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際 鰍:㌘ 学と技術囎
今回の京都賞では、私自身考えてもいなかった大変素晴 らしい 「副賞」をいただ き

ました。それは、この記念講演の準備 をす るという機会を与えていただいたことで

す。今まで私は自分の生 き様を仕事 に結びつけて考えたことはあ りませんで したが、

これまでの多 くの受賞者と同様、今回、子供の頃の経験がその後の研究者 としての私

の人生に与えた影響の大 きさに驚いています。

誕生～中学時代(1938-1952)

1938年10月 、私はモンタナ州の ミズーラとい う町で生まれ ました。町を分断する形

で急流が流れ、緑の山脈が交わる、風光明媚な町で した、父は地元のベル電話会社で

電気技師をしていました。1科 目不足で物理学上の資格 を取 り損ねた父ですが、生ま

れ持った才能 と仕事熱心が幸いして、会社では上級技師、管理職にまで登 りつめまし

た。ニュージャージー州のベル研究所か ら何度か誘いを受けていましたが、父は子育

ての環境 を優先 し、モンタナを離れようとしませんでした。それをいつ もありがた く

思っていました。母は学校で家政学士の資格 を取 りましたが、結婚後は家庭にとどま

り、私、グレン、マイロンという3人 の男の子、そ して ドーラルという女の子の母親

として、主婦業に専念 していました。

私の人生に関す る様々な興味は、中学校に進 むまでの経験がベースになってい

ます。

私の両親は、勉強であれ何であれ、子供たちには高い水準を求めました。それは言

葉で指導されるというより、彼 らの生 き方から教えられたものでした。おかげで私は

常に学年で トップの優等生でした。

「子供たちには自由と自立心を」というのが母の考えで した。私は幼稚園に上がる前

か ら近 くの山にハイキングに行っていました し、少 し大 きくなってからは家族と離れ

てキャンプにも行 くようになりました。そのせい もあって私はアウトドアと美しい自

然を生涯愛 し、やがて様々な登山に昂 じるようになりました。最近では、 クロスカン

トリースキーやカヤックなども始め、研究活動で疲れた頭の充電を行っています。 し

か し最 も重要なことは、幼い頃か ら母親の 「自分で行動 し、自分の頭で考えなさい」

という励ましでした。

子供は楽器を学ぶべ きだと母は考えてい ました。多 くの活発な子供 と同様、私はこ

れを拒みましたが、母も簡単には諦めず、結局私は手始めにピアノ、次にクラリネッ

トを習い、そ して小学校 と高校ではほ とん どの時間をオーボエの練習 に費や しまし
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My　 Life　 and　 Adventures

Integrating　 Biology　 and　 Technology

Leroy　 Edward　 Hood

Perhaps　 one　 of　 the　 most　 special　 and　 unexpected　 benefits　 of　 the　 Kyoto　 Prize　 has

been　 thinking　 about　 the　 commemorative　 lecture.　 It　allowed　 me　 to　 place　 my　 life　 and

work　 in　 an　 integrated　 perspective　 for　 the　 first　 time-and　 I,　as　 many　 others　 before

me,　 marvel　 at　how　 my　 early　 experiences　 shaped　 my　 subsequent　 life　choices　 iu　science.

The　 Early　 Years　 (1938-1952)

I　was　 born　 in　 October　 of　 1938　 in　 Missoula,　 Montana,　 a　beauti血ltown　 split　 by　 a　rap

idly　 flowing　 river　 and　 lying　 at　 the　 convergence　 of　 two　 forested　 mo皿tain　 ranges.

My　 father,　 one　 course　 short　 ofaB.S.　 in　 physics,　 was　 an　 electrical　 engineer　 for　 the

Mountain　 States　 Bell　 Telephone　 Company.　 He　 rose　 in　 the　 company　 to　 become　 a

high　 level　 engineer　 and　 manager-through　 his　 considerable　 natural　 talents　 and　 an

incredible　 commitment　 to　 his　 work,　 I　was　 always　 grateful　 that　 in　 spite　 of　 the　 fact

my　 father　 was　 given　 several　 opportunities　 to　 move　 to　 Bell　 Laboratories　 in　 New

Jersey,　 he　 chose　 to　 stay　 and　 raise　 his　 children　 in　 what　 he　 perceived　 to　 be　 a　 better

environment-Montana.　 My　 mother,　 with　 a　 B.S.　 in　 home　 economics,　 remained

at　 home　 committed　 to　 our　 family,　 including　 my　 two　 brothers,　 Glen　 and　 Myron,

and　 my　 sister,　 Dora1.

　 　 1]he　 early　 years　 of　 my　 life　 up　 through　 grade　 school　 gave　 rise　 to　 a　 variety　 of

life　 interests,

　 　 My　 mother　 and　 father　 set　 very　 high　 standards　 of　 excellence-in　 school　 and

in　 a||　 other　 chosen　 endeavors.　 These　 standards　 emerged　 more　 from　 the　 way　 they

lived　 their　 lives　 than　 explicit　 exhortations.　 Accordingly,　 I　was　 a　very　 good　 student,

always　 at　 the　 top　 of　 my　 class.

　 　 My　 mother　 believed　 that　 children　 should　 be　 given　 freedom　 and　 independence.

I　was　 hiking　 in　 the　 surr皿nding　 mountains　 before　 [　was　 five　 or　 six　 and　 camping

out　 independently　 shortly　 after　 that.　 Thus　 emerged　 a　|ife-long　 love　 of　 the　 outdoors

and　 its　 beauty　 and　 an　 interest　 that　 eventually　 evolved　 into　 mountaineering　 and

technical　 climbing-and　 more　 recently,　 cross-country　 skiing　 and　 sea　 kayaking-

wonderful　 means　 for　 recharging　 my　 intellectual　 batteries.　 But　 most　 important　 was

my　 mother's　 encouragement　 to　 be　 and　 think　 independently　 from　 a　very　 young　 age.

　 　 My　 mother　 also　 believed　 every　 child　 should　 learn　 to　 play　 a　musical　 instrument.

1,　like　 many　 active　 children,　 objected.　 Yet,　 my　 mother　 was　 implacable.　 1　1earned

to　 play　 the　 piano,　 then　 the　 clarinet,　 and　 finally　 spent　 most　 of　 my　 time　 in　 grade

school　 and　 high　 school　 playing　 the　 oboe.Icame　 to　 love　 many　 types　 of　 music　 and

more　 recently　 have　 taken　 up　 a　 simpler　 and　 more　 forgiving　 (of　 little　 practice)
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た。今 もいろいろな音楽を楽 しんでいますが、最近ではソプラノ ・リコーダーを始め

ました。 これは、簡単でほとんと練 習しなくてもよいか らです。

小さい頃から私は学校が好きで、特に科学 と数学に興味があ りました。 フィクショ

ンを読むのが好 きで、科学、SF、 冒険小説など、幅広 く本を読みました。5歳 の頃に

は飛行機が大のお気に入 りになり、しばらくはパイロットに憧れていました。しか し、

小学5年 生の時、皆に人気のあった数学の先生が、「私は第二次大戦でパ イロットをや

っていたが、パイロットは トラックの運転手みたいなもの」 と言っているのを聞 き、

その熱 も一気に冷め、今度は科学に関心が移っていきました。

私が8歳 の時に、家族の運命を大きく変える出来事が起こ りました。一番下の弟の

グレンが生まれたのですが、弟は生まれた時から第21番 染色体 トリソミー、いわゆる

ダウン症 を患 っていたのです。当時母は32歳 で、後か ら思えばその リスクはありまし

た。父はダウン症の子供の養育が家族に与える様々な負担を考え、弟 を州の施設に入

れようと考えていました。大人になってか ら、私は、母にとってこの決断がいかに難

しい ものであったかを知 りました。その後の大変な努力の甲斐 もあって、母は弟と家

族の絆 を保つことができたのです。グレンは目覚ましい成長を見せ、学校に適応 した

だけでな く、社会人として も、自分の家で自活し、今でもい くつかの仕事をコンスタ

ントにこなしています。人生における経験が無意識の うちに どれほどその人の進路に

影響を与 えるかは驚 きです。私の場合、 ダウン症のような染色体異常 は、特に難しい

テーマ と言えますが、遺伝学の研究を続けることで、遺伝病に対す る新たなアプロー

チ開発の可能性を高めることができたわけです。遺伝子病については後で詳 しく触れ

ます。

他の兄弟にも触れますと、もう一人の弟のマイロンは後にカリフォルニア州立大学

サ ン ・ルイス ・オビスポ校の数学教授 となり、妹の ドーラルは看護婦 としてキャリア

を積んだ後、アラスカ、西海岸地域の複数の病院で看護部の責任者 を務め ました。マ

イロンとは遺伝子族進化の数学モデル構築に関するプロジェクトをい くつか共同で行

い ました。

私の人生においては、母方の祖父 も特別な位置を占めてい ます。男の子がいなかっ

た祖父にとって、私は息子のような存在でした。祖父か らは、大 きくなってから友人

や 自分にとって大切な人たちに愛情をもって接 してい くために必要な、人を愛するこ

と、一生懸命さ、友情の大切 さなどを学びました。
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instrument-the　 soprano　 recorder

　 　 From　 my　 earliest　 years,　 I　enjoyed　 school,　 especially　 science　 and　 mathematics,

1　10ved　 ficfion　 and　 read　 widely　 in　 science,　 science　 fiction,　 and　 adventure　 stories.　 I

remember　 for丘ve　 or　 so　 years　 being　 fascinated　 with　 planes　 and　 my　 fervent　 desire

was　 to　 become　 a　 pilot,　 until　 a　 respected　 mathematics　 teacher　 in　 about　 the　 5【h

grade,　 who　 had　 nown　 planes　 in　 World　 War　 II,　told　 me　 that　 being　 a　pilot　 was　 much

like　 being　 a　truck　 driveL　 My　 vocational　 interests　 quickly　 shifted　 toward　 science.

　 　 One　 other　 experience　 did　 greatly　 impact　 our　 family　 when　 [　was　 eight,　 My

youngest　 brother,　 Glen,　 was　 born　 with　 Down's　 Syndrome-with　 a　 chromosome　 21

trisomy.　 My　 mother　 was　 32　 at　 Glen's　 birth,　 hence,　 in　 retrospect　 the　 risk　 was　 there.

My　 father　 was　 in　 favor　 of　 sending　 Glen　 to　 astate　 home　 so　 that　 the　 family　 would

not　 be　 faced　 with　 the　 many　 challenges　 of　 raising　 a　 Mongoloid　 child.　 1　1earned　 in

later　 years　 how　 extremely　 difficult　 this　 decision　 was　 for　 my　 mother,　 She　 has　 made

heroic　 and　 partially　 successful　 efforts　 to　 keep　 Glen　 a　 part　 of　 the　 family,　 Glen　 has

been　 remarkable.　 He　 adapted　 well　 to　 the　 state　 school　 and　 as　 a　 man　 (he　 is　 still

alive)　 lives　 independently　 in　 his　 own　 house　 and　 works　 steadily　 at　 several　 jobs.　 One

wonders　 how　 subconsciously　 life　 experiences　 innuence　 career　 paths.　 My　 career　 in

genetics　 has　 certainly　 raised　 the　 possibilities　 of　 exciting　 future　 apProaches　 to

genedc　 disease　 (see　 below),　 a|though　 chromosome　 abnormalities　 such　 as　 Mongolism

pose　 a　 special　 challenge.

　 　 Parenthetically,　 my　 brother　 Myron　 went　 on　 to　 be　 a　mathematics　 professor　 at

California　 State　 College,　 San　 Luis　 Obispo　 and　 my　 sister,　 Dora1,　 a　 nurse　 and　 then

a　 nursing　 supervisor　 at　 a　 number　 of　 different　 hospitals　 throughout　 Alaska　 and　 the

West　 Coast.　 Myron　 and　 I　 collaborated　 on　 several　 prolects　 concerned　 with

mathematically　 modeling　 the　 evolution　 of　 gene　 families.

　 　 My　 grandfather　 occupied　 a　very　 special　 place　 in　 my　 life.　 I　was　 for　 him　 the

son　 he　 never　 had,　 1　 1earned　 from　 him　 the　 power　 of　 love,　 commitment,　 and

friendship-something　 all　 children　 need　 early,　 if　they　 are　 to　 effectively　 respond

later　 to　 friendship　 and　 love.
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●受賞記念講演会

高校時代(1952-1956)

私が高校に上がる頃、家族は ミズーラか らシェルビーに引っ越 しました。 シェル

ビー というのはモ ンタナ州東部の平野部にある、人口3千 人ほどの、風の強い小 さな

町です。高校は全校生140人 で、卒業時のクラスは40人 で した。 この高校では経験の

幅を大いに広げることができました。数学のポール ・シャキ、科学のクリフ ・オルソ

ン、歴史、社会のコーリー・ダンスターとい う3人 の素晴 らしい先生に恵 まれました。

彼 らか らは、「物事を分析的に考える」、「本に書いてあることを鵜呑みにしない」とい

う姿勢 を学びました。また、 自分の専門分野に入れ込むことの大切 さも学びました。

彼 らは対等の人間として私と接 し、学問に関 して、それ まで私が考えてもみなかった

ような高い目標に私の目を向けてくれました。

中学 までやっていた ランニングとアメ リカンフッ トボールをその後 も続けていた

のですが、シェルビーに来て新 しいチャンスに恵 まれ ました。シェル ビーは高校ス

ポーツ、特 にアメリカンフットボールとバスケ ットボールが盛 んでした。私はアメリ

カンフットボールを選び、1年 生の時からレギュラー として活躍 しました。1年 目は

時たま参加する程度だったのが、その後、段々とのめ り込み、卒業する年には先発の

クオーターバ ックを任 されるようになっていました。私たちのチームは私が入学 した

年のシーズン途中から一度 も負けたことがあ りませんで した。3年 半負け知 らずのチ

ームでプレーで きたことは、高校時代最高の思い出の1つ です。その時に学んだチー

ムワークの大切さ、そして肉体的にきついスポーツで頑張 ったという経験は、その後

の人生に貴重な教訓を与えてくれました。

規模の小 さな学校に通 うというのは素晴 らしい経験で した。音楽、演劇、スポーツ、

ディベー ト、文筆活動など、いろいろなことを経験する機会に恵 まれる一方、勉強も

疎 かにはできません。私は学生の リーダー として、率先 して勉強の指導、スポーツ、

自治会活動などを行い、組織 を引っ張るうえでの貴重な勉強をしました。 こうした

様々な活動に携わった経験は、指導、研究、組織運営、資金集め、地域社会への貢献、

一般の人々や専門家などを対象 とした講演活動な ど、い くつ ものことを同時にこな し

てい くことが求め られ る 「研究者」 という職業に対する優れた予行演習 となったの

です。

デ ィベー トのチームには高校の4年 間ずっと在籍 していました。最後の2年 間は、

州の大会まで駒を進めることができました。デ ィベー トでは、メモを見ずに喋ること、

その場で瞬時に分析を行 うこと、複雑な事柄を分か りやす く伝 える術を学びました。
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HighSclloo1(1952-1956)

My　 family　 moved　 from　 Missoula　 to　 Shelby　 at　 the　 beginning　 of　 my　 high　 school

years,　 Shelby,　 a　small　 town　 of　3,000,　 was　 on　 the　 windswept　 plains　 of　 eastern　 Montana,

The　 high　 school　 had　 140　 students　 (my　 graduating　 class　 had　 40).　 For　 me,　 high

school　 was　 a　 remarkably　 broadening　 experience.　 I　had　 three　 of　 the　 best　 teachers

ever-a　 math　 teacher,　 Paul　 Tschache;　 a　 science　 teacher,　 Cliff　 Olson;　 and　 a

history/social　 studies　 teacher,　 Corlie　 Dunster.　 They　 taught　 me　 to　 be　 analytic　 and

skeptical　 of　 the　 written　 word.　 Their　 love　 for　 their　 subjects　 was　 infectious.　 They

were　 remarkable　 in　 treating　 me　 as　 an　 equal　 and　 in　 opening　 my　 mind　 to　 academic

objectives　 far　 beyond　 anything　 I　had　 previously　 encountered.

　 　 When　 in　 grade　 school,Ihad　 taken　 up　 running　 and　 football.Iremained

interested　 in　 these　 sports　 throughout　 my　 entire　 educational　 career,　 but　 at　 Shelby,

I　had　 a　 special　 opportunity.　 Life　 in　 Shelby　 revolved　 around　 high　 school　 sports,

especially　 football　 and　 basketba11.　 I　went　 out　 for　 footba1L　 I　made　 the　 team　 as　 a

freshman,　 I　played　 occasionally　 my丘rst　 year　 and　 more　 frequently　 thereafter　 until

I　was　 starting　 quarterback　 my　 senior　 year,　 Our　 football　 team　 did　 not　 lose　 a　single

game　 after　 midway　 through　 the　 season　 of　 my　 first　 year.　 Playing　 on　 a　 team　 that

was　 undefeated　 for　 three　 andahalf　 years　 was　 one　 of　 the　 highlights　 of　 my　 high

school　 career,　 Learning　 the　 importance　 of　 teamwork　 and　 meeting　 the　 challenges

of　 a　physically　 demanding　 sport　 were　 valuable　 lessons　 for　 the　 future,

　 　 Going　 to　 a　 small　 school　 was　 quite　 a　 remarkable　 experience.　 One　 had　 the

opportunity　 to　 become　 involved　 in　 diverse　 activities-music,　 acting,　 sports,　 debate,

writing-while　 still　 being　 challenged　 academically.　 I　also　 had　 the　 opportunity　 to

become　 a　 student　 leader　 in　 academics,　 sports,　 and　 student　 government,　 providing

valuable　 lessons　 in　 leading　 organizations.　 This　 diversity　 of　 activities　 was　 wonderfUl

preparation　 for　 academic　 life　 where　 one　 is　 asked　 to　 do　 many　 things　 we11-teaching,

research,　 administration,丘1nd　 raising,　 community　 service,　 public　 and　 scientific

speaking,　 etc.

　 　 Iwas　 on　 the　 debate　 team　 for　 four　 years,　 the　 last　 couple　 of　 which　 my　 team

went　 to　 the　 state　 finals,　 In　 debate,　 I　 learned　 to　 speak　 without　 notes,　 to　 think

analytically　 on　 my　 feet,　 and　 to　 convey　 complex　 issues　 in　 a　 simple　 way.　 This　 was

superb　 preparation　 for　 my血ture　 career　 in　 science　 and　 teaching,

One　 experience　 with　 my　 father　 foreshadowed　 my　 fUture　 scient過c　 interests.

Dad　 taught　 a　 course　 to　 qualify　 telephone　 company　 employees　 for　 a　 second-class

operator's　 license　 by　 examination.　 He　 asked　 me　 whether　 I　would　 like　 to　 attend　 this
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こうした経験 も研究活動、教鞭活動 というその後のキ ャリアの糧 となっています。

父とのことで、後の私の研究者への道を予見させる出来事がありました。当時、父

は電話会社の社員を対象とした、二級オペ レータの免許取得試験 対策コースの指導に

あたっていました。高校2年 生の時、私は父に誘われるままにこの コースに参加 し、

生 まれて初めて回路やシステムといったもの と格闘 し、その面 白さに触れたのです。

事実、私は成績 も良 く、父はそれ までになかったほど私のことを誇 りとしていました。

先ほど少し触れましたが、母方の祖父は私にとって特別な存在でした。祖父はモン

タナ州南西部のベア トゥース山に牧場を持っていて、子供の頃はよくそこに遊びに行

って、乗馬や岩山登 りを学び、動物の世話をしました。 また、周囲を山に囲まれてい

るので、ハイキングもしたい放題で した。祖父はプリンス トン、 コロンビア、ハー

バー ド、ラ トガースといった大学の地質学の教授や学生 を対象 としたサマーキャンプ

の主催 もしていました。高校の最後の2年 間は、他の大学生たちと一緒になって私も

地質学のコースに参加 し、近 くの山脈で行われた地質図作成プロジェク トでは、現場

のアシスタントを数回にわたって務めました。その内の1つ である、ワイオミング州

北部の石油埋蔵背斜構造の地質図作成プロジェク トは、後に、ウエステ ィングハウス

の高校生を対象とした科学コンテス トの応募論文のベースとなりました。このコンテ

ス トでは、全国で40人 が表彰を受けたのですが、私はモンタナ州では初めての受賞者

とな りました。授賞式に出席するため、私はワシントンDC行 きの長距離列車に乗 り、

生 まれて初めてモンタナ州を出ました。他の受賞者を前に して若干緊張もしましたが、

それよりも科学、数学、工学 といった分野における様 々な才能 と出会い、大 きな興奮

を覚えました。 こうした一連の地質学キャンプでの経験、そこで教授や学生 と話 した

こと、加えてコンテス トでの経験 は、「科学」とは何たるかを私に教え、私の中の知的

好奇心を呼び起 こして くれました。

高校では科学が特に好きで、生物にも少 し興味があ りました。もちろん、地質学関

係の体験 も大いに楽 しんでいました。そ して、ある体験 により、私の情熱は生物学に

絞 られたのです。生物の担当はオルソン先生だったのですが、先生自身が化学、気象

学が専門だったこともあって、生物を教えるのはあまり気が進まないようでした。4

年生の時、私は先生に頼 まれて2年 生の生物の授業 をお手伝いしました。そこで私は

サイエ ンティフィック ・アメリカン誌の記事を使い数回にわたってクラスを担当しま

した。下級生に生物の楽 しさを教えるのは、本当にや りがいのある仕事でしたが、そ

れにも増 して、私自身 も生物学の大 きな可能性を垣間見ることができました。中で も、
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course　 my　 sophomore　 year.　 I　did　 and　 for　 the　 first　 time,　 I　 struggled　 with　 the

challenges　 and　 excitement　 of　 circuits　 and　 systems.　 I　did　 very　 well.　 My　 father　 was

as　 proud　 of　 me　 asIever　 saw　 him.

　 　 As　 I　mentioned　 earlier,　 my　 maternal　 grandfather　 was　 a　special　 person　 for　 me.

