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１．はじめに 

 

 メンデルの法則が再発見(1900）されてからおよそ 10 年後、我が国で石川千代松博士(1913)

と外山亀太郎博士(1916)、石原誠博士(1916)の３博士によってメダカの体色が交配実験により

メンデルの法則に従う遺伝で在ることを報告した。このことは現在に至るメダカ遺伝研究の

出発点であったが、三博士の発表後は後継者がいなくメダカの研究は途絶えていた。 

 私の師である會田龍雄は 1913 年（大正 2 年）から自宅でメダカの遺伝研究を開始し、オ

スメダカに特異的な形質を示す限性遺伝を発見するなど、国際的に評価の高い発見を多数お

こなった。8 年間を要したその研究結果を R.B.Goldshmitd 博士の薦めにより、米国の遺伝

学雑誌 Genetices に投稿し発表(1921,1922, 1930)した。 

現在は多くのメダカ研究者によって、最先端の遺伝子工学を利用しゲノム編集技術、やメ

ダカ個体の全ゲノム配列を決定したりするなど分子遺伝学分野の多岐に亘る研究材料でも

あります。メダカを研究する人達は「メダカ遺伝の先駆者會田龍雄」の名前や彼の研究業績

は知っていても、會田先生の生涯がどのような人生であったか知る人は少ないと思います。

龍雄先生の実像に接し、先生から直接指導を受けた者は筆者一人と成りました。今は筆者も

高齢（2020 現在 88 才）となり、恩師の生涯に纏わる研究。特技・趣味などを書き残し、先生

の生涯がどのような姿であったかを後に伝える責任を感じ、生前の先生から直接伺ったこと

や、ご子息の雄次先生と裕子夫人、そしてご息女芳子さんから伺ったことなど、加えて先生

の遺品などを基に、筆者の知り得たことを書き残すことにした。（令和２年、2020） 

 

２．先生のおいたち 

〇 會田先生の両親のこと 

 會田先生の祖先は代々会津矢吹（現在の福島県西白河郡矢吹町）の苗字帯刀を許された大

庄屋であった。幕末のころ若き総領息子で先生の父會田正豊は京都へ出奔し、どうゆうつて

があったか有栖川熾仁（タルヒト）親王の剣客として仕えた勤王派の方であった。正豊は山岡

流の剣士で、その腕は相当のものであったと伝えられている。 

熾仁親王が早く亡くなってそれまでは比較的調子のよかった正豊も、旧朝敵松平藩士とい

うことで出世の道が閉ざされ、判事補のところまでは行ったが、官界に見切りをつけ、後に

公証人になられた。明治 36 年に現在の左京区川端東の地で亡くなった。 

先生の母はトモと云い京都の壬生(ﾐﾌﾞ)の外科医磯貝家から嫁がれた。娘の頃、磯貝家には

絶えず、しかもきまって夜半、新撰組の負傷者が担ぎこまれた。傷の手当の手伝いはトモの

役目であり、気丈な性質だった母トモは負傷者や死人になれっこになっていた。面長で美し

い娘であったトモは新撰組のアイドルでもあった。近藤勇からも可愛がられたらしく、署名

入りの大きな扇子をもらっていた（以上、雄次さんから伺う）。 
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〇 會田先生の幼少時代 

會田龍雄先生は、1871 年（明治 4 年）11 月 21 日、京都川東（現在の京都市左京区夷川東

入秋築町）で長男として生まれた。先生が 4 才のとき、泥棒が押し入ったことがあった。父

正豊は日本刀で立ち向かい、泥棒の片腕を切り落とした。泥棒は降参っといって座り込んだ

ので、気丈なご母堂が手燭をもち、先生の手を引いて現場に行かれたところ、泥棒は水を所

望した。ご母堂が水を与えられたところ、泥棒は血を吐き、水を入れた器を真っ赤に染めて

死んだ。先生の母はその時まだ 30 才くらいで、その若い女性が灯をさげて小さい子供と一

緒に、何をするか判らない盗賊に近寄るというのも乱暴だが、先生の母トモにとってはそん

なことはなんでもなかったのである。この出来事は幼い先生に異常な体験で強烈なショック

として残り、生涯消えることがなかったと先生の家族に話されていたとのことである。 

先生は現在の住所から銅駞（どうだ）校（小学校）に入学。小学生の頃は近くの牧場があり、

よく遊びに行かれた。「父が後に動物学

を志したのは、その影響があると思わ

れる」と子息は語っていた。 

 

