
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

大学発イノベーションの未来１．発見のアナトミー :

Innovation in academic research environment

１．Anatomy of discovery

Author(s) 西村, 一郎

Journal 歯科学報, 113(6): 563-572

URL http://hdl.handle.net/10130/3218

Right



はじめに

大学は学生の教育に重点を置く傍ら，先進的な研
究を推進する組織として社会の期待を担っている。
研究課題は担当教授に一任され，その成果如何が社
会的な説明責任を問われることはなかった。そのた
め，最終的な利潤を念頭におく企業研究機関とは異
なり，リスク性の高い独創的な研究が可能になると
考えられている。大学研究の真価が，基礎研究にあ
るとされてきた由来である。しかしながら，近年大
学発の研究をビジネスに直接結びつけようという動
きが始まっている。こういった急速に変貌する大学
研究環境で，イノベーションというキーワードが盛

んに聞かれるようになってきた。本稿では三回にわ
たり，大学発のイノベーションとは何かという課題
を中心に，新世代の研究者を養成する教育プログラ
ム，そして大学発のビジネスを模索する米国大学で
の経験をまとめてみたい。

イノベーションという語感

「未来の出来事を予測するベストの方法は，それ
を創ってしまうことだ。」コンピュータサイエンス
の権威であるアラン・ケイ（Alan Kay，１９４０～）は，
この言葉通りに，シリコンバレーの先駆的存在であ
るゼロックス社パロアルト研究所（Palo Alto Re-
search Center：PARC）で，パーソナルコンピュー
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タの基礎技術を率先して開発した。今日の世界を凌
駕するグラフィクユーザーインターフェイス，ウィ
ンドウズ・プロトタイプ，イーサーネット，タッチ
スクリーンを始めとする，パーソナルコンピュータ
の未来は，このゼロックス PARCで生まれたとい
える１）。そして，それが１９７０年代初頭であったこと
に，今更ながら驚きを感じる。２００４年に京都賞を受
賞したケイは，現在UCLAコンピュータサイエン
ス学教授として後進の教育に携わっている。
イノベーションを「技術革新」という日本語に置
き換えると，確かにコンピュータ，ソフトウェア分
野をはじめとする，賑やかな工学系の技術開発が語
感として合っているようだ。実際この分野のイノ
ベーションは著しく，多くの人々を巻き込んで社会
現象を起こすとともに，雇用創出にも寄与してい
る。大学工学部でのイノベーション教育は参考にな
る部分が多い。
このような語感をもつイノベーションは，はたし
て生物医療分野でも可能なのだろうか。生物科学の
基本は，工学分野と異なり，生体や細胞内での現象
の多様性に理解を示すことから始まる。生物学特有
のファジーな現象から，統計処理や比較検討群の設
定により，なんとか自然界のメカニズム解明に結び
つけてきた。それでも，生物医療分野の仮説は，な
かなか当たらないものである。「君は生物系の研究
をしているそうだが，この世界を作った神様は，残
念なことに生物学者だったようだ。もし神様がエン
ジニアだったら，この世界はもっと理解しやすくて
素晴らしいものだったと思うよ」と，１５年以上前に
当時のUCLA工学部長が，笑いながら冗談半分で
語ったのは印象的だった。さらにいえば，細胞内に
太古の昔からすでに存在してきた化学・分子・生物
反応を，現象として「発見」することはあっても，
この過程にイノベーションはあるのか。

デオキシリボ核酸（Deoxy-Ribonucleic-Acid：
DNA）

２０１３年は，DNAの二重らせん構造が決定してか
ら６０年の節目の年である。これは二十世紀最大の発
見とされているが，実際にDNAが最初に発見され
たのは，十九世紀中葉１８６９年のことである。スイス
人研究者，ヨハン・ミーシャー（Johann Friedrich