He　 had　 a　 ranch　 in　 the　 Beartooth　 Mountains　 of　 southwestern　 Montana　 where　 I

spent　 much　 of　 my　 boyhood.　 ThereIlearned　 to　 ride　 horses　 and　 to　 climb　 rugged

mountains.　 I　helped　 with　 the　 animals.　 And　 I　was　 given　 enormous　 freedom　 to　 hike

throughout　 the　 surrounding　 mountains.　 My　 grandfather　 also　 managed　 a　 summer

geology　 camp　 for　 professors　 and　 students　 from　 Princeton,　 Columbia,　 Harvard,　 and

Rutgers　 among　 others.　 I　took　 several　 geology　 courses　 with　 these　 students　 during

my　 junior　 and　 senior　 years　 in　 high　 school　 and　 was　 a　 field　 assistant　 for　 several

geological　 mapping　 projects　 in　 the　 nearby　 mountain　 ranges.　 One　 of　 these　 course

projects-the　 geological　 mapping　 of　 an　 oi1-producing　 anticline　 in　 northern

Wyoming-was　 the　 basis　 of　 my　 Westinghouse　 Science　 Talent　 submission.　 I　was

one　 of　 40　 winners　 nationally-the　 first　 ever　 from　 Montana-and　 the　 long　 train　 ride

from　 Montana　 to　 Washington,　 D℃.　 was　 the　 first　 timeIhad　 ever　 been　 out　 of　 the

state.　 I　was　 awed　 by　 the　 other　 national　 winners,　 but　 really　 excited　 by　 the　 diversity

of　 excellence　 in　 science,　 math,　 and　 engineering,　 The　 geology　 camp　 experiences

and　 talking　 there　 with　 the　 professors　 and　 students,　 as　 well　 as　 the　 Westinghouse

experience,　 gave　 me　 an　 exciting　 view　 of　 what　 science　 was　 really　 about.

　 　 ]n　 high　 school,Iwas　 interested　 in　 science,　 and　 had　 a　 slight　 preference　 for

biology,　 although　 I　had　 really　 enjoyed　 my　 geology　 experience.　 One　 experience

focused　 my　 passion　 on　 biology.　 Cliff　 Olson　 taught　 biology　 but　 as　 a　 chemist　 and

meteorologist,　 he　 [elt　 somewhat　 uncomfortable　 with　 It.　He　 asked　 me　 as　 a　 senior

to　 help　 with　 the　 sophomore　 biology　 course.　 SoItaughta　 series　 of　 classes　 out　 of

arficles　 tom　 Sc拗 晒cAη2eガcα π,　 I　 really　 enjoyed　 getting　 Montana　 sophomores

excited　 about　 biology.　 More　 important,　 I　learned　 enough　 to　 begin　 to　 see　 the

enormous　 potential　 of　biology　 in　the　 future.　 For　 example,　 I　remember　 being　 fascinated

by　 one　 article　 on　 the　 structure　 of　 DNA,　 discovered　 just　 three　 years　 earlier　 in　 1953.

Icame　 away　 convincedIwanted　 to　 go　 into　 biology.

　 　 But　 the　 question　 was　 where,　 I　had　 applied　 to　 a　 variety　 of　 liberal　 arts　 schools

and　 had　 almost　 settled　 on　 an　 excellent　 one,　 Carleton　 in　 Minnesota.　 Cliff　 Olson　 then

approached　 me　 and　 saidI　 should　 think　 about　 going　 to　 Caltech.　 He　 had　 gone　 to

Caltech　 during　 World　 War　 II　and　 was　 convinced　 its　 small　 size,　 excellent　 students,

elite　 faculty,　 and　 outstanding　 research　 record　 made　 it　the　 ideal　 place　 for　 me.　 I　was
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その3年 前となる1953年 に発見されたばか りのDNAの 構造に関する記事 に大いに

惹かれたことがあ ります。そしてこのコースが終了する頃には、私 は生物をやろうと

心に決めていました。

しかし、1つ 問題があ りました。私はすでに複数の文系の大学に願書を出していて、

ミネソタにあるカール トンという名門校に進むことをほ とんど決めかけていたので

す。それを知ったオルソン先生は、カリフォルニア工科大学、通称キャルテックを薦

めて くださいました。実は、先生も第二次大戦中にキャルテ ックで学ばれていて、規

模の小 さいこと、優秀な学生、一流の教授陣、それに優れた研究成果などから考える

と、私に最適であると言って くださいましたが、当事者の私は確信が持てませんで し

た。 まず、キャルテ ックの存在を全 く知 りませんで した。ロサ ンゼルスでの生活につ

いても不安があ りましたし、人文科学系のクラスが少ないのではないか とも考えてい

ました。 しかし、結局の ところ、私は先生のア ドバ イスを受け入れ、キャルテックに

進む決心 をしました。思えば私の進路選択はことごとく幸運に恵 まれてきましたが、

この時の決断も正解で した。

3年 生の時のスピーチ大会で、将来の妻 となる、 また生涯の友人 ともなるヴァレ

リー ・ローガンと出会いました。私はその前に、ある芝居で女房の尻に敷かれた夫の

役で金賞を取ったことがあるのですが、彼女はその芝居で私の ことを覚えていて くれ

ました。そうした情けない姿を見 られていたにもかかわ らず、彼女 はスピーチ大会の

打ち上げダンスパーティーで私と踊ってくれました。それか ら結婚するまでの7年 間、

私たちはデー トを重ねました。

今こうして考えてみると、これまでお話 ししたような家庭環境の中、モンタナの小

さな町で育ったことが、その後のキャリアの助走 となる、素晴 らしい経験をもたらし

てくれました。私は独立心が強 く、自分でこれと決めたことなら何で も成 し遂げられ

るという自信があ りました。また、スポーツ、アウ トドア、運動好 きになったのもそ

うした環境によるものですが、そうした興味は、知的作業中心の私の仕事 ともうまく

バ ランスが取れていました。 また、人を教えることが好きだったこともあって、効果

的 に人とコミュニケーションす る術 を身に付けていました。人の先頭に立つことや、

目標 を定めてそれに向かって進んでいく過程も楽 しんでい ました。文章を読んだ り書

いた りす るの も好きで、自分の学力には大変自信があ りました。教科では科学全般、

特に生物の魅力に取 りつかれていました。
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not　 so　 sure,　 I　had　 never　 heard　 of　 Caltech,　 I　was　 not　 certain　 I　would　 like　 living　 in

the　 Los　 Angeles　 area,　 I　was　 also　 concerned　 it　might　 not　 have　 enough　 humanities.

In廿1e　 end,Iwas　 persuaded　 and　 off　 to　 CaltechIwent-one　 ofaseries　 of　 wonderful

educational　 choices　 I　was　 fortunate　 enough　 to　 make.

　 　 I　met　 my　 fUture　 wife　 and　 life-10ng　 friend,　 Valerie　 Logan,　 at　a　speech　 meet　 during

my　 junior　 year,　 She　 saw　 me　 win　 a　gold　 medal　 for　 acting　 the　 part　 of　 a　hen-pecked

husband,　 but　 in　 spite　 of　 this,　 she　 agreed　 to　 my　 request　 foradance　 at　that　 evening's

fesdvities.　 We　 dated　 on　 and　 off　 for　 the　 next　 seven　 years.

　 　 In　 retrospect,　 growing　 up　 in　 my　 family　 and　 in　 small　 towns　 in　 Montana　 was

a　 wonder和lexperience　 to　 prepare　 me　 for　 my血ture　 career.　 I　was　 independent-

minded　 and　 had　 the　 confidence　 I　could　 do　 virtually　 anything　 I　chose.　 I　acquired

a　 life-long　 love　 of　 athletics,　 the　 outdoors,　 and　 exercise,　 which　 was　 a　 marvelous

counterpart　 to　 my　 intellectually　 focused　 career.　 I　was　 fascinated　 by　 teaching　 and

had　 acquired　 the　 ability　 to　 communicate　 effectively.　 I　enjoyed　 leadership　 and　 the

challenge　 of　 choosing　 objectives　 and　 moving　 toward　 them.　 I　enjoyed　 both　 reading

and　 writing　 and　 had　 enormous　 confidence　 in　 my　 academic　 abilities.　 Finally,　 [　was

totally　 captivated　 by　 science　 in　 general　 and　 biology　 in　 particular.
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キャルテック～学部生時代(1956-1960)

キャルテックでの最初の年には、学生時代で最 も大きな試練を味わいました。キャ

ルテ ックは学部教授陣が250人 、学部生が800人 強、博士号を取得 したフェローやス

タッフが大体1000人 程度という、規模の小 さな大学で した。 当時 も、今 も、学部生を

対象とした学校 としては、全米で最 も入るのが難 しい大学です。 クラスメー トの多 く

は、理数系の教科教育で知 られた大都市の科学専門学校や予備校な どの出身で した。

彼 らのほとんどは微積分や、さらに進んだ数学の訓練 を受けていたのですが、我が母

校であ るシェルビー高校は、微積分の授業 さえあ りませんで した。そのため、物理、

化学、数学など、最初の2年 間の必修科 目で私よりずっと先を行っていた生徒 に追い

つ くため、入学1年 目は大変な努力を強いられ ました。 しか し、この時に行 った数量

計算の訓練は、生物 と技術の統合 という、後の私の研究に向けた基礎 とな りました。

キャルテックは、勉学には最高の環境でした。特に、知的で才能に恵 まれ、創造力

があって好奇心 も旺盛なクラスメー トは、私にとって大きな刺激で した。そこで私は

生涯の友 となる、現在は物理学者のエリック ・アデルバーガーに出会い ました。私た

ちはキャルテックで知的、科学的好奇心 を満たすチャンス、そして社交の機会を最大

限に活用 しました。何 より、私は彼を初めての山登 りに連れて行きました。それでや

みつ きになった彼 は、その後生涯をかけて西海岸のほとんどの山系を踏破す ることに

な ります。

キャルテ ックの学部学生は、4分 の1以 上の時間は人文科学の授業を取 ります。

そのため、私は人文科学に関 しては、そちらの専門の学校に進んだ友人 より、多いと

は言いませんが、遜色のない経験を得ることができました。大学以外では、その後の

私の社会面での関心が萌芽していたようで、　YMCAの 社会、倫理、文化プログラムな

どに参加 しました。

キャルテックの教授陣は大変優秀で したが、生徒 には気 さくに接 して くれ ました。

入った年の物理担 当はリチャー ド・フェインマ ン先生。一般生物はジョージ ・ビー ド

ル先生。ライナス・ポー リング先生の化学講義にも何度か参加することができました。

そんな中で生物の教授2人 が とりわけ啓発的で、多 くの貴重な助言をいただ きまし

た。免疫学者のレイ・オーウェン先生 と植物生物学者のジェームズ ・ボナー先生です。

オーウェン先生は、その後、生物学者 としての私のキャリアにおいて中心的テーマ と

なった免疫学 と引き合わせて くださった恩人で、ボナー先生は、私に とって最高の先

生の1人 です。
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Caltec11-Undergraduate　 (1956-1960)

My　 first　 year　 at　 Caltech　 was　 my　 most　 challenging　 academic　 experience.　 Caltech

is　 sma11-250　 faculty,　 slightly　 more　 than　 800　 undergraduates　 and　 perhaps　 1,000

postdoctoral　 fe110ws　 and　 staf£ 　It　was　 (is)　 perhaps　 the　 most　 competitive　 school　 for

undergraduate　 admission　 in　 the　 United　 States.　 Many　 of　 my　 classmates　 came　 from

big　 city　 science　 schools　 and　 private　 preparation　 schools　 that　 provided　 superb　 science

and　 math　 training,　 For　 example,　 most　 of　 my　 classmates　 had　 calculus　 and　 even

higher　 level　 mathematics　 training,　 whereas　 Shelby　 High　 School　 did　 not　 even　 offer

calculus.　 My　 first　 year　 was　 enormously　 challenging　 as　 I　struggled　 to　 keep叩with

my　 extremely　 well　 prepared　 classmates　 in　 physics,　 chemistry,　 and　 mathematics-

required　 c皿rses　 for　 our　 first　 two　 years.　 T]his　 fundamental　 quantitative　 training　 was

the　 core　 of　 my　 subsequent　 efforts　 to　 integrate　 biology　 and　 technology.

　 　 Caltech　 was　 an　 outstanding　 educational　 experience,　 Perhaps　 most　 exciting

were　 my　 classmates-intelligent,　 accomplished,　 creative,　 and　 curious.　 I　met　 there

a　 life・10ng　 physicist　 friend,　 Eric　 Adelberger,　 and　 we　 together　 explored　 the　 exciting

intellectual,　 scientific,　 and　 social　 opportunities　 of　 Caltech.　 Even　 more　 important,　 I

helped　 him　 climb　 his　 first　 mountain　 and　 this　 led　 to　a　life-10ng　 series　 of　mountaineering

adventures　 in　 most　 of　 the　 mountain　 ranges　 of　 the　 West　 Coast.

　 　 As　 undergraduates,　 Caltech　 let　 us　 spend　 considerably　 more　 than　 25%　 of　 our

time　 in　 humanities-indeed,　 I　believe　 I　got　 an　 equa1,　 if　not　 superior,　 humanities

expe㎡ence　 to　 many　 of　 my　 friends　 going　 to　 liberal　 arts　 schools.　 I　also　 participated

in　 a　 variety　 of　 YMCA　 experiences　 focused　 around　 interesting　 socia1,　 ethical,　 and

cultural　 opportunities-foreshadowing　 some　 of　 my舳ure　 societal　 interests.

　 　 The　 Caltech　 faculty　 was　 exceptional　 and　 accessible.　 I　had　 Richard　 Feynman

for　 freshman　 physics;　 George　 Beadle　 for　 general　 biology;　 and　 even　 had　 a　 few

chemistry　 lectures　 from　 Linus　 Pauling.　 But　 two　 biologists　 were　 especially　 inspiring

teachers　 and　 valuable　 mentors-Ray　 Owen,　 an　 immunologist,　 and　 James　 Bonner,

a　 plant　 biologist.　 Ray　 gave　 me　 my　 first　 exposure　 to　 immunology-a　 central　 theme

in　 my　 subsequent　 biological　 career;　 and　 James　 Bonner　 was　 one　 of　 the　 best　 teachers

I　ever　 had,

　 　 Caltech,　 being　 small　 like　 Shelby　 High　 Schoo1,　 also　 presented　 the　 opportunity

to　 par廿cipate　 in　 many　 extracurricular　 activities.　 I　 played　 footba11　 (ha旺back　 and

defensive　 back)　 aU　 four　 years.　 Our　 four　 home　 football　 games　 were　 played　 each

year　 in　 Pasadena's　 Rose　 Bow1;　 hence,　 we　 Caltech　 players　 played　 in　 more　 Rose

Bowl　 games　 than　 any　 professional　 football　 player!　 I　 sang　 in　 the　 choir　 and
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規模的にはシェルビー高校と大差なかったキャルテ ックでは、様々な課外活動に参

加するチ ャンスにも恵 まれ、卒業 までの4年 間、私はアメリカン・フットボールをし

てい ました。ポジションはハーフバックとディフェンスバ ックです。年に4回 行われ

るホームゲームはすべてパサデナの ローズ ・ボールで行われていま した。つ まり、

キ ャルテックの選手はどんなプロの選手 よりもローズボールでプレー した経験が豊

富 とい うことになります。他にも合唱隊で歌い、学生主導の活動にも数多 く参加 しま

した。この ようにして、4年生の時には 「優秀 リーダーシップ賞」 という賞 もいただき

ました。 このようにキャルテックではいろいろあ りましたが、一番 自分のためになっ

たと思 うのは、最先端の分子生物学、細胞生物学 と出会えたことで した。その頃には

生物をや りたい という志 も以前に増 して固まっていました。そ して、 グレンの病気の

こともあってか、キャルテ ックがあまり得意 としていなかったヒ ト生物学 に惹かれて

いました。 というわけで、私は2年 間医学校で解剖学、組織学、病理学、微生物学、

薬学を学び、博士課程に入る前にヒト生物学の理解を深めることにしました。進路先

として考えたのは、ハーバー ドとジョンズ ・ホプキンス医科大学ですが、基礎、臨床

での訓練 をすべて受けつつ、夏休み期間中に単位 を取れば3年 で医学博士号が取れる

とい う特別プログラムがあるというので、私は後者を選択 しました。

キャルテック時代の経験で、その後の私の人生で最 も役に立ったのは、学生、教授

を問わず、並外れた才能を持った人々と知 り合えたことで した。彼 らとの出会いに

よって、私が将来の仕事に対するレベルや期待は一新されたのです。

ジョンズ ・ホプキンス医科大学時代(1960-1963)

こうしてキャルテ ックか ら医科大学に進んだ私ですが、様 々な意味でカルチ ャー

ショックを受けました。 まず、ほとんどの学生の関心は科学ではな く医学、そして医

業にあ りました。今思うとこれも当然の話なのですが、 とにか く、そのせ いかキャル

テ ックとは雰囲気が違っていました。次に、学ぶべき事柄の量が きわめて多 く、丸暗

記をしなければ追いつかない状態で した。これはテーマを自分で探 してい くという

キ ャルテックのアプローチ とは正反対で した。とはいえ、ヒ ト生物学の勉強自体はと

て も楽 しめました。そして、その分野で私たちが知 り得ていることは本当にわずかで

あることを知って愕然としました。今で もよく覚えているのですが、私は下痢の原因

は何であるかをまず小児科のインターン、次にレジデ ント、最後に客員教授 に尋ねま

した。3人 とも原因となる生物、病気を1つ ずつ挙げてくれましたが、誰一人 として病
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participated　 in　 a　variety　 of　 student　 leadership　 activities.　 Indeed,　 my　 senior　 year,　 [

was　 awarded　 the　 Outstanding　 Student　 Leadership　 Award.　 But　 what　 was　 really

special　 about　 Caltech　 was　 the　 opportunity　 to　experience　 the　 leading　 edge　 of　 molecular

and　 cellular　 biology,　 I　was　 even　 more　 convinced　 than　 ever　 that　 I　wanted　 to　 go　 into

biology,　 but　 (or　 reasonsI　 never　 fully　 understood.　 Perhaps　 in　 part　 due　 to　 my

brother　 Glen,　 I　was　 more　 attracted　 to　 human　 biology,　 a　 topic　 not　 well　 covered　 at

Caltech.　 Hence,Idecided　 to　 go　 to　 medical　 school　 for　 two　 years　 to　 take　 courses

like　 anatomy,　 histology,　 pathology,　 microbiology,　 and　 pharmacology　 to　 broaden　 my

understanding　 of　 human　 biology　 before　 undertaking　 a　 Ph.D.　 I　considered　 Harvard

and　 Johns　 Hopkins　 medical　 schools　 and　 chose　 the　 latter,　 mostly　 because　 it　had　 a

special　 accelerated　 program　 where　 one　 could　 finish　 the　 M.D.　 degree　 in　 three　 years

(going　 through　 summers)　 while　 receiving　 all　the　 basic　 and　 clinical　 training.

　 　 The　 take-home　 |esson　 from　 my　 Caltech　 undergraduate　 experience　 was　 the

exhilaration　 of　 being　 associated　 with　 exceptionally　 talented　 individuals　 at　 the

student　 and　 faculty　 levels.　 They　 reset　 the　 standards　 and　 expectations　 for　 my

future　 career.

Johns　 Hopkins　 Medical　 School　 (1960-1963)

Medical　 school　 was　 a　 shock　 after　 Caltech　 in　 several　 ways.　 First,　 most　 students

were　 interested　 in　 medicine,　 not　 science,　 and　 in　 medical　 practice.　 This　 is　 not

surprising　 in　 retrospect,　 but　 it　created　 adifferent　 atmosphere　 thanlhad　 known

at　 Caltech.　 Second,　 the　 sheer　 volume　 of　 material　 mandated　 a　 rote　 memorization

approach　 that　 was　 quite　 different　 from　 my　 inquiry-based　 Caltech　 experiences,　 But

Ifo皿d　 learning　 human　 biology　 very　 exciting,　 I　was　 staggered　 by　 how　 little　 we

really皿derstood　 about　 human　 biology.　 Indeed,　 [　remember　 asking　 a　pediatric　 intern,

a　 resident,　 and　 then　 a　visiting　 professor,　 in　 that　 order,　 what　 caused　 diarrhea.　 Each

could　 list　 organisms　 and　 diseases　 that　 did　 SO,　 but　 did　 not　 (could　 not)　 speak　 to　 the

pathophysiological　 mechanisms-a　 view　 of　 biology　 that　 was　 completely　 descriptive

and　 quite　 different　 from　 [hat　 which　 I　learned　 at　 Cal[ech,

　 　 The　 microbiology　 course　 in　 my　 first　 year　 determined　 in　 part　 my　 future　 career

path.　 I　was　 fascinated　 by　 immunology　 and　 did　 a　report　 on　 how　 the　 immune　 system

is　 capable　 of　 responding　 to　 diverse　 pathogens　 (bacteria,　 viruses,　 etc.),　 The　 big

issue　 was　 whether　 the　 immune　 system　 was　 instructed　 by　 the　 pathogen　 on　 how　 to

fold　 the　 antibody　 molecules　 that　 were　 the　 body's　 5rst　 line　 of　 defense　 (insVUCtionistic

theory)　 or　 whether　 the　 immune　 system　 generated　 a　diversity　 of　 antibody　 shapes　 so
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●受賞記念講演会

態生理学的 メカニズムという切 り口からは説明 して くれませんで した。説明できなか

ったと言ったほうが正 しいのか もしれません。彼 らの生物学 というのは、多分に記述

的で、私がキャルテックで学んだものとは全 く異なるもので した。

私の進路は最初の年に履修 した微生物学の講座でほぼ決まりました。私は免疫学に

惹かれ、免疫系が細菌やウィルスをはじめとする様々な病原菌にどの ように作用 して

いるのかについて レポー トを書きました。当時は、免疫系が生体の第一防御 ラインと

なる抗体分子 を作 り出すのは病原体の指示によるものか、それとも、免疫系が様々な

形の抗体を作 り出 し、病原体が適切な分子相補性に基づいてそれらを選択、増幅 して

いるのか、という議論があ りました。前者は 「指示論」、後者は 「選択論」と呼ばれて

います。私は、骨髄腫瘍 という抗体を作 り出 している細胞の腫瘍が、こうした仮説を

検証するのに必要な均質抗体分子の研究に対する1つ の鍵であると考え、博士課程を

スター トし、その後、このテーマ、そして関連する免疫分野に研究人生のすべてを捧

げたのです。

ジョンズ ・ホプキンス医科大学でも、微生物学のパ リー ・ウッド、 ロバー ト・ワグ

ナー先生、精神医学のジェロム ・フランク先生、生化学のアル ・レニ ンガー先生、そ

して物理生化学のチャーリー ・トーマス先生など、何人かの素晴らしい指導者に出会

いました。臨床実習は基礎科学の勉強に負けず劣 らず楽 しく、私は、様々なタイプの

人との接 し方について多くを学びました。

そんな中で1つ 特別な経験があ ります。 クラスメー トだったポール ・コーネン、ス

ティーブ ・ローゼンバーグと私の3人 で、在籍者の95%近 くがアフリカ系アメリカ人

だった地元の高校で、実験を通 して科学を教えようとしたことがあ りました。私たち

は器具を揃え、実験計画を立て、授業に臨みました。数人の生徒は驚 くほど飲み込み

が早 く、それ以来、K-12と 呼ばれる幼稚園児か ら高校生までを対象 とした科学教育プ

ログラムは、私のライフワークとして、私の中に 「刷 り込まれた」のです。

ジョンズ ・ホプキンスでの3年 間が終わ りに近づいて くると、数人の恩師が、イン

ター ン、 レジデン トという典型的医学 コースを目指すべきであるとア ドバ イスをくだ

さいました。 しか し、私は自分で選んだ道を究めたいと考えてお り、臨床医学と基礎

科学 とい う二足のわらじを履 くことは不可能であると分かっていました。 ジョンズ ・

ホプキ ンスは、私に、ヒト生物学の幅広いバックグラン ドを与えて くれただけでなく、

免疫学 という方向性 を明確 に指 し示 して くれました。そ して私はその道を突き進む決

心を したのでした。
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that　 pathogens　 could　 select　 and　 amplify　 those　 with　 appropriate　 molecular　 compl〔 ト

mentarity　 (selectionistic　 theory).　 I　recognized　 that　 tumors　 of　 antibody-producing

cells　 (myeloma　 tumors)　 probably　 gave　 one　 access　 to　 the　 homogeneous　 antibody

molecules　 needed　 to　 explore　 these　 hypotheses,　 and　 I　went　 on　 to　 carry　 out　 my　 Ph.D.

and,　 indeed,　 spend　 my　 entire　 research　 career　 in　this　 and　 related　 immunological　 areas.

