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                        塩川光一郎

 本論は､ガードン博士の永年の友人の一人である筆者が、｢塩川の目で見た｣
という制限付きには成ってしまうが､彼の研究の軌跡を辿りながらその発生学
とノーベル賞受賞の研究について解説かつ紹介した文である｡本論においては､
まずガードン博士の研究についてその時代背景にも触れながら解説を行い、そ
の後に、筆者が知るガードン博士の生活の中からいくつかのエピソードを書き
留めることにした｡その中にはガードン博士が 2005 年に帝京大学理工学部で特
別に行って下さった｢学生向けの授業｣という変わった活動についても触れるこ
とにした｡研究そのものではない話題もいくつか拾って説明を加えることにし
たが、その理由は､それらのエピソードが研究者としてのガードン博士の特徴を
よく表しているように思えるからである｡本論を著した理由の一つは、｢後にノ
ーベル賞をもらうことになる世界的な研究者｣が若かった頃にはどのようにし
ていたかを筆者の記憶が薄れないうちに書き留めておきたかったということで
ある｡なお､これも異例のことであるが､本書ではタイトルやサブタイトルに筆
者の感覚で適当に英文を付けた｡これは､ガードン博士や彼の親しい友人たちが､
わずかではあるが収録されている図を参考にしながら､内容をある程度イメー
ジできるようにするためである｡
1. はじめに: Introductory remarks
 2012 年の 9 月、南フランスのギエンス半島で第 14 回国際アフリカツメガエ
ル会議が開催された。筆者はケンブリッジ大学のガードン（John B. Gurdon）博
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士と共に会議場に 9 日から 13 日まで、5 日間滞在した。会議の初日の夜にはガ
ードン博士の基調講演「アフリカツメガエル―過去、現在、未来」が、2 日目
の夜にはハーバード大学医学部のマーク・カーシュナー（Marc Kirschner）教授
による基調講演「本当のポストゲノムの研究システムとは？」が行われた。ポ
スト・ゲノムの時代に入って、アフリカツメガエルを用いる発生生物学の分野
でも、研究の形は遺伝子の“一本釣り”によるパターンから、 “総取り”的分
析の時代に入り、研究の仕方・考え方も次第に変わって来ている。この 5 日間
でプラットホーム講演は 85 件、ポスター発表は 218 件行われた。筆者はといえ
ば、そのポスターセッションでアフリカツメガエルのポリアミン研究について
ささやかな発表 2)を行った。
 考えてみると、この国際会議も 1984 年に始まってからもうかれこれ 30 年に
もなる。最初に行われた会は 30 人余の限定メンバーで、渡航旅費・滞在費など
すべてをアメリカの国立衛生研究所 NIH（National Institute of Health）が負担す
るという closed の形のワークショップ形式で、場所はバージニアのエーリー・
ハウスであった。それを主催したのは当時からこの分野のトップクラスの専門
雑誌であった「Developmental Biology」の編集主幹を長い間務めた NIH の分子
遺伝学の実力者であるイゴール・ダーウィッド（Igor Dawid）部長である。近年
では、その初回（筆者が第 0 回のアフリカツメガエル国際会議と呼んでいる会）
から出席してずっと活躍して来た出席者も一人また一人と減り、当時の古い仲
間でこの会に出席している人は、今回もまたちょっと少なくなった（この会の
長老の間ではよく知られたことだが、過去のすべての会に出席したのは、今で
は、世界中でこの筆者ただ一人というようになっている）
。
 この学会の会期中にはノーベル賞の話題は全く出なかったし、われわれはこ
の研究仲間の中から 2012 年のノーベル賞受賞者が出るとは特に意識していな
かった。
「ガードン博士がノーベル賞の候補に上がっているらしい」というよう
なことは、過去に何度も言われて来たし、珍しくもないことだったし、われわ
れとしてはこの状況には“慣れっこ”に成っていたからである。ところが、こ
のヨーロッパの旅から日本に戻り 10 月の声を聞くと、にわかに周りが騒がしく
なった。クローンで名高いあのガードン博士が日本の山中伸弥京都大学教授と
共にノーベル医学生理学賞を授与されるというニュースが新聞・テレビで大々
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的に報道されたのである。当然、アフリカツメガエル発生の分子生物学の研究
者の社会にもうれしい衝撃が走った。10 月 9 日に筆者のオフィースのコンピュ
ーターにも配信されたあるインターネットの情報によると、ノーベル委員会か
ら受賞決定の電話があった時、ガードン博士は「誰かがからかっているのかな」
と思ったそうであるが、今回のこの電話の知らせは、本当だった。実際、12 月
の初めにはスウエーデンのカロリンスカ研究所でその授与式が行われ、その模
様も大々的にテレビで報道された。
 ノーベル賞を創設したアルフレッド・ノーベルの遺言では「前年に人類に最
も貢献した人にノーベル賞を送る」となっているそうである。が、実際のノー
ベル賞の行方を見ていると、これは、
「これまでの歴史の中で人類に最も貢献し
たと思われる人で、まだノーベル賞を授与されていない人で、まだ生存してい
る人」に与えられているようである。新聞でも報道されたが、山中教授の iPS
細胞は開発から 6 年というスピード受賞である。しかし、ガードン博士の受賞
理由となった発見の骨子となる論文は、50 年も前に発表されており、『スロー
受賞』と評されている。ただ、われわれアフリカツメガエルの研究を行ってい
る者にとっては、スロー受賞でも、
「最終的にはノーベル賞に輝いた」というこ
とであるので、ガードン博士の努力と成果は然るべく報われたわけであり、う
れしいことには変わりがない。見方によっては、この受賞がスローであっただ
けに、古い友人であるわれわれにとっては、むしろ『よりうれしいこと』でも
ある。というのは、それは、コツコツと「周りを気にせず」研究に打ち込んで
生きていた 29 歳のガードン博士の到達点がいかに高かったかということであ
って、世間がそれについて来るのには 50 年もかかったということに他ならない
からである。ガードン博士らしい、
「余裕の受賞の仕方である」という風に思え
なくもない。
 ガードン博士が「クローンガエル」の研究成果で、2012 年になって『やっぱ
り、ノーベル賞を授与された』というこのニュースは世界中のこの分野の研究
仲間を勇気づけ、よろこばせた。その証拠に、ガードン博士と親しいことがよ
く知られているからだろうか、筆者の所にさえ、国内外からいろいろとお祝い
の mail や手紙が来た。例えば、ドイツのエッセン（Essen）大学のホルスト・
グルンツ（Horst Grunz）教授などは、筆者と筆者の妻がガードン博士と一緒に
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写っている写真をわざわざ e メール添付で送って来て、
「今になって気付いたが、
口惜しいことにジョーン（John；ガードン博士のこと）と自分が並んで写った
写真が一枚も無い。コイチロ（Koichiro；筆者のこと）お前はたくさんの写真を
撮ることで有名だが、私とジョーンが一緒に写った写真をどこかで撮っている
かもしれないから、今から探してくれ。そして、見つかったらぜひ私に送って
くれ」という始末である。また、これは年が変わって送られて来たものだが、
アフリカツメガエルの国際会議を最初に主催しその後もガードン博士と共にそ
れを引っ張って来たイゴール・ダーウィッド（Igor Dawid）博士からも、
「われ
われもジョーンに対するあの賞（ノーベル賞のこと）のことを聞いた。これは
彼にとってすごいことだが、この分野全体にとってもすごいことだ（we heard
about the Prize to John. It is great for him and also for the entire field）
」と書いている。
この状況を見て、筆者も考えた。そして、永年の友人の一人として、ガードン
博士の研究の軌跡を辿りながら、まずはその発生学とノーベル賞受賞の研究の
内容について、筆者なりに解説してみることにした。
本論では、2 章から 7 章においてはガードン博士の研究面を、8 章においては
ノーベル賞の共同受賞者である京都大学山中伸弥教授との共通点および相違点
を、9 章および 10 章においてガードン博士の略歴と受賞歴、最後に筆者が知り
えたガードン博士の人柄や教育哲学さらには博士と帝京大学との関わりを伝え
るエピソードを記す。
2. ガードン博士の発生生物学の軌跡: Brief History of Dr. Gurdon’s Developmental
Biology
2.1. ガードン博士のノーベル賞受賞研究と近代的発生学研究の原点： Dr.
Gurdon’s Nobel prize-winning work and the start point of modern Developmental
Biology
 ガードン博士の発生生物学研究の始まりは、オックスフォード大学の動物学
教室におけるアフリカツメガエルの初期胚を材料にした古典的な実験発生学
（Experimental Embryology）であった。その手法はいわゆるマニピュレーショ
ン（manipulation）といわれる手術であって、やはりノーベル賞を 1935 年に授
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与されて世界の主流となっていた当時のドイツ流の、すなわちシュペーマン
（Hans Spemann）教授流の、いわゆるオペラチオン（Operation）とは少し趣の
異なるものだった。ガードン博士はオックスフォード大学でフィッシュバーグ
（M. Fischberg）教授の弟子として核移植技術を学ぶ。そして、アフリカツメガ
エル胚を用いる核移植技術の専門家となり、それに独自の工夫を加え、
「核移植
胚の発生は限定された範囲を越えて進むことは無い」という従来からの壁を破
り、
「クローンガエル」の作出に成功した。そして、クローン動物といえばガー
ドン博士、ガードン博士といえばクローン動物というように、この分野の文字
通り第一人者になった。その一連の研究のまとめが世の中に発表されたのは、
後述するように 1962 年のことで、ガードン博士が 29 歳の時である。
 ところで、ノーベル賞の受賞という目覚ましい出来事はその研究者の研究生
活の終わりの方で起こることが多い。ガードン博士の場合もそうである。しか
し、実はガードン博士にとっては、このノーベル賞受賞理由となった研究とい
うのは、彼の 60 年を越える研究生活の中では、その研究生活のまさに始まりの
段階、すなわちスタート・ポイントで為されたものである。ガードン博士がそ
の核移植研究の結果の教えるところに従って、発生生物学の更なる本質的問題
解決に向けてハンドルを切るための、まさに始まりの研究だったのである。ガ
ードン博士は核移植実験により「分化した細胞の核では遺伝子 DNA には変化
が無く、特定の遺伝子が選ばれて発現している」と確信し、そこから遺伝子発
現調節の研究に新たなる一歩を踏み出す。後に少し詳しく述べるが、それがい
わば核小体形成のミュータントガエルの胚を利用した分子発生学

3)

への方向で

あり、そのハンドルの切り方を教えたのがその後の生涯の友人と成るブラウン
（Don Brown）博士である。そしてさらに、その 2 人の研究の方向に合流した
のがやはりガードン博士の生涯の友人と成ったダーウィッド（IgorB. Dawid）博
士であったのである。
 ガードン博士の研究の歴史の中では、筆者はこの核移植から分子生物学への
転換を特にドラマチックな展開だと評しておきたい。ノーベル賞受賞研究の中
で必要不可欠だったあるアフリカツメガエルのミュータントが、アメリカに留
学し新たなる研究の方向にハンドルを切るための研究においてもまさに決定的
な役割を果たしたからである（明確にこういう“評価”あるいは“見方”をした人は、
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この 50 年の世界の発生学の歴史の中では、他には居ないように思われるので、敢えて、こ
こで強調しておきたい）
。その変曲点で必須であったカエルは核小体形成能を失っ

たミュータントで、これは上述のフィッシュバーグ教授の研究室で実習中に学
生が見つけたものである。よって、大学の名前を冠してオックスフォード・ミ
ュータントの名前で世界に知られている。ガードン博士はフィッシュバーグ教
授の研究室でこのミュータントの核を核移植実験に用いることにより移植核の
追跡を見事に行った。そして、ブラウン博士の研究室ではこのミュータントを
用いて当時からブラウン博士が集中的に研究していたリボソーム RNA を作る
遺伝子がまさにその核小体を作る遺伝子であることを証明した。筆者には、こ
のミュータントは神様がガードン博士に特別に与えたもののような気がする時
もあるが、このミュータントは後の話の中でも随所に出てくる。
2.2 ガ ー ド ン 博 士 が ブ ラ ウ ン 博 士 と 行 っ た 研 究 ： Dr. Gurdon’s research
performed in collaboration with Dr. Brown
 フィッシュバーグ教授の研究の流れの中で、納得のいく結論（これが 2012
年になって、ノーベル賞に輝いたわけであるが）を得たガードン博士は、1964
年に米国カーネギー発生学研究所のブラウン博士のもとに留学する。ガードン
博士はその短い留学の間に、当時の分子発生学の中心的なテーマの一つ、すな
わち核小体（タンパク質合成を行う粒子であるリボソームを合成し、一時貯蔵
し、細胞質へと送り出す機能を持つ核の内部にある構造体）とそれをつくる遺
伝子に付いて、細胞生物学的にも分子生物学的にも、さらには発生生物学的に
も素晴らしい研究成果を挙げる

4）

。ガードン博士はここで、核小体形成体ある

いは仁形成体（nucleolar organizer；今となっては歴史を感じる古い言葉になっ
てしまった感があるが、核小体を作る作用を持つ染色体上の場所のこと）に存
在する遺伝子が、実はブラウン博士の当時の主要な研究テーマであったリボソ
ーム RNA の合成を行う遺伝子そのものであることを証明するのである。
このガードン博士とブラウン博士のエレガントな共同の仕事には、上に述べ
た核小体を作ることのできないミュータント（これを、核小体ゼロという意味
で、ゼロ―ニュ・ミュータント 0-nu mutant ともいう）の胚が不可欠だった。こ
のミュータントでは、後でシアトルのハッチンソン癌研究所のリーダー（Ron
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Reeder）博士のグループと九州大学時代の筆者らのグループ（田代康介、塩川
光一郎、山名清隆、榊 佳之）がそれぞれ独立に調べて分かったことであるが、
リボソーム RNA（rRNA）遺伝子がほとんど失われている

5)

。したがって、こ

のミュータントの場合、自分の遺伝子に基づいてリボソーム RNA を作ること
ができないので核小体を形成することもできない。よって、タンパク質合成を
行う装置であるリボソームが足りなくなって、発生の途中（餌を食べるオタマ
。
ジャクシの時期）で死滅する（Gurdon and Brown, 1964）4)（図 1）

図 1 リボソーム RNA 遺伝子が失われているために、リボソーム欠乏症で死滅するアフリカ
ツメガエルのオタマジャクシ。A：正常なオタマジャクシ。B：核小体欠損ミュータント。こ
れ自体はこの図の段階で死滅する。そこで、このミュータントのカエルはこのミュータント
に関しヘテロ接合体として存在する親のカエルどうしのかけ合わせによって、１／４の確率
で得られる。C：Mg2+欠如培養液中で発生させた個体。Mg2+が欠如しているため、安定した
リボソームを作ることができず、そのためステージ 42 で死滅する。Gurdon and Brown (1964)4)
による。原図提供はガードン博士。