Miescher：１８４４－１８９５）によるものだ２）。
医者，研究者という家族環境に育ったミーシャー
は，スイスで医学部を終えると，ドイツ，チュービ
ンゲンのタンパク質生化学で有名なホッペ－サイ
ラー（Ernst Felix Hoppe-Seyler：１８２５－１８９５）のも
とに留学した。２４歳だった。白血球についてでも研
究してみたらと，研究課題を貰ったことは良いけれ
ど，研究材料を集めることで苦労していた。白血球
は，怪我や細菌感染で急激に増えるもので，普段は
血液の中やリンパ節の中に少数いるに過ぎない。大
量の白血球を採集しなくては，研究が始まらないの
だ。
それなら，いっそ感染患者から直接採集するのが
良かろうという指示で，ミーシャーは病院にいって
みた。十九世紀の病院は，傷口から滲み出る膿みが
こびりついた包帯を交換する患者であふれていた。
ペニシリンの発見はまだ先の話で，当時の感染症は
命を落としかねない。包帯に染みた膿のなかには細
菌と反応して，白血球が大量に滲出している。ミー
シャーが集めたのは，病院のゴミ箱に詰まった新鮮
な膿のついた包帯だった。包帯から，まだ固まって
いない膿をシャーレにあつめ，酸やアルカリで処理
すると，白血球が分離してきた。これならいける
と，ミーシャーは毎週，病院まわりをすることに
なった。
ある日，この分離液を，ガラス製のスパチュラで
撹拌していると，ガラスの表面にネットリとしたゼ
リーがついてきた。何度繰り返しても，同じような
透明なネットリしたものが，ガラス棒にまとわりつ
いてしまう。ミーシャーは，このガラス棒に付いた
ゼリーが，酸性の塩とエタノールで処理すると白い
綿のようなものになって，溶液中に沈殿してくるこ
とを見つけた。ミーシャーはDNAを発見したの
だった。当時，細胞はタンパク質と脂質でできてい
ると考えられていた。タンパク質でも脂質でもない
新しい物質に，心が躍った。そして，何通もの手紙
を父親や叔父に送っている。とくに親しい叔父，
バーゼル大学教授のウィリアム・ヒースに宛てた手
紙にこう書いている。「僕が発見したものは，水に
も，酢酸にも，塩酸にも溶けない沈殿物なのです。
これはこれまで知られているタンパク質とは，全く
違うものなのです。」
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この新しい物質が，細胞の核にあることを確かめ
て，nuclein と名づけた。DNAのＮは，ここから
由来している。しかし，ミーシャーが発見した
DNAが，遺伝という膨大な情報を抱え込んだ，生
命の記憶装置だとは誰にも気がつかなかった。その
頃，ミーシャーの隣国で，グレゴー・メンデル
（Gregor Johann Mendel：１８２２－１８８４）がエンドウ
豆の花を使って，花粉を交配した実験を終えてい
た。メンデルの遺伝法則は，論文として１８６６年に発
表され３），ミーシャーのDNA論文は，１８７１年に発
表されている４）。しかし，どちらの発見も，なんら
顧みられることなく，長い間図書館の棚で埋もれて
しまった。
数年の留学期間を終えて，舞い戻るようにスイス
に戻ったミーシャーを迎えたのは，故郷を流れるラ
イン川だった。アルプスの雪解け水が，古くからカ
トリック司教が統治してきたバーゼルを養う大河に
なり，北海に注いでいる。教会の鐘が低くたなびく
雲に響くのか，肌寒い夏でも都市は美しかった。ラ
イン川には毎年鮭が遡ってくる。漁夫の狙いは薫製
を作ることで，だれも手をつけない鮭の精巣は真っ
先に切り取り捨ててしまう。DNAの研究を続けよ
うとしたのだが，細胞材料が手に入らない。ミー

シャーはこの鮭の精巣からDNAを採集することを
思いついたのだ。チュービンゲン大学に，ミー
シャーが手書きで保存した「サーモンスパーム
DNA」の古い試験管が，大事に保存してある（図
１）。これで病院周りをしなくて済むことになった
ミーシャーは，故郷のライン川で何を思ったのだろ
うか。今日でも，サーモンスパームDNAは分子生
物学の実験では欠かせないものとなっている。ミー
シャーのアイデアから生まれたものだ。なにげなく
冷凍庫からサーモンスパームDNAを手づかみにし
た研究員と，DNAという訳の分からないものを発
見してしまったミーシャーの不安とは，どういうも
のだったのか話し込んでしまった。

ダーウィンと遺伝子

十九世紀後半から二十世紀前半にかけて，生物医
療研究は遺伝というテーマで埋まっている。チャー
ルス・ダーウィン（Charles Robert Darwin：１８０９－
１８８２）が「種の起原」を発表したのが１８５９年であ
る。環境からのストレスに耐えられる生物が，次世
代にその形質を残すことが出来る。そして，その形
質遺伝を可能にするメカニズムを「遺伝子」という
総称で漠然と規定していた。遺伝子が細胞の核にあ