At　 Johns　 Hopkins,　 I　had　 several　 wonder血1　 teachers-Barry　 Wood　 and　 Robert

Wagner　 (microbiology),　 Jerome　 Frank　 (psychiatry),　 AI　 Lenninger　 (biochemistry),

and　 Charlie　 Thomas　 (physical　 biochemistry).　 I　enjoyed　 my　 clinical　 experiences　 as

much　 as　 the　 basic　 science　 experiences　 and　 learnedagreat　 deal　 about　 how　 to　 deal

with　 many　 diverse　 types　 of　 people.

　 　 One　 experience　 was　 quite　 speciaL　 With　 classmates　 Paul　 Kohnen　 and　 Steve

Rosenberg,I　 attempted　 to　 teach　 hands-on　 science　 to　 students　 in　 a　 local　 high

schoo1　 (approximately　 95　 percent　 A師can　 Americans).　 We　 obtained　 equipment,

designed　 experiments,　 and　 taught　 classes.　 A　 few　 students　 were　 incredibly　 receptive

and　 I　was　 imprinted　 for　 life　 with　 a　 commitment　 to　 K-12　 science　 teaching.

　 　 At　 the　 end　 of　 my　 three　 years　 at　 medical　 schoo1,　 several　 of　 my　 professors

argued　 that　 I　should　 continue　 my　 career　 in　 medicine　 with　 the　 classical　 path　 of　 an

internship　 and　 residency.　 ButIwanted　 to　 be　 one　 of　 the　 best　 in　 my　 chosen　 career

path　 and　 I　was　 certain　 I　could　 not　 achieve　 this　 with　 a　 dual　 commitment　 to　 clinical

medicine　 and　 basic　 science.　 Johns　 Hopkins　 had　 given　 me　 a　 broad　 bac㎏round　 in

human　 biology　 and　 had　 pointed　 me　 clearly　 in　 the　 direction　 of　 immunology-I　 was

determined　 to　 follow　 that　 path,
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キャルテック～博士課程時代(1963-1967)

キャルテックの大学院を選んだのは、後に私の恩師 となる、ビル ・ドレイヤー先生

がお られたか らです。当時、 ドレイヤー先生は国立衛生研究所か らキャルテックに移

られたばか りで した。先生は骨髄腫やマウスやヒ トの腫瘍化 した形質細胞が産出する

抗体蛋白、つまりM蛋 白、さらにそれが抗体の多様性に関す る理論に与える示唆など、

様々なテーマに関心 を寄せておられたのですが、それこそまさに、当時私が追求した

い と考えていた領域で した。キャルテ ックに戻った最初の年、骨髄腫蛋 白はがんの研

究に役立つのか、それとも免疫学の発展に資するのかについて、カリフォルニア大学

ロサ ンゼルス校の医学部の教授 と議論になったことがあ ります。その教授 は前者の立

場を、私は後者の立場 を取 りましたが、結局私の説が正 しいとい うことが分かったの

です。 ドレイヤー先生は、私が 自由かつ自分のペースで作業がで きるように、骨髄腫

に関するプロジェクトを土曜の午後に行えるよう、配慮 して くだ さいました。 ところ

が、そ うした気楽 さもつかの間、翌年にはそのプロジェク トは、現代分子生物学で最

もホ ットな分野の1つ になっていました。私は蛋白質の配列、つ まり、分子鎖を構成

する20種類のサブユニッ トの順番を決定する技法をすでに身に付けていたので、これ

を様々な骨髄腫蛋白に応用 しました。すると、抗体多様性の理論に関す る興味深い洞

察が得 られたのです。 ドレイヤー先生の指導の下、私は鎖状の抗体のコー ド化を実際

に行っているのは2種 類の全 く異なる遺伝子であるという、それ までの生物学では考

えられなかったような大胆な理論の構築作業に参加する機会に恵 まれました。ここで

い う2種 類の遺伝子 とは、非自己の分子パター ンを認識するためのV領 域遺伝子、そ

して抗体分子 の殺傷に役割を果たすC領 域遺伝子です。私たちは、 この2つ の遺伝子

は抗体産生細胞の成熟に伴って並び替えが起 こり、合体するのではと考えていました。

「2種類の遺伝子が1つ のポリペプチ ドを構成する」 というこの仮説 に対する科学界

か らの反応 は、概 して懐疑的であ り、私たちを非難する声 さえ聞かれました。この時、

私は新 しい考え方に脅威を感 じる科学者が世の中には数多 く存在するのだということ

を初めて知 りました。私は研究を重ね、この論争の最先端 を走る研究者となり、バー

クレー、サ ンディエゴなどの大学、全国規模の会議などで講演を行っていました。大

学院に進んでか ら2年 目のことです。こうして私は、当時急速に発展 しつつあった分

子免疫学の世界に足 を踏み入れることになったのです。

ドレイヤー先生は、私にとってかけがえのない恩師で、物事を概念化 して考えるこ

とを教わ りました。どんな問題にも意欲的に取 り組み、また、並外れた創造力を持つ
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Caltech-P11.D.(1963-1967)

I　chose　 Caltech　 for　 graduate　 school　 because　 of　my血ture　 mentor,　 Bill　 Dreyer,　 Bill　 had

just　 moved　 to　 Caltech　 from　 the　 National　 Institutes　 of　 Health.　 He　 was　 interested　 in

a　 variety　 of　 problems,　 including　 myeloma　 or　 anUbody　 proteins　 of　 plasma　 cell

tumors　 in　 mice　 and　 humans　 and　 what　 they　 might　 tell　 us　 about　 theories　 of　 antibody

diversity-precisely　 the　 area　 I　wanted　 to　 explore.　 My　 first　 year　 of　 graduate　 school,

I　remember　 arguing　 with　 a　 professor　 of　 medicine　 at　 the　 Univers三ty　 of　 California

Los　 Angeles　 (UCLA)　 about　 whether　 myeloma　 proteins　 would　 tell　 us　 about　 cancer

(his　 position)　 or　 about　 immunology　 (my　 position).　 I　was　 right.　 Bill　 promised　 me

the　 myeloma　 project　 would　 be　 a　 "Saturday　 afヒernoon　 project"-one　 that　 I　could

work　 on　 independently　 and　 at　 my　 own　 pace,　 It　was　 anything　 but　 a　Saturday　 afternoon

project.　 It　turned　 out　 by　 my　 second　 year　 of　 graduate　 school　 to　 be　 one　 of　 the　 most

exciting　 areas　 in　 then　 contemporary　 molecular　 biology.　 I　 had　 learned　 how　 to

sequence　 proteins　 (determine　 the　 order　 of　 the　 20　 subunits　 in　 their　 linear　 chains)

and　 applied　 this　 technique　 to　 a　 variety　 of　 myeloma　 proteins-and　 immediately

fascinating　 insights　 were　 provided　 concerning　 the　 theo!ies　 of　 antibody　 diversity.

With　 Bill　 leading,　 I　had　 the　 pleasure　 of　 participating　 in　 the　 formulation　 of　 one　 of

the　 most　 radical　 theories　 ever　 proposed　 in　 biology‐the　 idea　 that　 antibody　 chains

were　 actually　 encoded　 by　 two　 distinct　 genes-a　 variable　 gene　 for　 recognition　 of

the　 foreign　 molecular　 patterns,　 and　 a　 constant　 gene　 for　 facilitating　 the　 killing

responses　 of　 antibody　 molecules.　 The　 idea　 was　 that　 these　 two　 genes　 would　 be

physically　 rearranged　 and　 joined　 together　 during　 the　 maturation　 of　 the　 antibody-

producing　 cells.　 The　 general　 reaction　 of　the　 scientific　 community　 to　 the　 two　 gene-one

polypeptide　 hypothesis　 was　 skepdcism　 and　 even　 approbation.　 I　realized　 for　 the　 first

time　 how　 threatening　 new　 ideas　 are　 to　 many　 scientists.　 My　 work　 propelled　 me　 into

the　 leading　 edge　 of　 this　 exciting　 debate　 and　 by　 my　 second　 year　 of　graduate　 school,

I　was　 giving　 lectures　 at　universities　 (Berkeley,　 San　 Diego,　 etc.)　 and　 national　 meetings,

Thus,　 I　had　 a　wonder飼introduction　 to　 the　 exhilaration　 of　 rapidly　 paced　 molecular

imm皿010gy.

Bill　 Dreyer　 was　 a　remarkable　 mentor.　 1　1earned丘rom　 him　 to　 think　 conceptually.

He　 was　 always　 willing　 to　 explore　 any　 problem.　 He　 was　 incredibly　 creative.　 Bill　 also

had　 a　deep　 interest　 in　 technology.　 He　 helped　 Beckman　 Instruments　 develop　 their

very　 successfUI　 amino　 acid　 analyzer.　 He　 thought　 deeply　 about　 how　 to　 develop　 an

effecUve　 protein　 sequencer-a　 project　 I　later　 collaborated　 with　 him　 on,　 He　 realized

long　 before　 most　 scientists　 the　 power　 of　 fluorescent　 antibodies　 as　 reagents　 for
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てい らっしゃいました。 また、科学技術にも大 きな関心をお持 ちで、ペ ックマ ン ・イ

ンスッルメンツ社と共同でア ミノ酸分析機を開発 し、大成功 を収め られました。先生

は高性能の蛋白質配列解析機の開発に関 して もいろいろとアイデアをお持 ちで した

が、これは後に私 との共同プロジェク トとして結実 しました。 さらに先生は、生物学

上の発見を試みる際の試薬として、蛍光抗体の可能性 にどの科学者よりも早 く着 目さ

れていました。そ して私にその後の研究者としてのキャリアの指針 となった、2つ の

教 えを授けて くださいました。1つ 目は 「常に最先端の生物学 を実践せ よ」というも

ので、そのほうがエキサイテ ィングでや りがいがあ り、研究活動を楽 しめるのです。

2つ 目は 「生物学を本当に変えたいと思うのなら、新 しい技術 を開発 して生物学上の

知識の最前線を進めること」です。

キャルテックでは、院生生活を満喫 しました。哲学、文学、そ して先端有機化学 を

学ぶ傍 らで、地元の高校で科学を教え始めました。趣味の岩登 りでは、パー トナーの

エ リック・アデルバーガーと本格的な岩登 りを始める一方、カリフォルニアのシエラ・

ネバ ダ山脈、グランドキャニオンの峡谷などにも頻繁に出かけました。山歩 きという

のは精神的にも肉体的にも、 リフレッシュするには格好のスポーツでした。

何より重要な出来事は、大学院1年 生の時にヴァレリー ・ローガンと結婚 したこと

です。それ以来、彼女は私のすることなら何か ら何 まで付 き合って くれています。ア

ウ トドアスポーツに関 して言えば、山やスキーに出かける時は彼女 も一緒です。 また、

その後私が立ち上げた幼稚園児から高校生 までを対象 とした一連の科学教育プログラ

ムでも私のパー トナーとして活躍 しています。

この大学院時代に、私のキャリアは転換点を迎 えました。私は、近い将来、未だ解

明されていない抗体多様性の問題に取 り組むのだ とはっきりと心に決めていました。

問題は、進路 として次にどこへ進むかで した。私は博士号取得者 を対象 としたポジ

ションをいくつか検討 し、いったんはヨーロッパに心が傾いたのですが、ベ トナム戦

争 とい う横槍が入 りま した。医学博士号を持っている学生は徴兵に掛 りやすいので、

私は国立衛生研究所(NIH)の 公衆衛生局に行 くことにしたのです。

国立衛生研究所～国立がん研究所時代(1967-1970)

国立衛生研究所(NIH)で は蛋白質化学研究室の立ち上げを行うという条件で、下

部組織である国立がん研究所(NCDの 免疫学部の上級研究員という独立した研究職

を与えられました。私は分子免疫学の研究を続けながら、技術開発にも着手し始めて
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biological　 discovery.　 Indeed,　 Bill　 gave　 me　 the　 two　 dictums　 that　 have　 guided　 my

subsequent　 scienti丘c　 career.　 First,　 "Always　 practice　 biology　 at　 the　 leading　 edge."

It　 is　 more　 fun-always　 exciting　 and　 challenging.　 Second,　 "If　 you　 really　 want　 to

change　 biology,　 develop　 a　new　 technology　 for　 pushing　 back　 the　 frontiers　 of　biological

knowledge."

　 　 I　 enjoyed　 my　 Caltech　 graduate　 experience　 thoroughly.　 I　 took　 courses　 in

philosophy,　 1iterature,　 and　 advanced　 organic　 chemistry.　 I　 began　 to　 give　 science

lectures　 in　 the　 local　 high　 schools.　 I　 learned　 technical　 rock　 climbing　 with　 my

mountaineering　 partner　 Eric　 Adelberger　 and　 continued　 my　 mountaineering　 experi-

ences　 in　 the　 Sierra　 Nevada　 mountains　 of　 California　 and　 the　 many　 canyons　 of　 the

Grand　 Canyon.　 I　found　 mountaineering　 a　wonderfU1,　 renewing　 experience,　 both　 for

the　 mind　 and　 the　 body.

　 　 Most　 important　 of　 all,　I　married　 Valerie　 Logan　 during　 my　 first　 year　 of　 graduate

schoo1.　 She　 has　 been　 my　 companion　 for　 virtually　 all　 my　 life's　 activities.　 Valerie

participated　 in　 all　 of　 the　 outdoors　 aspects　 of　 my　 life-mountaineering,　 climbing,

skiing,　 as　 well　 as　 partnering　 with　 me　 later　 in　 a　 series　 of　 very　 exciting　 K-12　 science

education　 opportunities.

　 　 My　 graduate　 cazeer　 was　 transformational.　 I　had　 a　clear　 idea　 [ha[　 my　 immediate

丘」ture　 would　 be　 focused　 on　 solving　 the　 still　 unresolved　 problem　 of　 antibody

diversity-the　 question　 was　 where　 to　 go　 next.　 I　considered　 postdoctoral　 positions

at　 a　 number　 of　 locations-Europe　 seemed　 particularly　 attractive,　 The　 Vietnam　 War

intervened.　 As　 an　 MD.　 suscepdble　 to　 the　 dra血,I　 decided　 to　 join　 the　 Public　 Health

Service　 at　 the　 National　 Institutes　 of　 Health　 (NIH).

National　 Cancer　 Institute-NIH　 (1967-1970)

I　was　 given　 an　 independent　 research　 position　 as　 Senior　 Investigator　 in　the　 Immunology

Branch　 of　 the　 National　 Cancer　 Institute　 (NCI)　 in　 return　 for　 establishing　 a　 protein

chemistry　 laboratory.　 I　continued　 to　 pursue　 molecular　 imm皿010gy　 and　 started　 some

technology　 development.　 I　gave　 c皿rses　 in　 molecular　 immunology　 and　 molecular

evolution.　 I　had　 three　 wonder血1　 years　 to　 think　 about　 where　 to　 go　 next　 scientifically

and　 to　 continue　 being　 engaged　 in　 the　 exciting　 experiments　 and　 debates　 about

theories　 of　 antibody　 diversity.　 The　 future　 leaders　 of　 American　 medicine　 were　 all　at

NIH-for　 the　 same　 reasonsIwas-and　 getting　 to　 know　 them　 was　 one　 of　 the

major　 benefits　 of　 my　 three　 years　 at　 NIH.

　 　 Perhaps　 the　 most　 memorable　 experiences　 at　 NIH　 were　 the　 birth　 of　 my　 son,
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いました,、また、分 子免疫学、分.∫一進化 という2つ の講座を担 当していました、　NIH

では、 じっくりと次の研究のノ∫向性を考える 方 で、抗体の多様性 に関する理論につ

いて興味深い実験や議論を行い、有意義な3年 間を過ご しました,当 時、　NIHに は、

将 来のアメリカの医学界を担 う人材が、どうやら私 とll`1じ理由で集まってきてお り、

彼 らと知 り合えたことはNIHで の大きな収穫の1つ で した、

そんな中で、 ・番印象に残っている出来惧といえば、長男のエラン、長女のマーキ

が生まれたことです.、私は2人 の分娩に立ち会ったのですが、人生で最 も大きな感動

を覚 えた瞬間で した..こ うして、私たち夫婦はプライベー トにおいても、「f育 て」と

いう素晴 らしい冒険に乗り出したのでした、

分f免 疫学の研究を続けるということは決めていたのですが、1`il時に、技術面での開

発にも次第に1渇心を持つようになっていました.問 題はその2つ の両 、Zが"∫徒な職場

はどこであるかで した、、そこでハーバー ド大学医学部、コロラ ド大学、スタンフォー ド

大学医学 部、キャルテ ックなど、いろいろと検討 したのですが、生物学と科ノ7披術の統

合を目指すのなら明 らかにキャルテックが最も適しているという結論に達 しました.

キャルテック～学部教授時代(1970-1992)

キャルテックでは、技術分野の研究と生物学、特にその頃関心があった分 子免疫学

の2つ にn分 の時間を割 り振っていこうと心に決めてい ました これは、どういった

技術を開発するのかは生物学の発展によって決 まるのであ り、また、そうした技術は

電要な生物情報の解詞直に 、ジちはだかる障壁を取 り除いて くれるものと考えていたため

です 、

ここで、これからお話 しすることについて、少 し知識のおさらいをしてお きたいと

思います。生物情報と呼ばれるものはiこに3種 類あ ります[図1]ま ずDNAで すが、

これはG、　C、　A、　Tと いう4つ のアルファベ ットで構成されている線、つ まりデジ

タルの糸のことです.生 体細胞のDNAに 存在す る長い糸のことを染色体といいます。

染色体のひもに存在する情 報の1つ が、その染色体白身の遺伝 ∫一です、各遺伝 ∫一は、

DNAの それと非常によく似た4つ のアルファベ ッ トで構成 される、こちらもデジタル

のひもであるRNAに コピー され ます。 メッセンジャー　RNAと 呼ばれるこの物体は、

遺伝情報を最終生成物である蛋白質に翻訳します一こうして遺伝fは 、蛋白質という

2種 類Uの 生物情報の符号化をそれぞれ行います.蛋 白質というのは、20の アルファ

ベ ットから成るサブユニ ットで構成されたひもです=1本 の蛋白質のひもは、折れ曲
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図1　 DNAが メソセ ンシャーRN.、 と蛋1'i質 に より'1体 シ ステム とな る

Fig.t　 DNA1(エmRNA　 lo　Protein　 lo　Syslcros

Eral1,　 and　 my　 daughtel`,　 Marqui.　 I　was　 ill　the　 delivery　 roolll　 for　 botll　 I)il'lhs.　 Thcse

were　 alllong　 the　 most　 movillg　 experiences　 of　 llly　 life.　'Thus.　 Valerie　 alld　 I　cmbε1rked

on　 another　 of　 life's　 great　 adventures-parellting.

　 　 I　llad　 deCided　 tO　 C〔)ntinue　 with　 my　 intereStS　 in　 mOleCUIar　 illm1UllOlOgy　 alld

was　 increasingly　 illterested　 in　 technology　 developmellt.　 The　 question　 was,　 where

could　 I　do　 both　 best.　 I　explored　 positiolls　 at　 Harvard　 Medical　 School,　 Colorado,

Stallfo1'd　 Medical　 School,　 Caltech,　 and　 othcl・s.　 Caltecll　 clearly　 offered　 the　 best　 ol〕pol㌧

tullities　 for　 the　 integration　 of　 biology　 an〔l　 technology.

Caltech-Facuhy　 (1970-1992)

I　went　 t【)　Caltech　 with　 a　commitment　 to　 splil　 my　 time　 between　 biology　 (then　 m⑪lecular

imnlullology)　 and　 techno|ogy,　 Tlle　 idea　 was　 that　 biology　 sh{)uld　 drive　 lhe　 choice　 of

the　 rechnology　 developed　 alld　 that　 the　 technology　 should　 lilt　 barriers　 to　 tlle

deciphering　 of　 important　 biological　 informatiol1.

