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 ジェノバはイタリア半島の北西部、ミラノの南 145ｋｍに位置し、リグーリア州の州都です。

地中海性海洋気候のため一年を通して非常に温暖で、いつも強い風が吹いていますが、冬でも気

温は低くなくすごし易い所です。前面には海が背後には山が迫っているため、町全体は細長く伸

びており、一見すると神戸や横浜を彷彿とさせる港町です。ジェノバはイタリア屈指のオリーブ

の産地であり、ここのバジリコ（ハーブ）はイタリア随一と賞されています。また、コロンブス

が生まれた地であり、かつては敵国であったヴェネチア公国のマルコポーロが幽閉されていたと

いう歴史のある町です。また有名なヴァイオリニスト、パガニーニの生まれた町で、毎年パガニ

ーニコンクールが開かれています。サッカーで言うと私が行く直前にセリエ Bに落ちたサンプド

リアと並んで、今日本はナカタ選手一色ですが、カズこと三浦知良が日本人として始めてイタリ

アリーグセリエ Aに参加したジェノアと言うチームがあります。イタリアという国にあまり馴染

みが無いかもしれませんが、イタリアは国土面積が日本とほぼ同じで、人口は日本の約半分で、

しかも郷土愛（カンパリズム）がイタリア人は非常に強いためか日本のような都市部集中型の生

活様式ではありません。例えばラボのメンバーについても、ジェノバに生まれ、ジェノバで育ち、

ジェノバで暮らして行くという人が大半です。ジェノバの人のことをジェノベーゼと呼びますが、

港町にあり、他国からの侵入を余儀なくされてきたせいか、非常にキューゾ（閉鎖的）で、よそ

者には冷たく最初は戸惑うばかりでした。フランスにも非常に近い為か、一般的に我々が想像す

るラテン系イタリア人というイメージからはかけ離れた、まじめで細かくきっちりとした人種で

す。しかしながら友人関係が成立した人に対しては、非常に親切でやさしいというのが感想です。

一般的にイタリアの男はとてもやさしく（男の私でもうっとりするくらいみんなやさしかったで

す）、対して女の人は美しくてとてもたくましいという印象があります。 

 ジェノバという街は旧市街、新市街に分かれており、旧市街はルネッサンスやバロック期のそ

のままの建物が所狭しと立ち並び、また新市街は非常に治安のいいところであったと思われます。

イタリアというと一般に治安を問題にされる方が多いですが、大阪のミナミなどのほうがよっぽ

ど恐いと感じることがあります。ジェノバ大学はジェノバの中に点在していて、Advanced 

Biotechnology Center (CBA ; Centro Biotecnologie Avanzate) は、小高い丘の上、SanMartino 

Hospital の敷地内にあり、癌研究所である National Institute for Cancer Research (通称

IST )と併設されており、イタリアでの生化学研究の中心地であります。 
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 イタリアと言うとやはり食の国、イタリア料理を想像される方が多いと思われますが、CBA の