2.3 ブラウン博士の研究： Dr. Brown’s research
 ブラウン博士は 1960 年代の初めからアフリカツメガエル初期胚のリボソー
ム RNA6)の合成の研究を行っていた。他方で、ブラウン博士は当時カーネギー
発生学研究所に研究に来ていたダーウィッド博士と共同で、アフリカツメガエ
ルの卵母細胞の核の中ではリボソーム RNA を作る遺伝子が特別に増幅されて
いるという「特異的遺伝子増幅」と呼ばれる当時としてはびっくりするような
珍しい現象を発見している

7)

。ブラウン博士はまた、リボソームを構成するも

っと小さい RNA である 5S RNA8)の遺伝子研究も（世界が目を見張るほどに）
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大変精力的に行った。また、ブラウン博士はロン・リーダー（Ron Roeder）博
士と共に pXlr101A9) の名で知られる遺伝子組み換え体、すなわちリボソーム
RNA 遺伝子の１単位を含む組み替え体プラスミドをあらゆる組み換え体に先
んじて作出し、分子生物学そのものの発展に大きく寄与している。
 また、ブラウン博士はリボソーム RNA の研究のテーマの他に、当時、まだ
“遺伝子工学”の技術が世に現れる前の時代において、日本から呼び寄せた鈴
木義昭博士と共にカイコの絹糸腺からのフィブロイン mRNA の単離・同定とい
う当時としてはほとんど信じ難い挑戦的な研究も行った。これはノーベル賞級
の難しい挑戦的な研究だったが、見事に成功している。そして、手に入れたフ
ィブロイン mRNA をいわば遺伝子検出のための試薬として用い、鈴木博士と共
に絹糸腺の 3 つの異なる組織のゲノム当たりのそのフィブロイン遺伝子の数を
決定した。その結果はフィブロインを活発に合成する組織もフィブロインを全
く合成しない組織もフィブロイン遺伝子の数は変わらず、1 個であるというち
ょっと残念な（というのは、何事も、
“違い”を見つけた時に人はより好奇心を
満足させるものであるから）結果を得た。ただし、これは他方では、ガードン
博士の核移植の研究、すなわち、分化した組織の細胞でも、その遺伝子組成に
は変わりがない、という結果とはピッタリ一致するものである。ブラウン博士
の研究はその後も発展を続け、現在はさらに新たなる研究テーマとしてオタマ
ジャクシの変態の謎の解明に挑戦し、次々に新たなる発見を積み上げている。
2.4 ダーウィッド博士の研究とアフリカツメガエル国際会議：Dr. Dawid’s
research, and Xenopus International Conference
 ガードン博士の研究生活の中ではブラウン博士の他にもう一人極めて重要な
人物が、登場する。それはすでに述べたが、ダーウィッド（Igor B. Dawid）博
士である。ダーウィッド博士はじめはブラウン博士を接着剤としてガードン博
士とゆるい連関をもっているだけの存在であったようであるが、後では形態形
成遺伝子研究の新しい潮流の中で、ガードン博士と手を携えて世界の発生生物
学を引っ張っていく重要人物になる。
 このダーウィッド博士の最初の論文はアフリカツメガエル卵の中にある核の
遺伝子 DNA 量の測定だった。核の DNA を細胞質に多量に存在するミトコンド
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リア（これは細胞質に存在するエネルギーの通貨である ATP を形成する細胞器
官で、自分の遺伝子 DNA を持っている）の遺伝子 DNA とはっきりと区別して
取り出し、6pg であると測定してみせたのである 10)。これは 1966 年のことで、
当時筆者は九州大学の大学院生であったが、大量の細胞質 DNA であるミトコ
ンドリア DNA からごくわずかの核の DNA 量を密度勾配遠心法とアイソトープ
希釈法 11)を利用して正確に測定したダーウィッド博士の実験の美しさに心を打
たれたものである。
 その後、ダーウィッド博士は上にも触れたようにブラウン博士と共に卵母細
胞の核の中に異常な量存在する DNA の「かくされた意味」も見事に解明する。
卵母細胞は最終的には減数分裂を完了して卵となり、水の中に産み落とされ、
受精後は活発な細胞分裂を行ってカエルに向かって発生していく。その始まり
の卵母細胞はすでに DNA の複製を終わっている（核の DNA 量を 2 倍にしてい
る）ので、その核に含まれる DNA の量は 6pg の 2 倍の 12pg のはずである。と
ころが、その実際の量を測定すると、30pg を越える量が核の中にあるという謎
にぶつかった 12)。他方で、この卵母細胞の核の中には本来ならば 4 個しか無い
13)

が数千個もあるという昔からの細胞学的な大きな謎もあった。

はずの核小体

ダーウィッド博士はブラウン博士と共にこの二重の謎の解明に挑み、その大量
にある核内 DNA が実はリボソーム RNA 遺伝子が特別に染色体外で増幅されて
いることによるという「特異的遺伝子増幅（specific gene amplification）
」の現象
を発見した

14)

。ダーウィッド博士はこのリボソーム RNA 遺伝子の特異的増幅

の研究の後、かなりの期間ミトコンドリアそれ自体の DNA の解析に道を拓い
て活躍している 15)。
ところが、1980 年代後半になると、世界の発生学の潮流はシュペーマン時代
の古典的な段階から脱却して、成長因子（細胞増殖因子）を中心に据えた新し
い形の「形態形成学」という姿に変わり始めた。これにはイギリスのスミス（J.
C. Smith）博士やスラック（Jonathan Slack）博士の発見が大きく貢献している。
これらの研究者は、イモリやカエルの初期胚の組織からの「誘導物質の抽出」
という永年に亘る研究者の願いを、意表をつく形で達成した。成体組織から得
られる成長因子がその作用をもっていることを見出したのである 16)。この頃に
成ると、ダーウィッド博士もカエルの胚発生の形態形成遺伝子の研究に集中す
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るようになる。そして、ガードン博士がケンブリッジ大学でアクチンという筋
肉を作るタンパク質遺伝子の分子発生学的研究を世界のリーダーとして活発に
展開し始める頃には、ダーウィッド博士も今日的な意味での胚のパターン形成
遺伝子群の研究にその焦点を移し、形態形成遺伝子のクローニングと機能解析
研究の文字通り「世界のセンター」となる強力な研究チームをアメリカの NIH
に築き上げる。
 また、ダーウィッド博士は世界で最初のアフリカツメガエル国際ワークショ
ップ（前述の 1984 年のバージニアのエーリーハウスでのそれ）を開催して大成
功に導く。そしてその後は、30 年に亘ってガードン博士と二人三脚でアフリカ
ツメガエル分子生物学の国際会議 17)を開催して行くのである。
2.5 ガードン博士の研究の変曲点、およびブラウン・ダーウィッド両博士との
親交：Turning point of Dr. Gurdon’s research life and intimate relationship to Drs.
Brwon and Dawid：
 ガードン博士の発生生物学の軌跡を辿ってみると、はっきりと 2 つの主なか
たまりあるいは「流れ」があることが分かる。
（１）まず一つは、フィッシュバ
ーグ教授に指導されて始まった核移植技術から「連続核移植」等の工夫の末に
達成したカエルのクローンの完成に至る時間的に短い研究の流れである。
（２）
二つめは、その後の 50 年に亘る分子生物学を基調として展開された形態形成遺
伝子群、特にアクチンという筋肉組織を特徴づける遺伝子を代表とする形態形
成のマーカー（印になるという意味）遺伝子群の発現コントロール、更にそこ
から発展したテーマとしての、形態形成調節機構における細胞間相互作用（細
胞間のクロス・トーク cross talk）の研究と形態形成因子および転写調節因子の
解析の流れである。その変曲点はガードン博士がブラウン博士と共に展開した
核小体とリボソーム RNA 遺伝子の研究である。
 ガードン博士が核移植実験成功後に過ごしてきた 50 年余の研究人生を語る
上で、学問的にも個人的にも、欠かすことの出来ない巨匠が 2 人居り、それが
ガードン博士の短期留学を受け入れた友人のドン・ブラウン（Don Brown；正
しくは Donald D. Brown）博士とイゴール・ダーウィッド（Igor B. Dawid）博士
である。ガードン博士とこの 2 人の協力関係は過去 50 年に亘る分子生物学に基
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づく発生生物学、すなわち分子発生学にとって、まさに世界的なレベルで本質
的に重要なものであった。図 2 にガードン博士がブラウン博士およびダーウィ
ッド博士の 2 人と親しく話をしている比較的最近（といっても、2002 年のこと
であるが）の様子を示す。

図 2 ガードン博士（右）とその生涯の友人、ダーウィッド博士（中央）
、およびブラウン博
士（左）
。この 3 人が 3 人とも、発生の分子生物学研究の世界的指導者たちである。世界の
アフリカツメガエルの研究者の社会も、少なくともこの 50 年間は、この 3 人を中心として
一つの学問の社会を構築してきた。2002 年のケンブリッジ大学ホマートン・カレッジでの第
9 回アフリカツメガエル国際会議のコーヒーブレイク。ガードン博士は、第１回のこの会を
1986 年に主催した。
（撮影：筆者）

3. 両生類の発生生物学研究の世界から見たガードン博士のノーベル賞受賞の
意義: Implication of Dr. Gurdon’s Nobel Prize from a viewpoint of Amphibian
Embryology
 ここで、クローンのガードン博士という見方から少し視点をずらし、形態形
成メカニズムの研究者としてのガードン博士を見てみよう。ガードン博士は、
「古典的」な「中胚葉誘導の研究」を「アクチン遺伝子コントロールと筋肉細
胞の分化機構」という形により具体的に取り上げ、一貫して誘導のメカニズム
の研究を近代的遺伝子発現研究として開拓しながら行って来た。そのような広
がりをもつ研究者として数えて見た場合にも、やはりガードン博士はその業績
において世界の第１人者である。そこで、今回のノーベル賞受賞の直接の理由
であるクローンガエルの話から少し角度を変えて（本質的には、同じことなの
であるが）
、アフリカツメガエルの初期胚の形態形成遺伝子発現コントロールと
いう研究分野について、ここで少し考えてみよう。
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 今回のノーベル賞の対象となったクローンガエルの成功は、50 年前になされ
たむしろ古典的な発生学 classical Embryology の領域に属することで、ガードン
博士としては、すでに完了した研究であるということになると思われる。そう
考えてみると、ガードン博士にはクローン動物研究のパイオニアとしての顔に
加えて「発生における特異的遺伝子発現調節と細胞分化の仕組み」の指導的研
究者としての顔が確かにしっかりと定着しており、現在ではガードン博士の研
究の目標もその仕組みの解明、特にその中での細胞どうしのコミニュティー・
イフェクト（細胞間相互作用、もしくは細胞社会学的なメカニズム等の研究）
に焦点が置かれていることが理解できる。ガードン博士の現在の研究は、イモ
リやカエルを用いる古典的な両生類の発生学研究の歴史にしっかりと支えられ
た形であると同時に、その上に現代的なゲノム時代のアプローチを組み込んだ
先駆的研究の在り方をクローズアップするように組み立てられている。
 考えてみると、今回のガードン博士によるノーベル賞受賞は、イモリのオー
ガナイザ−（形成体）という「高等学校生物」の教科書のメインテーマの一つと
なって久しい誘導現象の発見に対して出されたあの有名なノーベル賞以来、両
生類の発生学研究としては、実ははじめてのことである。有尾類のイモリを用
いてのオーガナイザ−の発見は伝説的なドイツ人発生学者ハンス・シュペーマン
（Hans Spemann）（とヒルデ・マンゴールド、Hilde Mangold；ただし、マンゴ
ールドは若くして他界したので、ノーベル賞受賞者にはなっていない）による
業績であるが、その発見にノーベル賞が授与されたのは 1935 年であった。よっ
て、2012 年の今回の無尾類であるアフリカツメガエルを用いてのガードン博士
のノーベル賞受賞は、シュペーマンのノーベル賞から実に 77 年が経過した後の
できごとということになる。この見方からすると、今回のガードン博士のノー
ベル賞はシュペーマンのノーベル賞に続く古典的発生学の直線上に在るものと
いえる。そしてそれは、同時に両生類を利用した発生生物学研究の歴史に於け
る快挙である。
 今回のガードン博士のノーベル賞は山中教授との共同でということであるの
で、ガードン博士のクローン研究が人類の病気の克服・健康増進への足がかり
としての応用的な科学（医学生理学）に道を拓く素晴らしい発見であったこと
はすでに明らかにされている。が、ガードン博士の場合、それだけに留まらず、
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基礎生物学の分野でこそ、そのアカデミックな広がりが深い意味をもつのであ
る。したがって、その基礎科学（動物発生学、あるいは発生生物学）そのもの
の発展に関して貢献し続けてきたガードン博士の 50 年に亘る歴史を思い起こ
してみると、今回のガードン博士のノーベル賞は応用（最初の 5 年ばかりの時
間に対応）と基礎（それに続く 60 年ばかりの時間に対応）の両方に亘る二重の
意味をもつ素晴らしいものといえる。
4. ガードン博士のノーベル賞受賞の元になった論文と核移植技術における工
夫: Dr. Gurdon’s original papers evaluated as the Nobel Prize work and several
technical devices in the nuclear transplantation
 ガードン博士の研究の骨子であるアフリカツメガエルのクローン完成は
1962 年とされている。その理由は 1962 年に発表された次の 2 つの論文であろ
う。
（１） Gurdon (1962). The developmental capacity of nuclei taken from intestinal
epithelium cells of feeding tadpoles.