図１ Ａ．ミーシャーが調整したとされるサーモンスパームDNAサンプル。チュービン
ゲン大学に保管されている。写真ⒸAlfons Renz, University of Tübingen, Germany.
Ｂ．現在でも分子生物学実験で欠かせないサーモンスパームDNA。
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るらしいことは，十九世紀後半には信じられてい
た。
核にある染色体はDNAの他に様々なタンパク質
からできている。ミーシャーの発見後十数年で
DNAはたった４種類の核酸構成因子（アデニン，
シトシン，チミン，グアニン）で出来ていることが
解ると，DNAが遺伝子ではありえないという意見
が大勢を占めるようになった。複雑な遺伝情報を４
種の核酸で表現することは不可能だという。少なく
とも２０種類以上のアミノ酸からなるタンパク質が
「遺伝子」であり，DNAはその線維状の形態か
ら，遺伝子であるタンパク質を守る外套のようなも
のだと考えられた。「愚かな四核酸」とも呼ばれて
いた。DNAを発見したミーシャー本人も，遺伝情
報を次の世代に継ぐ「遺伝子」はタンパク質と，一
生考えていたようだ。
DNA遺伝子説が浮上してきたのは，二十世紀中
頃のことである。ロックフェラー大学のオズワル
ド・アヴェリー（Oswald Theodore Avery：１８７７－
１９５５）の研究グループが肺炎連鎖球菌（Streptococcus
pneumoniae）の実験をしていたとき，不思議な現象
を発見した。肺炎を起こす細菌である肺炎連鎖球菌
には，感染性が特に高いものがある。この種の肺炎
連鎖球菌は，滑らかなカプセルに覆われていて表面
がスムースなことから Smooth Type，Ｓタイプと
呼ばれている。Ｓタイプのもつカプセルが，患者の
免疫細胞からの攻撃に抵抗する鍵になっている。肺
炎連鎖球菌には，ほかにカプセル構造が弱く，表面
がざらざらしているRough Type，Ｒタイプと呼ば
れる種があり，Ｓタイプに比べると免疫細胞による
攻撃に弱く，従って感染性が低い。アヴェリーの発
見は，この肺炎連鎖球菌を使った実験から生まれ
た。
感染性の高いＳタイプ肺炎連鎖球菌を溶解して，
Ｒタイプ菌と混ぜると，それまで良性であったＲタ
イプ菌が悪性のＳタイプ菌に変化することは知られ
ていた。この現象を形質転換（トランスフォーメー
ション）という。Ｓタイプ菌溶解物をさらにタンパ
ク質とDNAに別けると，おもにDNAを含む溶液
が効果的にトランスフォーメーションを起こすこと
を突き止めたのだ。アヴェリーのDNAトランス
フォーメーションという発見は，Ｓタイプ菌が遺伝

的に持っていた表面の滑らかな防御カプセルを，Ｒ
タイプ菌に伝達できることを意味している。すなわ
ち，DNAこそが遺伝子といえるのだ。
この研究成果は１９４４年に論文になった５）。それか
ら数年後，１９５０年に「二十世紀の遺伝学」と題した
シンポジウムが，コールドスプリングハーバー研究
所で開かれ，２６人の招待講演者が遺伝学分野でイン
パクト性の高い発見を紹介している。しかし，ア
ヴェリーの論文は全く触れられていない。ただひと
り，ロックフェラー研究所の同僚がアヴェリーの報
告に言及したが，単に実験方法論の議論に留まり，
DNAが遺伝子であるという認識にはいたらなかっ
た。

