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【受賞者特別寄稿】

医学から理学，工学へ
加納剛史 ∗
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1. はじめに
この度は名誉ある賞を賜り，嬉しく思っている．私
は生物ロコモーションに関する研究に従事しており，
数理生物学会の主流路線からは外れていると思ってい
たので，今回の受賞はただただ驚きである．受賞理由
を読むと，「数理生物学会の従来の分野の枠を広げる独
自性の高い研究」とある．そのように評価して下さっ
たことは大変嬉しく，またその評価に恥じないような
研究を今後続けていかなければいけないと感じ，身の
引き締まる思いである．
私は現在東北大学電気通信研究所石黒研究室に所属
しているが，ここに至るまでは紆余曲折があった．今
回文章を書かせていただけるとのことなので，その紆
余曲折の経緯を書くことにした．多分何の参考にもな
らないと思うが，「こんな人もいるんだなあ」くらいに
思いながら読んで頂けると幸いである．

2. 医学部卒から研修医へ

私は京都の高校を卒業後，北大医学部に入学した．
別に医者に対して憧れがあったわけでもなく，医学に
興味があったわけでもない．北大医学部を選んだ理由
を強いて述べるならば，高校生当時の自分は受験を
ゲームとして捉えており，偏差値の高いところを受験
したかったということと，高校の修学旅行で北大を訪
れてなんとなくいいなあと思ったことぐらいである．
このいい加減な選択により将来自分が苦しむことにな
るとは，当時はまったく思ってもいなかった．
医学部に入った私は，講義にはほとんど出ずに，テ
ニス部に入部して朝から晩までテニスに明け暮れてい
た．教養では留年もした．医学に興味を持てず大学を
辞めたいと思ったこともあったが，そこまで強い意思
を持つには至らなかった．結局，ほとんど勉強しない
まま最低ラインでどうにか進級していった．最後の１
年だけは国家試験に向けて必死で勉強し，なんとか国
家試験には合格することができた．
医学部を卒業した私は北大第一内科（主に呼吸器系）
に入局した．第一内科を選んだのもそんなに深い理由
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はない．医学のどの分野にも興味がなかったので，な
んとなくの雰囲気で選ぶより仕方がなかった．
研修医になった私は大きな壁に直面した．患者さん

とのコミュニケーションがうまくできない，注射など
の手技が下手くそ，臨機応変に状況に対処する能力に
欠けている，患者さんに関する大量の情報を覚えきれ
ない等，私には向かないことだらけであった．ここに
は書けないような失敗もたくさんした．

3. 研修医から物理の世界へ

それでも研修医一年目の時はがむしゃらに働いてい
た．だが，二年目の夏頃，もう限界だと感じた．親に
「医者を辞めたい」と伝えた．最初はびっくりされた
が，反対はされなかった．むしろ，協力的に次に進む
べき道を探してくれた．また，一番近い上司にも相談
した．医師の業務で忙しい中，親身に相談にのって頂
いた．
医者を辞める意思は固かったが，かといってこれか

ら何をやりたいのかは明確ではなかった．最初は，医
学系の分野の中で研究職を探した．世間知らずの私は，
医学系以外の分野で職を見つけるということは，当時
不可能だと考えていた．医学系の中で比較的興味を持
てる研究室を見つけ（といっても今考えるとそんなに
興味がなかったのだが），訪問してみたものの，その
研究室の先生からは決して歓迎はされなかった．結局，
院試を受けて合格したものの，自分からこの研究室は
断念した．
本当は数学が好きだった私は，学部から理学部数学

科に入り直そうかとも考え，数学科の先生にメールを
してみた．だが，「数学科に再受験で入りなおしても
道はない」という旨の返事が来て，いよいよ途方に暮
れた．
その時，父親が「学部再受験は勧めない．大阪大学

に生命機能研究科という研究科がある．ここなら医学
系，理学系，工学系のいずれからでも入ることができ
るはず．調べてみてはどうか？」と教えてくれた．早
速調べてみると，生命機能研究科の中に非平衡物理学
研究室（木下研究室）があった．物理は高校レベルの
知識しか持っていなかったので，「非平衡」の意味がわ
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からず，研究室のホームページを見てもどんなことを
やっているのかさっぱり理解できなかったのだが，「と
にかく数式まみれの世界に飛び込みたい」と思い，教
授の木下修一先生にメールを送った．
木下先生からメールの返事が届いた．そこにはとて
も好意的な言葉とともに，「修士過程から入る道と，（医
学部卒は修士相当になるので）博士課程から入る道が
あるが，後者を勧める．」という旨が書かれていた．救
われた気持ちになったが，高校レベルの知識しかない
のにいきなり博士課程に入ってやっていけるのかとい
う不安は拭えなかった．
数日後，木下先生にお会いした．木下先生ご自身も

20代後半の時に化学から物理に転身されたこと，モ
チベーションがあれば何とかなること等のお話を聞
き，必死でやれば何とかなるのではないかという気に
なった．
結局博士課程から入るという決断をした（正確に言
うと，生命機能研究科は博士一貫過程のため，博士課
程 3年次編入になる）．しかし，決断をした時にはもう
院試の時期は終わっていたため，1年間「研究生」と
いう立場で木下研に在籍することにした．最初の半年
は古典力学，電磁気学，統計力学，量子力学など，物
理学科の学生が学部時代に学ぶ教科書的な内容を学ぶ
ことに専念した．学部の講義を聴講させてもらい，そ
れ以外の時間は教科書をひたすら読むということを半
年続けた．この半年は至福の一時だった．半年たつと，
院試を受けられる程度の知識に達することができた．
残りの半年は，ひたすら論文読みに時間を費やした．
木下研は「自分でやりたいことがやればやって良い．
なければスタッフから研究テーマを与える」という方
針だったが，なぜか自分で研究テーマを決めることに
こだわった．研究の世界を全く知らないので，当然簡
単に研究テーマが決まるわけはなかった．研究テーマ
が決まるまでの半年間の間に数百本の論文を読破した．
かなり無茶なことをやっていたが，今考えるとこの半
年は非常に貴重であった．論文を読むことで英語を読
むことに抵抗がなくなったし，論文の書き方も自然と
頭に刷り込まれていったと思う．

4. 初めての研究テーマ「密度振動子」

4月に博士課程に入るとほぼ同時くらいに決まった
研究テーマは「密度振動子」（通称「塩水振動子」）で
あった．「密度振動子」は，真水の入った大きな容器の
中に底に管を取り付けた小さな容器を入れ，そこに真
水よりも密度の大きな流体（塩水など）を入れると，
管を介して流体が振動するという系である（図 1）．ま
た，底に管を取り付けた容器を複数設置すると，振動
のリズムが反位相で同期することも知られている（図
2）．複雑な生命現象の原理を探るための単純な実験系

Heavy fluid!

 Light fluid!

図 1 密度振動子（塩水振動子）

Heavy fluid!Light fluid!

A! B! A! B!

図 2 密度振動子の同期

として適切なのではないかと思い，このテーマをやる
ことにした．
手先が不器用な私は実験よりも理論の方が好きだっ

たが，密度振動子の実験は小学生でもできるような実
験なので（とはいってもちゃんとやろうとするとそこ
そこ大変なのだが），抵抗が少なかった．最初の頃は
何の意味があるのかわからないままやみくもに実験し
た．その結果，流体の粘性率を変えると流れの転換の
タイミングが変化するという新しい知見を得ることが
できた．だが，それが何故なのか，またそのメカニズ
ムを明らかにすることでどんな意義があるのか，さっ
ぱりわからなかった．
そうこうしているうちにD2の秋になった．そろそろ

論文を書き始めなければいけないというプレッシャー
を感じ，どういうストーリーになるのかわからないま
ま論文を書き始めた．最初の原稿はひどいものであっ
たと思うが，木下先生のチェックを受けながら何度も
考えなおしているうちに，実験結果を再現できる数理
モデルができ，論文のストーリーもできてきた．半年
ほどかかったが，どうにかD3の時に初めての論文が
受理された (Phys. Rev. E, 76, 046208 (2007))．この
時の喜びは，今でもよく覚えている．
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図 3 生物が示す環境適応的なロコモーションと石黒研で開発したロボットの一例．（左）ヘビのロコモーション．ヘビは地面の
凹凸を積極的に活用しながら推進する．（右）開発したヘビ型ロボットHAUBOT VI．きわめて単純な自律分散制御則を
実装するだけで，ヘビの振る舞いをよく再現できる（T. Kano et al., Living Machines 2016, pp. 454-458）．

5. 結合振動子系の研究，そして石黒研へ

密度振動子の研究は単一の振動子の振動メカニズム
を探るものであったが，私の次の関心事は結合振動子
系であった．詳細は省略するが，D3の終わり頃に振動
子の位相関係を任意に制御する手法を思いついた．幸
いにも，私は博士取得後木下研にてポスドクになれた
ため，この研究を木下研で続けることができた．
この結合振動子の制御手法をさまざまな研究会で発
表していたのだが，自分にとって第二の転機となるの
が2009年1月に開かれた「リズム現象の研究会 IV」で
あった．この時，現在お世話になっている石黒章夫先
生や当時の石黒研のメンバーと初めてお会いした．当
時はまだ石黒研のことをよく知らなかったのだが，結
合振動子を使ってロボットを制御している点に魅力を
感じた．数カ月後に石黒研を訪問し，話をさせていた
だくことになった．
初めて石黒研を訪問した日の帰り際，石黒先生から

「うちでポスドクが雇えるから来ないか？」と声をかけ
て下さった．即答はできなかったが，数日考え，石黒
研に移ることに心を決めた．

6. 生物ロコモーションの研究と数理生物学
会との出会い

石黒研に移って，いろいろな「違い」を感じた．ま
ず感じたのは研究室の方針の違いである．木下研は基
本的に放任主義だったのに対し，石黒研は組織運営が
緻密になされていることに驚いた．この 2つの対極的
な方針のどちらが良いというものではないが，両極端
を知ることができたことは貴重なことだと思う．また，
理学系の学会ではスーツを着ないが工学系の学会では
スーツを着るなどといった，理学と工学の文化や考え

方の違いも感じた．なので最初はいろいろと戸惑った
が，研究については石黒先生の思想は私にとって理解
しやすく，抵抗なく石黒研の研究テーマに入っていく
ことができた．
石黒研は当時，広島大の小林亮先生，北大の中垣俊

之先生のグループとともに，CREST「生物ロコモー
ションに学ぶ大自由度システム制御の新展開」のプロ
ジェクトを立ち上げて間もない頃であった．研究内容
は，さまざまな生物が示す環境適応的なロコモーショ
ンに内在する自律分散制御則を，ロボットを用いて探
る，というものであった（図 3）．ロボットというと応
用をイメージしがちであるが，生物のからくりを理解
するためにロボットをツールとして用いるという，工
学の世界にいながら理学的なアプローチを展開してい
た．私自身は，ヘビや，クモヒトデ，ミミズ，ヒラム
シなど，グニャグニャした生き物のロコモーションの
数理モデリングを担当することになった．
研究を初めてみて新鮮だと感じたのは，工学の世界

では「制御系」「機構系」なるものがあるということ
であった．つまり，ロボットという物理実態（機構系）
とそれを制御するマイコンなどのコントローラ（制
御系）が存在し，それらが相互作用しているという図
式なのである．また，機構系の振る舞いを式で書き下
さず，ロボットという物理実態自体がモデルの一部に
なっている点も新鮮であった．工学の世界ではごく自
然に受け入れられる考え方なのかもしれないが，物理
実態の振る舞いを閉じた方程式系で記述するのが常套
手段である物理の世界で育った私にはとても違和感が
あったのを今でも覚えている．
研究を開始してから間もなくして，数理生物学会の

存在を知った．誘われるがまま，2010年に初めて数
理生物学会年会に参加した．石黒研の研究は畑違いで
あったにもかかわらず，多くの方が発表を真剣に聞い
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てくださり，とても居心地の良い学会だと感じた．石
黒先生とともに私が指導していた学生もポスターで発
表し，幸いにもポスター賞 2件を同時受賞することが
できた．その後も数理生物学会年会にはほぼ毎年参加
させて頂き，2013年にもポスター賞 2件を同時受賞す
ることができた（図 4）．石黒研の研究は数理生物学会
のメインストリームとは違うと思うが，それにもかか
わらず好評価をいただいたことは，とても嬉しく思う．
　　　

図 4 2013年度数理生物学会年会の懇親会にて．

7. さいごに
私のこれまでの経歴を振り返ってきた．こうやって
振り返ると，私の生き方が常に「行き当たりばったり」
であったことに気づかされる．将来設計をしっかりし
ていたら，もう少しまともな人生を歩んでいたかもし
れない．ただ，それでも今私が研究者として生き延び
られている理由は，周囲に支えられてきたからだと思
う．自分一人の力だけでは間違いなく挫折していたで