Journal of Embryology and experimental

Morphology, 10, 622-640.（ガードン著：1962 年 「餌を食べるオタマジャクシの
腸上皮細胞から分離した核のもつ発生能力」 発生と実験形態学雑誌、10 巻、
622−640 ページ）
（２） Gurdon (1962). Adult frogs derived from the nuclei of single somatic cells.
Developmental Biology, 4, 256-273.（ガードン著：1962 年 「単一の体細胞の核か
らつくられた成体のカエル」 発生学雑誌、4 巻、256−273 ページ）
ガードン博士はこれらの論文、およびそれに続く核移植の研究論文の中で、
いくつかの独自の工夫を行っている。ここで核移植とそれに付随して行われた
ガードン博士独自の工夫について解説しておこう。
4.1 核移植技術：Nuclear transplantation (transfer) techniques
 核移植とはその始めにはアメーバーのような原生生物の細胞の間で、一方の
細胞からガラスの微小管で核を顕微鏡で見ながら抜き取り、もう一方の細胞の
中に注入するという、いわば単純な手術だった。両方の核は一つの細胞の中で
しばらく生きているので、どちらがどうなるかというようなことが細胞生物学
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的な関心事だったわけである。両生類卵を用いる核移植は、発生学的な意味に
おいてなされている。ここでは発生の種々の段階にある初期胚の細胞から核が
抜き取られ、受精前の卵の細胞質に注入された際に、その注入された核が卵の
中でどのように発生を繰り返すか、が主な問題だった。アメーバーの細胞にし
ろ、両生類の胚の細胞にしろ、細胞が特に大きく手術に都合が良いということ
が一つの前提になっていたのである。研究の初期の段階では、ブリッグス（R.
Briggs）博士やキング（T. J. King）博士がこの技術のパイオニアであるが、彼ら
が用いた両生類の材料はヒョウガエル（leopard frog; Rana pipiens）であった。
 今回のノーベル賞の対象になったのは上に挙げた２つの論文のうち、特に
（１）の JEEM18)の論文で明らかにされたことである。ガードン博士はその（１）
の論文で、餌を食べる時期のアフリカツメガエルのオタマジャクシの腸の細胞
を核のドナー（供与体）に選び、その核を、元からある核を紫外線照射であら
かじめ不活性化しておいたアフリカツメガエルの未受精卵に移植した。この腸
の細胞はその粘膜の細胞に養分吸収のための微絨毛をもつ「刷子縁」19)（図 3）
という特殊な構造を備えている。従って、その刷子縁の存在により、すでに養
分吸収という役割をもつ腸の細胞に完全に特化（つまり、分化）した細胞であ
ることが確認でき、ガードン博士はそれ故にこの細胞を核移植の材料（核のド
ナー、すなわち核の供与体）に選んだのである。この核移植の結果、腸の核を
移植された未受精卵はあたかも受精卵になったかのように分裂を開始し、初期
の段階の胚（胞胚）ヘと発生した。
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図 3 腸の刷子縁の構造。この図はヒトの小腸に見られる刷子縁を示したものであるが、カエ
ルの腸の刷子縁も同様の構造である。ここでは、微絨毛は小腸の絨毛の表面にあるので、小
腸微絨毛と示されている。塩川(2010)19)より。

4.2 継代核移植による移植核のレスキュー：Rescue of the transplanted nucleus
by serial nuclear transfer techniques
 ガードン博士は上に述べた核移植という手法で、
“未受精卵”に細胞分裂を始
めさせることには成功した。予期されたことであるが、そこで得られた核移植
胚はほとんどの場合、胞胚期と呼ばれる細胞数 4,000−8,000 の時期で、胚発生を
止めることが明らかになった。これに対して、ガードン博士が行った工夫が継
代核移植あるいは連続核移植（serial nuclear transplantation あるいは serial nuclear
transfer）である。これは最初の核移植で得られた胚の中からなるべく正常に発
生しているものを選び、その胚の細胞（初期胚の細胞を、特に割球と呼ぶ）の
中から特に活発に（すなわち、順調に）分裂している細胞を選び、その核をガ
ラス針で吸い出して紫外線照射により核を不活性化させておいた別の未受精卵
の細胞質に再び移植したのである。図 4 にガードン博士自身の著書 20)からの連
続核移植の説明図を示す。

図 4 ある連続核移植の実験結果。この実験では、尾芽胚の直前の時期の胚の内胚葉の細胞か
ら核を分離し、核移植を行った。20 匹の核移植胚が得られたが、その中の 3 匹の胞胚を選び、
その胚の中の分裂をよく行っていると思える細胞からの核を更にもう一度別の未受精卵に
核移植した。残りの 17 匹の胚は、そのまま発生させた（上段）
。連続核移植で得られた 3 つ
の胚は下の 3 つの図の発生の経過を辿った。下に示した短いバーは 2mm。Gurdon (1974)20)
より。原図提供はガードン博士。
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 ガードン博士は腸の細胞の核を未受精卵の細胞質に二度移植して得た核移植
胚（継代核移植胚）を注意深く育て、成体のカエルにまで発生させることに成
功した。
（２）の Dev. Biol. の論文は、そのようにして作り出したクローンガエ
ルが正常な生殖能力をもっている（正常な生殖細胞をも作ることができる）こ
とを示したもので、
（１）の論文とは少し性格を異にしている 21)。
 ところで、すでにある程度説明したが、核移植により発生を開始したカエル
初期胚は最初のうちはうまく分裂しても、やがて分裂を止める細胞がたくさん
現れ、結局嚢胚期（細胞数が 1 万個程度の時期の胚）を越えて発生する胚は無
いか、有ってもごくわずかである。これは実は、上にも述べたブリッグス
（Briggs）とキング（King）の両博士がヒョウガエル Rana pipiens を実験材料に
して得ていた、古典的な先行実験の結果とほぼ同様の結果である。ガードン博
士はそれを克服するために、核移植胚が胞胚期（細胞数が 4000 程度の時期）に
まで発生した段階で、なお分裂を続けている割球に着眼し、その核を取り出し
てそれをもう一度未受精卵に移植するという、上にも述べた継代核移植という
工夫を行ったわけである。そして、その工夫の結果がクローンガエルの作出で
あり、今回のノーベル賞となったのである。
4.3 核 マ ー カ ー に よ る 移 植 核 の 確 認 ： Confirmation of the identity of the
transplanted nuclei by nuclear marker
 ところで、このような手順で得られる生体のカエルは確かに移植された核か
らもたらされたものだろうか。まず、紫外線で未受精卵の中に元からあった核
を不活性化したというが、これはどういうことか。核の中には DNA があるが、
これは紫外線を強く吸収する。そこで細胞に紫外線を当てると、それが原因で
DNA が傷だらけとなり、壊れてしまうわけである。そうすると、紫外線で壊し
たと考えた未受精卵の核が実は紫外線処理が不十分で生存しており、何かの拍
子に活性化されて分裂を始め、それによって成体のカエルができ上がったとい
うような可能性はなかったか、という疑問も起こるわけである。
ガードン博士は自らこのような疑問を掲げ、それに答える工夫を行った。彼
はまず、核移植に用いる核として、核小体が 1 個しか無いという遺伝的特徴（こ
れを、核マーカーという）を持った個体（フィッシュバーグ教授の研究室で実
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習中に学生により発見されたもので、後にガードン博士が留学先のカーネギー
研究所でブラウン博士との共同研究に使用したあの前述のオックスフォード・
ミュータントである）の細胞から分離したものを用いた。そして他方で、未受
精卵を提供する雌のカエルは遺伝的に細胞当たり（すなわち核当たり）2 個の
核小体をもつ野性型のものを選び、その雌から得た未受精卵に核小体を 1 個し
かもたない核を移植した。核小体の数の判定は、初期オタマジャクシ期胚の尾
の先端部分を切り取って、その小さな組織片を押しつぶし、位相差顕微鏡を用
いて（通常の生物顕微鏡では核小体そのものが見えないので）核の中味を観察
することによって行った。図 5 には核当たり 2 個、1 個、0 個の核小体を含む核
の押しつぶし標本を示したが、この様に生きたままの組織を押しつぶして直ち
に核小体を可視化してその数を判定できるのは、核小体が核質とは異なる密度
をもっているからである）
。ガードン博士はこのような工夫をした上で、核移植
によって最終的に得られた成体のカエルの細胞を調べ、その核に核小体が 1 個
しか無いことを確かめた。そして、これによって、得られた核移植ガエルが確
かに移植した核の分裂によって作り出されたことを証明したのである。

    
図 5 位相差顕微鏡による核小体の観察例。アフリカツメガエル初期オタマジャクシの尾の先
端を切り取り、それを押しつぶして位相差顕微鏡で核を観察した。
（A）核小体が 2 個ある野
生型のカエルの核（B）核小体が 1 個しかないミュータントの核（C）核小体が全くないミュ
ータントの核。小さい白く見える粒子は卵黄顆粒。細胞は破壊されているが核は壊れないで
存在している。丸い核の中の小さい黒い粒が核小体。田代康介・三角佳生・塩川光一郎（原
図）

4.4. 予備的処置としての細胞培養の導入：Pre-culture of tissues to be used as
nucleus donors
 ガードン博士は、上の 1962 年の決定的な論文の後でも、核移植実験にさらに
工夫を行っている。1962 年の論文の後では、カエルの成体の様々な組織が核供
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与体として試された。なかでも、成体のカエルの後肢の水かきの細胞の核を選
んで移植した実験は特に入念な実験である。この実験では、実験を成功に導く
ために継代核移植だけに頼るのではなく、水かきの細胞をあらかじめ培養して
分裂活性を高め、移植後の分裂に失敗しないように工夫したのである。
 ここで、ガードン博士はさらにもう一つのチェックを行った。後肢の水かき
の細胞の分化の“しるし”として、皮膚の細胞に特徴的に合成されるケラチン
という細胞骨格タンパク質に注目した。そして、免疫抗体法を用いてその培養
したすべての細胞にケラチン・タンパク質が合成されているかどうかを調べた
のである。ガードン博士の検査では、培養された細胞の 99.9 ％がケラチンを合
成していることが確かめられた。この結果によると、この細胞の核を用いて仮
に 1000 回の核移植を行うと、そのうちの 999 回はケラチンを合成していること
が確かめられた細胞の核、すなわち分化した細胞の核、が移植されたというこ
とになる。その際、仮に完全には分化していなかった細胞、たとえば、間充織
細胞（mesenchymal cells）と呼ばれる未分化な細胞が水かきの細胞群の中に仮に
混じっていてその細胞の核が偶然に移植されたとしても、それはたかだか 1000
回に 1 回の割合で起こるに過ぎないということが、あらかじめ確かめられたの
である。
 ガードン博士はこのような枠組みで実験を行い、実際には 129 匹の核移植胚
を作り、そのうちの 6 個体（すなわち、4.7％）が成体のカエルにまで育つこと
を確認した。未分化な細胞の核が偶然に核移植される確率は 1/1,000 であるので
ここでの 4.7/100 の成功率は 47/1,000 となり、上に述べた確率により仮にこのう
ちの 1 回が未分化な細胞の核の移植であったとしても、残り 46 回の核移植（実
際にはこの 1/10 の値であったので、4.6 回のカエル作出の成功）は、ケラチン
を合成していた、すなわち皮膚の細胞に分化していた細胞の核の移植であった
はずだということになる。従って、ここで移植された核は確かにケラチン合成
に特化した表皮の細胞であり、よって、ケラチン合成に特化した（分化した）
細胞の核がもう一度成体のカエルにまで発生することができることを示した、
ということが「疑いない事実」として受け入れられるというわけである。こう
した注意深い工夫によって、ガードン博士は自分が作り出したクローンガエル
が成体の細胞に混じっていたかもしれない未分化な細胞の核の移植によって偶
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然にできたものではないことを確かに結論できるようにした。ガードン博士は
この結果をノーベル賞の元になったあの 1962 年の論文を発表したのと同じ
JEEM に 1975 年に発表した。ガードン博士はその論文のディスカッション
（Discussion）部分において、「この実験で使われた移植核が確かにケラチン合
成を行っていた分化を終えた細胞の核であったということは、いくら強調され
てもされ過ぎることはない」と、珍しく力を込めて述べている。
4.5. アル ビノ のオ タマジ ャ クシ の核 の使 用によ る 核マ ーカ ー の 可視化 ：
Visualization of nuclear marker by using nuclei from albino embryos
 ガードン博士は最近では、核のドナーとして、遺伝的欠陥によってメラニン
色素を作ることができなくなったアルビノ（白子）のカエルのオタマジャクシ
の皮膚の細胞の核を移植するようにしている。アルビノのオタマジャクシの皮
膚は遺伝的に「色素を作らない」という表現型になっているので白い色である
が、ガードン博士はこの白い色のアルビノのオタマジャクシの表皮の細胞の核
を茶色のメスのカエルから産み出された茶色の未受精卵に核移植したわけであ
る。結果として得られたカエルではその「色素を作らない」という遺伝的性質
が表に出るようになり、最終的にはアルビノの核移植体が得られた。この場合、
外からカエル個体を見ただけでその核の由来が分かるようになっており、これ
により研究の精度とスピードが上がるようになったわけである。図 6 はガード
ン博士が筆者の著書である大学基礎生物学

22)

のために 15 年ばかり前に送って

くれたものである。この図で分かるように、核移植胚の研究に核のドナーとし
てアルビノ個体を用いると、大変簡単に核マーカーの発現を知ることができ、
実験がより簡単になる。
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図 6 クローンガエルの写真。アルビノのオタマジャクシの皮膚の細胞の核を茶色のメラニン
を作る性質を持った野生型のメスのカエルの卵に核移植してこの 19 匹の核移植ガエルを作
出した。これらの 19 匹のカエルはクローンガエルであり、拒否反応無しに皮膚の移植がで
き、その遺伝子の組成、配列、数などが完全に同じであるはずである。（撮影：ガードン博
士）