DNA構造決定

ジェームス・ワトソン（James Dewey Watson：
１９２８～）とフランシス・クリック（Francis Harry
Compton Crick：１９１６－２００４）が，DNA二重らせん
構造を発表したのは１９５３年のことだ。一般にはあま
り知られていないが，ワトソンとクリックをノーベ
ル賞に導いたDNA二重らせん構造の論文が載った
１９５３年４月２５日刊行のネイチャー誌には，さらに二
編のDNA構造に関する論文が掲載されている。つ
まり，ワトソンとクリックの論文と抱き合わせで三
編共同発表の体裁をとっていたのだ。他の二編はロ
ンドン，キングスカレッジのグループの論文で，そ
のひとつが若い女性研究者ロザリンド・フランクリ
ン（Rosalind Elsie Franklin：１９２０－１９５８）の論文で
ある。実はフランクリンがこつこつと暖めていた
データがなければ，ワトソンとクリックの発見はあ
り得なかったという説がある。６０年前のDNA構造
発見が歴史のなかで語られるようになってきた現
在，様々な角度からみて，この説は現在揺るぎない
事実と考えられている。
では，なぜワトソンとクリックの論文が現在まで
語り継がれ，フランクリンの論文が埋もれてしまっ
たのか。どちらのネイチャー論文も，DNA構造を
Ｘ線結晶学で検討したものである。１９５０年頃のイギ
リスでＸ線結晶学研究をしていたのは，ケンブリッ
ジ大学キャベンディッシュ研究所と，ロンドンのキ
ングス・カレッジ研究室だ。ワトソンがケンブリッ
ジ大学にやってきた当時，クリックは大学院生とし
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てＸ線結晶学と取り組んでいたが，ワトソンはＸ線
結晶学を使った研究では全くの素人であった。フラ
ンクリンは，ケンブリッジ大学を経てパリの国立化
学研究所（Centre national de la recherche scienti-
fique：CNRS）に留学してＸ線結晶学研究を修め
た。その後 キングス・カレッジ研究室の主任研究
員としてロンドンに戻るまでに，今日テニスラケッ
トやスキーに欠かせないグラファイトの構造決定を
完成するなど，Ｘ線結晶学研究では世界の第一人者
になっていた。DNA構造の研究はキングス・カ
レッジで与えられた課題だった。
Ｘ線結晶学を成功させるには，DNAの結晶体を
作らなければならない。鉱物や無機物結晶と同様
に，DNAを乾燥して結晶体を作っていた。乾燥し
たDNAからは，満足のいくＸ線回析実験ができな
かった。生体分子は水分を含んでいる。フランクリ
ンは，キングス・カレッジで研究を始めると，直ち
にDNAを生体に近い環境で結晶化するということ
にとりかかった。フランクリンの大きな貢献は，Ｂ
型と呼ばれる水分を含んだ状態でDNAの結晶体を
作る事に成功したことだ。そして，このＢ型DNA
結晶体がＸ線結晶学の精度を飛躍的に向上したの
だった。ワトソンとクリックがケンブリッジ大学で
失敗を繰り返している間に，フランクリンは着々と
成果をあげていた。
フランクリンの有名な「Photo ５１」は，当時で
は最も鮮明にＢ型DNAのＸ線結晶構造を映し出し
ていた（図２Ａ）。規則正しい間隔でクロスする焦点
がならぶこの映像を垣間みたワトソンは，DNAの
２重らせん構造を確信したというが，本人のフラク
リンは慎重だった。ネイチャーの三番目の論文で，
フランクリンはこう述べている６）。
「現在の時点で，Ｘ線回析のデータだけから
DNAがらせん構造をしていることを直接証明する
ことはできない。しかし，他のデータと合わせるこ
とで，らせん構造が存在することは十分考えられ
る。」
１９５２年，フランクリンはパターソン方程式と呼ば
れる帰納的データ処理法で，DNAの構造を決める
ことにした。パターソン方程式は，単純に言ってし
まえば，分子構造を等高線で示すというものだ。等
高線の線と線の間隔が細かくなればなるほど，立体

構造がはっきりしてくる。Ｘ線解析のデータという
のは，Ｘ線写真であることはいうまでもない。ケン
ブリッジ大学のペルーツとケンドリューが「この所
謂パターソン方程式の本来の意義をＸ線解析のコン
セプトに応用することは，これまでになく困難な作
業である」と結論つけていたにもかかわらず，フラ
ンクリンが，唯一の大学院生とともにパターソン方
程式にのめりこんでいった理由は，いまでは良く解
らない。結果として，非常に精密なDNA構造を探
り当てた。ネイチャー論文では以下のように結論づ
けている。
「（Ｂ型DNA結晶は）らせん構造をしていると考
えられる。直径約約２０Ａ