あろう．
私は，医者をやめて研究の道に進み始めた時，研究

の世界には対人関係は必要ないと少なからず思ってい
た．だが，それは大きな間違いだったと今では思う．私
を助けてくれた，あるいは今も助けてくれている方々
への感謝の気持ちを忘れてはいけないし，また自分が
受けた恩恵を今度は若い人達に還元するようになって
いかなければならないと思う．上述した私の研修医時
代の上司はとても後輩から慕われている方だったが，
その方が後輩に感謝の気持ちを述べられた時，「僕に感
謝の気持ちがあるのだったら，後輩ができた時に同じ
ことをしてあげて欲しい」とおっしゃっていたのが印
象に残っている．
学生時代に選択した進路が何か違うと感じ，進路変

更をする人は少なからずおられるかと思う．実際，私
の周囲にはそのような人が結構多い．私は，回り道を
することは，一長一短だと思っている．研究者の世界
に限って言えば，回り道をすると時間のロスがある分，
専門分野をきわめることは難しくなってしまう．だが
その一方で，回り道をした経験ゆえに，独自色の強い
研究ができる可能性をも秘めているはずである．回り
道をした人が生き残っていくためには，研究対象を普
通の人と違う見方で見るということが大事なのであろ
う．現在の自分にそれができているかと言われたら自
信はないのだが，少なくともそのように心がけるよう
にしている．
最後になるが，研修医時代に進路について相談に

乗っていただいた原田敏之先生，榊原（旧姓：小西）
純先生，博士時代にご指導頂いた木下修一先生，現在
お世話になっている石黒章夫先生，共同研究でお世話
になっている先生方，石黒研のメンバーの皆様，そし
て私を支え続けてくれている家族に感謝の気持ちを申
し上げたい．
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【連載記事:海外ラボへ行こう】

カナダの研究室に滞在して　
～質問されそうなことを想像してQ&A形式で書く～

別所和博 ∗

≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀

はじめに
筆者は 2012年 5月～11月のおよそ半年間にクイー
ンズ大学のTroy Day先生の研究室に、2014年 4月～
2016年 3月のおよそ 2年間ブリティッシュコロンビア
大学の Sarah P. Otto先生の研究室にそれぞれ滞在し
て、共同研究を行いました。それらの経験を踏まえて、
これから海外ラボでの研究をしてみたい方の参考にな
りそうなこと、疑問に思われそうなことをかいつまん
で、一問一答の形式で書かせて頂きます。各々訪問す
る国や立場によって変わってくることも多いかと思い
ますが、役に立ちそうな部分を参考にして頂ければと
思います。

Q1. いつ、どのような形で滞在したのですか？
2012年は学術振興会特別研究員DC採用期間中の海
外渡航制度を利用して、2014 - 2016年は日本学術振興
会海外特別研究員として、受け入れ研究機関に滞在し
て共同研究を行いました。

Q2. どのように受け入れ先研究者を決めまし
たか？
大学院時代に、指導教員である巌佐庸先生から海外
の研究室で研究経験を積むことを勧めて頂き、滞在先
の研究室を探すことになりました。もともと私は、藻
類で観察される配偶体と胞子体の世代交代（生活環）
の多様性を進化生態学的な視点から理解する、という
テーマで研究を行っており、その関係から海洋生物の
進化生態学や、生活史進化に関係する研究者を訪問す
ることを考えていました。
半年間滞在の前年である、2011年秋に候補先の研
究室と連絡をとることになり、そのとき後に滞在する
ことになるOtto先生などを含めた何名かの数理生物
学者に、研究室を訪問させて頂けるかメールで問い合
わせをしました。ですが、サバティカルで大学におら
れかったことや、そもそも連絡がつかなかったことが
理由で、なかなか滞在先は決まらず、最終的にDay先
生から良いお返事を頂くことができて、一週間ほどカ

∗日本学術振興会特別研究員 (PD)、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
（bessho kazuhiro@soken.ac.jp）

ナダにあるクイーンズ大学を訪問することになりまし
た。その滞在中にDay先生や研究室の皆さんと色々と
お話させて頂いて、とても良い環境だと思い、翌年の
2012年に長期滞在を受け入れてもらえるか相談すると
同時に、Day先生が比較的時間に余裕ができる時期を
教えて頂き、訪問日程を具体的に詰めました。
そのときに、翌年のクイーンズ大学訪問中にオタワで

開催される学会（First Joint Congress on Evolutionary

Biology）への参加を勧めて頂きました。後に海外特別
研究員の受け入れをお願いすることになったOtto先
生とは、この学会で初めてお会いしました。Otto先生
は私が研究していた生活環の進化について、集団遺伝
学者として優れた業績を多く残された研究者として存
じており、初めてお会いした時には非常に感動したこ
とを今でも覚えています。
学会でお会いした際は挨拶をしただけだったのです

が、クイーンズ大に戻ってから再度メールで連絡をお
取りして、ブリティッシュコロンビア大学を訪問し、
Day先生と行っていた共同研究についてコメントを頂
くことができました。このような経緯で、Otto先生と
は面識があったため、2013年春に海外特別研究員の受
け入れをお願いする際には比較的スムーズに話を進め
ることができました。

Q3. ビザ関連についてはどうでしたか？
両方の滞在について、労働ビザを取得しました。た

だし、ビザの必要性や、その種類については国により
事情が異なりますので、受け入れ先の研究者（あるい
は研究機関の事務）の方などと相談するべきです。ク
イーンズ大学訪問時は、Day先生に大学で共同研究を
行うことを説明する手紙を書いて頂き、ブリティッシュ
コロンビア大学訪問時は、大学事務よりビザ取得の指
示と手続きの詳細について連絡を受けました。多くの
場合ビザの取得にはそれなりに長い時間がかかり、そ
の手続きも煩雑なようですので、なるべく早め早めに
準備をした方が良いと思います。
ブリティッシュコロンビア大学訪問時には、ビザ手

続きを開始できるのが学術振興会から証明書類が発行
されてから（派遣前年の秋ごろ）なのですが、事前に
必要書類を全て準備して、証明書が発行され次第すぐ
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図 1 Day研究室の皆さんと

にビザ手続きを行ったのにも関わらず、ビザの発行が、
出国（私の場合は 4月 1日からの開始）に間に合うギ
リギリになってしまい、非常にやきもきしました。
私の場合は、２回の海外訪問が両方ともカナダで
あったため、１度目の訪問時のビザ申請経験が２回目
の申請にあたり助けになりました。

Q4. 滞在先での日常生活はどうでしたか？
滞在先のキングストン（クイーンズ大学）とバン
クーバー（ブリティッシュコロンビア大学）の治安は
比較的良く、快適な生活を送ることができました。
キングストンでは、大学とダウンタウンが近いため、
朝研究室に行き、帰りに買い物をしたり、お昼を街ま
で食べに行ける立地でした。ですが、冬は雪がかなり
降るそうなので、その頃まで住んでいた場合、感じ方
は変わっていたかもしれません（私の滞在は夏の間だ
けでした）。
比較的静かなキングストンに対して、バンクーバー
は大都市ですので、かなり環境は異なりました。大学
はダウンタウンからバスで 40分ほどかかる場所にあり
ますので、普段は大学周辺で生活し（大学周辺は比較
的静か）、週末にバスでダウンタウンに繰り出して買
い物などをする、という生活でした。また、カナダ＝
寒い国というイメージに反して、バンクーバーは年を
通して滅多に雪が降ることのない都市で、防寒具につ
いては日本の冬の服装で全く問題がありませんでした
（ただし、雨が多く降る）。
いずれの都市でも、アジア人向けの店があるため、
自炊をするにあたってもそれほど困ったことはありま
せんでした。ただし、日本と比べると物価は高いと感
じました。Q7で述べるパソコントラブルなどの時に、
Macの故障をApple Storeで相談できたため、長期滞
在の時には大都市の方が便利といったことはあるかも
しれません。

Q5. 滞在中での研究生活はどうでしたか？
両大学では、研究室のデスクを使わせて頂き、大学
に通いながら研究を進めました。クイーンズ大学では、

単細胞生物におけるhaploid個体とdiploid個体の生態
学的特性の違いについて理論研究を行ったのですが、
それについては事前に大雑把な研究計画と予備的な解
析を行った上で研究室を訪問し、その計画をベースに
Day先生からアイディアやコメントを頂きながら研究
を進めました。この研究はクイーンズ大学滞在中には
終わりませんでしたが、Day先生とは帰国後もメール
でやりとりをする形で、共同研究を続けることになり
ました。
ブリティッシュコロンビア大学では、大型藻類の生

活環で観察される配偶体と胞子体サイズの多様性とそ
の進化について理論研究を行いました。Otto先生に議
論をする時間を定期的に作っていただき、およそ１、
２週間に一度くらいのペースで進捗報告をしながら研
究を進めました。事前に研究計画を立ててはいたので
すが、私とOtto先生がお互い納得のいくモデルを作
るまで少し時間がかかり、本格的な解析は派遣後半年
くらいしてからになりました。

図 2 ハロウィンイベントでOttoラボが制作した出芽酵母
の生活環を模したランタン

研究で使う手法について、集団遺伝学について不
慣れであったため、苦労することも多かったですが、
Otto先生や研究室の皆さんに助けて頂き、なんとか研
究を仕上げることができました。また、クイーンズ大
とブリティッシュコロンビア大が共にカナダにあるた
め、滞在中に再度クイーンズ大を訪問して、Day先生
と新しい共同研究を立ち上げることができたのも、非
常に有意義でした。
Otto先生の研究室は、Biodiversity Research Center

というBiologyとはまた異なる建物内にあり、そこに
はマクロな生物現象を研究対象とする多くの研究室が
ありました。長期休暇期間以外の時期には、毎週２回
のセミナーが定期開催され、そのうち１回は建物内の
学生やポスドクによるセミナー、もう１回は各研究室
が持ち回りでホストとなり、外部の研究者を呼んで行
うセミナーでした。他にも、有志者が集まるセミナー
や輪読会が定期開催されており（私は Let’s Assume

という理論系の論文輪読会に出席していました）、多
くの知識や経験を得る機会を持つことができる場所で
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した。

図 3 Otto研究室の皆さんと

Q6. 滞在中の住まいはどのように探しましたか？
カナダでの住まい探しをする上で日本と大きく異
なると感じた点は２つあります。まず、カナダでは日
本のような不動産業者を仲介した家探しは稀で、イン
ターネット上に掲載された情報を元に、各自が先方と
連絡を取り、住まいを決める、という形が一般的な点
です。次に、シャワーやトイレ、台所を複数人で共有
するタイプの家に住むのが一般的であるという点です。
キングストンに滞在した際は、事前に家を決めてい
なかったため、最初の数日は予約したホテルに宿泊し
ました。その間に家を探す予定だったのですが、なか
なか見つけることができなかったため、夏休み中に利
用可能な学生寮に１週間ほど宿泊し、その間に家を決
めました。そこでは大家さんが自身の家にある２部屋
をそれぞれ学生に貸し出しており、部屋は個室ですが、
そのほかのスペースは全て大家さんを含めた３名で共
用という形でした。犬と猫がいました。

図 4 Kingstonでの同居人（？）

バンクーバーに滞在した際は、メーリングリストに
流れている情報をもとに出国前に家を決めていまし
た。その物件は、学生が夏の期間他大学に滞在するた

め、家を又貸しするというもので、１人で家に住むタ
イプの物件でした。家が非常に広い代わりに、家賃が
高く、３か月ほどそこに住んでいる間に新しい家を探
し、引越しをしました。新しい家は、大家さんが２階
に住んでおり、１階にある２部屋を学生に貸し出す物
件で、共用スペースは２人でシェアするタイプのもの
でした。
家探しについて特筆することとしましては、やはり

短期、単身で滞在する場合は、シェアするタイプの家
を借りるのが現実的（家族やカップルで住むのでない
限り１人で家を借りると非常に高くつく）なのですが、
家を探すのが結構手間なので、もし事前に誰かに相談
できるのであれば、どうすればいいか相談したほうが
いいということです。家を貸す側が、短期でいなくな
る人へ貸すことを嫌がるため、滞在期間が短すぎると
部屋を借りづらいかもしれません。また、こちらでは
男女が同じ物件をシェアするのが一般的なので、ハウ
スメイトの性別が気になる場合は、その点を事前に確
認した方が良いと思います。