5. ガードン博士が核移植実験で本当に知りたかったこと：What Dr. Gurdon
really wanted to know in his nuclear transplantation experiments
 29 歳のガードン博士がノーベル賞の元になったあの 2 つの論文を書いた時、
今これを書いている筆者は九州大学理学部生物学教室の 3 年生で、大学院で動
物生態学に進もうか、発生学に進もうか、と思案している最中だった。ガード
ン博士の場合、ノーベル賞の直接の原因となった論文は上に挙げた（１）
、
（２）
の論文のうちの（１）の論文、すなわち JEEM に掲載された方の論文である。
筆者は九州大学大学院に進学して初めて、その JEEM の論文を読むことになる。
筆者は今改めて自分が若かりし頃に（１）の論文を読んだときの印象を思い起
こしているが、あの論文の原稿をタイプしていた時のガードン博士（博士は私
より 8 つ年上であるのだが）の頭脳の中にあった一番の学問的な狙いは何であ
ったろうか、と考える。というのは、筆者にはクローンガエルの作出を目指し
ていたあの頃のガードン博士の心の中には「初期化」の証明（つまり、初期化
が可能であることを証明してみせること）とは別のものがあったのではないか、
あの頃のガードン博士の心には 2012 年の 12 月にテレビや新聞でにぎやかに取
りあげられた、あの成体の細胞核の「初期化」の実現そのものを狙ったわけで
はなかったのではないか、というように思われるからである。
 あの頃、つまり 1950 年代後半の研究段階では、カエル卵を用いる核移植の研
究 はまだま だ始まり の段 階にあっ た。当時 の研 究は主と してブリ ッグス
（Briggs）博士とキング（King）博士の二人のコンビによって、Briggs and King、
King and Briggs というように、互いに交互に名前を並べながらの精力的な研究
論文の発表がなされていたわけである。しかし、そこでの「一般的な結論」は
むしろ消極的なもので、発生の進んだ胚の細胞の核を未受精卵に移植して発生
を開始させること自体は確かに可能であるが、発生段階のより進んだ胚の細胞
の核はより若い胚の細胞の核に比べるとその発生を推進する力はより制限され
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たものである、というものであった 23)。いいかえると、当時の理解は、より年
を取った胚の細胞の核は発生のより若い（早い）段階、すなわち発生のより前
の段階で「発生停止する」という、やや悲観的なものであったのである。した
がって、核移植胚が成体のカエルにまで発生するなどとは、とうてい考えられ
ない状況にあった。
 しかしそれでも、
「核移植」の実験は当時としては極めて独創性の高いチャレ
ンジと受け取られていた。上にも述べたように（これは 2012 年暮れの新聞・テ
レビなどのマスメディアではほとんど触れられてはいなかったのであるが）ガ
ードン博士の実験の場合にも同じ困難、すなわち、
「途中で発生が止まり、カエ
ルにはならない」という困難、が立ちふさがっていたのである。ガードン博士
はまさにその困難を乗り越えるために、
「継続（あるいは連続）核移植」および
「あらかじめ細胞培養を行う」などの独自の工夫を編み出し、核移植胚を成体
のカエルの段階にまで育てることができるようにしたのである。
 ところで、振り返って考えてみると、実は、1960 年代のはじめといえば、植
物ではすでに成体の一部の細胞から完成した一個の植物体が作られる時代が到
来していた。スチュワート（F. C. Stewart）博士がニンジンの根の組織の一部か
らニンジン全体を作ることに成功したのは 1958 年であるし、同様の結果はバー
ジル（Basil）博士とヒルデブラント（Hildebrandt）博士によって 1965 年にタバ
コの髄の組織でも得られている。特に、スチュワート博士の研究では、1970 年
にはニンジンの髄の一個の細胞からニンジンの完全な植物個体が作り出されて
いた。これらの結果を今様の言葉で表現すると、植物の細胞は培養条件（すな
わち、温めたり冷やしたり、あるいはココナッツミルクを養分として与えたり、
生長ホルモンを投与したりなどして、とにかく種々の“ゆさぶり”をかけるこ
と）によっては「初期化」され、植物全体に成長・分化することができる、と
いうことになる。言い換えると、植物の学者たちはニンジンの髄の細胞にニン
ジン全体を作り出すための遺伝子が再利用できる状態で保存されていることを
示すことに成功していたのである。
 しかし、ガードン博士は、おもしろいことに、彼の著書 20)の中では、動物発
生学者として、これらの植物の結果にはいささか不満足であると述べている。
いわく、もともとニンジンのような植物には収縮する筋肉やヘモグロビンのよ
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うな酸素を運ぶタンパク質をもつ赤血球の細胞、あるいはレンズの光を屈折さ
せ網膜に像を結ばせるクリスタリンのような特異的なタンパク質を持つ細胞は、
実はあまり見られない。言い換えると、
「動物細胞に比べると、植物では典型的
な分化形質に対応するタンパク質があまり知られていない」
。また、動物の体の
中で動物に独特の機能を与えているものとして脳があるが、植物にはこの脳に
当たるもの（器官・組織）も見当たらず、したがって、例えば脳に特異的な神
経ネットワークを調節するようなタンパク質などは植物の細胞の中では見当た
らないと考えられるわけである。加えて、植物の組織には至る所に増殖能力の
ある未分化な（しばしば柔組織 parenchymal cells と呼ばれる）細胞・組織があ
る。したがって、一個の分離されたニンジンの細胞から仮に一個の植物体全体
の形成が起こったとしても、たまたま未分化な細胞の一つが単一細胞として分
離され、増殖・分化したに過ぎないという可能性も考えられないわけではない
（今様の言葉にいいかえると、柔組織の細胞はもともとかなり「初期」の状態
にあり、その段階からまだあまり分化していない細胞と見なされるわけである）
。
よって、ガードン博士は、スチュアートや他の研究者による植物の研究だけで
は満足できず、実際に動物胚を用いて、
「発生・分化に伴って遺伝子 DNA は変
わるか」という命題を自分の手で明確にしなければならない、と考えたわけで
ある。
6. 発生学から見たクローンガエル作出の意味：発生・分化に伴って遺伝子 DNA
が変わるか？：Meaning of the establishment of frog clones: Does DNA change
during development and differentiation?
6.1 時代的な背景：Historical background
 例えばタマバエ（Mayetiola destructor）というハエでは、発生の初期の段階で
ほとんどの細胞がそれまで細胞当たりに 40 本あった染色体のうちの 32 本を細
胞質に捨ててしまう（染色体放棄：染色体の中に DNA が詰め込んであるわけ
であるので、これは DNA の放棄ということになる）
。その段階とは、受精後の
5 回の核分裂の後に核の数が 32 個になった時である。昆虫では卵の中央に卵黄
がしっかり詰まっているので、卵全体での分裂・卵割はその中央の卵黄の塊が
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邪魔になるので無理である。よって、タマバエの受精卵では核だけが分裂し（核
分裂のみが起こり）
、核の数がある決まった数（昆虫の種類によって異なるが）
に達すると、その核が一斉に卵の表面（卵の表層のこと。ここには卵黄が分布
しておらず、ほとんど細胞質だけである）に移動する。そしてそこで初めて、
外側から一斉に細胞膜のくびれが入り、細胞質が核を包み込む形になるように
区切られ、細胞の形ができる。その際、卵の後方（後極という）にある細胞は
別であるが、それ以外の場所の卵表面の細胞は 40 本のうちの 32 本の染色体を
細胞質に置き去りにし（染色体放棄）
、8 本だけの染色体を持つようになる。そ
して、この染色体放棄を行った細胞のみがハエの身体（生殖細胞ではない、体
細胞）を作るようになり、活発な細胞分化を開始する。これに対して、卵の後
方に位置するようになったわずかの細胞（極細胞 polar cells と呼ぶ）では、そ
の細胞質部分に生殖質と呼ばれる特別な構造体を含んでいるために染色体放棄
を起こさず、40 本の染色体をすべて保持したまま分裂し、最終的には生殖細胞
になり、次世代の個体を作るようになる。
 一方、ウマノカイチュウ（Ascaris）という寄生虫では、受精後の第 1 分裂の
直後、2 つに分裂した細胞のうち、将来体細胞になる運命をもった細胞におい
ては 2 本しかない長い染色体の両端が切り捨てられ、染色体の大部分（全 DNA
の 85％）が細胞質に取り残され、結果として核の遺伝子 DNA からは除かれて
しまう。ここでもまた、そのようにして DNA を捨てた細胞の子孫だけが身体
を作る細胞すなわち体細胞に分化し、DNA を捨てなかった方の細胞はゆっくり
分裂を繰り返しながら生殖細胞になる。
 また、トウモロコシではトランスポソンと呼ばれて、ゲノムのあちらこちら
に位置を変えて動き回る“飛び跳ねる遺伝子（jumping genes）
”の異名をもつト
ランスポソン（transposon）という遺伝子断片の存在が知られている。上にも述
べたように、これの存在を予言したマクリントック博士は３０年後にその実体
が“発見”されたことにより、ノーベル賞に輝くようになる。
 また、哺乳類の雌の個体では、受精卵が分裂して着床する頃には父方および
母方の X 染色体のどちらか一方が核膜に付着して非可逆的に（元に戻れない形
で）不活性化される。雌の性染色体である XX の 2 本の染色体は 2 本とも機能
的な形のまま存続することが許されていないのである。この不活性化された X
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染色体はバー小体と呼ばれるヘテロクロマチン 24)となる。これは「X 染色体不
活性化」として哺乳類の雌の体細胞でごく普通に起こっていることである（図
7）
。

図 7 哺乳類（マウス）の雌の個体における X 染色体の不活性化。受精後初期卵割期までは、
核の X 染色体（ここでは一方は白く、他方は黒く描いてある）は 2 つとも正常であるが、着
床時には 2 つある X 染色体のどちらか一方がバー小体に成り、不活性化される。その際、不
活性化される X 染色体は偶然に、無作為的に決まるらしい。X 染色体上には皮膚の毛の色を
決める遺伝子があるが、父方と母方でその色が異なるように両親を選んでかけ合わせを行う
と、生まれてくる仔マウスの毛の色は白と黒のまだらになる（当然、まだらのパターンが同
じ仔マウスは、無いということになる）
。
（塩川光一郎、1990）3)より。

 更にもっと極端な例もある。ヒトの赤血球の元になる細胞である赤芽球は、
ヘモグロビン・タンパク質の合成を活発に行って赤血球に分化する。この過程
では赤血球をつくる細胞（赤芽球）は核の遺伝子からヘモグロビン・タンパク
質の mRNA を大量に合成しヘモグロビン・タンパク質を活発に合成する。しか
し、その後、核そのものを退化させ、最終的には核の無い（従って、後戻りで
きない）ドーナツ型の赤血球になる。
 これらの多くの例では発生・分化の過程で核の DNA は変わり得ることが示
されている。そこで、これらの例を踏まえて考えると、当時の動物発生学者は
上のガードン博士の疑問、すなわち、発生に伴って核の遺伝子 DNA は変わる
のか変わらないのかという疑問には、きちんと答えられない状況にあったわけ
である。
6.2 ガードン博士の発生生物学的手法のもつ理論的な美しさ：Theoretically
beautiful aspect of Dr. Gurdon’s developmental approach
 このような学問的な時代背景のなかで、ガードン博士はクローンガエルの作
出に成功し、受精卵の核の遺伝子は発生・分化に伴って変化しないことを示し
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た。ここで、このガードン博士の実験には実は一つの理論的な美しさがあった
ことに思い当たる。それはガードン博士が、成体の分化した組織の一つ一つに
ついてその遺伝子を「しらみつぶしに」調べていくのではなく、核移植技術と
いう発生生物学的ないわば古典的な手法の持つ利点を最大限に生かすことによ
って、包括的に遺伝子機能をモニターした点である。つまり、ガードン博士の
狙いは「分化を完了した成体の細胞の核の中に、受精卵の時代にもっていた遺
伝子セットが再利用可能な状態で残っているかどうか」を発生生物学的方法に
より一挙に試すことだったわけで、ガードン博士はその為に核移植胚から成体
のカエルを作ったのである（図 8）
。

図 8 初期の頃のガードン博士の核移植体。四肢を除いて長さを測ると、上は体長約 6cm、下
は体長約 1.2cm。上は成熟した雌（成熟には、約２年かかる）。下は変態直後のカエル。出典：
Gurdon (1972)20) 。原図提供はガードン博士。

 ガードン博士がノーベル賞を受賞した今だからここに述べてみるが、ガード
ン博士が最初の頃に作出したという変態直後の若いアフリカツメガエルは、少
なくとも、1974 年の彼の著書 20)に掲載されている写真で見る限り、いかにも苦
労の末にやっと変態させ 4 本肢の揃ったカエルに辿り着いたという形のもので
あって、お義理にもしなやかで弾力性に富む若いアフリカツメガエルの子供と
いうイメージのものではなかった。これをいうとガードン博士に筆者はお叱り
を受けるかもしれないのであまり大きな声ではいわないが、あの本の写真で示
された 2 匹の核移植ガエルの少なくとも一方（図 8 の下の方の、変態直後のカ
エル）は地球上のカエルの幼生というよりは、むしろ子供の頃にテレビや漫画
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で見た宇宙人、例えばバルタン星人、というような風に、筆者の眼には、見え
てしまった。もっとも、こうはいっても、筆者が今バルタン星人と評したのは
背側から見た変態直後の一匹の核移植体カエルの外観であって、その図の上に
は非常にバランスのとれたほぼ成熟したと思われる成体の核移植体カエルが示
されている（図 8）
。従って、1970 年頃には、美しいフォルムの、核小体を１個
しか持たない細胞で構成された核移植体のカエルがガードン博士の研究室には
居たわけである。
7. ガードン博士のカエル・クローン作出と対をなすブラウン博士のカイコ絹糸
腺遺伝子数の研究：Dr. Brown’s experiments with silk glands corroborate Dr.
Gurdon’s experiments with Xenopus clones
 ノーベル委員会もそれを評価しているわけであるが、ガードン博士の核移植
実験の成功の意味は成体の身体を構成している種々の分化した細胞の核が、実
は遺伝子セットについていえば、受精卵の核と本質的に同じであることを示し
たことである。いいかえると、発生・分化の過程ではゲノム 25)の中に含まれる
遺伝子は分化形質に応じて改変されたり、捨て去られたりするわけではないこ
とを示したことである。
 しかし一方では、ある特定の遺伝子に着目し、それが分化を終えたある組織
では働いているのに、他の組織では働いていないというような具体的な例を取
りあげ、その異なる組織のその遺伝子を取り出し、ゲノム当たりのその数や一
次構造（暗号文字に当たる 4 種類のヌクレオチドの配列順序）等を分子生物学
的手法で詳細に調べた研究者も居る。この研究はガードン博士の発生生物学的
アプローチとは異なるものであり、むしろガードン博士のアプローチの対極に
あるアプローチであり、従って、ガードン博士のアプローチと対をなすアプロ
ーチといえる。実はその分子生物学的アプローチを他の研究者に先駆け、いわ
ばパイオニアとして実行した人というのは、他ならぬガードン博士を受け入れ
RNA 合成研究の手ほどきを行った、あのブラウン博士だったのである。
 次に詳しく述べるが、確かに、この２人の研究はイギリスとアメリカの異な
る場所において、全く異なる時に、全く独立になされたものである。しかし、
見方によっては、この２つの仕事は、発生生物学をその学問的ルーツとするガ
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ードン博士と分子生物学をその学問的ルーツとするブラウン博士の 2 人による、
独立に行われたものではあるが、学問的意味付けからすると、図らずも、無意
識のうちに行われた“共同作業”だったのではないか、と見なせなくもない。
逆にいうと、この２つの研究の存在そのものが、発生・分化のしくみの学問分
野における二大巨匠がガードン博士とブラウン博士であったことを見事に裏付
けている、というように、この筆者には思われるのである。

7.1 ガードン博士の発生生物学的アプローチとブラウン博士の分子生物学的ア
プローチの対比：Developmental approach by Dr. Gurdon as compared with
molecular biological approach by Dr. Brown
 結論から先に述べると、ガードン博士がカエルの核移植実験で明らかにした
発生学上の重要な発見（それが今回ノーベル医学生理学賞に輝いたわけである
が）は、ブラウン博士が（共同研究者として日本から呼び寄せた鈴木義昭博士
と共に）カイコの絹糸腺を材料に用いて行った分子生物学的な研究結果によっ
て、非常に厳密な形で確認されることになった。
 カイコの幼虫の場合、絹糸を紡ぎ出す絹糸腺は口の部分に開口しており、そ
れは前部絹糸腺、中部絹糸腺、後部絹糸腺の順に繋がってカイコの幼虫の体に
収まっている（図 9）。

図 9 カイコの幼虫の絹糸腺。絹糸腺は口の所で開口しており、カイコの幼虫はここから絹糸
を吐き出して繭を作る。絹糸腺は前部、中部、後部と、3 つの部分に分かれているが、絹糸
のフィブロイン・タンパク質を作るのは後部絹糸腺のみである。出典：塩川(1990)3)
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 ところが、この一続きになっている絹糸腺の 3 つの部分のうち、フィブロイ
ン・タンパク質を活発に合成しているのは後部絹糸腺のみで、他の部分すなわ
ち中部絹糸腺や前部絹糸腺はフィブロイン・タンパク質を全く合成しない。そ
こで、ブラウン博士はこのフィブロイン遺伝子の数がもしかすると後部絹糸腺
で著しく増加しており（増幅されており）
、前部絹糸腺および中部絹糸腺では増
幅されていないか、もしかすると完全に失われてしまっているかも知れないと
考えたのである。ところが、実際に調べてみると、フィブロイン・タンパク質
を全く作らない前部および中部絹糸腺にもフィブロイン遺伝子は１個確かに含
まれていたし、フィブロイン・タンパク質を活発に作る後部絹糸腺でもその数
はただ１個でしかないことが判明した（Suzuki ら、1972）26)。鈴木博士とブラ
ウン博士はフィブロイン遺伝子構造の内部の詳細な検討も行ったが、そこにも
前部、中部、および後部絹糸腺の 3 つの部分の DNA に違いは発見できなかっ
た。これはいわゆるネガティブ・データであるが、この鈴木博士とブラウン博
士の実験結果は、当時の発生生物学にとっては極めて重要な意味を持った発見
であり、ガードン博士の核移植の結果と、内容的にはピッタリ一致するもので
あった。