�
のらせん型の外郭にDNA

のリン酸基がある。DNA分子２本が同軸でらせん
を構成しているが，長軸方向に向かって非対称であ
ると考えられる。」
フランクリンの論文が２ページに渡り，詳細な
データと精密な解析結果を報告する，典型的な科学
論文であることとは対称的に，ワトソンとクリック
の論文は１ページにも満たない簡単なものであ
る７）。文末の謝辞をいれても，正味７００語しかない。
線書きで描いた２重らせん構造の模式図が一枚載っ
ている。ワトソンとクリックの研究方法は，Ｘ線結
晶学のデータをもとにしながらも，ブリキ板を切り
出したモデルで，DNA構成分子アデニン，チミ
ン，シトシン，そしてグアニンを作り，まるでレゴ
ブロックを積み上げるようにして，構造を模索した
というものだ（図２Ｂ）。
「我々は，デオキシリボ核酸（DNA）結晶の構造
を報告したい。この構造には全く新しい特徴があ
り，大きな生物学的意義がある。」このように始ま
るワトソンとクリックの論文は，リン酸基が外郭に
ある２重らせん構造という，フランクリンのモデル
と全く同じDNA構造を提唱している。しかし，他
のネイチャー論文と一線を画するものに，２本の
DNA分子が向き合う際に，アデニンとチミン，グ
アニンとシトシンというペアを組むという構造の提
唱だった。片方のDNA配列が他方の配列を決定す
るという，ベースペアのコンセプトが，この構造か
ら可能になったのだ。すなわち，単にDNA構造だ
けでなく，DNAが，次世代に形質を伝達する遺伝
子としての機能に最適な「構造」をしているという
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コンテキストを「発見」したのだ。
「ここで提唱する，合い向かうDNAが互いにペ
アを組むという構造が，遺伝情報のコピーという機
能に直接関与しているにちがいないという考えか
ら，ひと時も逃れることはできなかった。」ワトソ
ンがのちにノーベル賞に値したとする論文最後の結
語は，英文で２３語からなる。そして，この「発見」
が後にバイオテクノロジーという新しい未来を可能
にして，大きなインパクトをもたらした。

発見のインパクトと社会構造

これまで，画期的な発見をしながらも，社会の中
で認められないという事例が，自然科学の世界では
数多くある。メンデルが論文を発表したブルーノ自
然科学会誌という雑誌は，当時ヨーロッパやアメリ
カの大学図書館や研究所１３４カ所に配布されていた
という。発表する雑誌のブランド性や読者数が，掲
載論文のインパクトを左右すると考えると，ブルー
ノ自然科学会誌のインパクトは低かったのかもしれ

ない。
インパクト・ファクターとよばれる，自然科学系
専門誌のランキングとして重宝している数字があ
る。１９２０年代から始まった論文引用傾向調査に基礎
をおいている。ある雑誌の掲載論文が一年間に引用
された回数を，全論文数で割った数字がインパク
ト・ファクターである。すなわち，掲載論文総数が
多いと，単純計算としてインパクト・ファクターが
落ちることになるし，さらに，レビューと呼ばれる
総論的な論文は，引用する際に重宝することから，
引用回数が増える。すなわち，雑誌のブランド性を
揚げるためには，リビュー論文を増やし，その中で
自己の雑誌に掲載された論文を引用すればさらに効
果が上がる事になる。これまでに，論文査読の過程
で指定された雑誌に過去に掲載された論文の引用数
を増やすように編集長から指示されたということが
ないだろうか。これは，意図的に雑誌のインパク
ト・ファクターを操作するための編集方針で，批判
の対象になっている。悪質なインパクト・ファク