Q7. 滞在中にトラブルに遭遇したり、何か気を
付けたほうが良いと感じたことはありましたか？
カナダの治安は比較的良く、そのような意味での大

きなトラブルには見舞われませんでした。ただ、たま
にメーリングリストで防犯上の諸注意が流れてきたり、
ダウンタウンで行かない方が良い地域があったりと、
それなりに気をつけた方がいいこともある、というの
はもちろんあります（それはどこに住んでいても同じ
ことだと思いますが）。
また、滞在中に日本から持って行ったノートパソコ

ンが故障するというトラブルが一度だけありました。
私たちのような理論研究ではパソコン周りのトラブル
に見舞われると、仕事を進める上で大変困ったことに
なるので、こまめなバックアップを取ることと、パソ
コンを複数台持って行く（修理方法や修理店を探した
り、バックアップデータを確認するのに必要）ことが
重要だと思います。また、そういったトラブルの際に、
ソフトウェアをインストールし直す必要があるかもし
れませんが、ライセンスキーがわからないと困ります
ので、必要事項を記載した紙やインストール後のパッ
ケージをまとめておいて、有事の際に家族や友人に教
えてもらえるように事前に手配しておいたほうがよい
と思います。
やはり長期間海外にいると、健康については気をつ

ける必要があります。できるだけ、出国前に健康チェッ
ク（特に歯医者と眼科）を事前に済ませておいた方が
良いと思います。運良くお世話になることはありませ
んでしたが、カナダ滞在中は旅行保険に加入していま
した。カナダでは冬に建物内で常時暖房が動くため、
空気の乾燥で咽を痛めることがあり、加湿器を購入し
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ました。インフルエンザの予防接種を大学で受けるこ
とができたのは大変助かりました。
最後にもう一つ、海外で研究するにあたり苦労した
点として、書籍類の郵送の問題がありました。特に、
バンクーバーには長期滞在したため、事前に書籍や資
料を全て宅配便で送ることにしたのですが、とても高
くつきました（帰国時に送り返すときにも）。理論研
究では、どうしても数学書を始めとする書籍類を多く
持ち歩くことになる（しかもいつ、どれが必要になる
か分からない）と思いますので、可能であれば事前に
pdf化しておく、優先度が低い書籍を日本に残してお
いて、必要になり次第知人に送ってもらう、といった
工夫をすれば良かったと思いました。

Q8. その他に何かあれば
私の場合、カナダ滞在中に、日本の運転免許の更新
が必要でしたが、不在につき更新できませんでした。
ですが、そういった事情で免許の更新ができない場合
は、その事情を証明するもの（パスポートの入出国印
など）を提示することで、更新ができるそうです。
また、ちょうどカナダに滞在している時に衆議院選
挙があったのですが、在外選挙をするためには事前に
大使館でその手続きをする必要があります。この手続
きに時間がかかりますので、大使館の場所を確認する

のも含めてもっと早めにやっておけばよかったと思い
ました。

最後に
以上、私のカナダでの経験を非常に短くかいつまん

で、紹介させていただきました。繰り返しになります
が、各事項は滞在する国や、国が同じでも地域や時期
により事情が変わってくると思います。ですが、必要
になりそうなことは早めに準備すること、気になるこ
とは受け入れ先の研究者にこまめ連絡を取って質問す
ること、できれば同じ国や研究機関に滞在したことの
ある知り合いに相談すること、などはどのような行き
先だとしても重要な事項だと思います。
最後になりますが、私が国外で研究活動を行うに

あたり、機会を与えて下さった日本学術振興会、様々
な助言や機会を与えてくださった巌佐庸先生（九州大
学）、深野祐也氏（当時九州大学）、堀正和先生（水産
総合研究センター）、中山卓郎氏（筑波大学）、国外か
らの諸手続きを助けて頂いた両親、受け入れ先研究機
関のメンバーの皆様をはじめとして、多くの方たちの
助けを頂きました。その全てをここでご紹介すること
はできませんが、この場をお借りして深く御礼申し上
げます。
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【連載記事:海外ラボへ行こう】

ノイグロブゾー滞在記
三木　健 ∗

≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀

パン屋のない町で
2016年 6月 26日 19：30，独りさみしく夕食を終え
たところでこの原稿を書いている．私が今いるのはベ
ルリン中央駅から北にドイツ鉄道で一時間、さらに車
で 15分のところに位置する，ブランデンブルグ州の
小さな集落・ノイグロブゾーだ．この街にはレストラ
ンが 3つしかない．スーパーマーケットも車で１０分
の距離に離れている．パンを主食とするドイツなのに
もかかわらず，パン屋もなく移動式のパン屋が週３回
来るだけである．どうしてこんな田舎暮らしをしてい
るのか，そのいきさつを本稿では書いてみたいと思う．
ノイグロブゾーでの生活のもろもろについては私のブ
ログを参照してほしい．

異国の地での出会い
大学教員採用氷河期真っ只中の 2008年，さまざま
な幸運が重なって博士取得後たった 3年目にして国立
台湾大学のテニュアトラックポジションに私は着くこ
とができた（台湾における生活・研究環境については，
2014年 74号のニュースレターにおける仲澤剛史氏の
記事に詳しいのでここでは触れない）．そこからドイ
ツへとつながる道は，2009年から同じく生態学者であ
る妻（米谷衣代氏）がDAAD（ドイツ学術交流会）の
助成金によってベルリン自由大学で博士研究員になっ
たことから端を発する．ちなみにベルリン自由大学で
の生活ぶりについては，個体群生態学会会報７０号に
詳しい．さて，2009年から 2年間続いた台北とベルリ
ンとの“遠距離”婚では，別居家族に優しい台湾大学
のシステムのおかげで，各年夏と冬の休みに合計 3か
月ほどベルリンに滞在することができた．その機会に
スロベニアで開かれた（発表会場が一つしかない）比
較的小さな国際会議に参加して，現在の受け入れ教員
で，環境微生物学者である Hans-Peter Grossart教授
に出会うことになった．確か懇親会の BBQで肉待ち
の列に並びながら雑談したのが最初だった気がする．
ちなみに話が前後するが，台湾大学に就職するきっか
けになったのも，ヨーロッパで開かれた別の国際会議
で，そのときに現在の同僚である謝志豪さんに廊下で

∗國立台灣大學海洋研究所 (tksmiki@ntu.edu.tw)

声をかけられたのが縁である．国際会議に行くと，い
ろいろ知らない人とニコニコしながら話をしないとい
けないし，食事中に初対面の人たちと英語で雑談する
などの高いコミュニケーション能力が要求されるので
できることなら参加したくないのだが，そういうとこ
ろに人生を左右するような縁が少なからず転がってい
るのだからしかたがない．

フンボルト財団の助成金
さて，スロベニアで出会った Hans-Peterとはメー

ルでの緩いつながりや別の機会にドイツや日本で再会
したのちついに共同研究を開始すべく，2014年にフ
ンボルト財団の助成金に申請する運びとなった．フン
ボルト財団には世界中の科学者向けの助成金が，博士
研究員のポジションも含めていくつかある．私が申請
したのは学位取得後 12年目までの PIが申請可能な
“Experienced researchers”向けのものである．最短 6

か月・最長 18か月の期間での，結構な分量の研究計画
を立てなければいけないが ，台湾では研究費の申請書
は全部英語で書いているので，それらを現地の設備や
研究の方向性とうまく適合する形に発展させればすぐ
書けた．私の場合は，「生態系の機能的安定性を予測可
能な生物多様性新指標の開発」という研究課題で，細
菌群集を対象にした湖における大規模操作実験に基づ
く微生物生態学，生物情報学，数理生態学を融合したよ
うな研究テーマを設定した．この申請書には3通の推薦
書も必要なのだが，これまでの数少ない人脈を頼って，
ＪＳＰＳ博士研究員だったときの受入教員 (日本人)，
日本で客員教員をしていたときに知り合ったフランス
人，別件で共同研究を進めていたドイツ人の 3人にお
願いして推薦書を書いていただいた．そのような過程
を経て幸運にも採択さて，2015年から 3年間のうちに
8か月間，IGB(Leibniz-Institut für Gewässerökologie

und Binnenfischerei; Leibniz-Institute of Freshwater

Ecology and Inland Fisheries)という研究所に滞在す
る権利を得た．このファンドのすばらしいところは，
最大 3ブロックまで滞在期間を分割できることである．
こうして，2015年の夏には 3か月滞在し，今年 2016

年は３ヶ月弱（助成金は２か月分しかでない）の滞在
を予定している．この助成制度はかなり至れり尽くせ
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研究所につながる森の小径

りで，たとえば，ドイツ語教室にドイツまたは自分の
国で通うことも援助してくれるし，長期滞在の場合は，
パートナーおよび子供の分まで追加滞在費が支給され
る．したがって家族への研究費の流用などという問題
は基本的に発生し得ない．また，この財団側と政府系
ファンド（日本の JSPSや台湾のMOST）とのつなが
りが強く，ホスト研究員を後日自分の国に呼ぶ際の援
助もあるらしい．

研究の概略
ノイグロブゾーの研究所ではおもに生物地球化学，
プランクトン生物学，微生物生態学，生物情報学を軸
にした最新の陸水学研究がおこなわれている．2015年
夏には，レイク・ラボという大型野外操作実験施設を
用いたプロジェクトに参加した．複数の人為攪乱要因
が相乗的に湖沼生態系に与える影響をシミュレーショ
ンすることを目的としたこのようなプロジェクトに参
加する醍醐味は，自然生態系で起こりうる事象につい
て単純化された環境下で実験的にシミュレーションし
パターンをつかむことができ，さらに単純化された数
理モデルで機構の理解を進めることができることだ．
数理モデリングと，数理モデルで想定される単純さと
同程度の単純さを持つ室内実験とを直接比較するよう
なアプローチとはまた一味違う面白さがあるとも言え
る．2016年は，2015年の実験で得られたデータを整
理しながらパターン解析とそれを説明するための数理
モデルの構築を行っている．

みんなでドイツに行こう！
最後になるが，この記事を読んでドイツでの研究生
活に興味を持ったのなら（同じ田舎町に来てみたいと

いう数理生物学者はいないだろうが），ぜひフンボル
ト財団の助成金に応募してはどうか．財団には，博士
研究員用，私の応募した中堅研究員用，そしてさらに
業績を積んだ教員用の助成金がある．この 3つの区分
で採用された人をすべて招待して，ネットワーキング
のための年会というのも開かれる（2泊 3日で家族の
分まで含めて旅費・食費すべて財団持ち，ドイツ大統
領との式典もある）．ドイツを中心に世界中のあらゆ
る知をつなげようという壮大な試みは 1920年代から
続いているのであるが，この年会の参加人数（もちろ
ん全員参加ではない）はやはり中華人民共和国からが
数十人でトップ，日本からは 10人程度，台湾からも私
１人の参加だけであった．過去に博士研究員として採
用され今回別の枠でドイツに滞在している複数の教員
からも、日本人はだいぶ数が減ってきて残念との感想
を伺った．機会があればみなさんも挑戦してみたらい
いと思う．

参考情報
Alexander von Humboldt Foundation

https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-

fellowship-experienced.html

日本フンボルト協会：https://avh-jp.com/?page˙id=23

筆者のブログ　 http://blog.goo.ne.jp/gooquruquru/e

/e57b448d218fa7c957e9e6885cb0035e

ドイツ・ベルリン滞在記～言葉の壁を乗り越えて～ 米
谷衣代　個体群生態学会会報７０号
LakeLab (IGB) 　 http://www.lake-lab.de/
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【連載記事:海外ラボへ行こう】

ピレネー山麓の生物多様性理論・モデリング研究セン
ター（CBTM）を訪ねて

谷内茂雄 ∗
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1. はじめに
この稿では、私が昨年の夏にフランスのピレネー山
麓の小さな町に最近できた生物多様性理論・モデリン
グ研究センター（Center for Biodiversity Theory and

Modeling: CBTM）1) を訪問した体験をご紹介しま
す。留学は、若い研究者の皆さんにとっては、自分の
研究観・世界観を広げる得がたい経験になると思いま
す。ですが、中高年になって「海外ラボ」に行く場合
でも、時に若い時とは違った感慨深い訪問になること
をご紹介したいと思います。

2. 酷暑の京都からピレネー山麓へ
昨年（2015年）の 9月 1日、私はフランスのミディ・
ピレネー地方の山麓にあるムリ（Moulis）という小さ
な町に向かっていました。夜 7時にフランス南部の

CBTMから見たMoulis

トゥールーズ（Toulouse）空港を降り、タクシーで飛
ばすこと 1時間半、いつしか日も暮れて濃霧が立ち
込める田舎道を迷いながら進んでいくと、古い教会の
ある由緒ある家にたどり着きました。門を入っていく
と、Michel Loreau教授（ミシェル・ロロー教授、以
下、Michelさん）と夫人のClaire（クレア）さんが暖
かく出迎えてくれていました。Michelさんとは 3年ぶ

