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　2019年 10月に逝去された SEMの世界的権威、田中敬一先生の功績をたたえて行われた、鳥取大学の稲
賀すみれ氏と旭川医科大学の甲賀大輔氏による対談。
　後編では「田中敬一先生の志を継いで」をテーマに、田中氏の遺志を継ぎ電子顕微鏡の可能性を広げて
いく取り組みや、お二方の研究のこれからについて語り合っていただいた。

真実のもつ 「美しさ」を追求し、伝える 《後編》
田中敬一先生の志を継いで

（対談者）
鳥取大学 医学部 解剖学講座 プロジェクト研究員　稲賀 すみれ 氏
旭川医科大学 解剖学講座 顕微解剖学分野 准教授　甲賀 大輔 氏

子どもたちが電子顕微鏡に親しむ環境を
――田中先生からお二方へとつながる研究の系譜が、SEM

の可能性を広げていることがわかりました。その電顕の裾

野を広げていく活動として、稲賀先生は「電子顕微鏡のま

ち・米子市」＊推進協力会で尽力されていると伺いました。

どのような活動なのでしょうか。

稲賀　　このお話は、私が 2018年に退職する間際に舞い
込んできたものです。もともとは田中先生が高齢になって
研究を続けることが難しくなり、ご自宅で愛用されていた
S-2460 Natural SEMを米子市に寄贈したいと申し出られ
たことが発端でした。当初は話が進んでいたようですが、
市長の交代などもあって頓挫してしまい、どうしたもの
かと田中先生から相談があったため、私が同級生の伝手
を頼って市の教育長さんにあらためて申し出ることにし
たのです。
　実は、米子市は田中先生だけでなく、TEMのパイオニ
アである故 菅田栄治先生（元大阪大学工学部長）も輩出
しています。SEMと TEMの第一人者が同じ米子市の出身
ということは素晴らしいご縁ですよね。なのに、その事実

はほとんど知られていません。そこで、寄贈した田中先
生の装置などの展示を通じてお二人の功績を世に知らし
めてたたえるとともに、電顕の実機を置いて教育的にも
意義のある環境を整備すること、その新しい装置は私た
ちで寄付を募って購入することを提案しました。すると
市長からも快諾され、米子市児童文化センターの一角に、
展示と実際に利用できる卓上型低真空 SEMを設置するプ
ロジェクトがスタートしました。
　私としては退職して時間ができたら取り組むつもり
だったのですが、医学部長から「同窓会も医師会も協力
してくれるから、退職するまでにやりなさい」と言われ、
走り出したのが 2017年 12月のことです。ところが思っ
たよりも寄付が集まらず、目標額の 500万円に到達した
のは、翌 2018年 3月 26日のオープニングセレモニーを
迎えたあとだったという綱渡り状態でした。とはいえ、2
か月あまり前から入院されていた田中先生も車椅子でセ
レモニーに駆けつけてくださり、一緒にお祝いできたこ
とは、ほんとうに幸いでした。
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　実機の MiniscopeRが置かれているのは、児童文化セン
ターのエントランスホールの一角にある「ミクロの世界探
検コーナー」で、大人から子どもまで気軽に観察できるの
が特長です。操作は私を含めて 3名の指導員がいるときの
み行いますが、試料を見せてほしいというリクエストも多
くありますね。夏休みの自由研究用には 1人 1時間で 40
コマほど割り振りますが、あっという間に埋まってしまう
ほどで、これまでに撮った電顕写真は 9,000枚近くにのぼ
ります。

甲賀　　僕も開設記念の特別講演会に講師として呼んでい
ただきましたが、すぐそばに卓球台があるような環境なの
で驚きました。でも、子どもから大人まで電子顕微鏡を自
由に使えるという画期的な施設は、おそらくほかにないと
思います。

稲賀　　子どもたちが走り回って埃も振動もいっぱいの環
境なのに、装置自体のトラブルも今のところなく、埃も
中にまったく影響していないのですよ。日立ハイテクの
MiniscopeRの頑丈さも実証されていますね。

＊電子顕微鏡のまち 米子 HP　https://denkenyonago.com/

米子市児童文化センターの一角に開設された「ミクロの世界探検コーナー」

オープニングセレモニーで元気なお姿を見せてくださった田中敬一先生

子供たちは電子顕微鏡を自分の手で操作することができる

観察手法の指導をする稲賀先生。協力会メンバーの講習を受けた 
ボランティアが交代で子供達のサポートに当たっている。
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マスメディアを通じたアウトリーチ活動
――実際に電顕を使った研究で表彰された子もいらっ