図２ Ａ．フランクリンと大学院生ゴスリングの撮影したＢ型DNAのＸ
線回析像「Photo ５１」。Ｂ．ワトソンとクリックは，ブリキ製DNA
モデルを使ってDNA構造を構築し，その過程でベースペアという遺
伝子複製のメカニズムに気づいた。（図はNature 論文から許可を得
て転載）
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ター操作のために，２０１３年度のリストから除外され
た雑誌は６６誌にのぼる８）。
インパクト・ファクターの高い雑誌に論文を掲載
することが，あたかも研究者の勲章であるかの様な
風潮が急速に蔓延してきた。こういった明らかに間
違ったインパクト・ファクターの解釈に異議をとな
えるべく，２０１２年１２月，アメリカ細胞生物学会総会
において「研究評価におけるサンフランシスコ宣言
（San Francisco Declaration on Research Assess-
ment）」が可決された９）。瞬く間に８０近い研究団体
が「サンフランシスコ宣言」に同意を示し，これか
らの研究者や研究論文の評価法について，新しい議
論が始まっている。
自然科学研究において発表の場は，専門分野の雑
誌や書籍に限られている。バイオテクノロジーや新
素材の研究で，研究者が論文発表後マスメディアか
らインタビューを受ける機会が増えた。しかし，専
門誌に発表が済めば次の研究に移り，研究者本人が
自説や自己の業績を宣伝して回ることは稀である。
ダーウィンはその例外かもしれない。「種の起原」
を発表したダーウィンは，当時の生物学や博物学の
重鎮に宛て数多くの手紙を書いた。例えば，１８４２年
から１８７３年にわたり，ハーバード大学の自然史学教
授をつとめ，植物学の権威として影響力のあったグ
レイ（Asa Gray：１８１０－１８８８）や，同じくハーバー
ド大学動物学教授のアガシ（Louis Agassiz：１８０７－
１８７３）に，繰り返し私信を送っている。ハーバード
大学グレイ植物博物館に現存しているダーウィンの
手紙は，英国紳士らしく修辞に満ちた文面である
が，自説を信ずるところを説き，これらの自然博物
学の重鎮から「進化論」を認めてもらおうと努力し
たことが解る。グレイやアガシの反応は，当初批判
的だったというが，こういった努力の繰り返しが，
「進化論」の社会的認知に寄与したのかもしれな
い。
今日の論文ラッシュから見ると不思議な印象を受
けるが，ミーシャーが生涯に発表した論文は９編に
過ぎない。これは，あまりの完璧主義者で，同じ実
験を，何度も繰り返していたからだという説があ
る。しかし，ミーシャーが書いた膨大な数の私信か
らは，これまでに知られているものとは全く異なる
新しいモノ，DNAを発見してしまったことへの疑

惑が感じられる。自分への疑惑を振り切るには，執
拗に実験を繰り返すしかなかったのかも知れない。
発見とは，本来孤独な作業なのだ。

「発見型」イノベーション

糖尿病の治療に使うインシュリンは，ほとんどリ
コンビナント製剤になっている。タンパク質はアミ
ノ酸が結合したものだが，アミノ酸の順序が個々に
決まっていて，ヒトのインシュリンのアミノ酸配列
はヒトの染色体遺伝子に情報が入っている。このヒ
トのDNA配列は，昆虫や細菌細胞に組み込んで
も，ヒトのインシュリンを産生することができる。
例えば，大腸菌にヒトのインシュリンDNA配列を
入れてやると，大腸菌とは無関係のインシュリン
DNA配列をさかんにコピーして，実際のヒトのイ
ンシュリンと同じものをつくるようになる。これが
リコンビナント製剤である。これは，DNAのベー
スペアをいう構造の発見がなければ，達することが
できなかった新しいイノベーションである。
フランクリン，そしてワトソンとクリックは，同
時期にDNAの構造を発見した。ただし，ワトソン
とクリックの発見には，DNAによる遺伝情報伝達
というコンテキストの発見があった。自然科学にお
ける発見は，それまでつづいてきた研究の歴史を一
歩すすめるものである。しかし，その一歩が未来の
方向を変えるインパクトを持つ時，コンテキストの
ある発見があったといえる。工学分野でのイノベー
ションは，目的意識を持ちその目的を全うする新し
い技術を開発するものである。一言でいえば能動的
な「発明型」といえるだろう。それにたいし，生物
医療分野の研究は一般的に自然界の掟を見つける
「発見型」といえる。しかし，未来の方向を示すコ
ンテキストのある「発見」が，イノベーションを可
能にするのではないか。
１９９６年，スコットランドのロスリン研究所で，ク
ローン羊のドリーが生まれた。羊の乳腺細胞を採取
して低血清状態で培養した後，未受精卵の核と置換
する。すると，未受精卵が細胞分裂を開始して，代
理母の子宮で胎児として成長したのだった１０）。これ
が世界で最初のクローン動物と，一躍ニュースに
なった。しかし，ドリーの誕生から４０年を遡る１９５８
年，ネイチャー誌にジョン・ガードン（Sir John B.
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Gurdon：１９３３～）が，オタマジャクシの分化した細
胞を採取し，その核をカエルの未受精卵に移植する
と高い確率でふ化することを報告している１１）。さら
に，核移植から生まれたオタマジャクシが正常なカ
エルへと成長したと報告している。ガードンは，ワ
トソンとクリックのDNA論文から５年も経たない
ころ，カエルのクローニングに成功したのだ。
ニュージーランドは羊の国である。総人口４４０万
人の国に，３，０００万頭以上の羊が住んでいる。一人