∗京都大学生態学研究センター (yachi@ecology.kyoto-

u.ac.jp)

り、Claireさんとは 8年ぶりの再会です。ムリには 9

日間滞在しましたが、お二人のご好意でご自宅に泊め
ていただきました。

Michelさん一家

もう 20年も昔の話になりますが、私は 1997年から
2年間、ポスドク研究員としてパリ第 6大学（ピエー
ル & マリー・キュリー）とパリ高等師範学校（Ecole

Normale Superieure）の生態研究ラボに在籍しました。
そのときの上司がMichelさんで、Claireさんはフラン
ス語の不自由な私を細やかな心配りで面倒みてくれた
ラボの同僚でした。そのときの私の仕事は、欧州連合
の国際共同プロジェクトBIODEPTH（バイオデプス）
の一員として、Michelさんといっしょに「生物多様性
と生態系機能の関係」に関する理論的研究に取り組む
ことでした。BIODEPTHでは、種の多様性が草原生
態系の生産性（productivity）を高めるのかどうかを、
風土の異なる参加各国の実験圃場で操作実験をおこ
なって検証しました。私は、理論担当のMichelさんの
下で、種多様性が生産性を高めるメカニズムに関する
仮説を数理モデルで解析し、保険効果（長期的）、選択
効果と相補性効果（短期的）に関する理論枠組みを共
同で提出しました。このときの一連の研究は、私が生
物多様性と生態系、のちに社会との関係を研究テーマ
とするきっかけになりました。帰国後、私は流域管理
の学際プロジェクトに専念することになりましたが、
Michelさんとの共同研究は断続的に 2007年まで続き
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ました。その間、Michelさんは 2005年にカナダのマ
ギル大学に移動したあと、2011年にムリに新設された
フランス国立科学研究センター（CNRS）の生物多様
性理論・モデリング研究センターにセンター長として
迎えられ、Claireさんとフランスに戻ってきたという
ことでした。その晩は、ひさしぶりに京都の夏の酷暑
から解放され、2階の visitor用個室でぐっすりと眠る
ことができました。

3. CBTM訪問
翌朝、”Shiu～geo～（シューゲーオー）！”という元
気な声が聞こえたので降りていくと、朝食といっしょ
にCorentin（コロンタン）坊やが待っていました。両
親から私のことを聞いていたようで、私と遊ぶのを楽
しみにしていたようです。
朝食後、昨日から幼稚園に通うことになったCorentin

くんは、一足先にClaireさんと車で幼稚園に行き、私
はMichelさんの車でCBTMに向かいました。昨晩は
濃霧と暗さでさっぱりわからなかったあたりの景色が
はっきりわかりました。Michelさんの家を出て谷筋を
流れるサラ川沿いに車を飛ばしていくと、途中、サン
ティアゴ・デ・コンポストーラ巡礼路の宿場町サン・
リジィエ（Saint-Lizier）を通ります。サン・リジィエ

サン・リジィエ

は「フランスの最も美しい村」にも登録され、小高い
丘の城壁の中には、エベック宮殿、セド大聖堂をはじ
めとする歴史的建造物が並んでいます。さらに進むと
サン・ジェロン（Saint-Girons）という地域の中心と
なる町の入口です。ここにかかる橋を渡ったところで
右折して、今度はレ川に沿って道なりに行くと、ピレ
ネー山脈の雄大な山容が見えてきます。ここからスペ
インまでわずか 20キロ足らずです。道の両側のなだら
かな丘に牛や羊が飼われているのどかな牧畜地帯を 10

分ほどいくと、急に道幅がせまくなり小さな町に入り
ます。研究所のあるムリに到着です。

サン・ジェロン

CBTMに着くとさっそくメンバーに紹介してもら
いました。Claireさんは、生態系の物質循環と進化の
関係、相利共生系の進化などのテーマとともに、最近
ではMichelさんといっしょに、人為攪乱下の生物多
様性と生態系機能の理論的問題に取り組んでいます。
ベルギー出身の Bart（バート）さんは理論物理出身
の若いスタッフで、やはり数学・理論物理出身のポス
ドクの Jean-François（ジャン・フランソワ）さんと同
様、CBTMにきてからはじめて生態学に取り組んだ
と聞いて驚きました。2人とも群集や生態系の安定性
（resilienceなど）、理論生態学の概念やフレームワー
クの構築に関心を持ち、すでに論文を出版していま
す。Michelさんは、Bartは自分には考え付かない一般
的な方法を一晩で解析したんだ、とうれしそうにいい
ました。また、Barcelonaから来た Jose（ホセ）さん
は、気候変動が多様なスケールでの生物多様性に与え
る影響を、多様な方法（理論・実験・統計モデル）を
駆使して迫る多才な研究者です。中国出身のポスドク
Shaopeng（シャオペン）さんは、空間スケールを入れ
た生物多様性の安定性についての研究をまとめてドイ
ツに移る直前でした。
私が訪問した時には、ちょうど大きな研究ファンド

がついたということで、スタッフとポスドクが参加す
る 5年間の研究プランを相談する場にオブザーバーと
して参加させてもらいました。その場の議論で気づい
たこのラボの特徴のひとつは、生態学の現代的課題に
自由に取り組みながらも、理論生態学の重要な枠組み
をつくっていくというMichelさんの考え方がはっき
りしており、安定性（stability, resilience）などの概念
的なテーマについても積極的に取り組み、必要とあら
ば理論物理など分野を超えて積極的に人材を呼び込む
方針です。もうひとつは、いまのべたことと相補的な
ことですが、実験・フィールドによるデータと理論モ
デルとの対応をとても大事にしている点です。たとえ
ば、理論モデルの安定性についても、その安定性を経
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験的なデータに基づく指標として測定できるかを議論
します。これらは、Michelさんが、フィールドでのオ
サムシの群集生態学から競争理論を通じて理論生態学
者になったという経歴や、BIODEPTHにおける操作
実験結果と理論のまとめ役、国際的な生物多様性研究
の枠組みであるDIVERSITASの第二期議長を務めた
経験などに基づくものだと思います。
こういった生態学・生物多様性理論の王道・先端的
なテーマとともに、人間と自然の相互作用（human-

nature interaction, social-ecological system）に関する
学際的な研究も human-natureグループで進めていま
す。こちらは、大学院生が主ですが、たとえばAudrey

（オードレー）さんは、social-ecological systemを前提
とした持続可能性研究のレビューをおこなった上で、
社会の機能（social function）をどう定義するとよい
かについても考察を進めており、Anne-Sophie（アン・
ソフィー）さんは、イースター島の social-ecological

systemに関する先行研究を発展させ、生物多様性のダ
イナミクスと経済システム（資本成長）のダイナミク
スを結合させたモデルで島の持続可能性の条件を解析
しています。Michelさんは、こういった学際的な研究
はフランスでも評価されにくいのでファンドをとりに
くい（訪問した年はだめだったそうです）が重要だ、
という認識でした。
滞在中、human-natureグループの人たちに私の研
究発表を聞いてもらう機会がありました。私は日本で
琵琶湖をフィールドとしたプロジェクトベースの流域
管理研究に長く関わっていますが、現在は社会科学者
の脇田健一さんといっしょに理論的な課題のモデル化
にとりくんでいます。私の流域管理の研究テーマは、
一般的に言えば、「多様な利害関係者が関わる不確実
性を前提とした複雑系の持続的なマネジメント」はい
かにして可能か？という問題です。流域管理、地球環
境問題、生物多様性保全、野生動物管理など、現代社
会が直面する issueが共通に抱える問題構造とみるこ
ともできます。このような特徴を持つ問題に対して、
これまで順応的管理、環境ガバナンス論、コモンズ論、
ゲーム理論、リスク論、シナリオ・アプローチなどの
考え方が発展してきました。特に「多様な利害関係者」
が関わるマネジメントでは、そもそも関心のある issue

のレベルで社会学者が「状況の定義のズレ」とよぶミ
スマッチがあり、これをどう乗り越えればよいかが大
きな課題となります。最近、生態系サービスの多面性
に着目することでこのミスマッチを回避できるのでは
ないかとモデル化をこころみ始めたところでした。発
表では、モデリングの概要だけしか準備できませんで
したが、問題意識に共感をもってもらうことができ、
率直な意見交換ができました。

4. SETEと Jeanさんとの再会
それにしても、そもそもなぜ地方の小さな町に理論

生態学の先端的ラボである CBTMが設立されたので
しょうか？歴史的には、第二次世界大戦後の 1948年、
地下洞窟研究に特化した CNRSの洞窟実験研究施設
（Laboratoire Souterrain）がムリにつくられています。
それが 2007年、一般的な生態学のテーマに取り組める
理論-実験生態学ステーション（Station for Theoretical

and Experimental Ecology (SETE)）2)へと短期間で
劇的に生まれ変わります。専任スタッフが 15名、専

SETE

任技術職員が 7名、ポスドク研究員と大学院生が約 20

名、事務職員まで合わせると約 60名になり、研究所
への訪問者に対応できる 15人が泊まれる宿泊施設も
完備しています。さらに、コントロール実験が可能な
共同利用施設である実験用温室、実験用ケージ、メタ
アクアトロンなどが設置され、車で 30分ほど離れた
もっと郊外には、メタ個体群やメタ群集の操作実験を
可能とするメタトロン（Metatoron）3)と呼ばれる巨
大な共同利用施設が稼働しています。滞在中、ドイツ
の研究者が使用中というメタトロンを見学させてもら
いましたが、その規模に圧倒されました。Michelさん
と Claireさんが所属する CBTMはこのステーション
の 1部門として 2011年に新しい建物とともに開設され
たというわけです。
しかし、もともとCNRSの施設があったとはいえ、

なぜこのような大きな先端的研究所へと変貌させるこ
とができたのでしょうか？この謎は、SETEの所長で
ある Jean Clobert（ジャン・クロベール）さんから直
接お話しをうかがうことで解けました。実は、Jeanさ
んは、私がパリに在籍していた当時のラボの部長さん
で、今回ひさしぶりにお会いました。当時のパリのラ
ボは、私が所属する生態学研究センターとも生物多様
性研究の交流をおこなっていて、東正彦さん、山村則
男さん、安部琢哉さんなどが訪問されました。パリで
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メタトロン

も生物多様性の操作実験ができる実験施設をつくるべ
く、Jeanさんたちが努力していると聞いていました
が、なかなか難しいという話も聞いていました。Jean

さんに、その後の経緯を聞くことができました。Jean

さんは当時から何度もパリに実験施設設立の要望・申
請を出して奮闘していたそうですが、ついにパリは競
争が激しく難しいと見切りをつけて、フランス全土で
可能性のありそうな別の場所を探し始めたそうです。
その際に、研究所に地元の雇用など地域の活性化へ協
力してくれるなら支援したいと、ムリの町が協力の名
乗りをあげてくれたそうです。そこで 2007年、Jean

さんはポスドク 1名とたった 2人で研究所設立のため
にムリに引っ越し、地域との協力関係を構築しながら
いまの大きな発展を遂げたということです。そして、
研究所がある程度軌道にのった時点で、理論と実験の
両方に理解があり、かつて同僚でもあったMichelさん
たちを迎えてCBTMを新設した、そういう経緯のよう
でした。ムリ近郊は牧畜を中心とした農村ですが、牧
畜はきつい作業である一方でそんなにもうからないの
で、後継者がだんだん少なくなってきたんだ、とメタ
トロンに向かう車の中で専任技術職員のOlivier（オリ
ヴィエ）さんが話してくれました。ちょうど日本の水
田景観とおなじような状況で、典型的な牧畜地帯の風
景はこの先も持続するかどうかわからないと。背景に
は地域社会の持続性の問題があったわけです。Jeanさ
んは、この研究所をオープンな共同利用施設としてど
んどん使ってもらいたい、そのために実験施設のメン
テや利用費用は研究所が負担している。狭義の生態学
に閉じないで、地域社会や社会科学者との協同が必要
だし歓迎する、と情熱的に語ってくれました。トゥー
ルーズ空港からムリまでの高額なタクシー料金を研究
所が負担してくださったのも利用者へのサービスの一
環だそうです（あらためてここに感謝いたします）。

Jean Clobert所長

5. 今度は若い皆さんも
短い滞在でしたが、Michel さん・Claire さんの二

人と頼もしいメンバーの揃ったラボで再会できたこ
と、human-nature interactionに関するグループに出
会えて交流する機会を持てたことは大きな喜びでした。
Michelさん・Claireさんとは、今回の訪問を機会にま
た共同研究を始めませんかと話したところ、快く賛成
してもらいました。また Jeanさんによる SETEの成
功は、科学と地域社会の関係構築のあり方を考える上
で、とても印象に残りました。Michelさんは、「Jean