 

〇 三高・東京帝国大学時代 

 やがて先生はのちの京都一中の前身

の京都府尋常中学校を経て、明治 28 年

(1888)に第三高等中学校に入学した。中

学のときからずっと同級生として親し

かった学友の中に桑原武夫の厳父、桑

原隲蔵（のちの京大東洋史教授）、三高

から大学にかけては坂口昇（のちの京

大西洋史教授）や鉄の本田光太郎（1870

－1954）がいた。 

三高を明治 26 年に卒業されて、帝国

大学理科大学動植物学教室に入学し、

箕作佳吉教授（1857―1909）や飯島魁教

授（1861―1921）の指導をうけられ、明

治 29 年（1869）に同大学を卒業された

が、この学科の卒業生は先生一人であ

った。 
第 1 図－1．  先生の 1 周忌(1958)に會田邸に伺った折 

息女芳子さんから先生の履歴書を預かりその場で急いで 

書き写し、備考欄には書き写した後、芳子さんから 

色々聞き取った事を速記した。 
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写真１．箕作佳吉 博士 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2．飯島 魁 博士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３．東京帝国大学理科大学 

卒業の頃の龍雄先生   

                    

                        

                                                  

第 1 図－２. 先生の履歴書（第 1 図－１の続き） 
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写真４. 箕作・飯島魁両教授を囲み学科生一同           写真５． 大学卒業記念写真 

学科卒業生はただ一人であった. 

              

 

３．卒業論文と遺伝研究以前の研究業績 

 

會田先生は大学での卒業論文は二人の

教授の指導を受けられた。箕作佳吉教授

から与えられた研究テーマは“毛顎類

（ヤムシ類）の卵発生”であった。しか

し、当時日本の近海に見られるこの類の

分類は、まだ誰も研究したヒトがいなか

ったので、飯島魁教授の奨めで、三崎臨

海実験所付近で採集できるも毛顎類の

分類も併せて研究された。卒業後も先生

は専攻生として 2 年間研究科に籍を置

き、早稲田大学の助手を勤めながら研究

を続けられた。そして毛顎類の分類は

1897（明治 30 年）2 月から 6 月にかけて発行の“動物学雑誌”第 9 巻に連載された。毛顎類

は動物の第 11 門で、矢虫類１科をふくむ小さな動物群である。先生はまずこの類の一般的

な特徴を記述し，それまでに世界の海で知られていた 26 種について分類の要点を記された。

このうち、三崎に来るものは 12 種で、そのうちの 4 種が新種であった。他方、毛顎類の卵

の発生は、同年（1897）8 月 15 日に発行の“動物学雑誌”9 巻に発表された。先生の研究に

よると、生殖上皮の細胞には間接分裂するものと、直接分裂をするものとの 2 種類があっ

て、前者は卵になり、後者は卵の肥大に必要な養分になる。これら二つの論文は、ともに邦

文で書かれ、その主要部分は同じ（1897）に発行の“日本動物学彙報”に英文で発表された。

先生の卒業論文の学術雑誌の概要は以下の図３と写真 7 に示した。 

 

図２．卒業論文テーマのまとめ 
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       図３．先生の卒業論文発表の概要            写真６．三崎の臨海実験所にて（1891 頃） 

 

写真 7．日本動物学彙報と動物学雑誌に発表した、先生の卒業論文の一部 

 

會田先生は箕作、飯島料教授の指導を受けられたが、秀才そのものの箕作先生より豪傑肌

の飯島先生と親しかったようだ。しかし飯島先生は會田先生の卒業後まもなく亡くなら

れ、箕作先生からは大分冷遇されたようだと噂になった。卒業後 2 年して熊本の第五高等

学校の教授として赴任することになる。 

 