中にもメンサ（食堂）があり、ここではこんなすばらしい料理でこの値段でいいのか、と言うく

らい充実した本格的イタリア料理が毎日楽しめました。食いしん坊の私にとってはこの上ない喜

びで、プリモ（第一皿）にはたいてい本当に山盛りのパスタかスープ、セコンド（第二皿）に魚

あるいは肉もしくはチーズ（モッツアレラなど）の盛り合わせかハム（パルマの生ハムなど）の

盛り合わせを取り、コントルノ（付け合せ）のサラダ（この量が半端でなくすごく多い）とパン

とミネラルウォーターで、約 500 円弱で頂けます。更にヨーグルトやフルーツ時にはケーキも置

いてあります。本当においしくて幸せでした。お陰で行ってから 1、2 ヶ月ほどで、あっという

間に 5kg 体重が増え、おなかだけは立派なイタリアンになってしまいました。また安くてうまい

小瓶の赤ワインと白ワイン並びにビールも注文することができ、お国柄を反映している様に思い

ました。併設されている BAR（バールといいます）では食後のエスプレッソを 50 円強で飲むこ

とができ（市内では 80 円ほど）、ラボのメンバーと交代で驕り合うのが日常でした。食後に CBA

のビルから屋外へ出て 5分ほどの散歩を楽しむのですが、丘の上から見下ろすジェノバの町並み

と海の風景、右手にそびえるアルプス連峰の情景は忘れられません。 

 さて Martino Bolognesi 教授は、ポスドク時代をオレゴン大学（B.W.Matthews 教授)引き続

きミュンヘンの Max Planck Institut fur Biochemie（R.Huber 教授)のもとで過ごしたイタリア

きっての蛋白質結晶学者で、イタリアを代表する Scientist のひとりであることから、ヨーロッ

パ各地だけでなくアメリカ、カナダなど方々へ文字通り飛び回っています。彼がはじめてホテル

に来てくれた時の印象が非常に強く、190cm はある長身で、まるでハリウッドの映画俳優のよう

なルックスの流暢な英語を話す紳士だったので大変驚いたことを覚えています。（若々しくてと

ても 50 歳代手前には見えなかった…。）何と言ってもその人柄は尊敬に値します。出張や授業と

いつも忙しい身であるにもかかわらずたいへん穏やかな人柄で、ラボのメンバーとのディスカッ

ションにはできるかぎり時間を割いてくれました。また教授自ら顕微鏡で結晶を観察し、そこか

ら有益なアドバイスを与えてくれました。彼の結晶化に対する鋭い洞察力（結晶に対する嗅覚の

ようなもの）にはしばしば驚かされました。放射光施設に行った際でも、自らループで結晶をす

くい、積極的にデータ測定などの実験も行い、構造解析に際しては、CCP4 や CNS や SHARP のロ

グをチェックしてアドバイスを送り、Oを使いこなしながら電子密度も一緒になって見て下さる

姿には一種の感動がありました。研究室自体は比較的新しいラボで筆者が行った当時は、生化学

の実験室がまだ立ち上げ状態のような感じでした。研究室は 10 人前後の所帯で、全員が基本的

に蛋白質の X線構造解析に従事し、それ以外に 2次構造予測やモデリングといった仕事も行って

いました。研究室には、数名の生化学者もおり、遺伝子のクローニングから蛋白質精製まで一貫

して行える体勢が整ってきています。研究テーマとしては、以前は、各種金属蛋白質や糖ヌクレ

オチド関連酵素群などが主なテーマでしたが、Chiron 社との共同研究により、イタリアで有数

の Structural Genomic プロジェクトが発足し、病態に関連するウイルス関連の蛋白質の構造解

析にシフトしつつあります。Chiron 社はトスカーナ地方のシエナにワクチンリサーチセンター

があり、年間 600 個くらいの病態関連の遺伝子のクローニングを行い、350 個程度の蛋白質を発
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現し、そのうちの 1割ほどを構造解析するというゲノムプロジェクトを起こしています。ここで

