共通のようだ。我々の研究や調査が社会の役に立つ機会は、
そんなところに落ちているのではないだろうか。
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