はパリでの夢をムリで実現させたんだ」、と言ってい
ましたが、Jeanさんご本人は、「ひとつのアイディア
が成熟するには 10年はかかるもんだ」といって、まだ
まだこれからだよ、と楽しそうに話してくれました。
週末の休日には、Michelさん一家に、美しい景観のサ
ン・リジィエやサン・ジェロンのすばらしく多様な食
材が集まる市場に連れて行ってもらい、地元の美味し
い料理を楽しむことができました。パリにいたときも
感じましたが、フランスの人たちは研究だけでなく、
人生を楽しむことを空気のように当然だと思っていま
す。そういう大切なことを思い出させてくれたことも、
今回の訪問の大きな収穫でした。
ムリの唯一不便なところは、近郊の大都市である

トゥールーズからの交通があまり便利でないことです
が、それも通常、研究所の関係者が空港まで車で出迎
えに来てくれるそうです。私の場合は、Michelさんが
迎えに来てくれる予定だったそうですが、坊やがはじ
めて幼稚園に行く日と重なってしまったので、わざわ
ざタクシーを予約しておいてくれたそうです。また、
ムリの町にいるポスドクや大学院生は、ムリ近郊の下
宿や家を借りて、車か自転車でラボまできています。
ですから、一度来てしまえば、研究はもちろん、日常
生活でも楽しく貴重な経験ができると思います。また
車が運転できれば、週末にスペインや南仏にも２-３時
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間でいけるとても便利なところでもあります。若い研
究者の皆さんも、ぜひ一度訪れてみてください。
謝辞：今回のCBTMおよび SETE訪問に際しては、
両研究センター・研究所にお世話になりました。ここ
に感謝いたします。

参照先
1) CBTM　 http://www.cbtm-moulis.com/

2) SETE　 http://www.ecoex-moulis.cnrs.fr/

3) Metatron http://themetatron.weebly.com/
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【連載企画:：数理の道具箱】

Adaptive Dynamics入門 （２）
～適応度地形を登る～

大槻　久 ∗
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1. 前回のおさらい
前回は分散と進化の関係について解説した。個体の
表現型 zがいくらばらついていようと、表現型のうち
遺伝子によって規定される部分（遺伝子型値 g）の分
散がなければ進化は起こらない。二倍体の場合はもっ
と大変で、遺伝子型値がばらついていようとも、その
うち相同遺伝子の効果が足し算で効く成分（これを相
加遺伝効果 aと呼んだ）に分散がなければ進化は起こ
らない。いくらかの計算の後、我々は育種家方程式

∆z!"#$
選択応答

= h2
!"#$

狭義の遺伝率

× S!"#$
選択差

(1)

に辿り着いたのであった。もう一度思い出すと、各項
の定義は、

（選択応答∆z）=（表現型平均 zの選択前後での差）

（狭義の遺伝率 h2）=（相加遺伝分散）（表現型分散）
（選択差 S）=（選択前の表現型 zの

適応度wによる重み付き平均と、
その単純平均との差）

(2)

である。若干テクニカルな点ではあるが、式 (1)は∆z

が十分に小さい時に正しかったことも覚えておこう
（詳しくは前回の補遺を参照）。

2. 選択勾配
育種家の目線に立てば、育種家方程式 (1)は「人為
選択による努力（＝選択差）が h2(≤ 1)倍（＝狭義の
遺伝率）に減じられて結果（＝選択応答）として現れ
る」と理解することが出来るが、見方を変えて次のよ
うな式変形を考えてみよう。

（選択応答）=（相加遺伝分散）（表現型分散）! "# $
狭義の遺伝率

×（選択差）

=（相加遺伝分散）× （選択差）
（表現型分散）! "# $

≡β

(3)

∗総合研究大学院大学・先導科学研究科 (oht-

suki hisashi@soken.ac.jp)

(3)式に出現するβで表された量とは何だろうか？定
義に戻って考えれば、選択差とは、
%N

i=1wizi%N
i=1wi

−
%N

i=1zi
N

=
1

w
(wz−w ·z)= 1

w
Cov[w,z]

(4)

という量である。ここでNは集団の全個体数、バーは
平均、Covは共分散を表す。したがってこれを表現型
分散Var[z]で割ると

β=
1

w

Cov[w,z]

Var[z]
(5)

となる。実はこれは選択勾配 (selection gradient)と呼
ばれる量である。
なぜこの量には「勾配」という名前が付いているの

だろうか？wと zの共分散Cov[w,z]を zの分散Var[z]

を割った量は、統計学では「wの zに対する回帰係数」
と呼ばれ、普通 bw,zなどと書かれる。横軸に個体の表
現型値 ziを、縦軸に個体の適応度 wiをプロットする
と、最小二乗法によって求めた回帰直線の傾きがちょ
うど bw,zとなるのだ。つまり選択勾配は（1/wという
項を無視すれば）文字通り「勾配」なのである。
式 (3)をもう一度振り返ろう。我々は

∆z!"#$
選択応答

= Var[a]! "# $
相加遺伝分散

× β!"#$
選択勾配

(6)

なる進化の式を得たことになる。

3. 進化と分散
前回は離散個の異なる対立遺伝子について考えたが、

このような遺伝子座が十分に沢山あり、したがって表
現型 zが連続値を取り得るような極限を考えてみよう。
集団内の表現型の頻度分布関数をφ(z)と書くことにす
る。φは頻度なのだから当然

& ∞

−∞
φ(z)dz=1 (7)

が成立している。以下では暗に集団の大きさは無限大
であると仮定して話を進める。
分布の時間変化を理解するため、例として適応度関
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数がw(z)= 1+0.1zである時の分布関数の時間変化を
図 1に示した。ただし単純化するために一倍体モデル
を用い、表現型値 zと遺伝子型値 gは等しい（つまり
狭義の遺伝率 h2 =1）と仮定した。初期分布 φ0(z)と
しては三角形関数

φ0(z)=

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

1+z (−1≤ z≤ 0)

1−z (0≤ z≤ 1)

0 otherwise

(8)

を用いた。

図 1 表現型分布 φ(z)の時間変化：適応度関数は w(z) =

1+0.1zを用いた。

仮定した適応度関数は右肩上がりなので、時間とと
もに分布が右側に偏っていくことが見てとれる。では
分布 φの分散はどのように時間変化するだろうか。そ
れを見たのが図 2である。

図 2 表現型分布 φ(z)の分散の時間変化

図 1からもある程度想像がつくように、表現型分散
は時間とともに単調に減少する。この例の場合、適応
度関数は時間に依らず一定で、zの値が大きいほど適
応度が高いので、時間 t=∞においては z=1に限り
なく近い形質のみが集団を占め、集団の表現型分散は
ゼロに近づくと予想される。
このように自然選択は適応的な個体のみを残すプ
ロセスなので、自然選択下では一般に集団の分散は
減少する。また、本連載では扱わないが、集団の個体
数が有限の時には、有限性に起因する人口学的確率性

(demographic stochasticity)が生じ、これも集団の分
散を減らす一因となる。しかしながら式 (6)を見ると、
選択応答∆zの大きさは（相加遺伝）分散の大きさに
比例するので、分散が減ってしまうということは進化
が止まってしまうということに他ならない。
逆に集団の分散を増加させる要因、その中でも特に

相加遺伝分散を増加させる要因とは何だろうか？それ
は突然変異 (mutation)である。本稿ではこれまで突然
変異には全く触れずに来たが、実際の適応進化の過程
では突然変異が（ごく低い頻度ではあるが）絶えず起
こり、それが分散の源となって進化が続いていくこと
が多い。
このように考えると、進化の式 (6)は「閉じていな

い」式であることが分かる。言い換えれば、式 (6)に
おいて選択応答∆zを知ろうとする際には、その瞬間
の相加遺伝分散Var[a]の値を知る必要があるが、次の
時間において選択応答∆zを再び知ろうとする際には、
以前に用いた同じ相加遺伝分散Var[a]の値を使うこと
はもはやできない。なぜなら相加遺伝分散自体も上に
述べた種々の理由によって時間変化してしまうからだ。
したがって形質の平均値 zの時間変化のみならず、少
なくとも相加遺伝分散Var[a]の時間変化も追わなけれ
ばならないのだ。
往々にしてこのような場合、分散の時間変化の式を

導出したところで、その式中にはさらに高次のモーメ
ントが出現してしまい、系が一向に閉じないのが普通
である。従って形質平均の時間変化を調べるために分
散の時間変化を追いかけたところで、問題の根本的な
解決にはならない。
その代わりに、集団遺伝学およびadaptive dynamics

では「集団の（相加遺伝）分散は時間に依らず一定で
ある」という大胆な仮定を置くことが多い。この仮定
は上に述べたことを勘案すると確かに大胆に聞こえる
が、他方、自然選択と突然変異のバランスが一定時間
経過後は釣り合う (mutation-selection balance)と考え
ることは妥当なので、別に極端な仮定ではない。する
と式 (6)の相加遺伝分散Var[a]の部分は定数と仮定す
ることができるので、我々は残りの項、つまり選択勾
配 βのみに注目すれば良いことになる。

4. Landeの理論
前回に述べた量的遺伝学の理論を発展させ、表現型分

布の時間発展として初めて定式化したのはLande(1976)

である。Landeは表現型分布 φとして正規分布

φ(z,z)=
1√
2πσ2

exp

[
− (z−z)2

2σ2

]
(9)

を仮定しその解析に取り組んだ。式 (9)で zは表現型
分布の平均値を、σ2はその分散を表す。
平均値 zは時間とともに変化することを考え、必要
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に応じて時間添字 tを使って z= ztと書こう。一方で
分散σ2は、先に述べた理由により時間に依らず一定と
仮定する。したがって分布φの時間変化を追うことは、
平均値の時間変化 z0,z1,z2,···を追うことに等しい。
ではLandeのモデルにおいて選択勾配 βを計算して
みよう。まずいくつかの予備的な計算をしておく。集
団の平均適応度とは

w=

! ∞

−∞
w(z)φ(z,z)dz (10)

であり、適応度wと表現型 zの積の平均は

wz=

! ∞

−∞
w(z)zφ(z,z)dz (11)

で計算される。
さて、平均適応度wを zの関数とみなすと、積分記
号下の微分によって

dw(z)

dz
=

! ∞

−∞
w(z)

∂φ(z,z)

∂z
dz

=

! ∞

−∞
w(z) · z−z

σ2
φ(z,z)dz

=
wz−w ·z

σ2

=
Cov[w,z]

Var[z]

(12)

となる。ただし 2行目から 3行目への変形で式 (10, 11)

を使った。上式の最後をwで割ると選択勾配の定義そ
のもの（式 (5)を見よ）になるから、結局 φが正規分
布である時の選択勾配は

β=
1

w(z)

dw(z)

dz
=

dlnw(z)

dz
(13)

と計算できる。つまりLandeモデルにおける選択勾配
とは、平均適応度の対数を集団の形質平均で微分した
値である。これを用いると選択応答は

∆z"#$%
選択応答

= h2σ2
" #$ %

相加遺伝分散

· dlnw(z)
dz" #$ %

選択勾配

(14)

と書ける。ここでh2は狭義の遺伝率であり、以下では
一定であると仮定する。
Landeの公式 (14)は、集団の平均適応度w（の対数）
が高くなる方向に集団平均 zが動くことを表している。
これは自然選択の単位が個体であることを考えると不
思議に聞こえるかもしれない。しかし、頻度依存選択
がない場合には、各個体が自らの適応度を最大化する
と自然に集団の平均適応度も最大化されるのでこれは
正しい。しかし頻度依存選択がある場合にはLandeの
公式 (14)は修正を受ける（文末の補遺Aにその計算を
記した）。

では試しに公式 (14)を使ってみよう。そのために適
応度として z=µで最も高いような単峰型

w(z)= exp

&
− (z−µ)2

2τ2

'
(15)

を仮定してみる。ここで τ2は適応度関数の広がりを表
すパラメータである。式 (10)を使うと平均適応度は

w(z)=Cexp

&
− (z−µ)2

2(σ2+τ2)

'
(16)

（Cは zに依らない定数）と計算できることが分かるの
で、Landeの公式 (14)より進化動学は

∆z=h2σ2 · µ−z

σ2+τ2
(17)

となる。式 (17)において選択応答∆zの値は z <µで
正、z >µで負であるので、分布 φの平均は適応度が
最も高い点である z=µに向かって時間変化すること
が分かる（図 3）。これは直観的にもうなずける。