しゃるそうですね。

稲賀　　ええ。開所当時、中学 2年生だった石倉要（いし
くら かなめ）さんは、通い続けて今では自分で操作もで
きるほどです。文章も上手で、数々の作文コンクールで
入選しているのですが、先日は、産経新聞の高校生文化
大賞 2020に応募した「ミクロへの挑戦をつなぐ」が全国
2位の「優秀賞」を受賞されました。その作文には中学生
の頃から続けてきた電顕での試料観察のこと、田中先生
や私との交流について、そしてミクロへの挑戦者として
田中先生の思いを受け継いでいきたいという決意がつづ
られていて、児童文化センターの電顕が彼の科学への思
いを後押しできているなら素晴らしいことだと感じます。
　また、小学生の椋千晶（むく・ちあき）さんが撮影し
たミニトマトの表面の腺毛の写真は、2019年の日本顕微
鏡学会の写真コンクールで「特別賞」を受賞しています。
まるで四つ葉のクローバーのような腺毛の形がとてもき
れいな写真で、例年は最優秀賞 1点のみが選出されるとこ
ろ、特別に表彰されたのです。当時小学 2年生の快挙とい
うことで地元でも話題となりました。
　子どもたちは、私たち研究者が既成概念や先入観が邪
魔して撮れないような写真を撮りますし、それが私たち
にとって刺激にもなっています。田中先生は以前から、「子
どもたちにミクロの美しい世界を知ってほしい、体験し
てほしい」とおっしゃっていましたから、その願いがか
たちになり、泉下で喜んでいらっしゃるはずです。

甲賀　　そのプロジェクトは、やはり稲賀先生だからこそ
実現できたのだと思います。比べるとお恥ずかしいです
が、電顕の裾野を広げるための活動として僕が行っている
のは、マスメディアに出て行くことです。例えば最近では、
日立ハイテクの皆さんにもご協力をいただいて NHKの科
学番組に出演しました。僕はもともと人前に出るのは苦手
で、テレビ番組などに出演することも正しいかどうかわ
かりませんし、これまでは写真の提供や出演の依頼があっ
てもお断りしてきました。しかし、「電子顕微鏡を一般の
方々に広める、アウトリーチ活動の一環として考えてはい
かがでしょうか」と言われて、考え方をあらためました。
　昨今は、僕たちの世代でも「電子顕微鏡離れ」が危惧
されています。その流れを食い止めるには、やはりメディ
アを通じて子どもたちにミクロの世界へ興味、関心を持っ
てもらうことが有効だと思います。もちろん僕一人でで

きることではなく、日立ハイテクをはじめ多くの皆さん
のお力が必要ですが、アウトリーチ活動を続けて 1人でも
多くの方に電子顕微鏡の魅力を伝えていきたいと思って
います。

稲賀　　私たちの「電子顕微鏡のまち・米子市」の活動は
あくまでも地域貢献、甲賀先生の活動は日本全国、全世界
への発信というレベルの異なる貢献で、どちらも大切だと
思います。甲賀先生の美しい写真だからこそ、説得力が
あり、見た人が感動できるのではないでしょうか。「Beauty 
is truth, truth beauty.」を広く伝える活動は、これからも
積極的に展開していただきたいと思います。

甲賀　　ありがとうございます。

――電顕写真をアートとして発表されている方もいらっ

しゃるとか。

稲賀　　そうなんです。「電子顕微鏡のまち・米子市」の
活動では、アーティストとの出会いもありました。2019
年 3月に開設一周年記念のイベントで、子供たちの撮った
百数十枚の電顕写真を米子市美術館と児童文化センター
に展示したところ、アーティストで音楽家の松浦友也さん
が観にきてくださったのです。松浦さんは SEMで撮った
写真をアートとして発表されていて、日本顕微鏡学会の
写真コンクールに応募されたこともあるとのことでした。
それがたまたま、私と日立ハイテクの皆さんが共同で応
募した HeLa細胞の染色体の写真が最優秀賞を受賞した年
であることが分かり、そのご縁もあって交流させていた
だくようになりました。
　2019年 9月の染色体学会では、松浦さんがその HeLa細
胞の写真の動画に音楽をつけて下さった作品を、論文によ
らない音と映像での（研究成果の）提示方法として発表し
て好評を博しました。さらに現在は、松浦さんとのコラボ
レーション企画として、電顕写真と音楽を組み合わせた画
像コンテンツを制作しています。完成したら米子市児童
文化センターにあるプラネタリウムで上映する予定です。
　松浦さんの作品は、アートイベント「BIWAKOビエンナー
レ 2020」の公式ポスターにも採用されるなど、芸術的な
美しさが多くの人を魅了しています。電顕の新たな応用
領域として、アーティストの表現ツールというのも有望
ではないかと、彼の作品を見ていると感じますね。
甲賀　　僕も SEM像をアートとして捉えている側面はあ