４．第五高等学校（熊本時代） 

  

明治 31 年（1898）8 月 13 日付けで第五高等学校の教授となり、熊本に赴任した。 

〇 赴任当初の逸話 

 明治 31 年その当時、生徒の間には、新任教師を脅かして喜ぶような風潮があり、會田先

生は、そのことを知ってか知らずか、着任するとすぐに剣道場に現れた。剣道部の生徒が先
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生の相手をしようとしたが、試合に立ち会った師範は、先生の構えを見て、その生徒では勝

負にならないと判断し、生徒に相手をすることをやめさせた。そして師範自身が先生と試合

することになった。これは互角の勝負であったが、先生は後で、師範の腕前はさすがに自分

よりも上であったと述懐された。学校では、このことが直ぐに生徒の間に広がったので、先

生は何事もなく教壇に立つことができたと云う逸話が残っている。 

〇 夏目漱石と先生 

 會田先生の第五高等学校時代には、同僚として漱石がいた。漱石は會田先生より 2 年前に

松山から赴任して、熊本で鏡子（キョウコ）と結婚した。その翌年鏡子が流産してヒステリ

ックな生活が続き、漱石もノイローゼになり、二人の間に不和が続いた。夫人の鏡子が熊本

の白川に入水する自殺未遂事件があって、学校でもそのことが話題となり、漱石に同情する

ものと、夫人に同情するもののグループが出来た。先生は鏡子夫人について同情されたとの

ことである。雄次さんは漱石について先生は「何だかねちねちした人だった」とか「子供さ

んや奥さんが可愛そうだった」とかという言葉をちょっと漏らされたことを父から聞いた記

憶があると、雑誌の記事に記しておられる（中央公論 昭和 42 年３月号、251ｐ）。また漱

石は明治 33 年（1900）5 月、英語研究のため文部省第 1 回給費留学生として、満 2 年間留学

を命じられた。五高ボート部の部長をしていた漱石の後の部長を先生が受け継がれることに

なったと、私（竹内）は直接先生から聞いたことがある。 

〇 先生の結婚 

會田先生は熊本で鹿児島県出身の女性と恋愛結婚され、一男一女をもうけられた。先生に

とって、熊本での生活は一生のうちで最も楽しいものであったろうと想像される。ただ相手

の女性がどのような人であったかは不明である。 

〇 熊本での教科書出版と研究業績 

 熊本へ赴任されてからも、先生は海産浮遊動物に対する興味を持ち続けたが、勤務の関係

で、研究に没頭することは困難であったが、先生は講義と関係深い動物学教科書の著作に努

力された。1903（明治 36）年に“新撰動物学”上下 2 巻を博文館から刊行された（写真７）。

当時動物学の邦文教科書はほとんど

なかったので、動物学の普及に大いに

役だった。 

熊本に移ってから 4 年を経て 1902 

（明治 35）年頃から海産浮遊動物の

尾虫類について研究を始め、機会ある

毎に有明海の海岸へ行って標本を集

められた。この研究結果を 1907（明治

40）年の“東京帝国大学理科紀要”に

英文で発表された（写真９）。先生に

よると、日本の沿岸で採日本の沿岸で

採集された尾虫類は 12 種で、そのう

ち 4 種類が新種であった。 写真８. 「新撰動物学」上下 2 巻を博文館から刊行（1903） 
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Appendiculavia of Japanes Waters    論文内の先生の尾虫類のスケッチ 

写真 ９. 東京帝国大学理科大学紀要 第 23 冊 5 号（1907） pp 1－25 

 

熊本時代には水溜まりにミジンコが繁殖するのをみて、これを飼育し、冬卵・夏卵のできる

原因を調べられたが、研究成果は発表されなかった。 

 

５．京都への帰郷とその後 

 