図 3 Landeモデル：表現型分布関数 φは平均 z（初期値
z0 =0）、分散 σ2 =0.16の正規分布を、適応度関数w

は式 (15)で µ=1、τ2 =0.36とした単峰型を、狭義
の遺伝率は h2 =0.5をそれぞれ用いた。

5. 適応度地形と進化の山登り
図 3を見ると、適応度という「山」があり、そこを

集団の分布が駆け上がっているようにも見える。自然
選択とは適応度の高い個体の遺伝子が集団に広がるプ
ロセスなので、適応度の高い方に集団が「山登り」を
するのは自然である。そこで適応度関数wを地形にな
ぞらえて適応度地形 (fitness landscape)と呼ぶことが
ある。

6. Iwasa, Pomiankowski & Neeの理論
Landeの理論は、(i)表現型分布φに正規分布を仮定

する必要があること、(ii)頻度依存性を扱いにくいこ
と、等の問題点があった。これを解決したのが Iwasa

et al. (1991)の理論である。
この理論では表現型分布 φに正規分布を仮定する代
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わりに、分布 φはその平均 zの周囲に集中分布してい
ると仮定する（図 4）。頻度依存性も考慮できるよう
にするため、形質 zを持つ個体の適応度は集団平均 z

にも依存するとして、これを w(z,z)と書くことにし
よう。

図 4 Iwasa et al.モデルの概念図：表現型分布 φに集中分
布を仮定する。

この仮定の下で選択勾配 βを求めていくのだが、先
ほど述べたように、選択勾配は適応度wを表現型 zに
対して回帰させた際の回帰係数と関係があったことを
思い出そう。集中分布の仮定より、形質 zを持つ個体
の適応度はTaylor展開を用いて

w(z,z)≃w(z,z)+
∂w(z,z)

∂z

!!!!!
z=z

(z−z) (18)

と近似することが出来る。これは回帰直線の傾きが

bw,z =
∂w(z,z)

∂z

!!!!!
z=z

(19)

であることを言っているのに他ならない。また、集中
分布の仮定より集団の平均適応度はw=w(z,z)と書け
るから、以上より選択勾配は

β=
1

w(z,z)

∂w(z,z)

∂z

!!!!!
z=z

=
∂ lnw(z,z)

∂z

!!!!!
z=z

(20)

と書け、したがって進化動学は

∆z"#$%
選択応答

= h2σ2
" #$ %

相加遺伝分散

· ∂ lnw(z,z)
∂z

!!!!!
z=z" #$ %

選択勾配

(21)

となる。
Landeの公式 (14)と Iwasa et al.の公式 (21)を見比
べると、前者で選択勾配を決めているのが集団の平均
適応度 wであるのに対し、後者ではそれが個体の適
応度wであり、後者のほうがより自然である。これは
前者が頻度依存選択のない特別な場合のみを扱ってい
たからである。Iwasa et al.の公式 (21)は適応度が自
らの形質値 zだけでなく他者（＝集団平均）の形質値
zにも依存するような状況も扱える。このような状況
は、例えば他者との闘争がある場合（＝他者より相対

的に強い個体が生き延びる）や、性選択の場面（＝他
者より相対的に美しい装飾を持つ個体が好まれる）で
よく現れる。したがって φの集中分布を仮定しさえす
れば、Iwasa et al.の公式 (21)は非常に使い勝手が良
く、応用上重要である。

7. 次回予告
今回は量的形質の進化に関し、年代順にLandeモデ

ル、Iwasa et al.モデルを解説した。次回からいよいよ
現代流の adaptive dynamics理論の解説に入って行く。

8. 参考文献
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genetic drift in phenotypic evolution.” Evolution
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• 巌佐 庸 (1998) 『数理生物学入門―生物社会のダ
イナミックスを探る』共立出版（17章の付録に式
(21)の導出がある）

補遺 A Landeモデルにおける頻度依存選
択の扱い

Landeモデルで頻度依存選択を扱えるようにするた
め、形質 zを持つ個体の適応度はその集団平均値 zに
も依存し、w(z,z)と書けると仮定しよう。この時、集
団の平均適応度は

w=

& ∞

−∞
w(z,z)φ(z,z)dz (A1)

と書けるので、これを zで微分して

dw(z)

dz
=

& ∞

−∞
w(z,z)

∂φ(z,z)

∂z
dz

+

& ∞

−∞

∂w(z,z)

∂z
φ(z,z)dz

(A2)

を得る。式 (A2)の両辺を wで割ると、本文にあるよ
うに右辺第一項は選択勾配 βそのものになるから、式
を整理して

β=
1

w(z)

'
dw(z)

dz
−
& ∞

−∞

∂w(z,z)

∂z
φ(z,z)dz

(
(A3)

を得る。したがって選択応答は

∆z=h2σ2 · 1

w(z)

'
dw(z)

dz
−
& ∞

−∞

∂w(z,z)

∂z
φ(z,z)dz

(

(A4)

となり、これは関数wの形によっては具体的に計算で
きることもある。
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【連載コラム：フィッシャーマニアのつぶやき（１） 】

「Likelihoodのてっぺんでダンスしろ」とフィッシャー
は言った：あるいは、進化学者のためのマルコフ連鎖
モンテカルロ法のアナロジカルな解説

林岳彦 ∗
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1. はじめに
1.1 本稿の究極的な目的
ロナルド・フィッシャーは偉大である。しかしなが
ら、ほとんどの場合に、その偉大さは半分しか理解さ
れていない。つまり、統計学者には「統計学者として
のフィッシャー」の偉大さしか十分に理解されておら
ず、進化学者には「進化学者としてのフィッシャー」の
偉大さしか十分に理解されていない。本稿の究極の目
的は、「likelihood」という概念を軸として、統計学者
としてのフィッシャーと進化学者としてのフィッシャー
を統一的に理解する視座を提供することである。

1.2 本稿の至近的な目的
一方、本稿の至近的な目的は、進化／生態学者に向
けてのマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC法）の
解説である。近年、進化／生態学分野におけるデータ
解析の手法の一つとしてベイズ統計が多用されるよう
になってきた [1]。ベイズ統計を用いた解析にはしばし
ば複雑な計算が必要とされ、MCMC法と呼ばれるア
ルゴリズムを用いた数値計算が行われる。MCMC法
はもともと物理学の分野で発展したものであり、進化
／生態学者にとっては「そもそもなぜMCMC法が必
要なのか」「そもそもMCMC法はどんな計算をしてい
るのか」の「そもそも」の部分が掴みにくい。本稿で
は、その「そもそも」の解説を試みる。
本稿の特色は、ベイズ統計およびMCMC法を解説
する際に、「尤度」と「適応度」をアナロジカルに捉え
る視点から解説することにある。このアナロジーを推
し進めることにより、MCMC法を無性生物の進化シ
ミュレーションのイメージで解釈することができる。
（この「尤度」と「適応度」のアナロジーは一見突飛な
ものに思われるかもしれないが、そのどちらもロナル
ド・フィッシャーの理論の中核をなす「likelihood」の
表現であることを考えれば、むしろこのアナロジーは
フィッシャーの理論体系における本質を突いたもので
あると筆者は考えている。）
なお、本稿はMCMC法に関する「そもそも」につ
いての大づかみなイメージを伝達すること目的として
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いるため、数学的・計算機科学的な視点からの厳密性
は多少犠牲にされているかもしれない（より厳密な解
説については既に優れたものが存在する [1][2]）。その
ため、MCMC法の解説としての本稿は「登り終わっ
た後には棄てられるべき梯子」として読まれることが
望ましい。

2. 尤度のアナロジーとしての適応度
2.1 ベイズの定理と遺伝子頻度変化のアナロジー
まずはベイズの定理と遺伝子頻度変化の式の類似に

ついて示す。ベイズの定理は以下の式で表される。

p(θ|data)= p(data|θ)p(θ)
p(data)

ここで dataはデータ、θはパラメータを表す。ここで
は、当面の説明のための便宜として 1パラメータの場
合のみを考え、θのとりうる値は 0か 1のみであると
する。その場合、分母は以下のように記述することが
できる。

p(θ|data)= p(data|θ)p(θ)
Σ1

θ=0[p(data|θ)p(θ)]
(1)

ここで p(θ)と p(θ|data) は θの事前・事後分布である。
ここで事前分布とはデータが得られる前のパラメータ
θの確率分布であり、上記の場合 p(θ)は θが 0か 1か
についての知識の状態を示したものである（事前情報
がない場合には通常 p(θ=0)= p(θ=1)=0.5となる）。
いっぽう事後分布とは、データが得られた後に更新さ
れたパラメータ θの確率分布である。p(data|θ)は得ら
れたデータがパラメータ θのもとで生じる尤もらしさ
（尤度；likelihood）である。ここで尤度の値はパラメー
タの値とデータの値の両者に依存して決まる。（今後、
表記上の便宜のため、尤度の項 p(data|θ)については
L(data|θ)と表記する。）
あまり言及されることはないが、このベイズの定理

は進化学者には馴染みの深い、1世代間の対立遺伝子
(allele)の頻度変化の以下の式に類似している。

p(θ|env)= W (env|a)p(a)
Σ1

a=0[p(env|a)p(a)]
(2)

ここで envは環境要因（environment）、aは対立遺伝
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子（allele）を表す。ここでは、当面の説明のための便
宜として 1倍体の 1座位の場合のみ考え、2つの対立
遺伝子 aは表現型として 0か 1をとるとする。ここで
p(a)は当該座位上の対立遺伝子の世代 tにおける遺伝
子頻度分布、p(a|env)は所与の環境要因 envのもとで
の世代 t+1における対立遺伝子の頻度分布となる。こ
こでW (env|a)は、ある環境 envにおける対立遺伝子
aの適応度（likelihood of survival and reproduction）
を表す。ここで適応度の値は対立遺伝子 aの表現型と
環境要因 envの両者に依存して決まる。
ここで式 (1)と式 (2)を見比べてみよう。それぞれの
対応関係を見ていくと、「パラメータ θの事前分布＝世
代 tにおける対立遺伝子 aの頻度分布」、「パラメータ θ

の事後分布＝世代 t+1における対立遺伝子 aの頻度分
布」、「パラメータ θの尤度（likelihood）＝対立遺伝子
aの適応度（likelihood of survival and reproduction）」
という形で式の上では対応している。以下、このアナ
ロジーを全面的に敷衍して考えていくことが本稿の骨
子となる。

2.2 パラメータと対立遺伝子の頻度分布の「事
前」と「事後」

ここでは、「ベイズの定理を用いてパラメータ θの事
後分布を求めること」が「一世代後の対立遺伝子 aの
頻度分布を求めること」とパラレルに捉えられること
を見ていこう。
ベイズ統計の基礎の説明として、被験者Xが癌であ
る場合を θ=1、癌でない場合を θ=0と考えて、ベイ
ズの定理を用いてデータによる事前分布の更新の例を
見ていくことにする。
まず、事前分布として、被験者 Xが疑われている
癌の一般的な罹患率を設定する。ここでは便宜的に、
癌の事前確率を p(θ= 1) = 0.001、非癌の事前確率を
p(θ=0）=0.999とする。ここでデータとして「被験者
Xに対するスクリーニング検査Aが陽性であった」と
いうデータがあると仮定する。そして、もし被験者X

が癌である場合にスクリーニング検査Aが陽性となる
尤もらしさ（尤度L）が 0.8、癌でない場合に陽性とな
る尤度Lが 0.1としよう。この状況を式で書くと：

L(陽性 |θ=0)=0.1

L(陽性 |θ=1)=0.8

となる。ここで、式 (1)のベイズの定理を用いてθ=1

の事後確率 p(θ=1|陽性)を求めると：

p(θ=1|陽性)

=
L(陽性 |θ=1)p(θ=1)

[L(陽性 |θ=1)p(θ=1)+L(陽性 |θ=0)p(θ=0)]

= 0.8× 0.001/(0.8× 0.001+0.1× 0.999)

= 0.0079

となる。ここでは、癌の事前確率は p(θ=1)=0.001な
ので、「スクリーニング検査Aの結果が陽性」という
データにより癌である確率がほぼ 8倍に更新されたこ
とが分かる（しかし、もともとの癌のベースレートが
低いので絶対的な確率はそれほど上がらない）。ちな
みに、上記の計算における分母の項は、全パラメータ
範囲における事後分布の総和を表す。この総和で割っ
ておかないと事後確率における全事象を足したときに
「全事象の確率の総和が 1にならない」というおかし
な（確率の定理を満たさない）ことになるので、この
総和によって割る（規格化する）ことが必要となる。
では、以上の計算とのアナロジーを念頭に置きなが