　 　 Let　 me　 provide　 a　 brief　 tutorial　 for　 the　 (liscussion　 to　 coIlle.　 Thel'e　 are　 three

maj〔,r　 types　 of　 biol{)gical　 information　 [Fig,　 11.　First,　 DNA　 is　a　lillear　 or　 digit三11　 string
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表1生 物学と科学技術の統合一 高感度蛋白質配列解析機が扉を開いた生物学の研究分野

蛋白質配列 生物学上の可能性

1.血 小板由来成長因子 腫瘍遺伝子が癌を起こすメカニズムの解明

2エ リスロポエチン バイオ関連薬で初の年間売上10億 ドルを記録

3.プ リオン蛋白質 8SE(狂 牛病)の 原因 となる蛋白質の解明

4.コ ロ ニ ー刺 激 因子 血球の発生過程で重要な役割を果たすホルモンの解明

5.イ ン タ ー フ ェロ ン 一部の癌に対す るバイオ関連薬
、免疫反応の誘引

6.ア セチル コリン受容体 神経受容体の研究に道を拓く

が ってそれぞれ特定の三次元構造に形 を変え、1つ の機能を果たす ようになります。

蛋 白質は分子で構成された生命維持装置のようなもので、生命体の姿、形を決め、体

内の化学反応において触媒の役割を果たします。3つ 目の情報は、生物系です。各生

物系 は、蛋白質、細胞など、多種多様の情報要素で構成されています。神経系、免疫

系 などがこれにあた ります。生物系には、その内部に存在する数多 くの要素の調和相

互作用によって生 じるシステム特性があ ります。免疫系の場合、侵入 してきた感染物

質に対する免疫反応、ならびに自己に対しては反応 しない という、免疫耐性 がそれに

あた ります。後ほど詳 しく説明 しますが、私の研究室はこうした3つ の種類の生物情

報 をそれぞれ解読する装置の開発に成功 しました。私は もともとは蛋白質が専門の化

学者で したので、量を確保できる興味深い蛋白質は数少ない、という生物学上の問題

に常 に悩 まされていました。蛋白質の特徴を調べる作業の第一段階 として最も効果的

なアプローチは、その配列、つまり、ア ミノ酸のサブユニ ットが並んでいる順番を突

き止めることです。 したがって、私の研究室が最初に開発に取 りかかったのは、従来

モデルの100倍 の感度を持 った蛋白質配列解析機でした。完成するや否や、この装置

は、それまでは量が少な くてなかなか扱いにくかった蛋白質の配列決定にさかんに使

用されるようになりました。 こうした配列解析機 を使った分析 によって、生物学に、

新 たな研究分野が数多く開かれました。[表1]を 参照 して ください。このように、生

物学 と科学技術の間には、前者が どういった技術が必要か を決定 し、それによって開

発された技術が生物学の新たな可能性 を生み出す、とい う密接 な関係があ ります。で

きることなら、新たな技術が生み出される過程において、 こうしたサイクルが相互作

用的に機能するものであることを願います。こうしたアプローチは科学技術と生物学
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Table　 1.　 Integrating　 Biology　 and　 Technology:　 Examples　 of　 New　 Areas　 in

　 　 　 　 Biology　 Opened　 by　 the　 Highly　 Sensitive　 Protein　 Sequencer

Protein　 Sequences Biological　 Opportunities

1,　 Platelet-derived

　 growth　 factor

An　 understanding　 of　 how　 oncogenes　 cause　 cancer

2.　Erythropoietin Biotechnologゾs丘rst　 billion　 dollar　 a　year　 drug.

3.　 Prion　 protein
An　 understanding　 of　the　 protein　 causing　 Mad　 Cow

disease.

4,　Colony　 sdmulaUng

　 factors

An　 understanding　 of　 key　 hormones　 in　 the

development　 of　 blood　 cells.

5.　 Interferons
Key　 biotechnology　 drugs　 for　certain　 cancers　 and

...

trlggerS　 tO　 lmmUne　 reaCt10nS.

6.　Acetycholine　 receptors
Opened　 up　 the　 way　 for　 studying　 important　 neural

receptors.

composed　 of　 letters　 from　 a　four-letter　 alphabet:　 G,　 C,　 A　 and　 T.　 The　 long　 strings　 of

DNA　 in　 the　 cells　 of　 living　 organisms　 are　 called　 chromosomes,　 One　 type　 of　 informa-

tion　 present　 in　 the　 chromosome　 strings　 is　 its　 genes,　 Each　 gene　 is　 copied　 into

RNA-a　 second　 type　 of　 digital　 string　 with　 a　 four-letter　 alphabet　 very　 similar　 to

that　 of　 DNA.　 These　 so-called　 messenger　 RNAs　 (mRNAs)　 are　 then　 translated　 into

a　final　 product-proteins.　 Thus,　 each　 gene　 encodes　 a　second　 major　 type　 of　biological

information-the　 protein.　 Proteins　 are　 strings　 composed　 of　 subunits　 from　 a　20-1etter

alphabet.　 Each　 protein　 string　 folds　 into　 particular　 three-dimensional　 structure

capable　 of　 performing　 a　function.　 Proteins　 are　 the　 molecular　 machines　 of　 life,　which

give　 the　 body　 shape　 and　 form,　 and　 catalyze　 the　 chemistry　 of　 life.　The　 third　 major

type　 of　 information　 is　 the　 biological　 system.　 Each　 biological　 system　 is　 composed

of　 many　 different　 informational　 elements　 (e.g.,　 proteins,　 cells).　 The　 nervous　 system

and　 the　 immune　 system　 are　 examples,　 Biological　 systems　 have　 emergent　 or　 systems

properties　 arising　 from　 the　 coordinated　 interactions　 of　 the　 many　 elements　 in　 the

system.　 Emergent　 properties　 of　 the　 immune　 system　 are　 the　 immune　 response

(reactions　 against　 foreign　 infectious　 agents)　 and　 tolerance　 (the　 inability　 to　 react

against　 self).　 As　 we　 will　 see　 subsequently,　 my　 laboratory　 developed　 instruments

to　 decipher　 each　 of　 these　 three　 types　 of　 biological　 information.　 For　 example,　 I　was

initially　 a　 protein　 chemist,　 so　 a　 natural　 biological　 barrier　 was　 the　 fact　 many
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を統合するものに他ならないか らです。

分子免疫学に関心があった私は、抗体の多様性に関する理論 を解明 し、「2種類の

遺伝子が1つ のポ リペプチ ドを構成する」という仮説を証明するためには、分子生物

学の知識が必要であると考えるようにな りました。そ して、研究室で早速、このアプ

ローチを実践 しました。私の信念の1つ に、生物学関連の研究は生物学 という学問の

要請に応えるものでなくてはならない、というのがあ ります。つ まり、生物学者は学

問的必要性があればどんなことであれ、それを実践 し、新たな生物学上の問題を解決

す るためにそれまで とは違った技術が必要であれば、それを習得すべ きなのです。 し

か し、実際にこれを実践 してみると、技術面での限界にまた してもぶち当たって し

まったのです。そこで、私たちはDNA遺 伝子の断片を合成するDNA合 成装置、蛋白

質の断片を合成する蛋白質合成装置、　DNA断 片の塩基配列を決定するDNA解 析装置

という3つ の装置の開発を急ぎました。この3つ の装置、加えて蛋白質配列解析機が

揃 ったことで、研究者は蛋白質の配列から遺伝子の配列、 また、その逆のプロセスを

1つ の装置の中で行 うことがで きるようになりました。 さらに、遺伝子や蛋白質の断

片を簡単に合成することも可能になりました。これらの装置は分子生物学の分野でも

数多 くの、新 しくかつ有効な戦略を可能にしました。例えば、　DNAの 断片を100万 倍

以上に増幅する、　PCR法 という技術の開発にはDNAの 断片の合成を簡単に行うことの

で きる技術が必要で した。 これら4つ の装置は、現代分子生物学の技術的な土台 と

なっています。 また、　DNAの 自動解析装置開発に関する研究は、後に ヒトゲノム・プ

ロジェクトという、生物学に新たな方向性を拓いた試みの実現 に貢献 しました。この

プロジェクトについては、また後で詳しく触れたいと思います。

先程 も述べたように、私は分子免疫学に関心があったために、抗体分子、つまり蛋

白質の分析から抗体遺伝子の分析へ と研究の軸足 を移すことになりました。私たちの

体がいかにして数100万 種類 もの抗体分子を合成 しているのか、という問いに対する

答えとして、当時、2つ の理論が注 目を集めていました。その1つ が体細胞説で、これ

は、抗体遺伝子の数はごくわずかで、各個体がその一生の間に活発に突然変異を遂げ

ることによって、多様化が進む といったものです。もテ ・方の生殖細胞説の立場は、

抗体遺伝子は大量に存在し、そのほとんどが人体のDNA中 に存在 している、したがっ

て体細胞の突然変異は重要ではない、というもので した。利根川進、フィル ・レダー

というお二方の研究室 と協力 して、私たちは次 の2点 を証明す ることに成功 しまし

た。 まず、「2つ の遺伝子が1本 のポリペプチ ド鎖 を構成する」 という理論が正 しいと
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interesting　 proteins　 were　 available　 in　 very　 low　 quantities.　 The　 most　 power血1

approach　 to　 the　 initial　 characterization　 of　 proteins　 is　to　 determine　 their　 sequence;

that　 is,　 the　 order　 of　 their　 amino　 acid　 subunits,　 Hence,　 the　 5rst　 instrument　 my

laboratory　 focused　 on　 developing　 was　 a　protein　 sequencer　 that　 was　 100　 times　 more

sensitive　 than　 its　 predecessors.　 Once　 developed,　 the　 protein　 sequencer　 was　 used

to　 sequence　 many　 proteins　 that　 had　 heretofore　 been　 inaccessible　 because　 they

were　 only　 available　 in　 small　 quantities.　 The　 analysis　 of　 these　 sequences　 opened　 up

many　 new　 horizons　 in　biology　 for　 exploration　 【Table　 II.　 Hence,　 there　 is　an　 intimate

interrelationship　 where　 biology　 dictates　 the　 choice　 of　 technology　 and　 the　 technology

in　 turn　 opens　 up　 new　 frontiers　 in　 biology.　 Hopefully,　 this　 is　 an　 iterative　 cycle　 as

new　 technologies　 emerge.　 Clearly　 this　 approach　 integrates　 technology　 with　 biology.

　 　 My　 interest　 in　 molecular　 immunology　 led　 me　 to　 the　 realization　 that　 the　 true

key　 for　 understanding　 theories　 of　 an偵body　 diversity　 and　 proving　 the　 two　 gene-one

polypeptide　 hypothesis　 required　 learning　 molecular　 biology.　 So　 my　 laboratory　 did.

One　 of　 my負1ndamental　 rules　 is　 that　 biological　 research　 must　 be　 driven　 by　 the

biology,　 A　 biologist　 should　 go　 wherever　 the　 biology　 takes　 him　 and　 always　 learn

whatever　 new　 technologies　 are　 necessary　 for　 solving　 an　 unfolding　 biological　 problem.

However,　 in　 the　 course　 of　 moving　 in　 this　 direction,　 I　came　 to　 realize,　 once　 again,

that　 there　 were　 striking　 technological　 limitations.　 And　 this,　 in　 part,　 prompted　 my

laboratory　 to　 consider　 the　 development　 of　 three　 additional　 instruments:　 the　 DNA

synthesizer,　 an　 instrument　 for　 synthesizing　 DNA　 (gene)　 fragments;　 the　 protein

synthesizer,　 an　 instrument　 for　 synthesizing　 protein　 fragments;　 and　 the　 DNA

sequencer,　 an　 instrument　 for　 sequencing　 DNA　 fragments.　 These　 three　 instruments,

along　 with　 the　 protein　 sequencer,　 created　 an　 integrated　 facility　 that　 allowed　 scientists

to　readily　 move　 from　 a　protein　 sequence　 to　its　gene　 sequence　 or　 vice　 versa.　 Moreover,

genes　 or　 fragments　 of　 proteins　 could　 be　 readily　 synthesized.　 These　 instruments

also　 opened　 up　 the　 possibility　 of　 many　 new　 power血l　 strategies　 for　 molecular　 biology.

For　 example,　 the　 ready　 synthesis　 of　 DNA　 fragments　 was　 necessary　 for　 the

development　 of　 the　 powerflll　 polymerase　 chain　 reaction　 (PCR),　 a　 widely　 used

technique　 for　 amplifying　 DNA　 fragments　 one　 million-fold　 or　 more.　 This　 suite　 of

four　 instruments　 forms　 the　 technological　 foundation　 of　 modern　 molecular　 biology.

Finally,　 our　 work　 on　 the　 automation　 of　 DNA　 sequencing　 contributed　 to　 the

emergence　 of　 an　 exciting　 new　 direction　 in　 biology,　 the　 Human　 Genome　 Project,　 a

sublect　 we　 will　 return　 to　 in　 a　 moment.

My　 interest　 in　 molecular　 immunology,　 as　 noted　 earlier,　 moved　 me肋m　 an
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いうこと。そして、抗体の多様性に関して、先ほどの2つ の理論にはそれぞれ正 しい

ところ と正 しくない ところがある、とい うことです。私たちのDNAに は数多 くの抗体

遺伝子が存在 し、それらは体細胞突然変異を起こす、というのが正解で した。 この研

究が認め られ、利根川教授はノーベル賞を受賞 され ました。私の研究室は、T細 胞受

容体MHC受 容体 という、他の2ク ラスの免疫受容体のコー ド化を行っている遺伝 子

族の特徴を明 らかにするというアイデアに夢中になり、それか らの15年 間 というもの、

特徴づけ作業を行 うために自ら開発 した4つ の装置を総動員 し、マウス とヒトにおけ

るこれら受容体遺伝子の配列分析に取 り組みました。そこか ら得 られたデー タ、そ し

て、後ほ と説 明す るシステム生物学 という新たなアプローチによって、免疫系が持つ

特性の中で も特に重要なもののい くつかについて理解を深めることがで きるようにな

りました。具体的には、ワクチ ンの生成過程である免疫反応、そして寛容性、つまり、

生体の免疫機構はなぜ 自己の成分に反応 しないのか、また、自己免疫疾患においては

なぜ反応するのか、という問題についての理解です。

1970年 代の後半、ある友人から、「君のチームに しか高感度の蛋白質配列解析機が

ないのは残念だ。商品化 して他の研究者 も使えるようにしてはどうか」 と言われまし

た。私はこのアイデアが気に入 り、キャルテックのマーフ ・ゴール ドバーガー学長に

この提案を持っていきました。学長は、キャルテ ックとしては私の装置に限 らず、一

切の発明品の商品化 に関心はないが、 どうしてもというのなら自分で商品化すること

に問題はない、 と言って くれました。そこで私は完成 した蛋白質配列解析機、そ して

DNA合 成装置、蛋白質合成装置、　DNA解 析装置の完成予想図を持って、19も の会社

を訪問 し、この4つ の装置が生物学に革命を起こすであろうと説いて回 りました。 し

か し、反応はゼ ロで、ペ ックマン ・インスツルメンツ社に至っては、私がパー トナー

としては理想的であると考えていたにもかかわらず、3度 目の訪問時にもう来な くて

もよい、と言 う始末です。この時の私は、落胆 という言葉だけでは済 まされないほど

落ち込みました。 しか し、捨てる神あれば拾 う神あ りで、当時、サ ンフランシスコで

ベ ンチ ャーキャピタルをやっていたビル ・バウズ氏か ら電話があ り、私が開発 した装

置の売込みに失敗 したと聞いたが、会社設立資金 として200万 ドル出 してもいい、と言

うのです。天にも昇る気持ちでした。早速学長に報告に行ったのですが、学長は、「ベ

ンチャーキャピタルと同 じ屋根の ドに住む」 ことにかなり抵抗があ りました。 という

のも、当時、ハーバー ド大学でも2名 の教授が関わったバイオ関係のベンチャー企業

と大学 との関係がギクシャクしてお り、学長はその二の舞を恐れていたので しょう。
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analysis　 of　 antibody　 molecules　 (proteins)　 to　 an　 analysis　 of　 antibody　 genes,　 The

question　 of　 how　 the　 body　 can　 synthesize　 millions　 of　 different　 types　 of　 andbody

molecules　 focused　 on　 two　 theories.　 The　 somatic　 muta丘on　 theory　 said　 there　 were

few　 antibody　 genes　 and　 they　 diversified　 by　 extensive　 mutation　 during　 the　 lifetime

of　 the　 individuaL　 AIternatively,　 the　 germline　 theory　 said　 there　 were　 many　 antibody

genes,　 most　 were　 present　 in　 our　 DNA　 and　 somatic　 mutation　 was　 unimportant,

Together　 with　 the　 laboratories　 of　 Susumu　 Tonegawa　 and　 Phil　 Leder,　 our　 laboratory

established　 1)　 that　 the　 two　 gene-one　 polypeptide　 chain　 theory　 was　 correct,　 and　 2)

that　 both　 theodes　 were　 partially　 correct　 and　 partially　 incorrect　 about　 antibody

diversification-there　 were　 lots　 of　 antibody　 genes　 in　 our　 DNA　 and　 they　 were

capable　 of　 somatic　 mutation,　 These　 efforts　 led　 to　 a　Nobel　 Prize　 for　 Dr.　 Tonegawa.

My　 laboratory　 became　 excited　 about　 characterizing　 the　 gene　 families　 that　 encoded

two　 other　 classes　 of　 immune　 receptors,　 the　 T-cell　 receptors　 and　 the　 MHC　 receptors,

and　 over　 the　 next　 15　 years　 used　 all　 four　 of　 the　 instruments　 we　 had　 developed　 for

the　 characterization　 sequence　 analyses　 of　these　 receptor　 genes　 in　 mouse　 and　 human.

T]hese　 data,　 together　 with　 a　 new　 approach,　 systems　 biology,　 to　 be　 discussed　 later,

have　 given　 us　 the　 potential　 to　 understand　 in　 a　 deep　 manner　 some　 of　 the　 most

important　 properties　 of　 the　 immune　 system-the　 immune　 response　 (how　 to

generate　 vaccines),　 and　 tolerance　 (why　 the　 bodゾs　 immune　 system　 does　 not　 react

to　 self-components　 or,　 alternatively,　 why　 the　 immune　 system　 does　 in　 disease

conditions　 react　 against　 self　 in　 autoimmune　 diseases).

　 　 In　 the　 late　 1970s,a　 friend　 approached　 me　 and　 said　 it　was　 certainly　 unfortunate

that　 only　 my　 group　 had　 the　 highly　 sensitive　 protein　 sequencer,　 Why　 didn't　 [

commercialize　 it　and　 make　 it　available　 to　 the　 scientific　 community,　 I　was　 intrigued

and　 went　 to　 the　 then　 President　 of　 Caltech,　 Murph　 Goldberger,　 with　 this　 proposition.