7.2 フィブロイン mRNA 単離の生物学的かつ歴史的意義：Biological and
historical significance of single-isolation of fibroin mRNA from the silk gland
 ところで、この鈴木・ブラウン両博士の研究にはもっと別の面から見た重要
な意義もあるので、それに言及しないわけにはいかない。そもそも遺伝子工学
の無かった当時に於いて、フィブロイン遺伝子の数を測定するための試薬とな
ったものは何であったか、であるが、それがフィブロインの mRNA であったの
である。当時の分子生物学の技術水準からすると、現在はごく普通に使われる
遺伝子工学の技術がまだ発達していない時代であったので、フィブロインの
mRNA をこの２人がほぼ純粋に生化学的な手法で単離したこと自体が、驚きで
あり、純粋に生化学的アプローチの勝利であり、生物学的にも歴史的にも筆者
にいわせてもらえるならば、これは率直にノーベル賞級のインパクトのある仕
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事だった。
 ところで、ブラウン博士はなぜ後部絹糸腺でフィブロイン遺伝子が「増幅さ
れているかも知れない」と考え、この壮大な実験を展開したのだろうか。ブラ
ウン博士が後部絹糸腺のフィブロイン遺伝子の数の増加（特異的遺伝子増幅）
の可能性を考え、その検証に及んだのは、他でもない、すでに上に繰り返し触
れたブラウン博士とダーウィッド博士によるアフリカツメガエル卵母細胞核に
おける「リボソーム RNA 遺伝子の特異的増幅」の発見であった。アフリカツ
メガエルの卵母細胞の核の中では、核小体が数千個もあるという不思議な現象
が昔から知られていたのであるが、この２人の研究者は 1968 年にそれが染色体
外で数千倍から数万倍に増幅されたリボソーム RNA 遺伝子の機能によること
を明らかにしたのである。ブラウン博士はこの経験があったればこそ、カイコ
の後部絹糸腺のフィブロイン・タンパク遺伝子の場合にも、あるいはその遺伝
子の増幅があるかも知れないと考えたのである。
 しかし、結果としては、上にも触れたように、このフィブロイン遺伝子の分
析結果はガードン博士の発生学的かつ包括的結論、すなわち、発生・分化に伴
って核の遺伝子に変化は生じないという結果を分子生物学的に具体的に確認す
るものとなった。これはガードン博士とブラウン博士という世界的な意味合い
での“親友”が発生学の理論構築の局面でまたしても宿命的に出合ったと捉え
ることもできる。このことは、見ていても大変興味ある歴史的な事実であり、
不思議なことであるが、他方では「なるほど。この２人ならね」と思えること
でもある。
8. ガ ー ド ン 博 士 の 研 究 と 京 都 大 学 の 山 中 教 授 の 研 究 の 関 連 性 :
Interrelationships of works of Dr. Gurdon and Professor Yamanaka

8.1 二つの研究の似ている点：Similar aspects of the two experiments
 まず、両研究の似ている点をここでまとめておこう。ガードン博士の場合は
成体の細胞の核が連続核移植の方法であれ、あらかじめ細胞培養して分裂に慣
れさせてから移植する方法であれ、あるいはその両方を組み合わせた方法であ
れ、いずれにせよ未受精卵の細胞質に移植された。そして、その移植核はその
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新しい細胞質の中で受精卵の細胞の核に成り代わり、卵という名の１個の巨大
な細胞を何万という小さな細胞から成る多細胞の胚（嚢胚と呼ばれる段階の胚）
に変化させ、その細胞に形態形成を行わせて最後は一匹のカエルに変えてしま
った。これに対し、山中教授の研究では、培養したヒトの皮膚の細胞に、Oct3/4、
Sox2、Klf4、c-Myc の 4 つの、今や山中ファクターと便宜的に総称される、転
写因子タンパク質の遺伝子がウイルス・ベクター27)に組み込まれ、その組み換
え体ウイルスが培養皮膚細胞に感染させられた。これによってこの 4 つの因子
の遺伝子が皮膚の細胞の DNA に導入され、細胞の性質を変えた。そして、最
終的には種々の刺激に反応して異なるタイプの細胞に変わり得る iPS 細胞 28)が
作り出された。
 山中博士の研究の場合、ウイルスを利用することによって、皮膚の細胞の核
の中ではすでにその働きを終えて不活性になっていた上記の４つの転写因子遺
伝子が外から強制的に皮膚の細胞に（おそらく、多数コピー）導入されたので
ある。その結果、皮膚の細胞では 46 本の染色体 DNA のあちらこちらにそれら
の遺伝子が飛び込み、DNA 鎖に安定的に組み込まれ、その細胞当たりのそれら
遺伝子のコピー数が増え、それが皮膚の細胞の性質を変化させ、結果的に「初
期化」を起こさせたのである。一般的には、核の DNA 鎖に別の DNA 断片が組
み 込まれる と、その 場所 に元から あった遺 伝子 が“挿入 による突 然変異
insertional mutation”を起こすこともある（飛び込んだ場所が機能的な遺伝子内
部であれば、その遺伝子は破壊される）
。それ故か、2012 年の雑誌ニュートン
12 月号の記事 29)によると、iPS 細胞作製のより新しい方法では、宿主の染色体
内に飛び込まずにその作用を現すことができるような、より都合の良い遺伝子
運搬者であるプラスミドに上記の“山中ファクター”の遺伝子を運ばせ（組み
込み）
、それを「核の内部ではあるが染色体の外」に存在させて、iPS 細胞を作
る努力がなされているという。また、導入する４種類の遺伝子のうち、c-Myc
遺伝子はそれが導入された細胞に活発な分裂能を与えるものと考えられるが、
これは癌細胞を特徴づける転写因子として昔からよく知られていたものである
ので、上記のニュートンによると、現在この c-Myc 遺伝子も他のもので代用す
る工夫がなされつつあるという。
 いずれにせよ、山中博士の研究では、こうして、分化を終え一つの分化形質
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に対応する仕事（遺伝子発現）に專念している成体の細胞（この場合は皮膚細
胞）に、上記の 4 種類の遺伝子を新たに導入し、その導入遺伝子の働きが表に
出るようにしむけて、皮膚の細胞が多能細胞 pluripotent cell（multipotent cell）
へと変化するようにしむけた。こうして得られた細胞は、人工的に誘導され
（induced）
、多能性を持ち（Pluripotent）
、幹細胞（Stem cell）と同じ性質を持つ
に至ったものと見なせるので、その英語の頭文字を取って、iPS 細胞と名付け
られた。以上から明らかなように、ガードン博士の場合も山中教授の場合も、
分化を終え一つの形質発現に固定され安定化された状態にあった細胞の核の働
きを、まるで発生の時計の針を巻き戻したかのように、受精後の初期の状態に
もどすことに成功した点で、同じような研究だったといえるのである。
8.2 ガードン博士と山中教授のアプローチの違い：
「引っ越しして」のガードン
博士と「居ながらにして」の山中教授：Difference in the experimental procedures
between Dr. Gurdon and Professor Yamanaka: “after moving” and “without
moving”
 山中教授とガードン博士は細胞の（核の）性質の「初期化」という言葉でま
とめられて、2012 年のノーベル医学生理学賞を授与された。山中教授の場合は
ヒトの皮膚の細胞の核の働きの初期化であったし、ガードン博士の場合はカエ
ルのオタマジャクシの腸の細胞の核の働きの初期化であった。両者は同じよう
な現象の発見でノーベル賞を受賞したというわけであるが、この２人では用い
た実験材料が生体の細胞であるという点では同じであるが、一方はカエル卵の
細胞質への核移植であり、他方はヒト細胞への遺伝子導入というように、初期
化のために用いた手段は全く異なっていた。同じ初期化のためとはいえ、両者
が用いた方法には明らかに違いがあるわけであるが、その方法の違いの本質は
何処にあるのだろうか。
 まず材料であるが、ガードン博士の核移植には卵の直径が 1.2 mm もあるアフ
リカツメガエル卵が核を受け取る側として使われた。他方で、山中教授の用い
た細胞はヒトの身体から分離した皮膚細胞である。では、この両者の研究スタ
イルの何処が一番違うのだろうか。山中教授の場合は、遺伝子導入によって初
期化が達成された。遺伝子導入により皮膚の細胞の核は自分自身の細胞質の中
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に『居ながらにして』初期胚の未分化な時代の核に戻ったかのように、振る舞
うように変化したわけで、この変化が「初期化」と呼ばれた。一方、ガードン
博士の研究では、成体の分化した腸の細胞の核が一度抜き取られ、注入しやす
い巨大な未受精卵という単一の細胞の細胞質中に人工的に移植された。いわば、
元の場所に「居ながらにして」という山中教授の場合と異なり、ガードン博士
の実験では、オタマジャクシの腸の細胞の核がガラスの針に吸い取られて強制
的に卵の細胞質の中に『引っ越し』させられたわけである。その引っ越しの結
果、腸の細胞の核は予想もしていなかった卵の細胞質に閉じ込められた。そし
て、結局その新しい細胞質の影響を受け、あたかも受精直後の卵の核のように
核の性質が変わり（実際、核の大きさも移植後は急激に大きくなる）
、
「初期化」
が行われたと考えられるのである。移植された核は、卵の新しい細胞質環境の
影響を受け、細胞質の種々の成分、特にタンパク質成分—ひょっとしたら山中
教授の選んだ４種類の山中因子タンパク質—が引っ越してきた核の中に入り込
み、クロマチンという DNA とタンパク質の複合体の中に分け入り、更に DNA
の糸のあちらこちらに張り付いて（転写因子として結合して）核の働き方を変
えてしまったものと思われる。こうして、おそらくは初期化に必要な種々の転
写因子が卵の細胞質から移植核に乗り移り、その結果、移植核の DNA は自分
の存在状態が受精直後の核の状態にもどった（あるいは、自分は元々受精卵の
核であったのだ）と錯覚し、それから急に受精卵の核として振る舞うように「初
期化」され、発生を繰り返したのだと考えられる。
 このように、ガードン博士の「初期化」の方法である核移植は山中教授の「初
期化」の方法である遺伝子導入とは全く異なる方法であり、上に説明したよう
に、両者の実験は居ながらにして（山中教授）と引っ越しして（ガードン博士）
の明確な違いがあった。しかしそれにも拘らず、両者の実験で問題となった核
の内部でのできごとは、おそらく本質的に同じことだったと考えられるのであ
る。両方の研究が「初期化」という一つのコードワードで結びつけられて、共
同受賞となったわけであるが、その核における状態の変化のメカニズムに付い
て考えてみると、究極のところ、おそらくは同じだったのではないかと思われ
る。
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8.3 この分野の研究の年表：A brief history in this field
 この機会を捉えて、ガードン博士のクローンガエルの研究から山中教授とガ
ードン博士の iPS 細胞のノーベル賞に至るまでのこの分野の研究の歴史を年号
に従って並べてみると、次のようになる。
1962 年 イギリスのジョーン・ガードン博士（クローンガエルの完成）
1981 年 イギリスのマーティン・エバンス博士（マウスの胚性幹細胞、ES 細
胞；embryo stem cell の作成に成功）
1996 年 イギリスのイアン・ウィルムット博士（クローンヒツジのドリーの誕
生。このドリーを雄のヒツジとかけ合わせ、ボニーという仔ヒツジを産ませる
ことができた）
2006 年 日本の山中教授マウスの iPS 細胞の作成に成功
2007 年 エバンス博士にノーベル医学生理学賞が授与される
2007 年 山中教授とトムソン博士がヒトの iPS 細胞をそれぞれ独立に作成
2012 年 10 月 8 日 日本の山中教授とイギリスのガードン博士が共同でノーベ
ル医学生理学賞を獲得する
 こうしてみると、今回のガードン博士のノーベル賞が山中教授の iPS 細胞の
成功を待って、ようやく与えられることに成った経緯がよくわかる。そう考え
ると、一部の新聞（例えば、西日本新聞）で紹介されたように、
「自分の仕事の
意味が（世の中の人々から）よく理解されるようになるには、山中教授の研究
が世に出ることが必要だったと思う」というガードン博士の気持ちも分かって
来るわけである。いずれにせよ、山中教授の iPS 細胞の成功は特に日本人とし
てそれを喜ぶわけであるが、同時に、
「おかげでガードン博士のノーベル賞問題
にも決着がついて良かった」ということで、カエルの研究仲間として、心から
ホッとするわけである。ガードン教授に近い研究仲間である筆者としても、山
中教授とガードン博士を「初期化」というコードワードで結びつけたノーベル
委員会の今回の素晴らしい発想と評価の仕方に対しては、ここで改めて敬意を
表しておきたい。

9. ガードン博士の略歴: Brief Curriculum Vitae of Dr. Gurdon
ガードン博士は 1933 年イギリスのハンプシャー（Hampshire）地方のディッ
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ペンホール（Dippenhall）という町で生まれた。大学は名門といわれるイートン
（Eton College）校で、そこで古典語学を学んだ。しかしその後は、オックスフ
ォード大学に進学し、そこで動物学に転じ、1956 年にオックスフォード大学の
動物学科を卒業。更に、上にも触れたフィッシュバーグ教授のもとで大学院生
となり、アフリカツメガエルの核移植の研究を行ない、アフリカツメガエルの
クローンを完成させた。
ところで、勉強の良くできる人が子供の頃はできの悪い生徒だったという話
は時々耳にすることであるが、実はガ—ドン博士の場合にも、似たようなこと
があったらしい

30)

