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はじめに	 (執筆：佐々木貴宏) 
	 気候変動、都市化、工業化、長寿化、生活習慣の変化と共に、食糧・資源の枯渇、	 

感染症・慢性疾患の増加など、現在、我々は複雑な問題に直面しています。数多く

の事物が関係する場合、問題のある側面に対する解決策が別の側面で問題を生じさ

せる可能性があり、問題を一気に解決できる「銀の弾丸」はなかなか見つかりせん。

一方で、生物の世界を見てみると、複雑な自然環境の中で何とか命を繋ぎ、長きに

わたり種の存続がなされてきました。現在我々が直面する難問題への解決に向けて、

こうしたしなやかな生物の営みから学べる事が多々あるのではないかと考え、理論

とフィールドをまたいだ研究ないしは応用実践で活躍されているゲストスピーカ

ーを 3名擁して、トークイベントを企画し開催しました。イベントのタイトルは「ラ
ウンドテーブル：進化と多様性」。実際には 60名超の参加者があったため、ラウン
ドテーブル ＝ 円卓を囲んだインタラクティブな場という形式では出来ませんで
したが、コンセプトとしては自由な雰囲気の中で行われるディスカッションの舞台

をイメージして行いました。 
 
 
スピーカとしては、以下の 3名をお招きしました。 
1) 吉村仁（静岡大学創造科学技術大学院） 
数理生態学が専門で確率的進化理論とこれに基づくリスク評価手法を追究。一般に

は13年ないしは17年に一度だけ地上に一斉に現れる周期ゼミの研究者として有名。 
 
2) 尾田正二（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 
受精を中心とした分子生理学が専門。5年前より国際宇宙センターにてメダカを飼
育するプロジェクトに参画するなど、メダカに関するスペシャリスト。 
 
3) 村上志緒（トトラボ植物療法の学校） 
元々のバックグラウンドは発達生物学。転じて、人と自然との繋がりから生まれる

植物療法学の世界に。研究のみならず自然、生活文化、科学の観点から学ぶセミナ

ーやワークショップの開催など啓蒙活動も活発に行う。 
 
 
 
 
 



トーク概要とまとめ	 (執筆：舩橋真俊) 
	 今回のラウンドテーブルは、進化と多様性というテーマの元に、分子から生態系

まで異なるスケールのフィールドで活躍する研究者と対話を行いました。 
	 フィールドと実験系、理論と現実を往復する話の中で、特に①多様性と生存につ

いて、②多様性の観測について、が共通したテーマとして浮き彫りになりました。 
吉村氏からは、多様性が変動環境での絶滅回避に如何に本質的に関わり、それが競

争原理以前の存続戦略として如何に進化の原理として機能しているかを、周期ゼミ

を例にお話しいただき、最後は国際経済における企業のあり方についてまでアナロ

ジーが及びました。 
	 尾田氏の研究するメダカも、４００万年もの間に幾度も絶滅と撹乱を繰り返し、

遺伝的に混ざり合いながら多様な亜種の系統の多様性を保っているという新説を

紹介されました。 
	 村上氏がフィールドとするフィジーの医療体制においては、西欧医療だけではな

く、現地のヘルスケアコミュニティーアドバイザーや Traditional Healer が民間
診療の大部分を担い、それぞれ多様な植物の活用を生かした豊富な診療コンテクス

トを用意する事で、多様性に基づく健康のリスクヘッジを行っている様を、植物療

法の行動薬理的な解析や多くのフィールド写真とともに紹介いただきました。 
	 遺伝子、社会システム、生態系などの階層に共通して、一見無駄が多い多様な戦

略を担保しておく事が、実は長期の生存には不可欠だという共通理解が認識された

議論となりました。 
	 吉村氏が生態系の多種共存系における多様性の重要性を主張するのに対して、尾

田氏のメダカ一種の研究においても、「元気」なメダカとは何か、という難問に対

して、様々な行動指標を２４時間網羅的にとるなど結果的にデータの多様性を元に

実証しようとする戦略が、生きものを扱う際の多様性の測定が不可欠である事を再

認識させられました。 
	 村上氏の行動薬理学、成分分析、植生調査、民俗学、を含むフィジーの

Social-Ecological Systemの総体としてのインベントリーの作成も、この多様性を
如何に観測するかという課題と向き合っています。 
	 これらの多様性の内実に肉薄しようとする研究者の具体的な事例を通して、多様

性の分類における系統樹表記の矛盾や、幾何平均や確率共鳴などの数理モデル、更

に生体の代謝ネットワークにおける個々のタンパク質機能の環境応答に対する両

義性まで、スケールと手法を問わず様々な実験事実と概念の対比が議論されました。 
 
 
 
 
 
 
 



アンケート結果の報告（執筆：吉田かおる） 
 
	 ラウンドテーブル「進化と多様性」の開催にあたり、どのような背景（所属）の

聴衆が参加を希望し、どのような話題に興味を持っているかを調査し、今後の企画

を行う上でテーマおよび講演者の選択やプログラム作りの参考にしようとアンケ

ート調査を行った。 
	 本イベントには、外部から11名、ソニーグループ内から66名の参加申込があり、
実際に参加したのは、外部から 9名、ソニーグループ内から 48名の計 57名（当日
参加希望者 2 名も含む）であった。その内、41 名がアンケートに答えてくれた。
返答者の個人情報として、年齢、性別、所属、名前を任意で記入してもらい、27
名が全個人情報を提供してくれた。25 名から感想（コメント）が寄せられた。コ
メントの大半は好意的で次回のイベントの開催を望む声であった。以下に、各質問

に対する統計結果と寄せられた感想（コメント）を示す。 
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