Goldberger　 said　 Caltech　 has　 no　 interest　 in　 commercializing　 anything,　 but　 if　 [

wished,　 I　could　 attempt　 to　 commercialize　 it　myse腫I　 went　 to　 19　 companies　 with

the　 fully　 developed　 protein　 sequencer　 and　 a　vision　 of　 the　 three　 other　 instruments

(the　 DNA　 and　 protein　 synthesizers　 and　 the　 DNA　 sequencer)　 and　 how　 collectively

they　 would　 transform　 biology.　 Not　 one　 of　 the　 19　 companies　 I　visited　 was　 interested

and　 a丘er　 three　 visits　 to　 the　 one　 companyI　 thought　 would　 be　 an　 ideal　 partner,

Beckman　 Instruments,Iwas　 told　 not　 to　 come　 back.　 To　 sayIwas　 discouraged　 is

an　 understatement,　 However,　 1　then　 got　 a　call　 from　 Bill　 Bowes,　 a　venture　 capitalist

in　San　 Francisco.　 Bill　 said　 he　 had　 heard　 I　was　 shopping　 my　 instruments　 unsuccess血11y

and　 that　 he　 would　 give　 me　 $2　 million　 to　 start　 a　 company.　 I　was　 ecstatic.　 I　went

137



ともか く、私にオファーを くれたのはバウズ氏だけで したので、学長 もしぶしぶベ ン

チャーと手 を結ぶことを認めて くれました。さて、この話はここで終わりではあ りま

せん。それから間 もなくして、私はキャルテ ックの評議員の前で、生物学の世界が私

たちの装置によってどのように変わってい くかについて話 をする機会があ りました。

たまたま評議員の一人にペックマ ン ・インスツルメンツ社のアーノル ド・ペックマ ン

氏がいました。ペ ックマンさんは講演終了後、私のところにやって来て、「素晴 らしい

発明だ。 これこそまさに我が社が必要としている製品だ」 と言って くれましたが、私

はペ ックマン社には3度 断られました、と申し上げてお きました。その後、学長はさ

らに逡巡 したのですが、最終的にはベンチャーの資金を使って会社を設立することに

同意 してくれました。現在、分子関係の装置では世界の トップを走る、アプライ ド・

バイオシステムズ社の誕生です。

開発品の商品化に初めて着手 したこの時の経験か ら、私は2つ の教訓 を学びまし

た。まず、企業にアプローチをかける時には、商品の長期 ビジョンや市場性 よりも目

先の損益に目が行 きがちな中間管理職ではなく、　CEOを はじめとする経 営 トップに直

接話を持ってい くこと。また、今思えば、19社 すべてに断 られたのはかえって運がよ

かったということです。というのも、19社 の内、私たちの装置のように技術的に難し

い製品の商品化を成功に導 くためには不可欠な有能なスタッフを揃え、また、そのた

めだけに相当の経営資源を集中した り、 しようとした ところはなかったと思うからで

す。これは一般論ですが、これまでの既成概念を覆す ような大 きな話は、既成の企業

にライセンスするよりも、一か ら会社 を立ち.ヒげたほうが うまくいくことがあ ります。

その後、私は、アムジェン、 システ ミックス、ダーウィン、ロゼ ッタ、マ クロジェ

ニックスなど、合計10社 の共同設立者とな りましたが、これ らはすべて、生物学に対

して他 とは違ったアプローチを試みていて、かつ、少な くともその.一部は私の研究室

か ら生まれた、技術的、生物学的発見をベースに しています。すべての研究者には自

らの知識を社会に還元する責務があ り、会社を設立 した り、知的所有権のライセンス

を供与した りすることは、その使命を実行するための有効 な手段の1つ である、とい

うのが私の持論です。

さて、このあたりの話は、マ イク ・ハ ンカピラー、ロイド・スミス、ステ ィーブ ・

ケント、ルーディ ・エーバソル ド、アラン ・ブランチ ヤー ド、ウルフ ・ランデグレン

をはじめとする数多 くの才能豊かな後輩研究員の力に多 くを負っている、 ということ

を申し上げておかなければなりません。彼 らの多 くは現在、バ イオテクノロジーの最
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back　 to　 Murph　 Goldberger　 but　 he　 was　 extremely　 reluctant　 to　 "get　 in　 bed　 with

venture　 capitaL"　 At　 the　 time,　 Harvard　 had　 been　 struggling　 with　 its　 relationship

to　 a　biotechnology　 company　 founded　 by　 two　 of　 its　faculty,　 and　 I　believe　 Murph　 was

reluctant　 to　 face　 the　 same　 problems.　 However,　 it　became　 obvious　 that　 Bowes'　 offer

was　 the　 only　 offer　 on　 the　 table,　 so　 with　 reluctance,　 Goldberger　 agreed　 to　 accept亡he

venture　 capital.　 But　 the　 story　 was　 not　 over.　 Shortly　 thereafter,　 I　gave　 a　lecture　 to

the　 Caltech　 trustees　 on　 the　 vision　 of　 how　 our　 four　 instruments　 would　 change　 the

world　 of　 biology,　 One　 of　 the　 Trustees,　 Arnold　 Beckman,　 came　 up　 to　 me　 afterwards

and　 said,　 `This　 is　 fascinating.　 It　is　just　 what　 my　 company　 needs."Ipointed　 out　 that

his　 company　 had　 already　 turned　 me　 down　 three　 times.　 A丘er　 some　 additional

hesitation,　 Murph　 Goldberger且nally　 agreed　 we　 could　 use　 the　 venture　 money　 to

start　 the　 company　 that　 became　 Applied　 Biosystems.　 Today,　 Applied　 Biosys[ems　 is

world　 leader　 in　 molecular　 instrumentation,

I　learned　 two　 lessons　 from　 my丘rst　 venture　 into　 commercialization.　 First,　 always

approach　 the　 CEOs　 or　 leaders　 of　 companies　 about　 oppor加nities　 and　 not　 the　 middle

level　 managers,　 who　 are　 more　 interested　 in　 short-term　 profit　 and　 loss　 than　 long-term

vision　 and　 potential.　 Second,　 it　 was　 extremely　 fortunate　 that　 a11　 19　 companies

turned　 me　 down,　 because　 I　believe　 none　 of　 them　 could　 (or　 would)　 have　 attracted

the　 talent,　 had　 the　 focus,　 nor　 committed　 the　 resources　 necessary　 to　 commercialize

these　 technically　 challenging　 instruments　 effectively.　 In　 general,　 it　is　often　 true　 that

radical　 new　 opportunities　 can　 progress　 more　 effectively　 as　 new　 start-ups　 rather

than　 through　 the　 licensing　 to　 preexisting　 companies.　 I　have　 gone　 on　 to　 co-found

ten　 additional　 companies,　 including　 Amgen,　 Systemix,　 Darwin,　 Rosetta,　 and

MacroGenics-all　 with　 very　 different　 approaches　 to　biology　 and　 all　using　 technologies

and　 biology　 emerging,　 at　 least　 in　 part,　 from　 my　 laboratory.　 I　believe　 every　 scientist

has　 an　 obligation　 to　 transfer　 his　 or　 her　 knowledge　 to　 society,　 and　 creating

companies　 (and　 Iicensing　 intellectual　 property)　 is　one　 effective　 way　 to　 do　 so.

　 　 I　must　 stress　 that　 the　 work　 I　am　 discussing　 here　 was　 done　 largely　 by　 incredibly

talented　 young　 colleagues,　 many　 of　 whom　 have　 gone　 on　 to　 be　 leaders　 in

biotechnology-Mike　 Hunkapiller,　 Lloyd　 Smith,　 Steve　 Kent,　 Ruedi　 Aebersold,　 Alan

Blanchard,　 Ulf　 Landegren,　 and　 many　 others.　 Perhaps　 this　 has　 been　 my　 greatest

pleasure　 in　 science-working　 with　 talented　 and　 energetic　 young　 scientists-

undergraduate　 and　 graduate　 students,　 as　 well　 as　 postdoctoral　 fellows.　 Let　 me　 say

a　 word　 about　 mentoring,　 I　 have　 had　 the　 privileged　 opportunity　 to　 work　 with

outstanding　 graduate　 students　 and　 postdoctoral　 fellows.　 For　 exceptional　 young
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先端 を担 っています。これ までの私の研究者生活で、おそ らく最大の喜 びは、学部学

生、大学院生、博士号を取得 したフェローなど、精力的で才気溢れる若き研究者と一

緒に仕事がで きたことです。 さて、ここで先輩研究者の果たすべ き役割 について一言

お話 ししたいと思います。私 自身、優秀な大学院生や博士号を持ったフェローなどと

一緒 に仕事をする機会に恵 まれたわけですが
、特に優 れた駆け出しの研究者 に対 し

て、先輩研究者は、高い レベルの科学的 ならびに知的環境、適切な技術、財政資源、

そ して彼 らの興味を掻き立てるようなテーマを与えてや らなければな りません。研究

活動のあらゆる局面で、自らの研究者としての姿勢を通 じて、学生の参考 となるモデ

ルを示 さなければな りません。 また、彼 らが助けを必要 としている時 には、いつでも

その求めに応 じなければなりません。 もちろん、最終的には、彼 らは自ら課題に取 り

組むことによって科学というものを学び取 らなければならないことは言うまでもあ り

ません。学生たちには、個々の課題を自ら解決していけるよう、 自由と時間を与えて

や らなければなりません。彼 らがデー タを集め終わると、そのデータを分析 し、最後

には論文の書 き方の手本を示す、という大事な仕事が先輩研究者を待 っています。学

生が優秀であれば、明示的に指導を行 う必要がなくな ります。 というのも、学生は、

先輩研究者が時間や、時にはそれに必要な特別な技能がな くて解明できていない問題

に対す る解決策を持 ってやってくることもあるためです。私の教え子 については、こ

うしたことが よくあ りました。

キャルテックで教授 をしている時に、私はついに妻の忠告を受け入れて タッチ ・

フットボールから足を洗 うことにしました。実は、学生時代に作った膝の古傷が再発

して、何度か病院で診て もらっていたのです。その代わ り、3～6マ イル程度を朝、で

きるだけ走るように しています。走っていると研究に関する良いアイデアが よく浮か

んで きます。走る時はいつ も1人 です。1つ の トピックに絞って1時 間かそこら誰に

も邪魔 されずに考えを巡 らせることがで きるのは、1日 のうちで もこの時だけです。

自分では1つ の問題を様々な角度から考えて楽 しんでいます。

1985年 の春、私を含めて総勢12人 の研究者が、カリフォルニアのサンタクルーズで

行われたヒ トゲノム ・プロジェク トの第一回会合に招かれました。 ヒ トゲノムという

のは、私たちの細胞の一つ一つに存在 している23組 の染色体のことで、全部で30億 文

字のDNA言 語を含んでいます。 カリフォルニア大学サ ンタクルーズ校のセ ンシャイ

マー学長が、ヒトゲノムの解析 を行う機関の創設を検討 していて、専門家の意見を聞

く、 というのが会合の趣旨でした。私たち12名 は丸一 日半、議論 を戦わせた結果、2
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scientists,　 a　 mentor　 should　 provide　 a　 rich　 scientific/intellectual　 environment,

adequate　 technical　 and丘nancial　 resources,　 and　 an　 interesting　 problem.　 The　 mentor

provides　 a　 power血lmodel　 for　 the　 student　 of　 how　 he　 or　 she　 goes　 about　 the

various　 aspects　 of　his　 or　 her　 science.　 The　 mentor　 must　 be　 freely　 available,　 but　 in　the

end,　 young　 scientists　 learn　 science　 by　 working　 thr血gh　 the　 challenges　 themselves,

Students　 must　 be　 given　 the　 freedom　 and　 time　 to　 figure　 out　 how　 to　 solve　 their

particular　 problem.　 Once　 the　 data　 are　 gathered,　 the　 mentor　 again　 plays　 an　 important

role　 in　 modeling　 the　 way　 in　 which　 data　 is　analyzed　 and,　 ultimately,　 the　 way　 papers

are　 written,　 The　 better　 the　 student,　 the　 less　 explicit　 input　 is　required　 f「om　 the　 mentor,

Students　 will　 often　 come　 up　 with　 solutions　 to　 problems　 that　 the　 mentor　 would

neither　 have　 the　 time　 nor,　 in　 some　 cases,　 the　 specialized　 sknls　 necessary　 to　 solve,

This　 was　 often　 the　 case　 with　 my　 students,

　 　 While　 a　faculty　 member　 at　Caltech,　 Valerie　 finally　 persuaded　 me　 to　 quit　 playing

touch　 football　 after　 multiple　 trips　 to　 the　 hospital　 with　 repeated　 knee　 injuries　 (recur-

rences　 of　 my　 old　 college　 football　 injuries).　 I　then　 started　 running　 three　 to　 six　 miles

many　 mornings.　 I　have　 found　 that　 my　 best　 scientific　 ideas　 have　 often　 come　 while

running,　 I　run　 alone,　 It　 is　 one　 time　 during　 the　 day　 when　 I　can　 think　 in　 an

uninterrupted　 manner　 on　 a　focused　 topic　 for　 an　 hour　 or　 more,　 [t　is　wonder血1to　 be

able　 to　 explore　 a　problem　 from　 many　 different　 angles,

　 　 　 In　 the　 spring　 of　 1985,1was　 invited　 along　 with　 ll　 other　 scientists　 to　 Santa

Cruz,　 California　 to　 the　 first　 meeting　 ever　 held　 on　 the　 Human　 Genome　 Project.

(rhe　 human　 genome　 is　 the　 23　 pairs　 of　 chromosomes　 present　 in　 each　 of　 our　 cells

that　 collectively　 contain　 3　billion　 letters　 of　 the　 DNA　 language.)　 Robert　 Sinsheimer,

Chancellor　 of　 the　 University　 of　 California　 at　 Santa　 Cruz,　 was　 considering　 creating

an　 institute　 to　 sequence　 the　 human　 genome　 and　 he　 sought　 expert　 advice.　 The　 12

0f　us　 debated　 for　 one　 and　 a　half　 days　 and　 came　 to　 two　 conclusions.　 First,　 it　would　 be

feasible,　 although　 technically　 challenging,　 to　 sequence　 the　 human　 genome;　 and

second,　 we　 were　 evenly　 split　 on　 whether　 it　would　 be　 a　good　 idea.　 I　was　 intrigued

by　 three　 aspects　 of　 this　 project,　 First,　 it　 brought　 to　 biology　 an　 entirely　 new

approach　 to　 science,　 which　 l　have　 since　 termed　 "discovery　 science."　 The　 idea　 is

that　 all　 of　 the　 elements　 of　 a　 biological　 system　 can　 be　 defined　 and　 placed　 in　 a

database,　 thus　 enriching　 the　 infrastructure　 of　 biology　 and　 potentially　 changing

how　 science　 is　 done　 by　 raising　 the　 possibility　 of　 global　 analyses.　 For　 example,

sequencing　 the　 human　 genome　 and　 placing　 the　 sequences　 of　 the　 23　 pairs　 of

human　 chromosomes　 in　 a　 database　 is　 pure　 discovery　 science,　 which　 raises　 the
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つの結論 に達 しました。まず、ヒトゲノムの配列決定は、技術的には難 しい面 もある

が、可能であるということ。そして、もう1つ の結論は、実際にそれを行うか否かに

ついて私たちの意見が真っ二つに分かれたということです。私は3つ の理由で、この

プロジェク トに魅力を感 じていました。1つ 日は、このプロジェクトによって、私が

「発見科学」 と名づけた全 く新 しいアプローチが生物学にもた らされたことです。こ

れは、生物系のあらゆる要素はデータベースによる定義付け、整理が可能であるとい

う考え方で、このアプローチが浸透 し、包括的な分析を行うチ ャンスが増えれば、生

物学のインフラの整備が進み、科学の 「手法」が従来のもの とは一変 して しまう可能

性 も秘め られています。例えば、ヒ トゲノムの配列を決定 した り、23組 の ヒト染色体

をデータベースに置き換えた りする作業 も純粋な発見科学ですが、これにより、例え

ば健康な、 または腫瘍化 した細胞など、ヒ トの全遺伝子の行動を全体的に分析するこ

とが 可能になります。すでに、こうした分析は 口常的に行われています。発見科学は、

まず仮説ありきで仮説を証明するために実験 を計画するとい う、 これまでの仮説中心

の 手法 とは180度 異な ります。2つ 目ですが、私はヒ トゲノム ・プロジェク トによっ

て、高速DNA解 析技術の開発が進むことになるだろうと考えていました。この技術は、

当時、私の研究室の中心的プロジェク トでした。 さらに、このプロジェク トにより、

生物学には欠かせない情報の単位である遺伝子、メッセ ンジャー　RNA,蛋 白質など

の行動を測定する高速ツールの開発の道が開ける可能性があ りました、3つ 目は、 ヒ

トゲノム ・プロジェク トが人類の健康に大きく貢献する可能性 を秘めているという点

です。このプロジェク トは遺伝的に欠陥のある遺伝子を発見す るツールのような役割

を果たす ものですが、これこそ、ヒ トゲノムが病気の発症において果たす役割の解明、

ならびにそうした欠陥遺伝子が誤って作用することを予防 してい く試みの第一歩 とな

るのです。 こうした方向性は、ゆくゆくは予知医学、予防医学 といった方向に進んで

いきます。 このことについては後ほど詳 しく述べたい と思います。

さて、こうした大きな可能性を秘めたヒ トゲノム ・プロジェク トですが、1985年 か

ら1990年 までは、ほ とん どの生物学者か ら猛烈な反発を食らってい ました。私自身

も、このプロジェク トの持つ大 きな可能性について何度 も講演活動を行い、敵意剥 き

出 しの質問も多数受けました。おそらくゲノムの2%程 度 しか遺伝子はないだろうか

ら、ゲノム全体の配列 を決定する作業など、時間とお金の無駄である、というのが大

方の生物学者の考えでした。さらに、ヒ トゲノム ・プロジェク トは仮説主導型ではな

かったので、これは純粋な意味での科学ではない、 とも考 えられていたようです。私
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possibility　 of　 globally　 analyzing　 the　 behavior　 of　 all　 human　 genes,　 for　 example,　 in

normal　 and　 cancer　 cells　 (which　 we　 now　 routinely　 can　 do).　 Discovery　 science

stands　 in　 contrast　 to　 hypothesis-driven　 science,　 where　 a　 hypothesis　 is　 formulated

and　 experiments　 are　 designed　 to　 test　 the　 hypothesis.　 Second,　 the　 Human　 Genome

Project　 would　 push　 the　 development　 of　 high-speed　 DNA　 sequencing,　 a　 central

project　 of　 my　 laboratory　 at　 the　 time,　 and　 equally　 important,　 it　raised　 the　 possibility

of　 developing　 other　 high-throughput　 tools　 for　 measuring　 the　 behaviors　 of　 genes,

mRNAs,　 and　 proteins-the　 informational　 building　 blocks　 of　 biology.　 Finally,　 [　was

excited　 by　 the　 enormous　 promise　 the　 Human　 Genome　 Project　 held　 for　 human

health,　 for　 it　was　 a　 too1　 (or　 discovering　 genetically　 defective　 genes,　 the　 first　 step

toward　 understanding　 their　 roles　 in　 disease　 and　 how　 to　 overcome　 [heir　 defective

functioning‐moving　 us　 toward　 what　 I　have　 come　 to　 call　 predictive　 and　 preventive

medicine.　 I　will　 return　 to　 this　 topic.

　 　 In　 spite　 of　 all　 this　 promise,　 most　 biologists　 vehemently　 opposed　 the　 Human

Genome　 Project　 from　 1985-1990.　 I　remember　 giving　 many　 lectures　 on　 the　 Human

Genome　 Project's　 enormous　 potential　 and　 responding　 throughout　 this　 time　 to　 many

hostile　 questions.　 Most　 biologists　 felt　 that　 since　 only　 2　 percent　 of　 the　 genome　 was

presumably　 genes,　 it　 was　 a　 waste　 of　 time　 and　 money　 to　 sequence　 the　 entire

genome.　 Moreover,　 since　 the　 Human　 Genome　 Project　 was　 not　 hypothesis-driven,

most　 biologists　 felt　it　was　 not　 real　 science.　 It　was　 peloratively　 termed　 stamp　 col|ecting

or　 a　 fishing　 expedition.　 The　 opponents　 totally　 failed　 to　 understand　 the　 power　 of

discovery　 science.　 Finally,　 since　 the　 Human　 Genome　 Project　 w皿1d　 cost　 approximately

$3　 billion,　 it　was　 labeled　 as　 big　 science　 and,　 hence,　 was　 automatically　 bad.　 I　was

struck　 during　 this　 five-year　 debate　 by　 how　 closed-minded　 most　 of　 the　 opponents

were-not　 that　 they　 did　 not　 have　 valid　 points,　 but　 that　 they　 could　 (would)　 not　 admit

to　 the　 valid　 points　 from　 those　 supporting　 the　 Human　 Genome　 Project,　 The　 turning

point　 in　 the　 debate　 came　 when　 the　 National　 Academy　 of　 Sciences　 appointed　 a

committee,　 chaired　 by　 Bruce　 Alberts,　 its　 current　 president,　 made　 up　 equally　 of

proponents　 and　 oPPonents　 of　 the　 project.　 This　 committee　 unanimously　 endorsed

the　 Human　 Genome　 Project,　 which　 started　 in　 1990　 with　 a　 projected　 15-year

timeline.　 The　 first　 draft　 of　 the　 human　 genome　 was　 finished　 in　 2001　 and　 it　will　 be

completely丘nished　 in　 April　 2003-just　 in　 time　 to　 celebrate　 the　 50°i　 anniversary　 of

the　 discovery　 of　 the　 structure　 of　 DNA　 The　 Human　 Genome　 Project　 has,　 as　 I　will

discuss　 later,　 transformed　 the　 landscapes　 of　 biology　 and　 medicine.　 But　 the　 major

early　 imperative　 coming　 directly舳m　 the　 Human　 Genome　 Project　 was　 to　 drive
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たちがやっているのは切手収集や魚釣 りとなんら大差ない、などという罵声も浴びせ

られました。 しか し、彼 ら反対派は、発見科学の本当の可能性 を理解 していませんで

した。 また、ヒ トゲノム ・プロジェク トは最大3〔臆 ドルの経費がかかるとされていた

ため、「金食いサイエ ンス」と椰楡 され、それだけで良 くないとレッテルを貼られたの

です。私は、1985年 からの5年 間、そうした論争にも参加 しましたが、反対派のほと

んどがあまりにも頑であることに衝撃を受けました。彼 らは有効な主張 を持っていな

かっただけでなく、 ヒトゲノム ・プロジェク トを支持 していた人々の主張の良いとこ

ろを認めることができず、また、認めようとは しませんで した。 しかし、こうした論

争にも転換点が訪れました。米国科学アカデ ミーが当時の学長であるブルース ・アル

バー トを座長とし、賛成派、反対派の委員がそれぞれ半数 を占める委員会を発足 させ

たのですが、委員会は満場一致でヒ トゲノム ・プロジェク トの支持 を決め、1990年 に

は15年 という期限が設けられました。その後、2001年 には配列の概要が完成 し、2003

年4月 には終了予定と、　DNA構 造発見の50周 年に間に合 うペースでプロジェク トは進

んでいます。後でもお話 ししますが、ヒ トゲノム ・プロジェク トは生物学、医学の様

相を根本から変えてしまいました。 しか し、プロジェクト初期の段階では、大規模な

DNA配 列決定の自動化を推 し進めることが急務でした。そ して私の研究室 も、こうし

た目標 を掲げることによって、生物学における学際的研究 というアプローチに傾倒 し

ていったのです。

自動DNA解 析装置の開発には、生物学、化学、工学、コンピュー タ科学 など、様々

な分野の技術をブレン ドする必要があ りました。1980年 代頃には、私の研究室では、

当時の生物学研究室としてはユニークだった学際的カルチャーが育 まれていて、生物

学者 と技術者が連絡を取 り合いながら仕事を進めていました。1987年 、私たちは全米

科学財団(NSF)が 新 しく始めた科学技術セ ンター(STC)と いうプログラムに応募

し、助成金を得ることがで きました。 このセンターの 目的は3つ あ りました。 まず、

科学 と技術の統合。これは私たちの場合、分子バ イオテクノロジーになります。2つ

目は、研究面で、産業界 と有意義なパー トナーシップを締結すること。最後に、出張

教育プログラムを支援すること。これは私たちの場合、幼稚園児から高校生 までを対

象としたK-12プ ログラムとなります。訂Cプ ログラムが有効に機能 したのは、年間300

万 ドル規模の資金を、11年 間にわたって柔軟に提供 していくというスケジュールのお

かげです。 また、中間見直しも何度か行われました。　STCプ ログラムは、連邦政府が

スポンサーとなったものの中で、最 も優れたプログラムの1つ だと思います。私たち
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forward　 the　 automadon　 of　 large-scale　 DNA　 sequencing-and　 this　 objective　 pushed

my　 laboratory　 toward　 the　 idea　 of　 cross-disciplinary　 science　 in　 b三〇10gy.

　 　 The　 development　 of　the　 automated　 DNA　 sequencer　 required　 a　blend　 of　technical

expertise:　 biology,　 chemistry,　 engineering,　 and　 computer　 science,　 By　 the　 1980s,　 my

laboratory　 had　 developed　 a　 then　 unique　 (for　 biology)　 cross-disciplinary　 culture

where　 the　 biologists　 and　 technologists　 communicated　 effectively　 with　 one　 another.