ら、遺伝子頻度の変化も計算してみよう。単純な場合
として、ある遺伝子座 aには２つの対立遺伝子（a=0,

a=1）があるとする。説明のための便宜として、a=0

のときに毛の色が茶色、a=1のときに毛の色が白と
考えて、適応度の違いによる遺伝子頻度変化を見てい
く。世代 tの遺伝子頻度としては、もともと全てが茶
色の 1000個体の集団の中に一個体の白の突然変異が
現れた状況として、p(a=1)=0.001、p(a=0)=0.999

とする。
ここで説明のための仮定として、環境要因Zとして

「白色のほうがすごく有利な環境」が与えられた状況
（冬季の大量の積雪など）を考える。このとき、個体の
毛の色が白色である場合の適応度が 0.8、茶色である
場合の適応度が 0.1であるとする。この状態を式で書
くと：

W (Z|a=0)=0.1

W (Z|a=1)=0.8

となる。ここで、a=1の次世代における遺伝子頻度
p(a=1|Z)を求めると

p(a=1|Z)

=
W (Z|a=1)p(a=1)

[W (Z|a=1)p(a=1)+W (Z|a=0)p(a=0)]

= 0.8× 0.001/(0.8× 0.001+0.1× 0.999)

= 0.0079

世代 tでは白色の頻度は p(a=1)=0.001なので、自
然選択により白色の遺伝子頻度が一世代でほぼ 8倍に
増加したことになる（しかし、もともとの頻度が低い
ので絶対的な頻度はそれほど上がらない）。因みに、上
記の計算における分母の項は、世代 t+1における全遺
伝子型頻度の総和を表す。これで割っておかないと 1

世代後に全ての遺伝子型頻度を足しても頻度が 1にな
らないというヘンなことになるので、分母で割るとい
う作業が必要となる。
上記の 2つの計算例の類似関係を見ると、ベイズの

定理による計算が遺伝子の頻度変化の計算と同型であ
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ることが理解できる。つまり、「ベイズの定理は、パ
ラメータの事前分布を尤度で重み付けすることでパラ
メータの事後分布を算出する」。同様に、「遺伝子の頻
度変化は、世代 tの遺伝子頻度分布を適応度で重み付
けすることで世代 t+1の遺伝子頻度を算出する」とア
ナロジカルにまとめることができる。

2.3 「適応度地形×世代 tの遺伝子頻度分布」を
描く＝「尤度関数×事前分布」を描く

一般に、式 (2)の適応度関数W (env|a)の全体は「適
応度地形」と呼ばれる。ここで、「世代 t+1における
遺伝子（型）の頻度分布」を計算することは、「適応度
地形に世代 tの遺伝子（型）の頻度分布が掛かったも
のの形」を描くことに相当する。同様に、ベイズの定
理により「事後分布」を計算することは、「尤度関数
に事前分布が掛かったものの形」を描くことに相当す
る。ここでこれらの計算が簡単でないのは、多くの場
合に、多数の座位／多数のパラメータによって構成さ
れる多次元空間内においてそれらの「形」を描く必要
がでてくるからである。
以下、この「多次元空間内において形を描く」と
いうイメージを基に「そもそもなぜ MCMC が必要
とされるのか」についての解説を行っていく。なお、
MCMCの必要性を語る上での本質的な要因は多座位
／多パラメータによる「次元の呪い」である。そのた
め、以下においては説明上の便宜のため「適応度地
形に世代 tの遺伝子（型）の頻度分布が掛かったもの
（W (env|a)p(a)）の形を描く」という問題を単に「適応
度地形（W (env|a)）を描く」という問題に、また「尤
度関数の形に事前分布が掛かったもの（L(data|θ)p(θ)）
の形を描く」という問題を「尤度関数（L(data|θ)の形
を描く」という問題にざっくりと簡略化して解説を進
めていく。この簡略化は理論的には、p(a)および p(θ)

が一様分布であるために、それらによるW (env|a)や
L(data|θ)の形状の変化を考慮しなくて良いという特
殊な場合に相当する。（一般に、適応度地形および尤度
関数における「次元の呪い」の問題自体は、本質的に
はW (env|a)や L(data|θ)の多次元性に依存する話で
あり、p(a)および p(θ)の形状には本質的に依存する話
ではないため、MCMC法の必要性を解説する上では
この簡略化により本質的な論点が変わることはない。）

3. 次元の呪いと Holey adaptive land-

scape

3.1 次元の呪い：可能な遺伝子型の数の爆発
遺伝子頻度変化の計算ではしばしば、例えば式 (2)

での分母のような、全遺伝子型の適応度の総和：

ΣW (env|a)p(a)

の計算が必要となる。計算量の観点から見ると、この
計算は例えば 1座位 2対立遺伝子の系のときには容易
な問題である。しかしながら、このような計算は遺伝
子座の数が増えるにつれて非常に膨大な計算が必要と
なる。例えば、それぞれ 10個の対立遺伝子（1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10）を持つ 12座位（a, b, c, d, e, f , g,

h, i, j, k, l）から構成される可能な遺伝子型の数は、
1012 = 約一兆となる。この場合、全遺伝子型の適応度
の総和

ΣW (env| a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l)
×p(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l)

について、正面から全ての可能な遺伝子型についての
適応度を逐一計算すると計算量が非現実的な量となっ
てしまう。

3.2 多次元空間内の適応度地形：Holey adap-
tive landscape

実際には、多数の座位が存在しても「全ての遺伝子
型の適応度を逐一計算する」必要はない場合がほとん
どである。なぜなら、たとえ可能な遺伝子型の数が一
兆個であったとしても、その中で意味のある遺伝子型
の数（適応度がゼロでない遺伝子型の数）は限られて
いると考えられるためである。例えば、上述の例での
10個の対立遺伝子（1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10）のう
ち、「生物学的に生存可能な範囲に対応する対立遺伝
子」は一つの座位につき 3個のみである場合には、（事
前にどの対立遺伝子が生存可能な範囲に対応するかは
分からないとしても）ある遺伝子型が 12座位全てで
「生存可能な範囲に対応する対立遺伝子」により構成
されている確率は「0.312 ≈ 5.3×10−7」となる。この
場合、実質的に計算しなければならない遺伝子型の数
は「1012×0.312 =531441個」と一気に現実的に計算
可能な範囲へと縮減する。
また、一般論として「適応度の高い遺伝子型」の近

傍（一度、あるいは数度の突然変異で到達できる範囲）
の遺伝子型も、平均的には比較的高い適応度を持つと
期待できる。そのため、いちど適応度の高い遺伝子型
を見つけてしまえば、その周りを重点的に探索するこ
とで効率的に「意味のある（適応度がゼロでない）遺
伝子型」のクラスターだけを選んで適応度の値を計算
していく方法も一般に効率的であると考えられる。
上記をまとめると、一般論としては「座位の数が増

えるほど可能な遺伝子空間の大きさは飛躍的に拡がる
が、そのぶん劇的にスカスカになっていく（ゼロでな
い適応度を持つ遺伝子型の割合が激減していく）」と考
えることができる。このような多数の遺伝子座位から
構成される多次元空間上の適応度地形というのは、セ
ウォール・ライトがイメージしたような 1～2次元上の
滑らかな適応度地形とかなり異なった特徴を持ってい
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00000 00100 00101 10101

世代 t 世代 t+1世代 t-1 世代 t+2

世代t+1の遺伝子型は世代tの遺伝子型に依存する＝マルコフ連鎖

突然変異はランダムに生じる＝モンテカルロ

図 1 無性生物の進化と「マルコフ連鎖＆モンテカルロ」

る。セルゲイ・ガヴリレッツはそのような多次元遺伝
子空間上の適応度地形を”Holey adaptive landscape”

と呼び、その特徴や種分化過程に与える影響につい
て議論をしている ([3][4])。厳密な話ではないが、セ
ウォール・ライトの適応度地形のイメージを『砂丘』
とするならば、ガヴリレッツのいう”Holey adaptive

landscape”のイメージは、多次元上に浮かぶ『穴だら
けのチーズ』と喩えることができる。以下、そのよう
な『穴だらけのチーズ』のような尤度関数／適応度地
形に対して効率的な計算を行うためのアルゴリズムと
して、MCMC法について説明する。

4. 進化シミュレーションとしてのMCMC

4.1 無性生物集団の進化は「マルコフ連鎖」＆
「モンテカルロ」

まずは「マルコフ連鎖」「モンテカルロ」という語
句の説明から入る。マルコフ連鎖は、ざっくり言うと
「時間 t+1における状態が時間 tの状態のみに依存す
る」ということを意味する。一方、「モンテカルロ」は
ざっくり言うと何らかの形で「確率的に生成される乱
数を使う」ことを指す。これらの用語を、「無性生物の
進化」のアナロジーで説明すると図 1のように表すこ
とができるだろう。
図 1のそれぞれの丸は無性生物の個体を、数列はそ
の遺伝子型を表す。図 1では 5遺伝子座を想定してい
る。最初の個体の遺伝子型は”00000”であるが、世代
ごとに突然変異が起こることにより系統の遺伝子型が
変化していく（説明の便宜のため、本記事では常に「1

倍体」かつ「表現型＝遺伝子型」であるとする）。図
を見てわかる通り、「子の遺伝子型（世代 t+1の遺伝
型）」は祖父母やそれ以前の祖先の遺伝子型ではなく
「親の遺伝子型（世代 tの遺伝型）」にのみ依存して決
まると言える。これは「マルコフ連鎖」に相当する。
また、世代ごとにランダムに生じる突然変異により、
遺伝子型は親のものから変化する。ここの部分は「モ
ンテカルロ」に相当するとみなせる。つまり、以上の
ような無性生物の進化は、「マルコフ連鎖」「モンテカ
ルロ」的な系であるとアナロジカルに理解することが
できる。

4.2 進化シミュレーションとしてMCMCのア
ルゴリズムを「読む」

それではMCMCのアルゴリズムとして一般的なメ
トロポリス-ヘイスティングスアルゴリズム（M-Hア
ルゴリズム）について、無性生物の進化のアナロジー
を交えながら解説していく。
4.2.1 M-Hアルゴリズムの手順（１）：突然変異に

よる新しい遺伝子型の生成
ここからはWikipediaのメトロポリス・ヘイスティ

ングス法の記事（https://ja.wikipedia.org/wiki/メト
ロポリス・ヘイスティングス法; 2016年 8月 18日時
点のもの）を参照しながら解説する。学術的内容に関
してWikipediaを参照することには異論があるかもし
れないが、本原稿を読むために追加図書の購入が必要
となるのはいささか本末転倒感がある（関連図書を購
入されるのならばそもそも最初からそちらを読んでい
ただくのが良い気もする）ため今回は便宜としてご容
赦いただきたい。以下に、当該Wikipediaの記事内の
「アルゴリズムの手順」の項を引用する：

現時点のサンプル値は xtであるとする。次の
サンプル x′ は確率密度関数 Q(x′;xt) に従い
生成される。そして以下の値を計算する。

a= a1a2

ここで、
a1 =P (x′)/P (xt)

はサンプルの候補 x′とその一つ前のサンプル
xtの尤度比であり、

a2 =Q(xt;x
′)/Q(x′;xt)

は2つの提案分布（xtからx′へとその逆方向）
の比率である。提案分布が状態に対して対称
の場合は a2は 1となる。次に、以下のルール
をもとづき新しい状態 xt+1が選択される。
a≥ 1の場合：

xt+1 =x′

a< 1の場合：

aの確率で xt+1 =x′

1−aの確率で xt+1 =xt

上記の引用部について、進化のアナロジーを交えて
解説する。まず、最初の『現時点のサンプル値はxtで
あるとする』の部分は、xtは世代 tにおけるパラメー
タセットの一揃いの値のサンプルを表すという意味で
ある。「パラメータ＝座位」「パラメータの値＝対立遺
伝子」という進化アナロジーを適用すると、xtは世代
tにおける遺伝子型を表すことになる。（尚、以下では
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無性生物「集団」の遺伝子型の進化を想定して解説し
ていく。そのため、「突然変異の集団内での固定」と
いう要素が新しく入ってくることにご注意いただきた
い。また以下での「世代」の意味は、多少曖昧になる
が、集団内で突然変異が生じて固定するくらいの長さ
をもった時間単位としての「集団にとっての世代」と
いう意味で解釈していただければ幸いである。）
次の、『そして以下の値を計算する～（中略）～提案
分布が状態に対して対称の場合は a2は 1となる』とい
う部分は突然変異の生成に相当する。突然変異の大き
さとバイアスは関数Q(x′;xt)によって決まる。突然変
異による新しい遺伝子型（x′）は現在の遺伝子型（xt）
のみに依存しながら（＝マルコフ連鎖）、突然変異は確
率密度関数Q(x′;xt)に従いランダムに生じる（＝モン
テカルロ）。多くの場合、MCMCにおいてはパラメー
タが複数ある場合にはパラメータを１つづつサンプル
していく。これは、adaptive dynamicsなどの解析で
良くみられる「集団内多型として一度に考慮するのは
single mutationによって生じた one mutant genotype