。けれども、ガードン博士はオックスフォード大学で 1960

年に学位（PhD.: Doctor of Philosophy）を取得したし、1958 年から 1961 年まで
はオックスフォード大学研究員となった。その後、ガードン博士の活動範囲は
広がる。まず、1961 年から 1962 年にかけてはカリフォルニア工科大学に留学
し、ポスト・ドクの仕事としてバクテリオファージについての研究を行なった。
ガードン博士が最初に留学したアメリカ西海岸で 1 年だけとはいえ、バクテリ
オファージ、すなわちバクテリアの細胞に寄生するウイルス、の研究をしてい
たことは興味ある事実である。というのは、ガードン博士が次にアメリカに渡
りカエル胚発生の分子生物学の指導を受けたブラウン博士の場合も、最初の論
文はバクテリアの研究に関するものだった。だから、ガードン博士もブラウン
博士も、カエルの分子生物学の研究を始める前には、バクテリアあるいはバク
テリアに“寄生する”バクテリオファージの研究を行っていたことになる。こ
の点については、実は筆者も研究の始まりがバクテリアを使ったものであった
ので、少し共感を覚えるところである 31)。
ガードン博士は 1962 年にはカリフォルニア大学から一旦オックスフォード
大学動物学教室の研究室に戻り、1963 年から同大学動物学科の助手に就任。
1964 年から 1965 年には再びアメリカに渡り、ボルチモアのカーネギー発生学
研究所のブラウン博士の許に留学する。1965 年から 1972 年までは母校のオッ
クスフォード大学動物学科で講師を務め、1971 年にはケンブリッジ大学の医学
研究会議（MRC：Medical Research Council）分子生物学研究所の細胞生物学部
門に移動。そこで 1972 年から 1979 年まで MRC 分子生物学研究所研究員を務
め、更に、1979 年から 1983 年までは細胞生物学部門の分子生物学科の学科長
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として勤務。この間、1974 年から 1983 年まではチャーチル・カレッジ特別研
究員。1983 年にケンブリッジ大学動物学教室の細胞生物学部門教授。1990 年、
ケンブリッジ大学内のウエルカム癌研究センター（Wellcome CRC）の教授。2001
年にはケンブリッジ大学で定年を迎えたが、同じ年にケンブリッジ大学名誉教
授となり、研究室はそのまま存続。結局、2004 年にはケンブリッジ大学ウエル
カム・トラスト（Wellcome Trust）癌研究センター内に「ガードン研究所」が設
立された。そして、現在もその所長として世界のトップクラスの研究者集団を
抱えて研究を続けている。
10. ガードン博士が受けたノーベル賞以外の賞: Other prizes and awards that
Dr. Gurdon received
ガードン博士はその研究業績に対して、1968 年ベルギー王立科学院のアルバ
ート・ブラッシェ賞を受賞して以来、数々の賞と栄誉をうけている。同時に、
世界中で数えきれないほどの招待講演を依頼され、それをこなしている。その
中で、ガードン博士がたぶん最初に行った大きな招待講演は、1972 年のニュー
ヨークのロックフェラー大学でのハーヴィー・レクチュアではなかったかと思
われる。筆者は当時ニューヨークの血液センター研究所（細胞生物学部門）に
2 年ほど居たので、この講演会に出席し、ガードン博士と初めて会って話をす
ることができた 32)。ガードン博士はこのハーヴィー・レクチュアを皮切りに、
1974 年、ハーバード大学のダンハム講演、1975 年、カリフォルニア工科大学の
アルバート・ティラー記念講演、1978 年、プリンストン大学のカーター・ワレ
ス講演、1980 年のロンドンでのウッドハル講演、1983 年、米国マサチュセッツ
州ケープ・コッドのウッヅホール海産生物研究所のリリー・フェローとしての
招待講演という風に、世界各地で次々に有名なメモリアル・レクチュア
（memorial lectures）記念講演に招待されている。ガードン博士はこれらの他に
も、数々の世界の有名な賞を得ているのだが、今回のノーベル賞との関係で特
に一つだけ挙げるとすれば、それは 2009 年 9 月に山中教授と共同で、ノーベル
賞に最も近いと言われる（というのは、これの受賞者の 2 割以上が、後にノー
ベル賞を受賞しているから）
、アメリカのラスカー賞を基礎医学部門で受賞した
ことであり、このことはつとに有名である。
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ガードン博士はその学問的業績も素晴らしいが、一人の科学者として世界中
の仲間から好かれており、従って国際発生学会会長歴任の、文字通り世界の発
生生物学の重鎮である。日本にも多くの友人があるが、日本に関して特筆すべ
きは、1987 年に第 3 回の「国際生物学賞」を受賞していることである。筆者は
そのおかげで授賞式後のレセプションで天皇陛下とアフリカツメガエルのお話
をちょっとだけではあるが、することができるという幸運にも恵まれた 33)。
ガードン博士はまた、イギリス国内では、1995 年に女王陛下から Sir の称号
を与えられているので、正式にはガードン卿ということになる。実際、ガード
ン研究所の公式文書用の罫紙には、Professor Sir John Gurdon と印字してある。
11. ガードン博士の研究生活周辺で筆者が拾い集めたエピソード： Several
episodes picked up by Koichiro Shiokawa around Dr. Gurdon’s academic life
 ガードン博士の研究のあり方はその彼の生活のあり方にも反映されている。
ここで、ガードン博士らしいというか、ガードン流というか、ともかくガード
ン博士の研究生活の周辺で筆者が見聞したガードン博士にまつわるエピソード
をまとめておこう。
11.1 ガードン博士が帝京大学宇都宮キャンパスで行った高校生・大学生向けの
公開授業：A special lecture that Dr. Gurdon gave in Utsunomiya Campus of
Teikyo University for High School and University students
 ガードン博士は発生系における遺伝子発現調節研究のパイオニアかつ大御所
として、若い頃から、研究の合間を縫って文字通り忙しく世界中を講演して回
っている。それは分かっていたが、2004 年のはじめ、思いついてガードン博士
に「2005 年の暮れに日本で行われる学会に招待されているそうですが、その折
りに栃木県にある帝京大学の宇都宮キャンパスを訪問して、現在私の勤務して
いるキャンパス内で一度学生たちに授業を行ってくれませんか」とメールを出
してみた。すると、「了解。ただし、それでは遅くなる。2005 年は秋にも丁度
日本に来る用事があるので、その前に少し早めにそちらに出かけて、そこであ
なたのいうその講義を済ませておきましょう」とのメールが来た。こうして、
2005 年 11 月 2 日ガードン博士が帝京大学宇都宮キャンパスに来て、
「遺伝子と
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クローン動物」という題の講義をしてくれることになった。図 10 はその時のポ
スターの一部分である。

図 10 2005 年に作成・使用したガードン博士の公開講義の宣伝のためのポスターの一部分。
（製作：筆者）

 この講演はいわゆる学者仲間の講演会の形式ではなく、理工学部バイオサイ
エンス学科 2 年生対象の「動物生理学 2」の筆者の授業を手伝うという形で、
一般の市民の皆さんにも公開にして宇都宮市教育委員会の後援も受け、特別講
義として実行することになった。これは研究の進展を話すというよりも、若者
や市民のための“ガードン的な考え方をより多くの人へ伝達”するためという
ことにし、ガードン博士にもはじめからその趣旨を明確にして話を組み立てて
いただくことにした。始めからそういう意図であったので、ガードン博士も、
「なぜ、自分は生物学が好きなのか」
、
「発生生物学とは何をする学問か」
、ある
いは「なぜアフリカツメガ
エルの研究が楽しいか」というようなところから話を始めて下さった。講義は
ガードン博士がパワー・ポイントの図をスクリーンに示しながら、ゆっくりし
た分かりやすい英語で行ない、担当の教員である筆者がスライドごとに日本語
で解説を加えて行くという形態をとった。ガードン博士のスライドはいずれも
工夫を凝らした美しく印象深いものであったが、図 11 にはガードン博士が話の
始めの方で「発生学の説明」のために使われたスライドを示す。
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図 11 ガードン博士はこれを示して発生生物学とは何であるかを英語で丁寧に説明された。
それを受けて、筆者がその内容を日本語で説明しているところ。（撮影：筆者の研究室の大
学院生）

 このスライドに書かれている英語はガードン博士の話のなかでは大切な導入
部分なので、ここで特に説明すると、次のようなことになる。ガードン博士は
まず、
“What is developmental biology?（発生生物学とは何であるか？）
”と自ら
問いかけ、
“This tells us（これはわれわれに次のことを教えてくれる）
”として、
その答えを述べた。すなわち、それは、
“How a fertilized egg turns into an adult.
（いかにして一個の受精卵が成体に変化するか）
”を教えてくれる。言い換える
と、
“How the right cells are formed in the right places.（いかにして正しい細胞が正
しい場所につくられるのか）
”をわれわれに教えるのだと述べ、更に分かりやす
いように補足して、
“For example: Brain in the head, Muscle in the heart.（例を挙げ
ると、脳はいかにして頭の中にでき、筋肉はいかにして心臓の中にできるよう
になっているのか）
”を教えてくれるものであると述べた。多細胞生物の発生過
程ではただ一つの卵から分裂によってたくさんの細胞が生ずるわけであるが、
具体的には、ある細胞群は脳細胞になるが、また別の細胞群は筋肉細胞になる
というように、それぞれの発生運命に従って異なる形と機能をもつ細胞に特殊
化（分化）する。更に、
「その脳細胞や筋肉細胞ができる場所がまた、でたらめ
ではない。脳細胞はその正しい場所である頭の中にできるし、筋肉細胞はその
正しい場所である心臓の中にできる。その調節はどのようになされるのか。そ
れを解き明かすのが発生生物学なのである」と話されたのである。ガードン博
士は、このように、その学問の原点をしっかりと学生たちに印象づけるところ
からスタートし、次第にその中身を濃くして行くように話をされた。そして、
話の後半では、さすがに専門色が強まり、クローンガエルの話を基礎生物学と
して、また応用生物学として語っていただいた。
 この講義の終わりの方では、ガードン博士はヒトを含むクローン動物の作出
の技術についての倫理問題にも話を広げ、その問題点を解説された。その中で
注目すべきことであるが、今度、ノーベル賞を共同受賞された山中教授の選ば
れた 4 つの山中ファクターと呼ばれた遺伝子の中の特に重要なものといえる
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Oct3/4 遺伝子について言及し、その既に知られた発生学上の性質（すなわち、
遺伝子発現調節におけるその役割）から、ガードン博士独自の見解として、こ
れを分化の終わった成体の細胞に導入しその機能を過剰発現させることにより、
たぶん導入された細胞の性質を若い胚のそれに押し戻す（つまり、現時点の言
葉の選び方でいうと、
“初期化”する）であろうとも、話された。ガードン博士
はその時にすでに Oct3/4 遺伝子には気を使っておられたし、今にして思うと、
この時すでに将来の山中先生の話にも繋がるような予想を立てて、話をまとめ
ておられたのではないだろうかと思われる。
 ガードン博士は、日本に出発する前にあらかじめ講義のアウトラインをメー
ルで送ってくれたので、筆者はそれに適当な日本語訳をつけ、受講者全員に配
布した（図 12）｡また、講義が近づくと、更に欲張り、筆者は全スライドの簡
単な内容説明も求めた。ところが、ガードン博士はその重ねての厚かましい要
求にもいやがらずに応えてくださり、スライドの一つ一つに対して、短く分か
りやすい内容説明を書いて送って下さった。おかげで、筆者の方ではそれに日
本語訳をつけ、当日出席した大学生の皆さん全員に特別に配布するようにし、
やや専門的な部分の内容が彼らにとってより分かりやすくなるように工夫する
ことができた。
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図 12 ガードン博士があらかじめ送ってくれた話の組み立てのメモとそれに対して筆者が加
えた説明。ガードン博士の挙げられた第８番目の問題について、今回、解決の糸口をつけら
れたのが、京都大学の山中教授であるということになると思われる。

11.2 ガードン博士の趣味はガの採集: Dr. Gurdon’s hobby is collecting moth
 ガードン博士は 1982 年には、第 55 回日本生化学会大会に招かれて来日され
た。筆者が九州大学の助教授の時代のことである。その折をとらえてガードン
博士には福岡の九州大学にも来ていただくようにお願いし、九州大学の理学部
でも特別講演をしていただいた。その日は午後に太宰府に案内し、夕方には福
岡の田舎に在る筆者の自宅に泊まっていただいた。
 この日、夕食前に家族や近所の友人と一緒に、歩いて近くの「若宮八幡宮」
というお宮に出かけた。そこにある巨大なクスの木（楠）に群がるガ（分類学
上は、ヤママユガまたはその仲間）を採集するためである。このガの話は筆者
があらかじめ手紙でガードン博士に知らせておいたので、ガードン博士が筆者
の家まで足を伸ばしてくれた際の一つの楽しみとして、博士の福岡訪問の計画
の中にはじめから含めてあったのである。驚いたことに、このためにガードン
博士はポータブルの捕虫網、釣り竿のように伸ばせる柄、さらには採集したガ
を殺す毒瓶などもイギリスから持ってこられていた。外はまだ少し明るいうち
であったが、お宮の境内の巨大なクスの木の近くに行ってみると、すでに灯っ
ていた街灯の周りに多くのヤママユガが群れ飛んでいた。この夜は同行した家
族と近所の友人の皆で、ガードン博士のヤママユガの採集のお手伝いをして、
おおいに賑わった。ガードン博士はこの夜はイギリスから持って来た捕虫網を
使いながら、暗くなってからも街灯の光に乱舞するガの採集に余念がなかった
（図 13）
。
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図 13 ガの採集を行うガードン博士。この捕虫網もそれに取り付けた柄も折りたたみ式で、
ガードン博士がこの若宮八幡宮のガの採集のためにイギリスから持参した。ガードン博士は
この他に毒瓶も用意していた。
（撮影：筆者）

 この夜、ガードン博士は採集したガの中から 6 匹ばかり選ばれて、それらを
イギリスに運び、標本に仕上げて保存された。実はこの４年後、すなわち 1986
年に筆者はガードン博士の主催で行われた第 1 回アフリカツメガエル国際会議
（ケンブリッジ北のナリッジ Norwich にあるイースト・アングリア
（East Anglia）
大学で開催）に出席したが、その会議の後で泊めていただいたガードン博士の
自宅で、若宮八幡宮から運ばれていったそのガの標本を見せていただいた。
11.3 第 1 回ゼノパス国際会議とガードン博士の秘書のバーバラさんへの全員の
サイン：The first international Xenopus conference organized by Dr. Gurdon and
signatures of all the participants for the secretary, Barbara
アメリカ NIH の分子遺伝学部長のダーウィッド博士が 1984 年に世界で初め
て招集した、アフリカツメガエルの国際ワークショップ（バージニアのエーリ
ーハウスが会場）が引き金と成って､2 年後の 1986 年には、200 人規模で第 1
回国際アフリカツメガエル会議がガードン教授の世話で、ケンブリッジ北のナ
リッジ（Norwich）で開催された

34)

（ナリッジの会が第 1 回目の国際会議であ

るので、筆者はダーウィッド博士が招集したエーリーハウスのワークショップ
を第 0 回のアフリカツメガエル国際会議と呼ぶことにしている）
。このナリッジ
の会で特筆すべきトピックスは、最後の日にガードン博士が、ベルギーに国際
電話をかけて、奥様が風邪で、それで用心してこの会への招待参加を控えてい
たジーン・ブラッシェ（Jean Brachet）博士をこのアフリカツメガエルの会に引
っ張り出したことである。おかげで、筆者は学生時代から憧れて尊敬していた
細胞生物学の世界の伝説的な巨匠であるブラッシェ教授と親しくなれたので、
これは大変有り難かった。
このナリッジの会でのもう一つのトピックスは、ガードン博士の発案で作っ
た図 14 に示すサイン集のことである。前例のないこの第１回のアフリカツメガ
エルの国際会議の実行は、まさにたいへんな労力を要するものであったはずで
あるが、ガードン博士の秘書のバーバラさんはそれを一人でこなし、会を大成
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功に導いた。だから、ガードン博士の発案で全員でプログラムの表紙にサイン
をし、それをプレゼントにして労をねぎらったわけである。