In　 1987,　 we　 applied　 for　 and　 received　 a　newly　 initiated　 National　 Science　 Foundation

(NSF)　 program　 named　 the　 Science　 and　 Technology　 Centers　 (STCs).　 The　 purpose

of　 the　 these　 centers　 was　 three-fold:　 1)　 to　 integrate　 science　 and　 technology　 (in　 our

case　 molecular　 biotechnology),　 2)　 to　 establish　 meaning血1　 scientific　 partnerships

with　 industry,　 and　 3)　 to　 support　 educational　 outreach　 programs,　 which　 we　 defined

as　 K-12　 science　 education.　 The　 key　 to　 making　 this　 program　 work　 was　 ll　 years　 of

flexible　 fUnding　 at　 the　 level　 of　 $3　 million　 per　 year　 (with　 competitive　 reviews).

I　believe　 the罰 ℃ 　program　 was　 one　 of　 the　 most　 outstanding　 ever　 funded　 by　 the

federal　 government.　 Our　 STC　 was　 exceptionally　 success血1-we,　 together　 with

others,　 pioneered　 the　 DNA　 oligonucleotide　 array　 (chip)　 technology　 and　 virtually

started　 the　 field　 of　 proteomics.　 Our　 STC　 spawned　 2　 0f　 the　 16　 Genome　 Centers　 that

worked　 on　 the　 Human　 Genome　 Project.　 It　 also　 spawned　 a　 myriad　 of　 industriaI

collaborations　 and　 started　 one　 of　 the　 most　 success血l　 K-12　 science　 education

programs　 in　 the　 United　 States,　 which　 I　will　 discuss　 later

　 　 I　was　 surprised　 that　 only　 one　 of　 my　 biologist　 colleagues　 at　 Caltech,　 Eric

Davidson,　 was　 interested　 in　 participating　 in　 this　 center.　 Yet,　 in　 retrospect,　 I　realize

now　 how　 resistant　 even　 outstanding　 biologists　 were　 to　 the　 integration　 of　 technology

into　 biology.　 For　 example,　 I　remember　 one　 surprising　 episode　 in　 1973　 with　 the

then　 Chairman　 of　 Biology,　 Robert　 Sinsheimer,　 where　 he　 warned　 me　 about　 spending

too　 much　 of　 my　 time　 on　 technology,　 I　pointed　 out　 that　 I　had　 originally　 told　 him　 of

my　 intention　 to　 split　 my　 efforts　 between　 biology　 and　 technology,　 and　 thatIwas

still　committed　 to　 doing　 so.　 I　got　 tenure　 later　 that　 year,　 quite　 early　 for　 Caltech,　 so

the　 warning　 was　 unrelated　 to　 my　 tenure　 evaluation.　 Years　 later,　 Sinsheimer　 told　 me

his　 warning　 was　 merely　 a　reflecfion　 of　 how　 the　 majority　 of　 the　 senior　 faculty　 fe壮.

AndI　 saw　 this　 attitude　 once　 again　 as　 Irealized丘om　 the　 STC　 success　 thatIcould

not　 create　 alone　 the　 appropriate　 cross-disciplinary　 environment　 entirely　 within　 my

laboratory,　 but　 rather　 we　 needed　 other　 cross-disciplinary　 faculty,　 and　 especially

graduate　 students　 with　 an　 interest　 in　 cross-disciplinary　 science.　 I　initially　 proposed

within　 the　 Division　 of　 Biology　 that　 there　 be　 a　molecular　 biotechnology　 option　 with
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のSTCも 大 きな成果を収め、他のチームとも協力 して、オリゴヌクレオチ ド、つまり

DNA断 片の合成 という新たな技術の開発を行い、プロテオミクスと呼ばれる分野の実

質的立ち上げに成功 しました。また、ヒ トゲノム ・プロジェクトに参加 している16の

ゲノム ・センターの内、私たちのプログラムか ら2つ が誕生 しました。 さらに、数え

きれないほどの産学協同プロジェクトを生み出す とともに、幼稚園児から高校生 まで

を対象 とした科学教育プログラム(K-12)と しては全米で も最大級の成功を収めたプ

ログラムを生み出しました。これについては後ほと詳 しくお話 しいたします。

ところが、驚いたことに、キャルテックの生物学教授の中では、エ リック ・デヴィッ

ドソンだけしかプログラムへの参加に興味を示 しませんでした。今から思うに、優れ

た生物学者でさえ、生物学に科学技術を導入することに大きな抵抗があったのでしょう。

1973年 には、こんなことがありました。当時、キャルテックの物理学部長だったロバー

ト・センシャイマーが、あまり科学技術のほうに時間を取 られす ぎないように、とい

う忠告を私にくれました。私は、最初か ら彼には私の計画、つまり、生物学 と科学技

術にそれぞれ半分ずつ時間を費やすつもりである ということはすでに述べてありまし

たし、その考えに変わ りはないということを伝 えました。その年の終わ りには、キャ

ルテックとしては異例の早いタイミングで私の契約が更新 されたので、どうやらあの

時の警告は私の勤務評価には無関係だったようです。何年か経って、セ ンシャイマーは、

あの時の忠告は、古参教授の大多数の意見を代弁 したものだった、と私に明かして く

れました。私は、　STCで の成功体験か ら、自分の研究室だけでは最適な学際的環境を

作 り出せないが、別の学際的学部、特に学際的研究に関心 を持った大学院生を集める

ことが必要であると考える ようになったのですが、それを実行に移そ うとした時に、

またして も同じような拒絶反応 に直面 したのです。私 は、 まずは必要な知識を持った

教授を見つけ出し、分子生物工学関係のオプションも用意するべきだ、と生物学部内で

提案したのですが、学部内で指導的立場にあった教授たちはこれを否決 しました。そ

こで私はキャルテ ックの学長、 トム ・イブハー トに、分子生物工学を研究する新 しい

学部の創設を訴えかけました。学長は、私が 「生物学の教授を説得で きるならいいだ

ろう」 と言って くれました。化学部 と工学部はこのアイデアに乗ってくれていました

が、生物学部だけは反対でした。この頃までに、私は、学際的研究ビジョンこそ、今後

将来的に生物学者が進んでいくべ き道であると確信するようになっていました。という

わけで、かな り気が進 まなかったのですが、1992年 にはワシン トン大学の医学部に

移る決心をし、そこで分子生物工学 とい う学際的研究を行 う学科を立ち上げました。
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the　 recruitment　 of　 appropriate　 faculty.　 The　 leaders　 in　 Biology　 turned　 this　 down.　 I

then　 went　 to　 the　 President　 of　 Caltech,　 Tom　 Everhart,　 with　 the　 suggestion　 of　 a　 new

Division　 of　 Molecular　 Biotechnology.　 He　 said,　 "Fine,　 if　 you　 can　 convince　 your

biologist　 colleagues."　 The　 divisions　 of　 Chemistry　 and　 Engineering　 were　 supportive

of　 the　 idea,　 but　 Biology　 was　 opposed.　 By　 this　 time,　 I　had　 become　 convinced　 this

cross-disciplinazy　 VISIOR　 of　 science　 was　 essential　 to　 where　 I　thought　 biology　 should

move.　 So　 1[　was　 with　 considerable　 reluctance　 I　made　 the　 decision　 in　 1992　 to　 move

丘om　 Caltech　 to　 the　 University　 of　 Washington　 School　 of　 Medicine,　 where　 I　founded

the　 cross-disciplinary　 Department　 of　 Molecular　 Biotechnology.
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ワシン トン大学 分子生物工学科時代(1992-1999)

ワシン トン大学を初めて訪れた際、医学部のフィリップ ・フィアルコ学部長 にお会

いし、新 しい学部に対する私のビジョンをご説明しました。 ところが、学部長は、私

のア イデアは医学部 という環境での実践に本当に適 しているのか疑問があ り、また、

複雑す ぎるようにも思 う、というご感想で した。私はすっか り落胆 して家路 につ きま

した。 しか し、1週 間後、学長は私に電話をくださり、考えが変わった とおっ しゃった

のです。そして私の家 まで文字通 り飛んできて、このプロジェク トはぜひとも実現 さ

せるべ きだと丸一 日かけて私を説得 して くださいました。多忙な医学部の部長が、こ

れほ どの大 きなプロジェク トに関して自分の立場を変え、生物学者で さえそのほとん

どが見落 としていた未来のビジョンを理解 していただいたという事実に、正直言って

私は驚か されました。私は早速ワシントン大学のダーンツ記念講演会に招かれ、学際

的技術のこと、そ してそうした技術が未来の生物学や医学 にもた らす影響 について、

私が考えていたことをかいつまんでお話 ししました。あの ビル ・ゲイツもこの講義 を

聞いて くれていて、その後、4時 間にもわたる豪華なデ ィナーの席で分子生物工学科

設立への支援 を約束して くれたのです。私はNSF科 学技術センターをキャルテックか

ら引 き払 うと、それからの4年 間、生物学者、エンジニア、コンピュータ科学者、化

学者が集 う、初めての本格的な学際的学部 となる分子生物工学科、ならびに大学院課

程の立 ち上げに奔走しました。手前味噌になりますが、この試みは大成功 を収めまし

た。教授陣としては、ジョン ・イエーツとルーデ ィ ・エーバソル ドの2人 がプロテオ

ミクス関係を、メナー ド・オルソンと私の2人 は、それぞれ、別々のヒ トゲノム ・セ

ンターの運営にあた りました。私の研究室は、オリゴヌクレオチ ドアレイの合成に使

用するインクジェットプリンターの新 しい技術の開発に成功 しました。現在、ロゼ ッ

タとアジレソトの2社 でライセンス業務を行っているこの技術は、全遺伝子の発現パ

ターンの研究を可能にする包括的技術の一例 と言えます。この技術 を使えば、誰でも

すべてのヒ ト遺伝子を代表するDNAの 断片を持った配列を合成 し、それを使って正常

な細胞や癌細胞で遺伝子の発現パター ンを比較することがで きます。遺伝子発現のパ

ターンの変化は、例えば、癌のメカニズムを知る手がか りとなります。一方、ゲル ・

ファンデ ンエングは世界最高の性能を誇る蛍光活性化細胞選別装置の開発に成功 しま

した。 フィル ・グリー ンはヒトゲノム ・プロジェク トで中心的な役割を果たす、組立

て、品質管理 ソフ トウェア ・プログラムの開発で先駆的な仕事をしました。 これらの

成功事例からもお分か りいただけるように、分子生物工学科は私の想像をはるかに越
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University　 of　Washingtc)n,　 Department　 of　 Molecular　 Biotechnology　 (1992-1999)

When　 I　first　 went　 to　 the　 University　 of　 Washington　 to　 discuss　 my　 vision　 for　 a

cross-disciplinary　 department,　 the　 Dean　 of　 the　 School　 of　 Medicine,　 Philip　 Fialkow,

felt　 my　 vision　 was　 inappropriate　 and　 far　 too　 sophisticated　 for　 a　medical　 school.　 I

went　 home　 disappointed.　 However,　 Fialkow　 called　 me　 a　week　 later　 and　 said　 he　 had

reconsidered-he　 new　 down　 and　 spent　 a　day　 with　 me　 and　 convinced　 me　 we　 should

explore　 the　 possibilities.　 I　found　 it　quite　 remarkable　 that　 a　 busy　 medical　 school

dean　 could　 actually　 change　 his　 mind　 on　 a　major　 topic　 like　 this　 and　 see　 a　vision　 of

the　 future　 most　 biologists　 failed　 to　 appreciate.　 I　was　 invited　 to　 give　 three　 Danz

I£ctures　 at　 the　 University　 of　 Washington,　 where　 I　encapsulated　 my　 views　 on　 cross-

disciplinary　 technologies　 and　 the　 impact　 they　 would　 have　 on　 the　 future　 of　 biology

and　 medicine.　 Bill　 Gates　 attended　 these　 lectures　 and　 subsequently　 at　 a　fascinating

four-hour　 dinner　 agreed　 to　 help　 support　 the　 creation　 of　the　 Department　 of　 Molecular

Biotechnology.　 I　moved　 the　 NSF　 Science　 and　 Technology　 Center　 from　 Caltech　 and

succeeded　 over　 the　 next　 four　 years　 in　 creating　 the丘rst　 ever　 cross-disciplinary

department　 of　 molecular　 biotechnology　 (with　 biologists,　 engineers,　 computer

scientists,　 and　 chemists)　 and　 a　 novel　 graduate　 program.　 1　believe　 this　 department

was　 extremely　 success血1.　 John　 Yates　 and　 Ruedi　 Aebersold　 together　 started　 the

丘eld　 of　 proteomics.　 Maynard　 Olson　 and　 I　each　 ran　 independent　 Human　 Genome

Centers.　 My　 laboratory　 developed　 the　 new　 inkづet　 printer　 technology　 for　 synthesizing

oligonucleotide　 arrays　 (now　 licensed　 by　 Rosetta　 and　 Agilant),　 yet　 another　 example

of　 a　 global　 technology　 that　 permits　 the　 study　 of　 the　 expression　 patterns　 of　 all

genes,　 For　 example,　 one　 could　 synthesize　 an　 array　 with　 DNA舳gments　 represent　 ng

all　 human　 genes　 and　 use　 this　 array　 to　 compare　 the　 patterns　 of　 gene　 expresson

inanormal　 cell　 andacancer　 ce11.　 The　 changes　 in　 the　 patterns　 of　 gene　 express　 on

provide　 clues　 to　 the　 nature　 of　 the　 cancer　 mechanism.　 Ger　 van　 den　 Engh　 developed

the　 world's　 most　 power畑fluorescent-activated　 cell　 sorting　 machine.　 Phil　 Green

pioneered　 the　 critical　 software　 programs　 for　 assembly　 and　 quality　 control　 in　 the

Human　 Genome　 Project,　 Thus,　 the　 department　 was　 successfUI　 beyond　 my　 wildest

expectations,　 but　 a　striking　 new　 opportunity　 that　 I　had　 been　 thinking　 about　 since

1990　 0r　 so　 began　 to　 emerge-systems　 biology.　 Systems　 biology　 advocates　 studying

all　the　 elements　 in　 a　 system　 rather　 than　 studying　 systems　 one　 gene　 or　 one　 protein

at　a　time　 as　 biologists　 have　 done　 for　 the　 past　 30　 years.　 I　will　 return　 to　 systems　 biology.

The　 School　 of　 Medicine　 was　 a　 wonder血1　 environment　 for　 extending　 my

research　 interests　 into　 human　 biology　 and　 disease.　 With　 Paul　 Lange,　 Chairman　 of
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える成功 を収めたのですが、一方で、私が1990年 頃か らずっと暖めていた、大 きな可

能性を秘めたアイデアが現実のものとなってきていました。そのアイデアとは、 シス

テム生物学 と呼ばれるものです。 この学問は、この30年 間、生物学者がず っとそうし

て きたように、一度に1つ の遺伝子、蛋白質を取 り上げてシステムを研究するのでは

なく、あるシステムに含まれるすべての要素の研究を同時に行うことを提唱するもの

です。 システム生物学については、後ほど詳しくお話 しします。

ワシントン大学医学部の環境は素晴らしく、私の研究テーマ も人類生物学や疾患へ

と拡がっていきました。泌尿器科学科のポール ・ランジ学科長、博士課程の優 れた

フェロー、ビー ト・ネルソン、そ して私の3人 は、　DNAの 配列分析、　DNAア レイ、

プロテオミクスなど、様々な包括的技術を用いた前立腺癌へのシステム ・アプローチ

に関心 を抱 きました。また、ブレッ ド・ハ ッチンソン癌研究所のエ レーン ・オス トラ

ンダーとジャネット・スタンフォー ドの協力により、前立腺癌に関す る遺伝学的研究

も始めました。 この2つ の取組みは、マイケル ・ミルケンならびにそのCaP　CURE基

金の援助 を受けました。 ミルケン氏は、テレビの力を利用 し、ジェネラル ・シュバル

ツコフと私を加 えた3人 で人気 トーク番組 「ラリー ・キ ング ・ライブ」に出演 して、

家族に2人 以上前立腺癌患者がいる人々に呼びかけ、私たちが当時行 っていた遺伝子

族の研究に参加 してもらってはどうか、 と持 ちかけてきました。私は彼の話に半信半

疑でしたが、 ともか くこの提案に合意 しました。蓋を開けてみると、翻 が放送され

てから数週間で、なんと200組 以上の家族が申 し込んできました。この8年 間、こう

して集まった被験者を対象 とした研究によって、前立腺癌 をかか りやす くする染色体

が存在するであろう場所に関して、実 りある発見がなされました。私の研究室も、骨

髄幹細胞、 自己免疫疾患の研究を開始 しましたが、これらの研究はすべ て、私たちを

は じめとする研究者が開発 したゲノミクス技術やプロテオ ミクス技術か ら多大な恩恵

を受けています。このように、先端技術、生物学、医学の統合が徐 々に進んでいきま

した、それと同時に、学際的な研究、 インターネット、そ して ヒトゲノム ・プロジェ

ク トが交わる分野において、新たな生物学、医学の可能性が生 まれつつあ りました。

システム生物学です。

1996年 、私はある提案を持ってワシントン大学のリチャー ド・マコーミック学長を

訪ね ました。私の学科は急激 に大きくなって きましたが、スペースが少な く手狭に

なって きたので、新 しいビルを建ててそちらに引越 し、システム生物学の進歩に一層

弾みをつけたい、ついては資金調達をお願い したい、とい うのがその提案の内容で し
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the　 Department　 of　 Urology,　 and　 a　remarkable　 M.D.　 fellow,　 Pete　 Nelson,　 I　goいnter-

ested　 in　 systems　 approaches　 to　 prostate　 cancer　 using　 various　 global　 technologies

(e.g.,　 DNA　 sequencing,　 DNA　 arrays,　 proteomics,　 etc.).　 With　 Elaine　 Ostrander　 and

Janet　 Stanford　 of　 the　 Fred　 Hutchinson　 Cancer　 Research　 Center,　 we　 started　 to　 study

the　 genetics　 of　 prostate　 cancer.　 Both　 of　 these　 efforts　 were　 supported　 by　 Michael

Milken　 and　 his　 CaP　 CURE　 Foundation.　 To　 illustrate　 the　 power　 of　 television,

Michael　 suggested　 that　 he,　 General　 Schwartzkof,　 and　 I　go　 on　 Larry箇ng　 Live　 and

make　 an　 appeal　 to　 families　 with　 two　 or　 more　 cases　 of　 prostate　 cancer　 and　 urge

them　 to　 participate　 in　 our　 genetic　 family　 studies.　 I　was　 skeptical　 but　 I　agreed.

Within　 weeks　 after　 the　 program,　 we　 had　 more　 than　 200　 families　 sgned　 up.　 Over

the　 past　 eight　 years,　 the　 study　 of　 these　 families　 has　 yielded　 fasc　 nating　 insights

into　 potential　 chromosomal　 regions　 predisposing　 to　 prostate　 cancer.　 My　 laboratory

also　 began　 to　 study　 bone　 marrow　 stem　 cells　 and　 autoimmune　 disease.　 All　 of　 these

studies　 were　 enormously　 facilitated　 by　 the　 genomics　 and　 proteomics　 technologies

and　 strategies　 that　 we　 and　 others　 had　 developed.　 Thus,　 the　 integration　 of　 advanced

technologies,　 biology,　 and　 medicine　 continued.　 However,　 a　 new　 opportunity　 for

doing　 biology　 and　 medicine　 was　 beginning　 to　 emerge　 from　 the　 connuence　 of　 cross-

disciplinary　 science,　 the　 internet,　 and　 the　 Human　 Genome　 Project-systems

biology.

　 　 In　 1996,　 I　went　 to　 the　 President　 of　 the　 University　 of　 Washington,　 Richard

McCormick,　 with　 a　 proposal　 to　 raise　 the　 money　 for　 a　 new　 building　 to　 house　 our

rapidly　 growing　 (and　 space-1imited)　 department　 with　 the　 intent　 of　 creating　 a　 new

thrust　 in　 systems　 biology.I　 was　 told　 that　 there　 were　 ten　 approved　 buildings　 in

丘ont　 of　 mine　 and　 that　 the　 process　 could　 take　 up　 to　 ten　 years.Ithen　 proposed　 to

the　 President　 and　 the　 Dean　 of　 the　 School　 of　 Medicine,　 Paul　 Ramsey,　 that　 we　 start

an　 Institute　 for　 Systems　 Biology　 modeled　 after　 the　 successful　 Whitehead　 Institute

at　MIT.　 This　 institute　 was　 independent　 but　 closely　 associated　 with　 MIT.　 Dean　 Ramsey

said　 that　 the　 institute　 must　 be　 enUrely　 contained　 within　 the　 School　 of　 Medicine.

We　 continued　 to　 explore　 this　 possibility　 for　 the　 next　 three　 years　 or　 so　 before　 it　became

obvious　 that　 systems　 biology　 was　 very　 d廿ferent　 from　 the　 classical　 hypothesis-driven

small　 group　 research　 that　 is　the　 essence　 of　 traditional　 academic　 science　 in　 biology.