のみ」という仮定に相当するものと解釈できる。
上記の部分におけるa1は現状のパラメータと次世代
の候補パラメータの尤度比を表している。「尤度＝適
応度」というアナロジーに従うと、a1は「現在集団内
に固定している遺伝子型（xt）」と「突然変異により生
じた新しい遺伝子型（x′）」の”適応度の比”に相当す
る。また、a2は突然変異の起こる方向におけるバイア
スに相当する。以降、説明のために突然変異にバイア
スがない場合（a2=1）についてのみ考えていく。この
とき、aはそのまま適応度比となる（つまり a= a1）。
（ここでは説明の便宜のために尤度比を用いてアルゴ
リズムの説明をしているが、ベイズ統計でのMCMC

の場合には尤度比ではなく事後確率の比を考慮するこ
とになる。いずれの場合でもアルゴリズムの本質的な
ロジック自体は変わらない）
4.2.2 M-Hアルゴリズムの手順（２）：適応度の比

に応じた集団内での固定の計算
その次の『次に、以下のルールをもとづき新しい状
態xt+1が選択される』からの部分は、サンプルされた
パラメータ（＝遺伝子型）の採択（＝固定）の計算に相
当する。ここでの固定のルールは、a≥ 1 の場合、つま
り「突然変異により生じた新しい遺伝子型（x′）の適応
度のほうが現在の遺伝子型（xt）よりも高い」場合に
は、突然変異遺伝子型が集団内に固定する（xt+1=x′）
というものである。これは強い正の自然選択による決
定論的過程に相当する。
一方、a< 1 の場合、つまり「突然変異により生じ
た新しい遺伝子型（x′）の適応度のほうが現在の遺伝
子型（xt）よりも低い」場合には、突然変異遺伝子が
集団内に固定する確率は aとされる。これは、弱有害

遺伝子の遺伝的浮動による固定に相当する。当然、適
応度比 aが 1に近いほど固定する確率は大きくなる。
上記の（a≥ 1）の場合の決定論的過程だけでは、進

化は適応度地形（＝尤度関数 or事後分布の全体）にお
ける局所的最大値のところにトラップされてしまう。
そのため、適応度地形全体（＝尤度関数 or事後分布）
を探索していくためにはたまには”山を下る”からくり
も必要となり、後者の確率的過程（a< 1）の考慮が必
要となる。また、”山を下る”ときに”適応度比（a）に
応じて固定する”という制約を設けているため、あま
りにも適応度が低い遺伝子型（のクラスター）の方へ
は進化しない（MCMCのサンプルパスが伸びない）。
MCMC法はこのような”hill climbing”の過程を実装
することにより、前述したような”ほとんどが穴のチー
ズ”のようなすっかすかの適応度空間（＝尤度関数 or

事後分布）であっても適応度（＝尤度 or事後確率）が
ゼロとならない部分の適応度（＝尤度）だけを効率的
に計算できる。この利点により、多数のパラメータが
含まれる統計モデルへのベイズ統計の適用（事後分布
の計算）において、MCMC法が重用されているわけ
である。
【補足：上記までの説明を読んで、M-Hアルゴリズ
ムと進化過程のアナロジーの不完全さの方が気になっ
た方々もおられるかもしれない。例えば、上記のM-H

アルゴリズムには「集団サイズ」に相当する概念が
入っていないとか、あるいは、逐次モンテカルロ法 [2]

の方が linageの動態までアナロジカルに捉えられるの
で適切ではないか、など色々な”ツッコミ”がありう
るだろう。本稿で示したM-Hアルゴリズムと無性生物
の進化過程のアナロジーはもっとも”crude”なアナロ
ジーに類するかと思われるが、最も基礎的な進化力学
方程式（式 2)とベイズの定理（式 1)とのアナロジー
の面白さを最も素朴に味わうことができるものである
と筆者は考えている（そして、「尤度と適応度をアナロ
ジカルに捉えると色々と楽しいぜ！」ということこそ
が本稿のキモである）。筆者の経験上、この「尤度と
適応度」のアナロジーをどこまで敷衍できるのか（で
きないのか）について色々と— 例えばシミュレーテッ
ド・アニーリング法 [2]は進化理論においてどのよう
な位置付けになるのか等々に— 考えを巡らせるのは、
分野横断的なエクササイズとして非常に楽しい作業で
あるため、読者の方々が各々の興味のある方向へと考
察のパスをさまざまに巡らせていただければ本稿の筆
者としては望外の喜びである。】

5. まとめ
本稿では、ベイズ統計およびMCMC法について、

「尤度」と「適応度」をアナロジカルに捉える視点か
ら解説した。序論でも述べたとおり、「尤度」と「適応
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度」のどちらもフィッシャーの統計学／進化学の理論
の中核をなす「likelihood」の表現であることを考えれ
ば、このアナロジーが成立することは決して偶然では
なく、フィッシャーの頭の中にあった統計学と進化学
に対する視座における理論的同一性を反映しているも
のであると筆者は考えている。
このような視座を踏まえると、フィッシャーの偉大
さというのは彼が打ち立てた個々の理論だけでなく、
「likelihood（のてっぺん）」という後の統計学／進化
学者たちがそこで踊り続けるためのダンスフロアその
ものを明示的に defineしたことにあるとも言えるだ
ろう。たとえば、進化学における adaptive dynamics

の議論（本ニュースレター内の大槻氏の連載を参照）
も、統計学における赤池情報量基準（AIC）[5] やそ
の（フィッシャー情報行列が正則でない場合への）拡
張といえるwAIC（開発者である渡部澄夫氏自身によ
る解説が http://watanabe-www.math.dis.titech.ac.jp

/users/swatanab/waic2011.htmlに詳しい）の議論も、
「likelihood（のてっぺん）」という名のダンスフロアで
100年にわたり踊り継がれてきたダンスの現在的な展
開であるとも言える。上記のような統計学と進化学の
両者にわたる大局的な視座を踏まえると、本稿の冒頭

のフレーズの味わいもまた一段と深みを増すものと思
われる。
そう。ロナルド・フィッシャーは偉大である。

謝辞
本稿はロナルド・フィッシャーへのラブレターとし

て執筆された。
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1. 2016年日本数理生物学会年次総会のお知
らせ

2016年度の年次総会が日本数理生物学会年会（2016
年 9月 7日～ 9月 9日・九州大学伊都キャンパス）に
合わせて開催されます。
■日時（予定） 9月 8日 (木) 14時から
■会場（予定）椎木講堂第二講義室
■議題（予定）
（１）2017年度，2018年度の役員について
（２）2015年度決算および 2016年度予算
（３）名誉会員の推薦
（４）大久保賞選考委員の推薦
（５）その他
■報告事項（予定）
（１）研究奨励賞　第 11回受賞報告
（２）その他

2. 会費納入のお願い
日本数理生物学会の年会費は、1月～ 12月の 1年
分で

　正会員 3000円/年
　学生会員 2000円/年

です。会員は数理生物学会年会の登録費割引の特典を
受けることもできます。また、会員は年会で発表する
ことができ、学会役員選挙において投票することもで
きます。
今年度または過去の会費未納の方は、下記口座への
納入をお願いいたします。

【ゆうちょ銀行の振替口座】
口座番号:00820-5-187984
口座名称 (漢字):日本数理生物学会
口座名称 (カナ):ニホンスウリセイブツガッカイ

【他銀行から振込】
店名 (店番):〇八九 (ゼロハチキュウ)店（089）
預金種目:当座口座番号:0187984

3. Biomathメーリングリスト登録のお願い
日本数理生物学会では、会員と会員でない数理生物

学に関心をお持ちの方々との交流や情報交換を目的と
する、Biomathメーリングリストを運営しています。
Biomathメーリングリストには,学会や会員からの重要
な情報 (大会情報、国内外の公募情報、研究会や定例セ
ミナーの情報、学会賞の情報など)が投稿されますの
で、日本数理生物学会に新規に入会されるときには、
合わせてBiomathメーリングリストへの登録をお願い
しています。また、現在会員の方でBiomathメーリン
グリストに未登録の方にもぜひ登録いただきますよう
にお願いいたします。つきましては,未登録の方には、
お手数ですが、以下のいずれかの方法でBiomathメー
リングリストへご登録ください。
(1) Biomathメーリングリストに自分で登録する：登
録は本文も件名も空白の電子メールを
　 biomath-ml-subscribe@brno.ics.nara-wu.ac.jp
にお送りいただくと、確認メールが返送されます。
それに返信していただくと入会することになり
ます。

(2) Biomathメーリングリストに登録するが、登録作
業は事務局にしてもらいたい：登録を希望する電
子メールアドレスを事務局までお知らせください。

登録された皆様の電子メールアドレスは厳重に管理
します。登録者以外からは投稿できないシステムに
なっておりますので迷惑メールの心配もありません。
配送頻度も週に 1 通程度となっております。その他、
Biomathメーリングリストに関しましては

http://jsmb.jp/biomath/biomath.html
に記載しております。合わせてご覧ください。

4. 事務的事項のお問い合わせについて
入会、退会の申し込み、会員情報 (所属、住所、ニュー

レター送付先など)の変更は、業務委託先の土倉事務所
(bwa36248@nifty.com)にご連絡ください。会費の納入
状況の確認などの事務的問い合わせにつきましても,土
倉事務所までお問合わせください。それ以外の事項に
つきましては,幹事長の佐々木徹（secretary@jsmb.jp）
へお問い合わせください。
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5. 事務局連絡先
幹事長　　佐々木　徹（Toru　 SASAKI）
会計　　　近藤　倫生（Michio KONDOH）
幹事　　　瀬戸　繭美（Mayumi　 SETO）
幹事　　　岩田　繁英（Shigehide IWATA）

〒 700-8530　岡山県岡山市北区津島中 3-1-1
岡山大学環境理工学部佐々木徹
E-mail: secretary@jsmb.jp

また、業務の一部委託先は次のとおりです。
土倉事務所内日本数理生物学会
〒 603-8148京都市北区小山西花池町 1-8
Tel: 075-451-4844　　 E-mail: bwa36248@nifty.com

編集後記
ニュースレターの編集も 3回目になりました。毎号
のことでございますが、執筆者の皆様に心から御礼申
し上げます。今号は“海外ラボへ行こう”が多くなり
ましたが、これは 3月の学会でお願いした三木さんと
別所さんが早々に執筆してくださった上に、谷内さん
から寄稿のお申し出があったからです。バランス良く
分散させた方が良いかもしれませんが、せっかく書い
ていただいたのに約半年お待たせするのは大変申し訳
ないと思い、全部掲載させていただくこととしました。
今号から林さんによる新連載が始まりました。統計
関係の“道具箱”の雰囲気で何か良いお話を、という
いい加減な依頼だったのですが、「ロナルド・フィッ
シャーへのラブレター」をしたためていただきました。
あれってそういう話だったのか、と大変勉強になりま
した。これからどのように展開されていくのか大変楽
しみです。

2015年度に研究奨励賞を受賞された加納さんの特
別寄稿を掲載することができました。受賞者特別寄
稿は毎回心を打つ内容となっておりますが、今回もそ

の例に漏れません。研究を始める前からの苦悩が手に
取るように伝わってきます。私も実は数理とは全く関
係ない分野からここに流れ着いた口なのですが、そう
いう人も問題なく入ってこられる懐の広さというのは
数理生物学会の良いところだと思います。今回はスケ
ジュールの都合でお一人だけとなりましたが、同時に
受賞された中田さんの分はまた号を改めて掲載させて
いただく予定です。これから寄稿をお願いする 2016年
度の受賞者の記事と前後するかもしれませんが、元々
こちらの都合で依頼が遅くなってしまったので、完全
に編集部のせいです。この場を借りましてお詫び申し
上げます。（吉田勝彦）

前号から始めた超豪華シリーズ「数理の小ネタ」、原
稿依頼忘れのため落としてしまいました (やらかしま
した、ごめんなさい)。次号かならずやります。
本編集後記執筆時は学会前ですが、本号は学会後の

送付になるはずです。学会中、「原稿書いて～」とう
るさくつきまとって、ごめんなさい。あらかじめ陳謝
します。原稿執筆ご快諾いただいた方、ありがとうご
ざいます。あらかじめ感謝いたします。それでは学会
で！、かな。それとも、学会ではお世話になりました、
かな。どちらでもいいです。好きな方をお選びくださ
い。（加茂将史）
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