          
図 14 ガードン博士の秘書のバーバラさんにプレゼントした第 1 回アフリカツメガエル国際
会議のプログラム集の表紙。1986 年 4 月、第 1 回目のアフリカツメガエル国際会議がもたれ
た時に、ガードン博士の提案でプログラムの表紙に皆でサインをし、秘書のバーバラさんに
プレゼントした。後日、これはバーバラさんによって複製され、イギリスから九州大学に送
られてきた。手紙には、「これは限定された作品；つまり二人に限定された作品で、一つは
あなた、他の一つはガードン博士のためのものです！（This is a limited edition- limited to two,
one for you and one for Dr. Gurdon!）
」とあった。

11.4 ガードン博士の自宅の煙突に生えた一本の木の駆除法: A method figured
out to eliminate a small tree at the top of the chimney
 1986 年のガードン博士主催の第１回アフリカツメガエル国際会議参加に先
立って、筆者はガードン博士への手紙でこの機会に是非とも自宅を訪問させて
欲しいと書いておいた。それで、ガードン博士はそのように手はずを整えてく
れ、おかげでこの会議の後、ケンブリッジのガードン博士の（後に家内と共に
宿泊させていただいたケンブリッジ大学・ホマートンカレッジの学長官舎では
なく）自宅に一泊させていただくことになった。    
 ガードン博士の家に滞在したのは短い時間であったが、いくつかの興味ある
ガードン流の考え方に触れることができた。博士の家に到着後、まず庭を案内
していただいたが、ガードン博士の庭にはテニスコートがあった。博士の言い
方によると「私の年齢のものには（at my age）こういうエキソサイズの場所が
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必要なのだ」という理詰めの説明だった。更に歩を進めると、今度は真っ黒の
巨大な（小さく見積もっても、20 m × 10 m はあったと思われる）ビニールの
布が広げてあるところに出た。異様な物体にぎょっとしたが、よく見るとそれ
はプールを覆うサイズで、まさにプールの“ふた”のようだった。興味を引い
たのは、その縁の所には素人（おそらく、ガードン博士自身）が自分で作った
という感じの、大きなバケツほどのサイズのコンクリートの塊がほぼ一定間隔
で置いてあり、ビニールの布が風で飛ばされるのを防いでいた。
「これは何です
か」と尋ねると、果たせるかな「プール」という答えが返ってきた。ガードン
博士いわく「夏にはプールとして使用するが、シーズン・オフの間は放置する
と緑の藻類が繁茂して掃除が大変となる。よって、黒いビニールの布で光をカ
ットして、植物が中で生えないようにしている」と言うことだった。ガードン
博士の「こうして夏を待っている」という答えを聞いて、思わず「うーん」と
うなってしまった。ガードン博士はあくまでも合理的なセオリー（学説）を、
プールという巨大な相手に対しても当てはめ、現に実行している。
 庭の見物を一通り済ませて戻ったところで、筆者と同じくその夜に一泊する
予定でやって来ていたスタンフォード大学のローレンス・コーン（Laurence
Korn）博士が外に出て来て、筆者らと合流した。筆者がコーン博士と立ち話を
しているところに、たまたま隣の家の中学生風の少年が庭伝いに現れて、われ
われに合流した。その少年が筆者のカメラで撮影してくれたものが図 15 である。

図 15 ガードン博士の自宅の裏庭。ガ—ドン博士（左）
、コーン博士（中央）
、筆者（右）
。1986
年 4 月。コーン博士はスタンフォード大学の助教授で、この数年後には筆者の福岡の家にも
来てくれた。この 3 人は同じ柄のカエルのネクタイ（実は、ガードン博士からのプレゼント）
を持っている。
（撮影：ガードン博士の自宅の近所の少年）
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 さてその庭で、飛び込んで来た少年を加えて 4 人が揃ったところで、ガード
ン博士が一つの問題を提起した。
「この家の屋根の煙突のところに“テント生え”
した小さな木があるが、あれを取り除くための何か良い方法がないものだろう
か」という。筆者はあまり興味深い話題とも思わなかった。ところが意外にも、
筆者を除く 3 人はこの問題に熱心に取り組んだ。まず中学生らしいその少年が
「除草剤をかけて木を枯らすようにする」という案を出した。コーン博士は「自
分は、ライフル銃であの木を狙い撃ちする」という。これらに対し、ガードン
博士は「自分は凧を挙げて、それに付けた紐をあの木に絡ませて、その後で凧
の糸を引っ張って木を引き抜く」という。筆者には研究で忙しいはずのガード
ン博士やコーン博士が、この「テーマ」に熱心になる理由が、とんと分からな
かった。ところが、3 人でいろいろ議論をした末、ガードン博士が提案した最
終案を聞いて、筆者はまたも感心してしまった。そのまとめの説というのは、
「まず巨大な凧をあの木の真上に挙げる。その凧に大きくふくらました風船を
くくり付け、その中に除草剤を溶かした水をいっぱいに入れておく。自分がそ
の凧を挙げるから、丁度木の真上にそれが来たところで、ロレンス（コーン博
士のこと）、お前がその風船を狙ってライフルで打ち抜け。それで除草剤があの
木にかかり、木は涸れるだろう」であった。
11.5 ガードン博士愛用の顕微注射装置: Dr. Gurdon’s favorite microinjector
 イタリアのサルジニア島での第７回国際アフリカツメガエル会議（1998 年 9
月：フランチェスコ・アマルディ（Francesco Amaldi）とポウラ・ピアレンドラ
イ＝アマルディー（Paola Piarendrei –Amaldi）という筆者のいうなれば永年の親
友の２人の教授が世話をした）へ出かけた時のことであるが、約 2 週間のその
旅の最後に、イギリスのケンブリッジ駅に着いた。この 27 日の午前中はあいに
くとガードン博士が出張中であった。筆者は同行した妻と共にケンブリッジの
汽車の駅で観光バスに乗り、市内巡りを行って、時間を調整した。その直後に
迎えに来てくれたガードン博士は、われわれをまず自分の教授室に連れて行っ
た。これは教授室というよりは教授の机のある研究室で、博士の回転椅子をく
るりと回すと、後ろにガードン博士の顕微注射装置（マイクロインジェクター）
が双眼実体顕微鏡と組みあわせてセットしてあった。そのマイクロインジェク
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タ―はガードン博士愛用のもので、右手で取っ手をつかんでその取っ手を普通
に動かすとそれが微細な動きに変換されて先端に装着されたガラス針に微細な
動きを与えるように作ってある。見たところ特に高級なものということでもな
く、手仕事で行う作業に向いた昔ながらのシンプルな器械であるという印象を
受けた（図 16）
。

図 16 ケンブリッジ大学のガードン博士愛用のマイクロインジェクター。教授の執務机から
後ろに椅子を回転させると、このインジェクターに手が届くようになっていた。この写真の
左側に筆者も写っているが、画面には出ていない。
（撮影：塩川千次代）

11.6 東京での第 8 回国際発生生物学会の 1 コマ: A frame excised from 8th Annual
Conference of International Society of Developmental Biologist held in Tokyo
 筆者が九州大学で助手を務めていた頃、東京で第 8 回国際発生学会が開催さ
れ、これには東京大学が中心となって、日本中の発生学者が集った。その会が
無事に済んで、後で送られて来た大会役員が撮影したスナップ写真の中に、お
やっと思う写真があった。それは、この中に何度も出て来たブラウン博士、鈴
木博士、ガードン博士、それに筆者も写っている 1 枚のスナップ写真である（図
17）
。
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図 17 1977 年。ブラウン博士と筆者が座長をしていた時、ブラウン博士の許に留学してカ
イコガのフィブロイン遺伝子研究を行った鈴木義昭博士が帰国後に行った研究の発表をし
た。ガードン博士が図の左側で質問をしている。このずっと後で、岡崎の基礎生物学研究所
でカーネギー発生学研究所の留学生たちの集いがあった（ブラウン博士はカーネギー研究所
だから、ガードン博士もダーウィッド博士も鈴木博士もカーネギー組である）。筆者はその
とき東大教授をしていたが、カーネギー留学組でもないのに、特別にこの会に出席した。そ
の席で、イバート所長が Koichiro お前もカーネギーのラボに来るべきだ、といってくれたの
を昨日のことのように覚えている（実際には、忙しくてその機会は作れなかったのであるが）
。
（撮影：大会役員）

 実は、筆者はブラウン博士とはこの国際学会（1997 年）では横に並んで 2 人
で共同座長 co-chairman の役をこなしていた。これはその時偶然、大会役員が写
しておいてくれたものである。これには、ブラウン博士のところに留学してフ
ィブロイン遺伝子の研究を行った鈴木博士がその後の日本での研究の進展を話
し、その講演終了後に鈴木博士に対して、ガードン博士がマイクのところに立
って質問を始めた瞬間を捉えたものである。鈴木博士はこの時はすでにブラウ
ン博士のところから帰国し、基礎生物学研究所の教授としてブラウン博士のと
ころで分離して持ち帰ったフィブロイン遺伝子の更なる解析を行っていたので
ある。
11.7 ダーウィッド博士とガードン博士の努力で 30 年間に亘って継続している
ア フ リ カ ツ メ ガ エ ル の 国 際 会 議 : Continuation of Xenopus International
Conferences over 30 years by the efforts of Dr. Dawid and Dr. Gurdon
 2012 年の暮れに発表された今回のガードン博士のノーベル賞受賞は、2 年に
一度のアフリカツメガエルの国際会議を過去 30 年間に亘って行ってきたこの
カエルの研究者仲間には、永らく待ち望んでいた、まことにうれしいことであ
った。このカエル研究者の仲間は、他の実験材料の研究者のグループもそうで
あるが、競争相手でもあるのにけっこう仲が良い。最近、ウッヅホール臨海研
究所のマルコ・ホルプ（Marko Horp）から送られてくるアフリカツメガエルの
世界の研究者への情報配信を見ても、
「ハイ、カエルの皆さん（Hi, frog people）
」
という呼びかけで始まることもあるし、他方で、カエル研究ではないが筆者が
もうひとつ属している世界のポリアミン研究の仲間のメールの書き出しも、
「ハ
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イ、ポリアミンの仲間の皆さん（Hi, Polyamigos）」という言葉で始まることが
多い（このポリアミゴはポリアミン polyamine という研究対象を表す専門用語
と友人を意味するスペイン語のアミゴ amigo をくっつけ、それを普通名詞に見
立てて、複数を表す s を付けた造語である）
。
アフリカツメガエルの国際会議は 1984 年から 2 年ごとに開催され、すでに
30 年になる。上にも触れたが、筆者はたまたまその 30 年間に亘る国際会議の
すべてに休むことなく出席した「世界でただ一人の人」に、別に意図したわけ
では無かったが、たまたまなってしまった。筆者はまた、写真をよく撮ること
で有名である。よって、2006 年に第 11 回のこの会が日本で、東京大学の浅島
誠教授と基礎生物学研究所の上野直人教授らを世話役として開催された折りに
は、この両教授のアドバイスもあり、筆者は会場の一部に設けられた特設コー
ナーで「写真で綴る過去 11 回のすべてのアフリカツメガエル国際会議」という
テーマのポスターを 12 枚も展示することになった（このタイトルが、講演要旨
集の中に special presentation として収録されているから、主催者の「遊び心」が
出ている）
。図 18 はそのポスター作品を見て楽しんでくれたガードン博士のス
ナップ写真である。

図 18 第 11 回アフリカツメガエル国際会議（2006 年、日本の千葉県カズサにて）の際に特
設コーナーに展示して「写真で見る過去１１回の会議（Koichiro Shiokawa: Past International
Xenopus Conferences by photographic records）」というタイトルの特別のポスター展示を行った。
筆者は左端。ガードン博士（中央）はそのお弟子さんと思しき人物（右）を連れてポスター
を見に来てくれた。後方のパネルには 5 枚のポスターが写っているのだが、この右側方向に
さらに 6 枚のポスターがある。（撮影：塩川研の当時の大学院生で、この国際会議に出席し
てくれた内山寛晃氏）

11.8 ガードン博士の著書: A book published by Dr. Gurdon
 研究が忙しいからであろうと思われるが、筆者の知る限りでは、ガードン博
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士はこれまで、図 19（左）に示す一冊しか単行本を書いておられないようであ
る。この著書 The control of gene expression in animal development（1974）の中に
は、今回のノーベル賞受賞の「核移植」に関する研究成果が余すところなく、
丁寧に説明してある。偶然であるが、筆者がニューヨーク血液センター研究所
（細胞生物学部：部長はポゴ博士）勤務中の 1972 年に１ブロックお隣のロック
フェラー大学でガードン博士のハーヴィー・レクテャーを聞いていた頃、母校
の九州大学では、筆者の恩師の山名清隆先生がこのガードン博士の本を手にし
ておられたわけである。

 
図 19 左：ガードン博士の著書。ガードン博士の著書はこの他には見当たらず、ひょっとす
ると単行本としてはこれ以外にはガードン博士の出版物は無いように思われる。右：ガード
ン博士の著書の山名清隆・塩川光一郎による日本語訳（1976）。
（撮影：著者）