The　 academic　 administrative　 structure,　 particularly　 of　 a　 state　 university,　 appeared

incapable　 of　 responding　 to　 the　 new　 requirements　 of　 systems　 biology　 (see　 below)

and,　 in　 December　 of　 1999,　 again　 after　 much　 agonizing,　 I　resigned　 from　 the　 University

of　 Washington　 to　 co-found,　 along　 with　 faculty　 colleagues　 Alan　 Aderem　 and　 Ruedi
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た。学長は、私たちと同じような申請をして許可 を得た建物がすでに10棟 ほどあ り、

順番が来るのを待っていると長 くて10年 はかかる、と言われました。そ こで私は、学

長とポール ・ラムゼー医学部長に、マサチューセ ッツ工科大学(MIT)の ホワイ トヘ

ッ ド研究所に倣ってシステム生物学研究所を作 りたいと申し出ました。ホワイ トヘ ッ

ドは、独立 した研究所で したが、MITと 密接 な関係にあ りました。 ラムゼー学部長は、

そういった研究所を作るのなら、100%医 学部の傘下でなくてはならない、 とおっし

ゃいました。私たちはそれから3年 間ほど、この可能性を追い求めたのですが、その

内に、システム生物学は生物学における伝統的アカデ ミック ・サイエ ンスのエ ッセン

スである、既存の、仮説中心の小グループによる研究とは全 く性質の異なるものであ

る、ということが分かってきました。アカデ ミアの運営機構、特に州立大学のそれは、

後でお話 しするような、システム生物学の新たな要求に応えられるとは思えませんで

した。1999年12月 、いろいろと考えた末に、私はワシン トン大学を辞 し、学部の同僚

だったアラン ・アデ レム、ルーデ ィ ・エーバソル ドと一緒に非営利機関の システム生

物学研究所を設立 しました。

システム生物学研究所(2000年 一現在に至る)

システム生物学研究所は、システム生物学の創生、応用、普及をその使命 としてい

ました。学際的な研究によって、　DNA解 析装置、オリゴヌクレオチ ドもしくはDNA

アレイ、そ してプロテオミクスに関する幾多の戦略やツールなど、システム生物学に

必要な包括的 ツールが数多く開発されていました。 また、インターネットの普及によ

り、世界の誰 とでも瞬時にコミュニケーションが取れるだけでな く、莫大な量のデー

タの保存、送受信がで きるようになりました。

ヒトゲノム ・プロジェクトは、生物学者の生物学に対する考え方、実践方法 を変え

ることになりました。

・発見科学は包括的な情報分析の可能性を生み出 しました。

・すべてのヒ ト遺伝子の遺伝子パーツ ・リス トならびにその制御領域の配列が明 ら

かにな りました。

・生物学 は、「DNA、 遺伝子のデジタルもしくは一次元構造」、「分子で構成 された

生命維持装置である蛋白質の三次元構造」、そ して 「独自の出現行動 を持つ生体

組織 」という、3つ のタイプの情報を持 った情報科学であるという考え方が生ま

れました。
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Aebersold,　 the　 non-profit　 Institute　 for　 Systems　 Biology.

Institute　 for　 Systems　 Biology　 (2000-presenり

The　 Institute　 for　 Systems　 Biology　 was　 created　 with　 the　 mission　 to　 create,　 apply,

and　 disseminate　 systems　 biology.　 Cross-disciplinary　 science　 created　 many　 of　 the

global　 tools　 necessary　 for　 systems　 biology　 (e.g.,　 DNA　 sequencer,　 oligonudeo6de　 or

DNA　 arrays,　 the　 many　 strategies　 and　 tools　 of　 proteomics,　 etc.).　 The　 interne[　 provided

us　 with　 the　 means　 for　 instant　 global　 communication　 and　 the　 ability　 to　 store　 and

transmit　 large　 amounts　 of　 data.

　 　 The　 Human　 Genome　 Project　 changed　 how　 biologists　 view　 and　 practice　 biology.

・　 Discovery　 science　 introduced　 the　 possibility　 of　 global　 informational　 analyses .

・　 A　 genetics　 parts　 list　 of　 all　 human　 genes　 and　 their　 control　 region　 sequences

　 　 emerged.

●　 The　 idea　 emerged　 that　 biology　 is　 an　 informational　 science　 with　 three　 ma-

　 　 jor　 types　 of　 information:　 the　 digital　 or　 one-dimensional　 structure　 of　 DNA

　 　 and　 genes;　 the　 three-dimensional　 structures　 of　 proteins,　 the　 molecular　 ma-

　 　 chines　 of　 life;　 and　 biological　 systems　 with　 their　 emergent　 behaviors.

■　 Tools　 for　 high-throughput　 quantitative　 measurements　 of　 biological　 information

　 　 were　 developed　 (e.g.,　 DNA　 sequencer,　 DNA　 arrays,　 proteomics,　 etc.).

.　 Computer　 science
,　mathematics,　 and　 statistics　 were　 employed　 to　 handle,　 store,

　 　 analyze,　 integrate,　 and　 disseminate　 biological　 informafion.

.　 Model　 organisms　 (yeast
,　worm,　 fly,　 mouse)　 were　 used　 as　 Rosetta　 Stones　 for

　 　 deciphering　 complex　 biological　 systems　 in　 humans.　 This　 is　possible　 because　 a1|

　 　 of　 life　 arose　 from　 a　common　 ancestor　 and　 the　 basic　 mechanisms　 for　 life's　 most

　 　 fundamental　 processes-metabolism,　 information　 storage,　 and　 expression,

　 　 etc.　 -are　 shared　 by　 all　living　 organisms.

.　 We　 will　 soon　 be　 able　 to　 decipher　 the　 logic　 of　 life　 from　 a　 genome.　 We　 can

　 　 then　 compare　 how　 this　 logic　 has　 changed　 in　 living　 organisms　 through　 compara・

　 　 tive　 genomics.　 Comparative　 genomics　 will　 be　 one　 of　 the　 keys　 to　 deciphering

　 　 human　 biological　 complexity.

　 　 What　 exactly　 is　 systems　 biology?　 Let　 me　 use　 the　 example　 ofasystems

approach　 towards　 analyzing　 how　 a　 caz　 functions.　 First,　 one　 would　 use　 discovery

science　 to　 identify　 all　the　 different　 types　 of　 elements　 in　 a　car-mechanical,　 electrica1,

and　 contro1.　 Second,　 one　 would　 formulate　 a　preliminary　 model　 of　how　 the　 car　 functions
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・DNA解 析装置、　DNAア レイ、プロテオミクスなど、生物情報の定量測定を高速

で行 うツールが開発されました。

・生物情報の取扱い、保存、分析、統合、普及にコンピュータ科学、数学、統計学

が用いられるようにな りました。

・複雑なヒ トの生体組織を解読するための 「ロゼ ッタ石」として、酵母、虫、ハエ、

マウスなどのモデル有機体が用い られ ました。これは、すべての生命が共通の祖

先を持 っていて、なおかつ、新陳代謝、情報蓄積、発現 など、生体で最も基本的

なプロセスの基本メカニズムを共有 しているために可能となりました。

・やがて人類 はゲノムを利用 して生命の ロジックの解読 を行えるようになるで

しょう。そうなれば、比較ゲノ ミクスにより、こうしたロジックが生体の中で ど

のように変化 してきたのかを比較することがで きます。比較ゲノミクスは、ヒ ト

の生物学的複雑性 を解読する鍵の1つ とな ります。

システム生物学 とは一体 どういったものなので しょうか。車の動作メカニズムの分

析 にシステム的アプローチを用いたと仮定 してご説明 します。 まず、メカ、電気、制

御 という車が持つ、異なる要素をすべて特定するのに発見科学 を用います。次に、す

でに持 っている知識か ら、車が どのように機能す るかという予備モデルを用意 しま

す。3番 目に、包括的技術を用いて、車を運転 した り、アクセルやブレーキを踏んだり

という、異なる状況下で3つ の要素がお互いにどういった行動 をするのかを測定 しま

す。そ してメカ、電気、制御という異種要素の行動 をまとめ、モデル予測と比較 しま

す。仮説をたて、モデル予測と実験データとの差異の説明を行 ったうえで、再度、仮

説主導型による包括的分析 を行い、その結果を用いてモデルを作 り直 します。実験デ

ータとモデルがお互い一致するようになるまで、このプロセスを繰 り返します。 シス

テム生物学研究所では、こうしたアプローチをバクテ リア、酵母、ウニ、マウスに応

用することによって、異なる生体系に関する研究 をスター トさせることができました。

システム生物学 を実践するためには何が必要なので しょうか。それは、生物学者、

コンピュータ科学者、化学者、エ ンジニア、数学者、物理学者などを集めた学際的な

学部です。彼らはそれぞれが専門にしている学問の 「言語」を話 し、理解することで、

新 しい包括的技術開発の後押 しを行い、そうした技術を、計算機生物学や数学のデー

タ収集、保存、統合、分析ツールと統合 します。難 しいのは、技術者に生物学をしっ

か りと分かって もらうこと、逆に、生物学者に技術 を分かってもらうことです。加え

て、技術者と生物学者の双方が共通の言語を用いなければな りません。このためには、
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丘om　 prior　 knowledge,　 Third,　 one　 would　 drive,　 accelerate,　 brake,　 etc.,　 the　 car　 and

use　 global　 technologies　 to　 measure　 how　 all　 of　 the　 elements　 behaved　 with　 respect

to　 one　 another　 under　 these　 various　 conditions,　 The　 behaviors　 of　 the　 different　 kinds

of　elements-mechanical,　 electrica1,　 and　 contro1-would　 be　 integrated　 and　 compared

to　the　 model　 predictions.　 Hypotheses　 would　 be　 generated　 to　 explain　 the　 discrepancies

between　 model　 predicUons　 and　 experimental　 data,　 a　 second　 round　 of　 hypothesis-

driven,　 global　 analyses　 would　 be　 carried　 out,　 and　 the　 results　 would　 be　 used　 to

reformulate　 the　 mode1.　 This　 process　 would　 be　 repeated　 until　 the　 experimental　 data

and　 the　 model　 were　 in　 agreement　 with　 one　 another.　 At　 the　 Institute　 for　 Systems

Biology,　 we　 have　 used　 this　 approach　 to　 success血11y　 begin　 studies　 on　 several

different　 biological　 systems　 in　 bacteria,　 yeast,　 sea　 urchins,　 and　 mice.

　 　 What　 does　 it　take　 to　 carry　 out　 systems　 biology?　 It　 takes　 a　 cross-disciplinary

faculty-biologists,　 computer　 scientists,　 chemists,　 engineers,　 mathematicians,　 and

physicists-who　 speak　 and　 understand　 the　 languages　 of　 these　 different　 disciplines

to　 facilitate　 the　 development　 of　 new　 global　 technologies　 and　 to　 integrate　 these　 with

the　 data　 acquisition,　 storage,　 integration,　 and　 analysis　 tools　 of　 computational　 biology

and　 mathematics.　 A　 major　 challenge　 is　to　give　 the　 technologists　 a　deep　 understanding

of　 biology　 and　 vise　 versa,　 In　 addition,　 technologists　 and　 biologists　 must　 share　 a

common　 language.　 This　 requires　 new　 approaches　 to　 teaching.　 Together　 these

technologies　 must　 be　 integrated　 with　 biology　 and　 medicine.　 High-throughput　 facilities

for　 genomics　 and　 proteomics　 technology　 must　 be　 available,　 as　 well　 as　 the　 expertise

to　 keep　 these　 facilities　 at　 the　 leading　 edge　 of　 technology　 development.　 There　 must

be　 an　 integration　 of　 effort　 with　 academia,　 primarily　 to　 encompass　 intriguing　 new

areas　 of　 biology　 and　 medicine,　 and　 with　 industry　 for　 new　 technologies　 and　 support.

The　 cross-disciplinary　 faculty　 must　 use　 integrated　 teamwork　 to　 execute　 the　 iterative

and　 integrative　 cycles　 of　 systems　 biology.　 Discovery　 science　 must　 be　 integrated

with　 hypothesis-driven　 science　 for　 the　 global　 analysis　 of　 systems.　 One　 must　 deal

efficiently　 and　 appropriately　 with　 issues　 of　competitive　 salary　 scales　 and　 the　 acquisition

and　 licensing　 onntellectual　 property.　 Our　 view　 of　 how　 to　 carry　 out　 systems　 biology

poses　 serious　 challenges,　 both　 for　 academia　 and　 industry.　 I　 believe　 non-profit

insdtutes　 like　 ours,　 廿apPropriately　 supPorted,　 represent　 the　 ideal　 organizational

structure　 for　 approaching　 systems　 biology.

Predictive　 and　 Preventive　 Medicine

The　 Human　 Genome　 Project　 has　 catalyzed　 two　 paradigm　 changes　 in　contemporary
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テ ィーチングに対する新たなアプローチが必要 とな ります。そ してこれらの技術を生

物学や医学 と統合 していかなければな りません。ゲノミクスやプロテオ ミクスの技術

を使える高速の施設、また、こうした施設を常に技術開発の最前線に保つための技術

力も不可欠です。生物学や医学において新たに出現 した興味深い分野をカバー してい

くためには大学との協業が、新 しい技術や支援の提供を受けるためには企業との協業

が欠かせ ません。学際的学部はチームワークを活か して システム生物学の反復的、統

合的サイクルを実践 していかなければな りません。さらに、システムを包括的に分析

するためには、発見科学は仮説主導型の科学 との統合を図 らなければな りません。 ま

た、外部 と比較 しても遜色のない給与体系、知的財産の取得、ライセンス供与 といっ

た問題にも効率的かつ適切 な対応が求められます。システム生物学をいかに行ってい

くかに関する私たちの考え方は、産、学の双方に難 しい問題 を提起するものです。私

たちのような非営利団体の組織構造は、適切な支援が得 られるのであれば、システム

生物学にアプローチを行っていくうえで理想的であるように思います。

予知医学、予防医学

ヒトゲノム ・プロジェク トは、 システム生物学、そ して予知医学、予防医学 という

現代の生物学、医学における2つ のパラダイム変革の触媒 とな りました。このプロ

ジェク トは、…卵性双生児は別 として、私たち一・人ひとりを違 った存在に している多

形性、すなわちヒ トゲノムの広範な可変性へのアクセスを私たちに与えてくれました。

ある任意の2人 のDNAを 比べてみると、違っているのは500文 字中平均で1文 字です。

言い換えれば、個体間の違いを生み出 しているのは、平均するとおよそ600万 の文字

ということになります。こうした違いのほとんどは私たちの外見や行動に影響を与え

ませんが、その内いくつかが身長の高低を左右 し、また別のい くつかが体型を決定し

ます。 さらに別のいくつかが、その人を癌、心臓疾患、神経疾患、代謝疾患などにか

か りやす くさせます。私の予測では、これから10～15年 で、病気の発症に関わる数百

個の遺伝子の同定が終わっていると思います。そうなれば、少量の血液から遺伝子を

取 り出し、関連するDNAの 配列を解析 し、そのデー タを基に各個人の将来の病歴を予

測することができるようになります。これを予知医学 といいます。治療、もしくは予

防の可能性な しにこうした予測をすることは、医学上、 タブーとなりますので、私た

ちは今後15～25年 かけて、システム・アプローチを用いてこうした欠陥遺伝子を生体

系 という文脈の中に位置付 け、その限界を乗 り越える術 を学んでい くことになるで
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biology　 and　 medicine-systems　 biology　 and　 predictive　 and　 preventive　 medicine.

The　 Human　 Genome　 Project　 has　 provided　 access　 to　 the　 extensive　 human　 genome

variability　 (polymorphisms)　 that　 disfinguishes　 each　 of　 us　 from　 one　 another　 (apart

from　 identical　 twins).　 On　 average,　 1　1etter　 in　 500　 differs　 between　 your　 DNA　 and

mine.　 This　 means,　 on　 average,　 we　 differ　 from　 one　 another　 by　 approximately　 6　million

variations.　 Most　 of　 these　 variations　 have　 no　 influence　 on　 our　 appearance　 or　 behavior.

However,　 a　few　 make　 some　 of　 us　 tall　 or　 short　 and　 others　 thin　 or　 fat.　 An　 additional

few　 predispose　 to　 diseases　 such　 as　 cancer,　 cardiovascular　 disease,　 neurologic

disease,　 or　 metabolic　 diseases.　 My　 prediction　 is　that　 in　 1〔F15　 years,　 we　 will　 have

identified　 hundreds　 of　 genes　 that　 predispose　 to　 disease.　 We　 will　 be　 able　 to　 analyze

the　 relevant　 DNA　 sequences　 from　 these　 genes　 from　 a　small　 amo皿t　 of　 blood　 and

use　 these　 to　 predict　 a　probabilistic　 future　 health　 history　 for　 each　 individual.　 This

is　 predictive　 medicixe,　 Since　 it　 is　 an　 anathema　 in　 medicine　 to　 predict　 without

being　 able　 to　 cure　 or　 prevent,　 we　 will　 use　 systems　 approaches　 over　 the　 next　 15-25

years　 to　 place　 these　 defective　 genes　 in　 the　 context　 of　 their　 biological　 systems　 and

learn　 how　 to　 circumvent　 their　 limitations,　 This　 is　preventive　 medicine,　 The　 agents

for　 preventive　 medicine　 wi川nclude　 drugs,　 embryonic　 stem　 cell　 therapy,　 engineered

proteins,　 genetically-engineered　 cells,　 and　 many　 others.　 Because　 each　 of　 us　 wil|

have　 different　 potential　 disease　 combinations,　 medicine　 will　 become　 highly　 person・

alized.　 My　 prediction　 is　 that　 preventive　 medicine　 will　 extend　 [he　 average　 lifespan

by　 laso　 years.　 The　 efforts　 to　 move　 us　 toward　 predictive　 and　 preventive　 medicine

are　 a　 major　 focus　 of　 the　 Institute　 for　 Systems　 Biology.Ibelieve　 the　 Institute　 for

Systems　 Biology　 is　 in　 a　 unique　 position　 to　 integrate　 the　 emerging　 technological

opportunities,　 e.g.,　 nanotechnology,　 with　 the　 imperatives　 of　predictive　 and　 preventive

medicine,

Social　 and　 Ethical　 Issues

This　 predictive　 and　 preventive　 medicine　 will　 pose　 striking　 social,　 ethical,　 and　 legal

challenges　 for　 society.　 How　 will　 society　 treat　 70-9〔Fyear-olds　 who　 are　 still　 vital,

productive,　 and　 creative?　 How　 will　 medical　 schools　 train　 physicians　 who　 in　 15-25

years　 will　 be　 practicing　 predictive　 and　 preventive　 medicine?　 How　 can　 society　 itself

respond　 effectively　 to　 the　 opportunities　 of　 predictive　 and　 preventive　 medicineP　 How

will　 we　 deal　 with　 issues　 of　 genetic　 privacy?　 The　 engineer　 will　 soon　 be　 able　 to

engineer　 himself　 or　 herself　 through　 germline　 genetic　 engineering.　 The　 germline

is　 the　 DNA　 passed　 on　 to　 fUture　 generations.　 Hence,　 engineering　 of　 the　 fertilized
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しょう。 これを予防医学と言います。予防医学の手段 としては、薬、胚幹細胞治療、

改変蛋白質、遺伝子組み変え細胞等などが考えられます。また、罹 患の可能性がある

病気の組み合わせば個人個人で異なるため、医療の個人化がかな り進むことが予想さ

れ ます。私の予測では、予防医学 によって、平均余命が10年 から30年 伸びることに

なると思います。システム生物学研究所では、こうした予知医学や予防医学へ と向か

う研究 に主眼を置いています。ナノテクノロジーをは じめ とする新 しい技術 を、予知

医学、予防医学 という時代の要請と統合 してい くにあたって、 システム生物学研究所

はユニークな存在であると思います。

社会的、倫理的問題

こうした予知医学、予防医学は、私たちの社会に対 して、大 きな社会的、倫理的、

法的課題を提起 してい くことになります。例えば、70か ら90歳 になって もまだまだ

元気で、生産力および創造力を備えているお年寄 りに対 し、社会はどのように接すれ

ばよいので しょうか。15年 から25年 先には予知医学、予防医学を行っているであろう

医者の卵 に対 して、医学部ではどのような訓練をすればよいのでしょうか。私たちの

社会は、予知医学、予防医学がもたらす可能性を効果的に利用 してい くことができる

ので しょうか。遺伝子のプライバシーの問題にはどう対処すればよいので しょうか。

近い将来、技術者は、生殖細胞系列遺伝子の技術によって 自分 自身の 「操作」を行 う

ことがで きるようになるで しょう。生殖細胞系列 とは、将来の世代に引 き継がれる

DNAの ことです。例えば 「ヒ トの受精卵の操作」とは、生殖細胞系列遺伝子の変化を

ヒトの遺伝形質に定着させる作業ということにな ります。 しか し、病気を予防した り、

もしくは、例えば知能など、その人が生 まれ持った 「条件」を改善 していくために生

殖細胞系列遺伝子を操作することは適切でしょうか。 この議論は今後、大 きな社会問

題 となっていくことで しょう。さらに、宗教の隠れ蓑 を被った少数の人々の偏狭な考

え方 と、多くの人にとって事実上無尽蔵とも言える医学上の可能性 とのバ ランスをど

の ように取ってい くべ きなので しょうか。事実、アメリカの一部の地域では胚幹細胞

の取扱いについて問題が生 じてい ます。精神病の問題への取組みでは、攻撃性など、

特定の行動を起 こしやす くする遺伝子 を見極めることができるようになるで しょう。

しか し、そうした知識を得たところで、それをどのように使 えばよいので しょうか。

か といって、この種の研究を阻害すれば、これからも全体の2%程 度の人が、精神に

問題があるとされ、収容所に閉 じ込められたままとなるで しょう。 こうした問題に対
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human　 egg,　 for　 example,　 means　 that　 the　 germline　 genetic　 changes　 will　 become　 a

permanent　 part　 of　 human　 heredity　 Is　 it　appropriate　 to　 use　 germline　 genetic　 engi-

neering　 to　 avoid　 disease　 or　 to　 improve　 the　 human　 condition　 (e.%・,　 increase

intelligence)P　 This　 debate　 will　 be　 a　 major　 societal　 issue　 for　 the　 future.　 How　 will

society　 balance　 the　 narrow　 religious　 dictates　 of　 the　 (ew　 against　 the　 virtually　 unlim-

ited　 potenfial　 medical　 opportunities　 for　 the　 many　 presented　 by　 controversial　 areas

(in　 the　 United　 States)　 such　 as　 embryonic　 stem　 cells?　 As　 we　 attack　 the　 problems

of　 mental　 disease,　 we　 will　 identify　 genes　 that　 predispose　 to　 particular　 behaviors

such　 as　 aggression.　 How　 will　 we　 deal　 with　 this　 knowledge?　 To　 block　 this　 type　 of

research　 means　 that　 perhaps　 2　 percent　 of　 humans　 will　 remain　 psychologically

impaired-10cked　 in　 the　 prisons　 of　 mental　 illness.　 The　 most　 reasonable　 approach

to　 dealing　 with　 most　 of　 these　 issues　 is　to　 have　 a　thoughtful,　 informed,　 and　 rational

public.　 Once　 again,　 the　 Institute　 for　 Systems　 Biology　 sees　 real　 opportunities　 for

bringing　 these　 issues　 to　 society　 through　 education.