〇 京都への帰郷直後の不幸 

先生のお父様正豊が老衰による死去により、熊本の生活は 5 年間で終わりを告げ、1903（明

治 36）年 9 月 16 日付けで五高等学校教授を退職され、夫人と幼い二人の子供を伴って京都

へ帰られた。この年、英国留学から帰国した漱石も、先生と同時に五高等学校を辞め一高に

転任した。 

先生が京都へ帰郷されてまもなく（1906 年、明治 39 年頃と思われる）不幸が相次いで起

こった。父様正豊の死を看取り、まもなく二人の幼子を残して最愛の夫人が病死された。 

〇京都での再就職 

 京都へ帰郷された翌年に母校の三校の講師になられたが、1 年あまりで解職となり、1914

年（大正 3 年）から真言宗派連合大学の教授兼京都中学校教諭になられた。ここでの給与は

非常に低かった。子息の雄次さんによれば「父はむやみに多趣味であった。学校自体も,本職

よりどうしたことか、東寺の経営している東寺中学校や今日の日本一小さい大学といわれる

種智院大学の前身の専門学校の方が好きになり、月給もろくろくくれないのにずい分と力を

入れていたようだ。なぜだろうか。その理由は、父の縁で講師をやってみて、すこし分かっ

たような気がする。この真言宗というおそろしく古い宗派の雰囲気には、新しい宗教の持っ

ている熱心さもない代わり、あの一種独特の徧執的排他的な匂いがないのだ。徹底的な俗物
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性のようでいて、反面大悟し切ったような、ともかくあっけらかんとした面白さがそこに在

るのである」（中央公論 昭和 42 年、3 月号、252p）。 

先生はお寺や僧職が好きで、喜んで勤

務を続けられた。その間、真言宗の僧侶に

多くの知己をえられた。1906（明治 39）年

には 1 月 18 日づけで京都高等工芸学校の

講師になられ、数年間勤務された後、1917

（大正６）年７月にここの教授に任命さ

れた。この学校で 1941（昭和 16）年まで

24 年間勤められた。ここが先生の先生の

主要な職場であったが、週一回出ればよ

いという閑職であったので、残念ながら

学校の中での研究をすることは、ほとん

ど不可能であった。なお、終戦の前後は京

都女子専門学校（京都女子大）の講師にな

られた。 

                        図４．京都で勤務された学校名と勤務年  

 

６．會田先生以前の三人のメダカ遺伝研究者 

 

〇日本で最初のメダカ遺伝の研究者 

龍雄先生がメダカの遺伝研究を始める前、すで

に先駆者三人によってメダカの体色遺伝について

報告されている。最初の発表(1913)は、琵琶湖岸の

水産試験場の池でコアユの飼育に成功し、全国の

河川に放流する道を開いた元東京帝国大学名誉教

授の石川千代松博士、続いて蚕の遺伝研究で養蚕

業界に貢献した元東京帝国大学農科大学教授と同

じ年（1916）に発表した石原誠博士で、彼は日本で

初めて心電図に記録するなど、心臓の自動性の研

究では世界的権威者で京都帝国大学福岡医科大学

（後の九州大学）元教授であった。 

石川千代松博士は 1909 年の実験として褐（野生）

と緋の交配による F１は全て褐となり、F２で褐：緋

＝３：１に分離ことを石川博士講述（1912）原種改

良論（水産講習所刊）104 頁に 記載し、翌 1903 年

図５．石川千代松博士の実験結果の概要 
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に同博士の“動物学講“（上・中）の上巻 272 頁にも同じことが書かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 10. 明治 18 年頃の深川金魚飼育池         写真 11. 昭和 10 年頃の金魚池 

 