 筆者は幸運なことにニューヨーク滞在中に九州大学の助手に採用されて
1974 年に帰国したが、帰国後すぐに山名先生と 2 人でこのガードン博士の本を
翻訳することになった。その山名・塩川の訳書では、タイトルは「発生におけ
る遺伝子調節」
（1976）となって共立出版から出版されている（図 19 右）
。
12. おわりに：Concluding remarks
 ガードン博士のノーベル賞受賞が決まる半年以上前（2012 年 3 月 7 日）のこ
とであるが、ガードン博士から最近途絶えがちであったメールが来た。筆者は
2010 年のカナダのバンフ国立公園での第 13 回アフリカツメガエル国際会議の
際に写したスナップ写真をガードン博士に送っておいた。それで、それに対す
るお礼のメールが 2012 年の 3 月に送られて来たのである。こういう場合、普通
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はメールに「写真は受け取った、ありがとう」というようなことを書いておけ
ば良いわけである。が、この時のガ—ドン博士のメールには、ガードン研究所
のロゴの入った罫紙にその写真のお礼がしたためてあり、その罫紙がデータと
してメール添付で送られて来た。更に、うれしいことにその文章の末尾には、
「あなたの世話している新設の大学院柔道整復学専攻がうまく行くように、祈
っていますよ（Good luck, with your postgraduate Judo School）
」との有り難い添え
書きがあった。
 実は、2008 年 4 月から日本の総合大学としてははじめてのことであるが、医
療技術学部の内部で柔道整復学科という新しい学科を帝京大学が開設すること
になり、筆者は 4 年間その学科長として学長のお手伝いをすることになった。
更に、2012 年からはその柔道整復学の大学院博士前期課程（すなわち、修了す
ると修士（柔道整復学）になれる修士課程）を、これも日本で初めてのことと
して帝京大学で開設することになり、筆者はその新しい大学院の専攻主任とし
てお手伝いをするということになったのであった。当時、バイオサイエンス学
科所属の筆者にとっては、これは思わざる展開ではあった。が、考えてみると、
アフリカツメガエル胚の遺伝子発現コントロール機構の研究という基礎研究は
柔道整復学で扱う骨折や腱の断裂の修復のメカニズムにも直結しているともい
える。それ故に、新たに与えられたテーマである柔道整復術・柔道整復学は自
分の守備範囲から一定の距離にはあるようだが、本質的には直接繋がったもの
であると思うようになった。
 そういう状況であるから、最近では、ガードン博士にもよく柔道整復学の“立
ち上げ”およびその後の展開の苦労話もする。そこで、何事によらず、相手の
happiness を大事に考えてくれるガードン博士は日本で現在進行中の「柔道整復
学の構築」という新しい潮流についても好意的に関心を持ってくれるようにな
り、それが今回のメールにも現れてしまったということであろう。このノーベ
ル賞受賞者となった（われわれカエルの発生の研究者全員の為にノーベル賞を
もらってくれた、という気持ちであるが）ガードン博士が書いてくれた柔道整
復学へのエールである一行は、柔道整復学関係者としても、日本人としても、
とてもありがたい言葉であるので、このガードン博士のことばをここに記して、
筆を擱くことにしよう。
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研究センター」のセンター長で後に東京大学教授・ヒトゲノム研究世界総裁になられた榊
佳之博士の指導のもとに、独立に行った。このミュータントではリボソーム RNA 遺伝子は
欠落し、痕跡が見つかるだけである。
6) 18S rRNA と 28S rRNA というこれらの２つのリボソーム RNA は一つの遺伝子から一続き
のコピーの形の RNA（40S RNA）として転写され、その直後に切断されて 18S リボソーム
RNA（18S rRNA） および 28S リボソーム RNA（28S rRNA）として核の内部の核小体と呼
ばれるところに現れる。これらは多くの種類のリボソーム・タンパク質群と結合してそれ
ぞれ 40S および 60S と呼ばれるリボソーム粒子として核小体の内部で完成し、細胞質に送
り出されタンパク合成を行う。当時のブラウン博士の代表的な論文は Brown, D. D., and
Littna, E. (1964). RNA synthesis during the development of Xenopus laevis, the South African
clawed toad.

J. Mol. Biol., 8, 669-687.
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7) これは 4n（DNA 複製を終わっているのでテトラプロイドといわれる）の卵母細胞の核の
中で、リボソーム RNA 遺伝子だけが染色体外のコピーとして数千倍に増えていることを発
見したものである。Brown, D. D., and Dawid, I. B. (1968).
oocytes.

Specific gene amplification in

Nature, 160, 272-280.

8) 5S RNA とよばれるこの RNA は約 120 ヌクレオチド（分子量 4 x 104）の RNA で、アミノ
酸をタンパク合成の場（リボソーム）に運ぶ 4S RNA よりもやや大きい RNA である。この
5S RNA は 60S リボソーム粒子に組み込まれた形で存在する。
9) これはリボソーム RNA 遺伝子の組み換え体で、筆者も九州大学時代ずっと手放すことな
く実験に使用した。
10) Dawid, I. B. (1965). Deoxyribonucleic acid in amphibian eggs.

J. Mol. Biol., 12, 581-599.

11) アイソトープ希釈法（isotope dilution technique）は放射性の DNA を最初にサンプルのす
り潰し液（homogenate）に混ぜておいて、そこから DNA を抽出し、最終的に得られた DNA
サンプルの中に回収されたアイソトープの量から、抽出の効率を計算して、もとのすり潰
し液の中の DNA 量を推定する方法。
12) この 30pg を越える量の DNA はミトコンドリアの DNA でなく、核の DNA である。
13) このカエルでは核小体形成体はゲノム当たり 1 個。正常な体細胞では核小体は２個であ
る。
14) この遺伝子の特異的な増幅があったからこそ、リボソーム RNA を合成している途中のリ
ボソーム RNA 遺伝子がこのカエルの卵毋細胞から取り出され、ミラー（Oscar Miller）博士
によってその姿が世界で初めて電子顕微鏡で可視化され、
「一つの、働いている途中の遺伝
子のポートレート」という表題で発表された。
15) ダーウィッド博士はこの時ショウジョウバエも実験材料として使用している。
16) 発表論文は Smith, J C. (1987). Development, 99, 3、および Slack, J. M. W., Darlington, G. G.,
Heath, J. K., Godsave, S. F. (1987). Nature, 326, 197-200. 塩川光一郎・付予昌：カエルの“かた
ちづくり”を支配する二つの成長因子。科学（岩波）
、58､696−704 を参照。この翌年には第
2 回アフリカツメガエル国際会議が New Orleans でロバート・トンプキンス（Robert
Tompkins）教授の世話で行われている。
17) アメリカ NIH（National Institute of Health）の分子遺伝学部長のダーウィッド博士が発案
し、1984 年に世界で初めてのアフリカツメガエル研究者の国際会議をアメリカのバージニ
アのエーリー・ハウス（Airlie House）で行った。２年後（1986 年）、ガードン博士が第 1
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回の 200 人規模のアフリカツメガエル国際会議をイギリスで開催。以来、今日まで、2 年毎
にこの国際会議をダーウィッド博士とガードン博士が中心となり継続している。ダーウィ
ッド博士開催のこの会では旅費・滞在費を NIH が負担し、約 30 人（実際には、40 人くら
い）のアフリカツメガエル研究の世界のエキスパートが集められ、ワークショップの形で、
5 月 24−26 日に開催された。筆者もこれに参加。当時のダーウィッド博士の招待状には、the
time is right for a special workshop dedicated to Xenopus development where most people directly
working on this subject would meet［アフリカツメガエルの発生現象について直接的に仕事を
している人々が集まる特別のワークショップを招集するということであるならば、
「今」が
まさにそれを行う正しい時だ（the time is right）とあった］
。筆者は後で会議の内容を「学会
見聞録」として、主催者のダーウィッド博士にチェックをしてもらった後に、雑誌「蛋白
質・核酸・酵素、29 巻、921−929、1984」に出版。チェックを求めたのは、会議の内容が基
本的にはゴードン会議（Gordon conference）に準じて、引用できないものとして扱うことが
了解事項だったからである。
18) Journal of Embryology and experimental Morphology という専門誌の愛称。この JEEM とい
う雑誌は、専門雑誌であるのにあたかも 1 冊ずつが単行本であるかのように布地で覆われ
た分厚いハードカバーの装丁になっている。発表される論文はどちらかというと、地味な
印象が強かった。そこで、イギリスの発生学者が奮起し、雑誌の名前を「Development（発
生）
」に変え、分子生物学を取り込むことにより内容を一新した。筆者も新しい形になって
すぐ、少し場違いであったが、Shiokawa, Fu, Kawazoe, and Yamana：アフリカツメガエルの
胚細胞のリボソーム RNA 合成に対するアンモにアの作用機構： Mode of action of ammonia
on rRNA synthesis in Xenopus laevis embryonic cells.

Development, 100, 513-523, 1987 をこの

雑誌に発表した。現在では形態形成学の領域で活躍している若者の「登竜門」の機能をも
果たす世界の中心的な専門誌である。
19) 塩川光一郎・宇井肇・松下隆監修：実践柔道整復学シリーズ 塩川光一郎編著；生理学、
オーム社（2010）よりヒトの腸の刷子縁の説明図を転載。
20) J. B. Gurdon: 『The control of gene expression in animal development』 Oxford Press (1972).
21) この論文は、核移植により生じたカエルが fertile（子孫を作れる）かどうかを試したも
のである。
22) 塩川光一郎著：
『生命科学を学ぶ人のための大学基礎生物学』
：共立出版（2002）
23) この結果は Briggs, R., and King, T, J. (1952) Changes in the nuclei of differentiating endoderm
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cells as revealed by nuclear transplantation.

J. Morphol., 100, 269-312. に報告されている。

24) これは、遺伝子としての活性の無い染色体となったもので、そのために染色体としての
染まり方も異常になる。このような “かたまり”をヘテロクロマチン、遺伝子としての機能
を発揮する力のある染色体のかたまりをユークロマチンという。
25) 正確には不適当な表現だが、平たくいえば、核の全遺伝子 DNA のこと。
26) Suzuki, Y., Gage, L. P., and Brown, D. D. (1972). J. Mol. Biol., 70, 637-649.
27) ウイルス・ベクターはウイルスであるが、ここではその遺伝子の中に他の遺伝子を組み
込んで運ぶように特別に作られたウイルスのことを指している。
28) 西日本新聞によると、山中教授はこの細胞が、現在流行の iPad などのように人々に親し
まれ、多くの研究に使われることを願ってこのようなネーミングにした、ということであ
る。
29) 雑誌ニュートンの 2012 年 12 月号。
30) 西日本新聞が 2012 年 12 月 9 日付けのロンドン共同通信の話として伝えたところによる
と、ガードン博士が 15 才の時に通っていたイギリス名門のイートン校で受け取った生物学
の 1949 年夏学期の成績通知書では、
「教師の言うことを聞かず自分のやり方に固執する」
と評され、
「科学者を目指すということだそうだがそれはばかげたことで、自分自身にとっ
ても、それを教える側にとっても、完全に時間の無駄だ」と生物の先生から酷評されたと
いう。この時のガードン博士の生物学の成績は 250 人中の最下位であったとか。因みに同
じ西日本新聞によるとノーベル賞を共同受賞した山中教授にも似たようなことがあったと
かで、整形外科医を目指したが手術が得意では無く彼が近くに居ると手術の邪魔になるこ
とから、指導医の先生からは「じゃまなか君」と呼ばれたという。
31) 実は筆者も九州大学の大学院時代に２番めに出版した論文は、発生学研究室としては珍
しい、大腸菌の増殖と DNA、RNA、およびタンパク質合成活性に対する核酸の塩基のアナ
ログ（6-アザウラシル）の作用の研究結果だった（Yamana, K., and Shiokawa, K. Effects of
6-azauracil on nature of RNA and proteins synthesized in Escherichia coli cells. Mem. Fac. Sci.
Kyushu Univ. Ser. E (Biol.), 4, 61-82, 1966）
。これはその当時行っていた修士 1 年生のテーマ
「イモリ胚から切り出した予定外胚葉細胞に対するこのアナログのヌクレオシド（6−アザ
ウリジン；6−アザウラシルというアナログとリボースの結合したもの）の奇形形成作用の
研究」から派生したものである。イモリの卵が手に入らなくなったいわゆるシーズン・オ
フの時期を利用して研究し始めた。しかし、こういう変わった研究の経験が、その後の研
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究生活に大きく影響を与える。当時の筆者は、その大腸菌での実験のやりやすさが忘れら
れず、カエルの初期胚の形態形成の研究を一時棚上げして、カエル胚の細胞を大腸菌のよ
うに取り扱いたいと考え、カエルの初期胚を生きたままバラバラの解離細胞に変えて、そ
の解離細胞で RNA 合成の研究を行った（塩川光一郎・山名清隆、1966、Xenopus 胚の isolated
cells の RNA 代謝。実験形態学雑誌、20 巻、120 ページ。Shiokawa, K., Nada, O., and Yamana,
K. 1967, Synthesis of RNA in isolated cells from Xenopus laevis embryos. Nature, 213, 1027-1028.）
。
そして、とうとうそのバラバラの細胞の系でリボソーム RNA 合成の研究を行って学位論文
とした（Shiokawa, K., and Yamana, K. 1967, Pattern of RNA synthesis in isolated cells of Xenopus
laevis. Developmental Biology, 16, 368-388.; Shiokawa, K., and Yamana, K. 1967, Inhibitor of
ribosomal RNA synthesis in Xenopus laevis embryos. Developmental Biology, 16, 389-406.）
）
。
32) 偶然だが、筆者はその 1972 年 5 月からニューヨーク血液センター研究所細胞生物学部門
に客員科学者 Visiting scientist として勤務した。その 1972 年の初夏にガードン博士のハーヴ
ィー・レクチュアが行われた。筆者は研究室の Head であったポゴ（Angel Oscar Pogo）博
士と共にそのガードン博士の講演を聴くため、歩いて 1 ブロックの距離のロックフェラー
大学の大きな階段教室へ出かけた。筆者らは階段教室の後ろの方の席で講演を聴いた。講
演後、人々が帰り始めた頃に筆者は一人で階段を降りて行って演壇に近づき、スライドを
片付けているガードン博士に挨拶した。そして、
「私は九州大学にいた塩川というものです
が、分かりますか」と話しかけた。ガードン博士とはそこではじめて顔を合わせたわけで
あるが、思いもかけず、
「もちろん！あなたのことは論文を見てよく知っていますよ」とい
われて、ひどく感激した。
33) この賞は、
「昭和天皇の御在位 60 年と長年にわたる生物学の御研究を記念するとともに、
本賞の発展に寄与されている今上天皇の長年にわたる魚類分類学（ハゼ類）の御研究を併
せて記念し、生物学の奨励を図る」という趣旨で設立された（「国際生物学賞」のホームペ
ージ (https://www.jsps.go.jp/j-biol/ 01_outline.html) による）
。筆者はこのガードン博士の受賞
のおかげで、受賞式の後のレセプションでアフリカツメガエルのオタマジャクシについて
天皇陛下と直接お話をする機会に恵まれた。
34) この国際会議の内容は、学会見聞録として筆者がまとめ、 塩川・中辻・野村の 3 人の連
名で、蛋白質・核酸・酵素、32(3)、271−276(1987)に発表した。
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追補
 図 2 の写真の 3 人の巨匠（ガードン博士、ブラウン博士、ダーウィッド博士）の共通点の
一つはこの３人が発生学の世界の指導者になる道のりの最初の段階で大変力を入れて行っ
た研究が「リボソーム RNA 遺伝子の発現調節」の研究だったことである。実は同じ頃、筆
者もリボソーム RNA 遺伝子発現の研究を九州大学で行っていた。だからこそ、この 3 人と
筆者の今日までの交流があるわけである。そのリボソーム RNA 合成の調節に関する筆者の
ライフワークともいうべき最新の論文が雑誌 ABB (Advances in Bioscience and Biotechnology)
の Gene expression（遺伝子発現）の特集号に review の形で採択された。この論文はまさに図
2 の写真の 3 人の研究に直結していたもので、そのタイトルは Shiokawa, K.: RNA species
whose transcription is totally silent in pre-MBT stage is not mRNA but rRNA and possible
involvement of weak bases (ammonium salts and/or amines) in the transcriptional silence of rRNA
genes during the pre-MBT stage in Xenopus early embryos である。これは、アフリカツメガエル
の初期発生過程における遺伝子発現のあり方に関する基本構造の枠組み・考え方を新たに提
示したものである。
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