あたり７頭の割合だ。多くの羊達がのんびり草を食
んでいるのだが，実は４品種程度しかいない。酪農
分野では，人間の生活をサポートするのに適した品
種を作り出すという，手間のかかる作業がある。
ニュージーランドの４品種も，長い歴史のなかで交
配と間引きを繰り返し，ウール毛をとるのに適した
品種，食用に適した品種などが作られてきた。言い
換えれば，ニュージーランドの羊は，時間をかけて
作られたクローン羊に他ならない。スコットランド

図３ Ａ．マウス歯肉線維芽細胞由来の iPS 細胞を含むキメラマウス。Ｂ．iPS 細胞のみから生まれた
マウス（矢印）。Ｃ．ヒト歯肉組織の採取。この組織から分離した歯肉線維芽細胞からも iPS 細胞が
誘導された。Ｄ．－Ｆ．ヒト歯肉線維芽細胞由来の iPS 細胞から分化した様々な組織。（大阪大学大
学院歯学部補綴学講座，江草 宏先生の許可を得てEgusa et al.,（２０１０）１４から転載）
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のロスリン研究所は酪農研究というコンテキストか
ら，人間にとって都合の良い羊の品種を，短時間で
しかも予測精度の高い核移植という新しい方法で作
ることができるというコンテキストのもとで，ク
ローン羊の実験を開始したのだ。これが，マスメ
ディアやサイエンスフィクション作家が，人間のク
ローニングという未知の，そして多分にフィクショ
ンに近いコンテキストで扱ったために，ひと騒動に
なってしまった。
２０１２年，京都大学山中伸弥教授（５０歳）がノーベル
生理・医学賞を受賞した。「成熟した細胞がリプロ
グラムにより，未分化細胞になることを発見した」
ことが受賞理由である。すなわち，人工多能性幹細
胞（Induced Pluipotent Stem Cell：iPS 細胞）の作成
に成功したことである。山中ファクターと呼ばれる
４種の核タンパク（Oct３／４，Sox２，Klf４，c-Mic）
を，発現ベクターを介して分化の進んだ細胞，例え
ばひとの皮膚や歯肉から採取した線維芽細胞に導入
すると，その核が分化の逆戻りをして未分化細胞の
呈を示す。すなわち iPS 細胞になるというもの
だ１２）。この発見が，iPS 細胞の多能性を応用して患
者が必要な組織を生体工学として再分化作成できる
のではないか，という新しい治療法のコンテキスト
を示したのだ。
マウスを使った実験で，皮膚１３）や歯肉１４）の線維芽
細胞から iPS 細胞をつくり，さらにマウスそのもの
も誕生している（図３）。１９５８年にガードンが，未受
精卵に移植した核そのものに生命の秘密があるのだ
という発見を，さらに数種類の核タンパクを導入す
るだけで生命の誕生までを促すことを提示してい
る。２０１２年のノーベル生理・医学賞が，山中とガー
ドン（７９歳）の共同受賞になったことは，とても粋な
計らいだと思う。クローンカエルの誕生という最初
の発見から，わずか半世紀という短時間でコンテキ
ストの発見があった（図４）。言い換えれば，生物医
療分野の「発見型」イノベーションを可能にするた
めには，自然科学現象の「発見」に加え，さらにコ
ンテキストを「発見」する作業が重要な鍵になると
考えられる。

まとめ

本稿では，生物医療分野の研究におけるイノベー

ションの位置づけを，DNA発見の歴史から検証し
てみた。ここに，「発見型」イノベーションの原型
を見ることができる。すなわち，発見で研究が終了
するのではなく，そこから新しい方向を示すコンテ
キストの発見が，大きなインパクトを生むイノベー
ションと定義したい。急速に変化する大学という研
究環境では，これまでの現象やメカニズムを発見す
るだけにとどまらず，さらなるイノベーションに結
びつけることが，期待され始めている。
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