石川博士のメダカの実験場は日本における金魚の新品種

作出の父といわれた金魚商の秋山吉五郎氏の深川の飼育

場であった（写真 10，11. 浦安市郷土博物館収蔵）。彼は

明治 41 年（1908）に東京帝国大学理学部のメダカの試験場

として石川博士にスペースを提供している。しかし、こち

らの経費は吉五郎氏持ちであったため、石川博士はその現

状を気遣い、明治 43（1910）年に水産講習所の委託試験場

としていくばくかの飼育料の補助を支給するよう取りは

からった  

外山亀太郎博士のメダカ遺伝の研究も、石川千代松博士の

薦めで秋山吉五郎氏の深川の飼育場が使用された。外山博

士は “一・二の Mendel 形式に就いて”の表題で日本育

種学会会報１（1916）に朝顔とメダカの遺伝を発表した（写

真．1２）。 

メダカの遺伝では、褐と緋と白が取り扱われている。褐が

緋に優性であることの外に、緋は白に優性で F2 では３：

１に分離すること、褐と白の交配は両性雑種で、F1 は褐（野

生型）となり、F2 で褐：青：緋：白＝９：３：３：１の比

に分離する。白は全部メスばかりであると記載している。

秋山吉五郎氏もそのことを知っていた。 

石原誠博士は外山博士と時を同じく 1916（大正 5）年に

福岡医科大学雑誌第九巻第三号（259～265 頁）に「メダカ

ノ体色ノ遺伝に就いて」を発表している。石原博士の研究

結果は石川博士と外山博士の研究結果と同じであるが更

に褐は黒斑に対して優性であり、黒斑は緋に対して優性で

あることを明らかにした（図 7）。 

図 6．外山博士の実験結果の概要 

図 7．石川博士の実験結果の概要 
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しかし石原博士が実験に使用した白メダカは銀白と記されており、普通の白とは異なるので

はないかとされている。この研究では白にはオスもメスも含まれていた。市販の白はほとん

どメスだけで、白オスは會田先生と山本時男先生のところでも Xr と YR の交叉で Yr が出来

た白オス（XrYr）ができた結果で、いずれにしても外山・石原両博士とも伴性遺伝は発見さ

れなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 12．日本育種学会会報第一巻第一号 p149（1916）に発表された外山亀太郎博士の論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

写真 13．福岡医科大学雑誌第九巻第三号（1916）に発表された石原誠博士の論文 

            （この別刷り松井佳一先生から竹内が戴いた。松井先生へ「乞批正」とある） 
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７．會田先生のメダカ研究とその業績 

 

〇 着手されたメダカの体色遺伝研究 

父の死により熊本から帰郷された直後に、続いて幼い兄姉を残して夫人が病死され、先生

は男やもめとなり、不自由な生活をしておられた頃、苦境と孤独の中から、メダカの体色遺

伝の研究を思いつかれた。自宅の庭に飼育場を造り、そして先生 42 才の 1913（大正２）年

から研究を始められた。その頃は、島津製作所の顧問をされ、標本部の仕事を委嘱されてい

た関係で、社長の島津源蔵と知り合いとなり、二人は随分と馬が合い、資金についても島津

社長より豊かな援助を受けて、自宅に設備をつくり、のびのびと研究に着手された。先生は

兼ねてから生物の寿命とか、遺伝に興味があり、京都へ帰郷されてからは植物では、テンジ

クアオイの赤と白をかけて F1 に桃色を得るなどの実験をされたことがある。しかし、植物

は広い場所や温室が必要であり、またネズミなどの小動物では沢山飼うのが困難である。メ

ダカは小さくて鉢でも飼えること、体色の変種があること、性別が判然としていること、当

時、魚類の遺伝研究する人が少ないことなどを理由にメダカを実験材料として選ばれた。 

〇メダカの飼育場 

水槽は地中に作り付けで、10 個 2 列（写真 17）20 個分が 1 組をなし、2 組であったが 1 組

は戦時中埋めて,その後に菜園にされたとのこと。この飼育場は先生が逝去された後も保存

されていた。 

紅鉢は京都で友禅布の染色用として作られた鉢と伺っているが、先生の研究でのメダカの

交配・産卵・稚魚の成育に使用する約 200 個の鉢が用意されていた。この鉢は先生の没後、

遺品として遺族より山本時男先生の名古屋大学へ 45 個と私竹内個人に 40 個が贈られた。先

生は 80 才余に至る 40 年間メダカ研究を自宅のこの場所で行われた。時男先生が撮影された

（1953）写真は後世に示す歴史的に貴重なメダカ飼育場の姿である。 

 