余談ですが、ゲノムプロジェクトに関していいますと、ヨーロッパはアメリカに少し遅れをとっ

ているように感じますが、最近になってようやく次々と様々なプロジェクトが起こりつつありま

す。イギリスを中心としたプロジェクト、ドイツベルリンの Protein Structure Factory、フラ

ンスの Yeast のプロジェクト、R.Huber が中心となり、イタリア、スペイン、ポルトガルのグル

ープを巻き込んだプロジェクトなど非常にバラエティに富んでいます。 

 生化学実験室のほか、低温結晶化室、コンピューター室、回折計室があり、1台の DEC マシン

と 7台の SGI マシン（Octane 並びに O2 など）がありましたが、コンピューターはいつもフリー

な状態ではありませんでした。実験室系測定装置としては、X 線発生器に Rigaku RU-H3R、MAR 

Research 345 imaging-plate を使用して測定を行っています。基本的に最終的な回折データ測

定は放射光施設を使用していますが、実験室回折計もいつも混んでいる状況が続いていました。 

 放射光施設はグルノーブルの ESRF、ハンブルグの HASYLAB、トリエステの ELETTRA（残念なが

ら測定する機会はありませんでしたが）を使用しており、だいたい 1ヶ月半に 1日から２日のビ

ームタイムがありました。Bolognesi 教授は ESRF においてイタリアン BAG（イタリア内の他の

５チームとともにアプリケーションを出し合い、ビームタイムを調整し合う）のリーダーであり、

ビームタイムの調節は非常に巧みに行っていたように思われます。ジェノバからグルノーブルま

では４時間、ハンブルグまでは飛行機乗り継ぎで４,５時間、トリエステは飛行機で１時間半ほ

どと、地理的には申し分の無い状況でした。車で４時間と書きましたが、普通に運転すれば５時

間以上は掛かると思われます。やはりフェラーリのお膝元であります…。冬場に同乗した際はア

イスバーンの上を疾走する車に同乗し、命の縮まる思いをしたこともありました。 

 さてハンブルグはドイツの北部に位置する港町で、先の大戦で焼失したためか街並みは非常に

きれいで、建物自体が新しい印象を受けました。ハンブルグの DESY/EMBL Outstation の HASYLAB

には現在蛋白質解析用として２つの CCD ビームラインと２つの IP の station があります。この

うち２つは MAD 用のデータ測定に対応しています。第 2世代の放射光施設でしたが、ヨーロッパ

各地から多数のユーザーが測定に来ていました。ここでの一番のヘビーユーザーは、リボソーム

の Yonath のグループでした。ここではビームタイムへのプロポーザルから終了報告まですべて

WEB サイト上で行うことができるシステムになっていて、非常に驚きました。またハンブルグは

魚が新鮮でおいしくて、実験の合間に暇を見つけては、市街にある日本料理屋にイタリア人とと

もに足を運び、鮨や刺身に感動したのを覚えています。ESRF では主として ID14

（EH1,EH2,EH3,EH4）を使用する機会を得ましたが、幸い私はこの４つのビームすべてを使うこ

とができました。1999 年の 10 月に初めて ID14‐EH1 でデータ測定を行った時、すでに MarCCD

が設置されていて、洗練された本当にすばらしいビームラインだと感動しました。ESRF は非常

に自由な雰囲気の放射光施設で、実験ステーションに入るのに ID カード等は必要なく（ハンブ

ルグもそうでしたが）、音楽を流しながら実験しているグループやドラゴンクエストに興じてい

る某ドイツのノーベル賞受賞者グループや、私にバナナでも食べる？とやさしく聞いてくれたス

ペインのグループなど、日本では考えられない自由な雰囲気の施設でした。基本的にすべて CCD
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でのデータ測定でしたが、CCD を使用した場合については測定方法としては、回折パターンがき

れいなものであれば、とりあえず 180 度撮ってしまい、後で DENZO 処理したデータから、PREDICT

と ANGLE というプログラム（HASYLAB にも ESRF にもあった）で測定する範囲等を修正していま

した。日本に帰って来て驚いたのはデータを DAT ではなく Windows の Disk にあっという間にセ

ーブしていたことでした。向こうではいつも DAT でデータを落としていたので、徹夜明けに DAT

待ちという状況が続いていました。 

 1999 年の 7月より 2001 年の 3月までの間、筆者は留学の機会を得たわけですが、全体として

の印象は、「ああ本当に来てよかったなあ、いっぱい苦労したけれどいい国だった」というのが

感想です。イタリアに来た当初は、その不便さと日本とは全く違う生活スタイルや文化、考え方

や価値観などのギャップに戸惑ったり、色々と苦労や悩みはありました。例えば、銀行などでも

対応する人や日によって言う事が違っていたり、すべてのことについて嫌というほど待たされた

り、コンビニで自由に買い物ができる日本のような利便性を求めることはできない国で戸惑うこ

ともしばしばありました。発展的経済を余儀なくされる日本に対して、循環型経済のイタリア、

日曜日になると朝からＴＶでローマ法王のお話しを聞き、教会に行った後にサッカーや F1 をワ

インとともに楽しむイタリア人と、日曜日といってもお寺に通うわけでもない野球好きでビール

好きの日本人とでは考え方や価値観も全く違うと思います。この違いについて色々と悩まされる

こともありましたが、そのうちに違いを楽しむ余裕が出てきたのかもしれません。日本の便利さ

や国の豊かさなど、遠くから日本を眺めていて改めてその素晴らしさを感じることはありました

が、イタリアには現代の日本にはない、日本がどこかに置き忘れてしまった何かがあるような気

がします。それは多分、人と人との結びつき、すなわち人間愛かと感じました。イタリアではカ

トリックが根付いていることもあり、一番大切なものは家族や人と人とのつながりである様です。

研究室も非常に強くて固いきずなで結ばれており、サイエンティストとしても人間性においても

立派な Bolognesi 教授は、ラボのメンバーより非常に尊敬されている様に感じました。このこと

が高じて次々と成果が上がっていた様に思います。驚いたことに、構造が決まったといえば、教

授がシャンパン（イタリアではスプマンテと言います）を持参してきてくれて、論文が通ったと

いったらまた、という風に棚の上にはスプマンテの空瓶が保管されており、これを増やして行く

楽しみがある様です。私も 3度ほどスプマンテでお祝いをしてもらいました。構造が決まった時、

論文が通った時、そして帰国の前日です。私は今でもそのときのコルクを大事に保管しています。

ラボのメンバーには非常に大事にして頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 最後になりましたが、Martino とラボのメンバー並びに e-mail 等でいつも励ましてくれた日

本の友人達、家族に対しまして感謝の気持ちを込めてイタリア語で、一言書かせて下さい。 

A Martino e amici con affetto e amicizia. Come un carissimo ricordo. 

Grazie mille per a amici e mia famiglia. 

Cordiali Saluti. Ci vediamo a presto. Ciao a tutti. 
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CAB 屋外での写真：一番右が Bolognesi 教授、左手にジェノバの町並みが広がる。 