Education

My　 interest　 in　 education　 has　 moved　 in　 several　 directions,　 My　 fascination　 with　 K-12

science　 education　 started　 in　 Shelby,　 Montana　 and　 was　 reinforced　 by　 my　 medical

school　 and　 graduate　 school　 experiences,　 The　 NSF　 Science　 and　 Technology　 Center

mandated　 a　K-12　 science　 education　 commitment.　 While　 in　 Pasadena,　 California,　 we

created　 and　 supported　 a　 novel　 high　 school　 science　 teacher　 summer　 institute,

supported　 by　 the　 Keck　 Foundation,　 for　 advanced　 technologies-molecular　 separafions,

the　 use　 of　 DNA-cutting　 enzymes　 for　 genetic　 engineering,　 and　 the　 use　 of　 electric

frying　 pans　 to　 carry　 out　 the　 polymerase　 chain　 reaction　 (PCR)-the　 abnity　 to

amplify　 segments　 of　 DNA　 one　 million-fold,　 Over　 the　 four　 years　 we　 had　 the　 STC　 at

Caltech,　 we　 trained　 about　 60　 teachers　 and　 they　 in　 turn　 brought　 the　 excitement　 of

relatively　 sophisticated　 experimental　 biological　 science　 to　 several　 thousands　 of

students.　 We　 also　 discussed　 with　 the　 teachers　 some　 of　 the　 ethical　 issues　 raised　 in

the　 preceding　 section.　 Upon　 moving　 to　 Seattle,　 the　 K-12　 science　 outreach　 program

changed　 markedly.　 We　 partnered　 with　 the　 Seattle　 Public　 School　 District　 to　 carry

out　 systemic　 science　 reform.　 We　 elected　 to　 start　 with　 an　 elementary　 program　 (K-5)

and　 subsequently　 created　 a　 middle　 school　 program　 (6-8)　 and　 currently　 we　 are

developing　 a　 high　 school　 program　 (9-12),　 For　 example,　 Seattle　 has　 72　 elementary

schools,　 1,100　 teachers,　 and　 23,000　 students,　 As　 part　 of　 our　 commitment　 to

systemic　 reform,　 our　 science　 program　 reached　 all　elementary　 schools,　 most　 teachers,
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処する際、ほとんどの場合において最 も合理的なアプローチは、大衆に考える機会と

材料 を与 え、理性的に啓蒙 してい くことです。この点において も、 システム生物学研

究所は、こうした問題を社会に提起 していくために、教育とい う手段 を通 じてそれを

行 うことが肝要であると考えています。

教 育

教育に関する私の関心 は様々な方向を向いています。幼稚園児から高校生 までを対

象 とした科学教育プログラム(K-12)に 関心を持ち出 したのは、モンタナ州のシェル

ビーにいた頃で、その後、医学部や大学院などでの経験 を通 して、その関心はさらに

強 まりました。　NSF科 学技術センターでは、幼稚園児か ら高校生 までを対象とした科

学教育に対するコミットメントが要求 されました。カリフォルニアのパサデナにいた

時、私たちはケック基金の支援 を受け、高校の科学科教員を対象とした夏季限定の施

設 を設立 し、支援 を行いました。テーマは先端技術で、具体的には、分子の分離、遺

伝子工学におけるDNA切 断酵素の使用、電気 フライパンを使ってDNAの 断片を100万

倍に増幅するPCR法 を実践する、などです。キャルテックに訂Cが あった4年 の間に、

私たちはお よそ60人 の先聖の研修を行いました。研修を終えた先生たちは、比較的 レ

ベ ルの高い実験的生物科学 を数千人の生徒に紹介 し、生徒たちに知的興奮を与えまし

た。 さらに、私たちは、先ほど私が提起 した倫理面でのい くつかの問題に関 して、先

生たちとディスカッションを行いました。シア トルに移って間もなく、幼稚園か ら高

校生 を対象とした(K-12)科 学出張プログラムは大きな変貌 を遂げました。私たちは

シア トル公立学校 区と協力関係を結び、科学教育全体の改革 を行いました。まずは幼

稚園か ら5年 生までのエレメンタリー ・プログラム、続いて6年 生から8年 生までの

ミドルスクール ・プログラムを立ち上げ、現在は9年 生から12年 生 までを対象とした

ハイスクール ・プログラムに取 り組んでいます。具体的にお話 しすると、シア トルに

は72の 小学校があ り、1100人 の先生、2万3000人 の生徒がいます。全体的な改革を行

うというモッ トーを掲げているように、すべての小学校、ほとんどの教師、そ して多

くの生徒が私たちのプログラムを受けています。 リー ダー役 を務める先生は、ボラン

テ ィアの専門家か らアシス トを受けながら、実践的で問いかけを中心 とした科学手法

の研修を受けています。中心はプロの教師の研修で、これは夏のワークショップや、

実際にその職業につ きながら研修を受けるという形で行われました。私たちは、学区

の担当者 と協力 して 「地方における全体的取組み」と題 した報告書をまとめました。
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and　 many　 students.　 Special　 lead　 teachers　 were　 trained　 in　 hands-on,　 inquiry-based

science.　 Scientist　 volunteers　 assisted　 the　 lead　 teachers.　 The　 focus　 was　 on　 professional

teacher　 training,　 and　 this　 was　 done　 through　 summer　 workshops　 and　 in-service

training.　 We　 partnered　 with　 the　 school　 district　 to　 write　 a　"10cal　 systemic　 initiative'

grant　 to　 the　 National　 Science　 Foundation,　 which　 supported　 this　 program　 for　 five

years-with　 matching　 funds　 from　 local　 businesses　 and　 the　 school　 district,　 From

this　 experience　 emerged　 a　distinct　 K-12　 science　 education　 philosophy.

■

●

■

●

■

K-12　 science　 education　 must　 be　 systemic-encompassing　 entire　 units　 of

education　 (e.9.,　 school　 districts).　 This　 is　to　 insure　 that　 all　students　 are　 reached.

These　 programs　 must　 be　 sustainable　 after　 the　 federal　 grant　 support　 disappears,

as　 it　inevitably　 does.　 This　 requires　 the　 community　 to　 buy　 into　 the　 program,

both　 for　 support,　 and　 to　 persuade　 new　 leaders　 (from　 frequent　 turnover)　 in　 the

school　 district　 to　 support　 and　 maintain　 the　 program.

The　 programs　 must　 be　 sequential　 and　 articulated　 throughout　 the　 K-12　 spectrum.

Elementary　 science　 must　 transit　 into　 middle　 school　 science,　 and　 that　 in　 turn

must　 merge　 into　 high　 school　 science,

One　 must　 be　 strategic.　 Professional　 teacher　 development　 focused　 on　 inquiry-

based　 investigations　 and　 deep　 content　 knowledge　 are　 critical　 elements　 of　 K-12

science　 education.　 Public　 support　 must　 be　 engendered.　 Partnerships　 between

academic　 centers,　 the　 school　 districts,　 and　 the　 community　 are　 critical.

Finally,　 K-12　 science　 education　 starts　 with　 leadership　 at　 all　 levels:　 the

school　 districts,　 the　 academic　 partners,　 the　 community,　 and　 the　 teaching　 staff.

Perhaps　 leadership　 is　the　 most　 critical　 and　 challenging　 of　 these　 dictums.

　 　 Where　 do　 we　 stand　 today?　 The　 Institute　 for　 Systems　 Biology　 and　 the　 Seattle

School　 District　 support　 one　 of　 the　 most　 outstanding　 elementary　 science　 programs

in　 the　 United　 States.　 We　 have　 put　 in　 place　 a　 middle　 school　 science　 program　 for

Seattle　 and　 four　 surrounding　 school　 districts,　 We　 are　 in　 the　 process　 of　 putting　 in

place　 a　 similar　 high　 school　 program.　 In　 these　 programs,　 I　have　 had　 the　 pleasure

of　 working　 together　 with　 my　 wife　 Valerie　 and　 a　 number　 of　 wonderful　 educators,

such　 as　 Elaine　 Woo,　 Caroline　 Kiehle,　 Pat　 Ehrman,　 Ethan　 Allen　 and　 many　 other

colleagues.　 Md　 I　have　 had　 the　 enormous　 pleasure　 of　 seeing　 kids　 become　 infected

with　 the　 spirit　 of　inquiry-based　 thinking.　 K-12　 science　 education　 is　a　forever　 vocation.

Its　 most　 important　 objective　 is　 to　 produce　 citizens　 who　 are　 thoughtful,　 informed,

and　 capable　 of　 inquiry-based　 thinking.
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地元企業、学区から資金のマッチ ングが行われ、全米科学財団からは、5年 にわたっ

てこのプログラムに対する支援をいただきました。 こうした経験から、私は、幼稚園

児から高校生までを対象 とした、独特の科学教育哲学 を持つ ようになりました。

・幼稚園児から高校生までを対象 とした科学教育は、学区など、教育に関するあ ら

ゆる集合単位をカバーすると同時に、体系的でなくてはな りません。すべての生

徒に手を差 し伸べ る必要があるか らです。

・連邦予算からの援助はいつか途絶えるものですが、こうしたプログラムは、それ

以降も継続可能でな くてはな りません。これには地域社会が資金援助 を行うとと

もに、頻繁に顔ぶれが変わるその学区の新 しいリーダーにプログラムの支援、維

持 を行うよう説得を行ってい くために、そうしたプログラムを地域社会の一部で

あるという認識を深めることが求められます。

・プログラムは、幼稚園から高校を通 じて一貫性を保つとともに、お互いに関連付

けられていなければな りません。小学校の理科か ら中学校 レベルの科学ヘスムー

ズな橋渡 しを行い、高校の科学へ と一体化されなければな りません。

・戦略的な姿勢が求められます。幼稚園児から高校生 までの一貫科学教育では、問

いかけを中心 とした研究手法や掘 り下げた知識の習得に重点 を置いた教員の能

力開発が大切 な要素 となります。 また、公的機関からの支援 も求めていかなけれ

ばなりません。学術センター、学 区、そ して地域社会という3音 聞の連携 も欠か

せません。

・最後に、この取組みは、学区関係者、学術面でのパー トナー、地域社会、教授陣

など、あらゆるレベルにおける優れたりー ダーの存在なしには成立 しません。私

が今申 し上げた取組みの中で、最 も困難が予想 されるのがこのリーダーシップの

問題なのですが、実 にこれこそが一番大事な問題なのです。

さて、現在の進捗状況ですが、 システム生物学研究所 とシア トル学区の関係者が、

現在、アメリカでも有数の、小学生を対象 とした科学 プログラムを支援 しています。

また、シア トル、ならびにその周辺の学区において中学生を対象とした科学プログラ

ムが導入されました。高校生向けのプログラムも、現在準備が進んでいます。こうし

たプログラムの実施 にあたって、私は妻のヴァレリーはもとより、エレイン ・ウー、

キャロライン ・キール、パ ット・エルマ ン、イーサン ・アレンをはじめとする数多 く

の優れた教育者と共に仕事 をするという幸せに恵まれました。そ して何 より、子供た

ちの間で、自ら問いかけ、自らその答えを出してい くという姿勢が広 まってい くのを
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　 　 　 I　have　 also　 been　 interested　 in　 talking　 with　 public　 groups　 about　 the　 social　 and

ethical　 challenges　 and　 opportunities　 of　 the　 new　 biology.　 This　 has　 included

speeches　 to　 churches,　 business　 groups,　 academic　 groups,　 and　 the　 lay　 public.　 The

challenge　 always　 is　 how　 to　 help　 individuals　 understand　 the　 opportunities　 while

facing　 squarely　 the　 challenges　 of　 modern　 science.　 It　all　 begins　 with　 a　 very　 basic

understanding　 of　 science-something　 very　 difficult　 to　 bring　 to　 adults.

　 　 Finally,　 I　 have　 co-authored　 textbooks　 on　 many　 of　 the　 subjects　 I　 taught

academically-immunology,　 biochemistry,　 molecular　 biology,　 and　 most　 recently,

genetics.　 I　co-edited　 along　 with　 Dan　 Kevles　 a　 book　 entitled　 the　 Code　 of　 Codes,

which　 is　concerned　 with　 the　 social,　 ethical,　 medica1,　 scientific,　 and　 legal　 implications

of　 the　 Human　 Genome　 Project.　 With　 each　 of　 these　 books　 has　 come　 a　 marvelous

clarification　 and　 deepening　 of　 my　 understanding　 of　 these　 topics.　 But　 it　is　the　 book

that　 I　am　 currently　 working　 on　 that　 excites　 me　 the　 most,　 Together　 with　 David　 Galas,

Greg　 Dewey,　 and　 Ruth　 Veres,　 I　am　 writing　 The　 Living　 Code:　 Biology　 QS　 an　 Infor-

mation¢l　 Science.　 715　 book　 IS　 about　 a　 new　 view　 of　 biology　 emerging　 from　 much

of　 what　 has　 been　 discussed　 above.　 Our　 hope　 is　 that　 it　will　 reach　 out　 not　 only　 to

biologists,　 but　 also　 to　 chemists,　 computer　 scientists,　 engineers,　 mathematicians,　 and

physicists.　 It　 is　 conceptual　 rather　 than　 descriptive,　 Our　 hope　 also　 is　 that　 it　 will

change　 the　 way　 we　 teach　 biology.　 It　is　the　 first　 new　 book　 that　 will　 be　 published　 by

a　new　 publishing　 company,　 Roberts　 &　 Company　 Publishers,　 started　 by　 Ben　 Roberts,

a　 superb　 editor　 with　 a　 passion　 for　 high　 quality　 books.　 Four　 of　 my　 six　 books　 have

been　 written　 at　 writing　 centers　 that　 provide　 authors　 with　 the　 luxury　 of　 being　 able

to　 think　 and　 write,　 undisturbed　 by　 outside　 responsibilities　 for　 a　month　 or　 more　 at　 a

time.

Coda

As　 I　look　 back　 over　 my　 life,　I　have　 been　 extremely　 fortunate.　 I　grew　 up　 in　 Montana

and,　 hence,　 was　 exposed　 to　 the　 wonders　 of　 the　 outdoors　 and　 sports-marvelous

counterpoints　 to　 the　 intellectual　 intensity　 of　 science.　 I　came　 from　 a　 family　 that

encouraged　 independence　 and　 high　 standards.　 I　made　 fortunate　 educational　 choices,

associating　 with　 quality　 institutions　 and　 individuals,　 [　came　 into　 biology　 when　 it

was　 ripe　 for　 integration　 with　 technology,　 My　 explorations　 of　 the　 mammalian

immune　 system　 and　 the　 human　 genome　 have　 opened　 a　 myriad　 of　 fascinating

doors.　 I　have　 had　 the　 opportunity　 to　 create　 new　 academic　 entities　 to　 enable　 cross-

disciplinary　 science,　 systems　 biology,　 and　 the　 development　 of　 technologies　 for



見るのは大 きな喜びです、こうしたプログラムは、言うなれば終わ りのない使命のよ

うなものです。なにせその最大の 目的は、思慮深 く、物知 りで、自分で考えることの

できる市民を育てることなのですから。

私は 「新 しい」生物学が もたらす社会的、倫理的課題、そ して可能性について、教

会や、産業界、大学、一般市民など、様々なグループの方 々と積極的に対話を行って

きました。こうした取組みを行 う巾でいつ も難 しい と感 じるのは、一人ひとりに新 し

い生物学の可能性を理解 して もらうと同時に、現代科学が抱 える様々な課題に真っ向

か ら取 り組んでいくことです。やは りすべては科学に対す る基本的理解なしには始ま

らないのですが、大人にそうした理解を持ってもらうことはとても難しいのです。

最後にな りますが、私は、免疫学、生化学、分子生物学、そ して最近では遺伝学な

ど、これまで大学などで教えてきた科 目のテキス トを共著で出しています。 また、ダ

ン ・ケヴレスとは、ヒ トゲノム ・プロジェク トが社会、倫理、医学、科学、そして法

体系に与える影響 について記した 『コー ド・オブ・コーズ』という本をまとめました。

こうした本を編んでい く過程において、これ らの トピックに対する私の理解は、以前

と比べて遥かに明確で深い ものとなってい きました。 しか し、数多 くの 自著の中で

も、私自身が最も気に入っているのは、現在、デヴィッド・ギャラス、 グレッグ ・デ

ューイー、ルース ・ペ レスといった仲間と執筆にあたっている 『生命の暗号:情 報科

学としての生物学』 というものです。 この本は私がこれ までお話 ししたようなものか

ら出てきた、生物学に関する新 しい考え方についての ものですが、生物学者だけでな

く、化学者、コンピュータ科学者、エ ンジニア、数学者、物理学者の方々にも読んで

いただければと思っています。内容は、細かな記述よりも、コンセプ トの説明に重 き

を置いています。 また、この本によって生物学の教授法が変わっていくことも期待 し

ています。『生命の暗号』は、質の高い本の出版に情熱を燃やす、優秀な編集者、ベ

ン ・ロバーツが最近立ち上げたロバーツ出版 という出版社が初めて手がける新刊 とな

ります。私はこれまでに6冊 の本を出 しましたが、そのうち4冊 は、出版社が用意 し

てくれた場所に1度 に1カ 月ほど篭って書 き上げました。おかげで普段の仕事に邪魔

されず、物を考えた り、書いた りすることがで きました。

終 わ り に

こうして自分の人生を振 り返ってみると、私は大変幸運だったと思います。モ ンタ

ナで育 ったということでアウ トドアやスポーツの魅力にも触れることができました
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predictive　 and　 preventive　 medicine.　 I　 have　 long　 been　 aware　 of　 the　 ethical　 and

social　 challenges　 the　 new　 biology　 brings　 and　 the　 corresponding　 need　 to　 bring

science　 to　 society.　 This　 is　 critical　 to　 science　 itself,　 for　 society　 ultimately　 dictates

the　 resources　 available　 to　 science　 and　 the　 rules　 by　 which　 science　 is　governed.　 Our

K-12　 science　 programs　 are　 one　 answer　 to　 how　 scientists　 must　 deal　 with　 the　 oppor-

tuni5es　 and　 challenges　 of　 new　 technologies.

　 　 What　 are　 the　 responsibilities　 of　 academic　 scientists　 in　 this　 complex　 world?　 I

would　 say　 we　 have　 four　 obligations.　 First　 is　 scholarship-carrying　 out　 our　 science

and　 technology　 with　 the　 highest　 standards.　 Second　 is　 educafion.　 We　 must　 train

students　 to　 use　 inquiry-based　 analyses.　 We　 must　 give　 students　 a　deep　 view　 of　 their

discipline,　 but　 this　 must　 be　 enriched　 with　 a　broad　 cross-disciplinary　 training.　 Tlhird

is　a　 responsibility　 to　 transfer　 knowledge　 to　 society.　 For　 example,　 this　 can　 be　 K-12

science　 education,　 communication　 of　 the　 scientific　 opportunities　 and　 ethical　 chat-

1enges　 of　 the　 new　 biology　 to　 the　 lay　 public　 or　 starting　 new　 biotechnology　 companies.

Finally,　 academics　 should　 be　 willing　 to　 play　 a　leadership　 role　 in　 their　 communities

by　 helping　 to　 create　 an　 environment　 that　 would　 be　 ideal　 for　 their　 children　 and

their　 grandchildren.　 Academics　 should　 contribute　 to　 these　 obligations　 in　 varying

ways,　 depending　 on　 their　 skills,　 interests,　 and　 opportunities.　 I　believe　 this　 view　 is

quite　 congruent　 with　 the　 powerful　 philosophy　 of　 the　 Inamori　 Foundation-to　 use

science,　 technology,　 and　 the　 arts　 and　 humanities　 for　 the　 benefit　 of　 humankind.
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が、こうした趣味は、研究生活における激 しい頭脳労働とのバランスをとるのに最適

で した。両親は、 自立心 を持ち目標を高 く掲げることを教えて くれました。進路の選

択においても幸運に恵 まれ、優れた研究機関や同僚 と出会うことがで きました。また、

私が生物学を始めたのは、ちょうど生物学 という学問が成熟期を迎 えていた時期で、

科学技術 との統合が始 まった頃で した。哺乳類の免疫系、そ してヒ トゲノムの研究を

続けていくうちに、興味深い世界への扉が無数に開けていきました。学際的科学、シ

ステム生物学、予知医学、予防医学の技術開発を可能にする研究所 を立ち上げる機会

にも恵 まれました。こうした 「新 しい」生物学が抱える倫理的、社会的な問題、なら

びにそれに関連 して、一般社会における科学 に対する理解 を深める必要性について

も、長い間考 えて きました。こうした問題は科学 そのものにとって大変重要です。 と

いうの も、科学者が利用することのできるリソース、ならびに科学を制御するルール

は、結局は社会が決めるものだか らです。幼稚園児から高校生 までを対象 とした私た

ちのK-12科 学教育プログラムは、新 しい技術が もたらす可能性や課題に対 して科学者

がどう対処すべ きか、 という命題に対する1つ の答えです。

現代のような複雑な世の中において、大学などで研究を行っている科学者の責務と

はどういったもので しょうか。私は4つ あると考えています。 まず、最高水準の科学

技術 を実践す るという研究活動。2つ 目は教育。学生に自問自答する習慣を身に付 け

させ ることです。学生には専門に対する深い理解を促 していかなければなりませんが、

その一方で広い範囲での学際的 トレーニングを積ませ、中身を充実 させていくことが

必要です。3つ 目に、私たちは社会に知識を伝達する責務があ ります。具体的には、

幼稚園児か ら高校生までを対象とした科学教育、「新 しい」生物学が持つ科学に関する

可能性、倫理的な問題を一般市民に伝えてい くこと、そしてバイオ関係の会社 を興す

ことな どが これにあたります。最後に、大学の研究者は、孫子の代に至るまで理想的

と言える環境 を作 り出すことによって、自らの地域社会でリーダー的役割を積極的に

果たすことが求め られています。私た ちは、自らの技能、関心、可能性に よって、

様々な形でこれらの責務を果た していかなければなりません。こうした考え方は、稲

盛財団の 「科学、技術、芸術、人文科学を人類のために役立てる」 という力強い理念

とも一致するものであると思います。
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