図８．私の記憶に残っている先生宅の見取り図    写真 1７．メダカの飼育場 1953 年 11 月（山本先生写す） 
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自宅の南側の庭（図 8.）に 40 個のコンクリートの水槽（2 尺平

方、深さ 1.5 尺）をつくり、多数の紅鉢（経 30 ㎝、深さ 10 ㎝）

（写真 18）を用意され本格的な研究をはじめられた。 

 

 

〇 研究成果を米国遺伝学雑誌 Genetice へ 

                            

 さて、會田先生が 1913（大正 2 年）にメダカの遺伝研究に着手され Genetice に論文を発

表されるまでに 8 年間の歳月を要した。その間研究の成果は何処にも発表されず、膨大な数

のメダカを相手に黙々と研究に没頭された。ちなみに、先生の 40 年に及ぶ遺伝研究で毎日

weather note にその日の天気・気温・水温を記録し（写真 19）、20 個の水槽に交配番号とそ

の交配実験で得た稚魚数等結果を纏めたメモを毎年記録し（写真 20）、最終的にはその年の

実験結果を克明に記録した“Result of (year) Breeding’s”（写真 21）として保存された。（註：

膨大なこれらの記録資料の一部は竹内が遺族より寄贈を受け保存している） 

 

 

先生は徹底的な研究態度で、発表が遅れても確かなものをという信条を持っておられた。 

先生に大きな転機が訪れたのはマイマイガの性決定の機構を研究し、生理遺伝学分野の開

拓者として有名な R.B.Goldshmidt（ｺﾞﾙﾄｼｭﾐｯﾄ）博士（写真 22）が東京大学の招きで 1924

（大正 13）年に来日し東京大学農学部で講義しており、誰の紹介か不明であるが来日中に

京都の會田邸を訪問して、先生の研究の内容を見聞し詳しく飼育場を見学した。ｺﾞﾙﾄｼｭﾐｯﾄ

写真 1８. 會田先生が使用した紅鉢 

写真 19-2.拡大された weather note の一部 

写真 19－1. 毎日記録された weather 写真 20. 20 個の水槽で飼育されている稚魚を示す記録メモ 
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は先生の斬新な研究内容と徹底した研究記

録、そのうえ日常の研究内容が全て正確な

英文で記録されていることに驚嘆した。 

ｺﾞﾙﾄｼｭﾐｯﾄ博士は先生の研究結果を米国遺

伝学雑誌の Genetics で発表するよう薦め、

その労をとられた。その結果、先生は

Genetics に 1921（大正 10）年、1930（昭和 5）

年、そして 1936（昭和 11）年に計 3 編を発

表された。 

（子息の雄次先生は父が研究の発表は，日本相

手じゃ仕方がないといって、アメリカの専門雑誌

に寄稿していた。中学以来ほとんど英語で授業を

受けていたから英語は大変うまかったと、中央公

論に記述されている。） 

 

〇第 1 論文の概要 

Genetics に発表された先生の 1921 年の     

論文は第 1 論文、同じく 1930 年の論文を 

第 2 論文、そして 1930 年の論文を第 3 論文

と呼称されている（写真 23）。第 1 論文の表

題 は “ On the inheritance of color in a 

freshwater fish, Aplochlus latipes  Temminck and Schlegel,with 

special reference to sex-linke inhweitance.で 1921 に Genetic６巻の

554～573 頁に亘る長文の論文であった（写真 23）。第 1 論文の内容を

要約すれば、メダカの体色を支配する主な遺伝子は優性遺伝子が 2 種

類あって、その 1 つは体色を黒（野生）にする B 遺伝子、他は赤くす

る R 遺伝子であり、その他に体色を黒ブチ（黒斑）にする B’遺伝子が

あることがわかった。その結果、体色を支配する因子はホモの場合の

遺伝子型は褐（野生型）BBRR、青 BBrr、緋（橙赤）bbRR,、白 bbrr、

黒斑緋 B’B’RR 、黒斑白 B’B’rr と確立した。B,B’,b は常染色体にある

複対立因子で、黒色素（メラニン）形成を支配し、優劣関係は B＞B’