アートとしての電顕写真を楽しむ
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「だけど何かまだ足りないんだよな」

ります。モノクロでは自然の造形美が感じられますし、色
をつけるとまた違った世界が広がります。今は学術的な
正確さという視点で視認性を高めるための色づけをして
いますが、時間があればアーティスティックな彩色にも
挑戦してみたいと思っています。

――最後にお二方のこれからの目標についてお聞かせく

ださい。

稲賀　　やはりさきほども言ったように、これまでの研究
をきちんと形にすることですね。実は私自身も退職金で
MiniscopeRを購入しまして、プロジェクト研究員を退い
ても田中先生のように研究を続けていくつもりでおりま
すが、染色体に関しては、FIB-SEMが不可欠ですから、ひ
とまずはこれまでのデータをまとめることが直近の目標
です。低真空 SEMによる腎生検については、導入しやす
い手法を確立することで普及を後押しできればと思って
います。
　また「電子顕微鏡のまち・米子市」の活動もさらに発
展させていきたいですね。近いところでは、三周年記念
のイベントとしてプロアマ問わず参加できる電顕写真の
コンクールを開催する構想を温めています。

甲賀　　僕もこれからやりたいことはたくさんあるので
すが、本日の話題に関連して言うと、オスミウム浸軟法
を誰もができる方法として確立していくことですね。オ
スミウム浸軟法はうまくいくと本当にきれいな像が撮れ
るのが魅力です。そのことは理解されていても、やはり
難しいので諦めたとか、甲賀だからできるんじゃないか
と言われてしまうことも多くあります。ただ、僕も 10年
以上挑み続けてきて最近ようやくコツがわかってきたと
ころなのです。
　オスミウム浸軟法の基本的な原理は (前編でも述べまし
たが )、薄いオスミウム液を使うことで可溶性タンパク質
を抜いて膜を選択的に残すというものです。これまで僕な
りに試行錯誤した結果、浸軟処理の際の温度条件がポイ
ントになることがわかってきました。田中先生が提示さ
れた条件は 20℃をキープするというものでしたが、僕は、
温度をもう少し高く設定することで浸軟時間が短縮でき、
失敗もほぼなくなることを発見し、論文として発表する
こともできました。さらに今後は、固定液の条件も見直し、
より簡単に、誰でも安定して再現できる方法を提示した

いと考えています。
　それによってオスミウム浸軟法を普及させることが、田
中先生に対する恩返しになるのではないかと思うのです。
そして、オスミウム浸軟法を今では皆が使えるようにな
りましたと、先生の墓前にご報告することが夢ですね。

稲賀　　甲賀先生、以前、一緒に田中先生のお見舞いに伺
いましたよね。そのときの田中先生は珍しく長い時間お話
しされて、私たちのことを褒めてくださったり、労って
くださったりしました。でも最後に、「だけど何かまだ足
りないんだよな」っておっしゃったのを憶えていますか。

甲賀　　はい、よく憶えています。

稲賀　　先生は私が何か成果をあげて報告したときも、褒
めてくださったあとに必ずその一言をおっしゃっていま
した。それは、「1つの成功に満足しないで目標に向かっ
て努力し続けなさい」という意味だと思うのです。田中
先生ご自身も、そう自分に言い聞かせながらずっと頑張っ
てこられたのだと思います。
　だから私は何かうまくいって喜んでいるときには必ず、
先生のその言葉を思い出します。甲賀先生も、これから
ずっと田中先生にそう言われ続けるでしょう。現状に満
足しないで、次のこたえを見つけるために頑張り続ける。
その科学者としての姿勢も、田中先生の遺産として、私
たちから広く次の世代へ伝えていかなければと思います。

（インタビュー・文：関　亜希子） 
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