＞b である。R は桶橙色色素（カロチノイド）の取り込みを支配し r は

その劣性因子である。学会にセンセイションを巻き起こしたのは R と

r が性染色体にある対立因子であるという発見で、正常のメダカの性決

定の型が雌がホモ（XX）で、雄がヘテロ（XY）であることを確立した。

写真 22. ｺﾞﾙﾄｼｭﾐｯﾄ博士 

写真 21.先生の“Result of (year) Breeding’s” 
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それだけでなく Y 染色体に

も優性の R 因子があること、

X と Y の間に交叉が起こる

という発見である。 

白 (bbrr) ♀ × ホ モ の 褐

(BBRR) ♂の F1 は BbRr で

表現型は褐色となるが、F2 で

は褐(BR)９：青(Br)３：緋

(bR)３：白（br）１の比で分

離したが、r をもつ青と白は

♀ばかりであった。この場合

は P1 の白が bbXrXr で褐♂が

BBXRXR とすると説明がつ

く。すなわち F1 は BbXRXR♀と BbXrYR♂であるから、F２の褐（BR）と緋（bR）には♂も

♀もできるが Yr という染色体がないから、青(Br)と白（br）は♀（XrXr）ばかりとなる。注

目すべきことは優性 R が X だけでなく、Y にもある点である。例えばこの場合の緋の♀は

bbXRXRか bbXRXR で緋の♂は bbXRYR である。 

1915 年の実験で白♀（bbXrXr）×ホモの緋♂（bbXRYR）の F1 はみな緋(bbXrXR♀,bbXrYR 

♂）となり 1916 年に F2 で緋３：白１に分離したが、F1 緋♂(bbXrYR)を再び白♀(bbXrXr）

に戻し交配した。この後輩系では緋♂：白♀が１：１に分離するはずであるが、実際に緋♂

519 と白♀501 が得られたが、ただ一尾だけ例外の白♂がでた。優れた観察力と注意力であ

る。かって英国の遺伝学者 BATESON は「汝の例外を宝にせよ」というたが、先生もこの一

尾の例外白♂を宝にした。これは Xｒと YR との間で交叉（crossing over）が起こり、Xｒの r

會田の第 1 論文の表題の頁     會田の第 2 論文の表題の頁    會田の第 3 論文の表題の頁 

写真 23. 會田先生の 3 編の論文が Genetics に 1921 年、1930 年と 1936 年に発表された。 

図 9. 會田第 1 論文の概要と要約 
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が Y に移り Yｒ精子ができて、Xｒ卵と受精して出来た XｒYr♂であった。この一尾の白♂が

その後の先生の研究の白♂の祖先となり、XRYr♂を作るにも用いられた。 

 さきの褐と白の交配では白♀×褐♂であったが、白♂が得られたので、褐♀(BBXRXR)× 

白♂(bbXrYr)をやられた。F2 で体色は褐９：青３：緋３：白１に分離することは前の場合と

同じであったが、性に関しては逆になり、青（Br ）と白（br ）が♂ばかりであった。 

その当時の遺伝学会風靡

していたのは MORGAN を中

心とするショウジョウバエ

の研究であった。この動物の

Y 染色体は空虚で遺伝子がな

いと考えられていた。メダカ

やグッピーの Y に遺伝子、し

かも優性因子があるという

先生と WINGE（1922）の研究

はショウジョウバエ学者に

衝撃を与えた。 

生物の多様性を無視して、

一般化しようとする理念に基づく、例えば MORGAN（1926）は“Y 染色体の遺伝子”の章で、

これらの魚の性染色体も本来はショウジョウバエの場合と同様で在ろうが、性染色体に一対

の常染色体が付着し、見掛け上の“性染色体”となったものと、苦しい解釈を下した。そし

て交叉は付着染色体の部分で起こると考えた。 

性染色体の交叉はオスがホモのニワトリで GROODALE（1917）が Z と Z 間の交叉を報告し

ていたが、オスがヘテロの動物で X と Y の交叉の発見は先生（1921）が最初で、その後

WINGE(1927)がグッピーで報告した。メスがヘテロの動物の W と Z の交叉は飼育型のプラ

ティ魚で GRSER and GORDN（1927）の報告がある。 

會田の第一論文の編集者のキャッスル(CAASTLE)は先生の研究を褒め称えて、特別に脚注

に付記しているが、先生による最初の重要な発見であって、會田の名声が世界に一躍し有名

にすることになった。第一論文にはメダカの原色版を入れたので最初は特別な製版代を請求

してきたが、結局キャッスル自身が負担するほどであった。 

（上記第 1 論文の説明は山本時男先生執筆の「遺伝」（1968）2２巻１号４５-４８から一部引用した） 

〇第２論文の概要 

続いて 1930（昭和 5 年）Genetics 第 15 巻発表の第２論文では、R 遺伝子が Y 染色体から X

染色体に乗り換えるばかりか、逆に X から Y にも乗り換えることを確かめられ、両方向の

乗り換えの頻度を比較した。その結果両方向の間には著しい差があって、Y から X の乗り

換えの頻度は 1：300。その逆は１：1200 で、Y から X への乗り換えの逆方向の 4 倍の頻度

でおこることを確かめられた。 

新しく発見された mutants の Fused と wavy についても報告された。 

図 10. 第 1 論文のメダカ原色版と R 遺伝子と性染色体構成の要約 
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〇第 3 論文の概要 

1936（昭和11年）Genetics

に先生の第 3 論文が登載さ

れた。この論文は第一、第

二論文に示した結論の正

否を確かめるための研究

成果で,その概要は、XX♂

と正常 XX♀との F1はほと

んど雌ばかりになり、XY

♀と正常 XY♂との F1 は雌

雄が１：３の割合で生じ

た。この場合 YY が XY と

同じように生存出来るため

であって、YY♂と思われる

ものを正常の XX♀と交配すると、XY♂ ばかり生ずることがわかった。 

 先生はメダカの性分化の結果をもとにして、動物の性分化機能全般にわたる新しい学説を

提唱された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                 図 1２． 會田第３論文の概要と要約 

〇 帝國學士院賞受賞と日本遺伝学会名誉会員に 

會田先生によるメダカの体色遺伝の研究は、全く先生の独力によって、日本の遺伝学を世

界レベルまで押し上げたものであった。先生の第二論文が発表されたあと、還暦も過ぎた

1932（昭和 7 年）に池野成一郎教授の推薦によって名誉ある帝國學士院賞受賞が授与された

（写真 24）。孤高の学者の生涯のなかで、ただ一度の栄光のひとときであった。先生はその

翌年の日本遺伝学会大会で「メダカの体色について」特別講演をされ、また 1952 年（昭和

27 年）に日本遺伝学会の名誉会員になられた。 

図 1１． 會田第２論文の概要と要約 
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写真 24． 會田先生を帝國學士院賞授与するための池野成一郎博士の受賞審査要旨 

 

〇国内で発表された論文 

 先生が Genetics に第一

論文を発表された翌年

1222（大正 11 年）に日本

遺伝学雑誌第一巻 第三

号へ「めだか」の體色の遺

伝現象”と題して発表さ

れた。 

 1932（昭和 7 年）には先

生の勤務先である京都高

等工芸学校 創立 30 周年

記念論文集に、続いて翌

年の 1933 年には日本学術

協会報告 帝國學士院受

写真 25． 遺伝学雑誌 第一巻 三号に発表の會田先生の論文 
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賞者 講演録をだされた。いずれの表題も「メダカの體色の遺伝」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真 26. 京都高等工芸学校創立三〇周年   写真 27． 日本学術協会報 

             記念論文集 （昭和 7 年）    帝國學士院受賞者講演録 （昭和 8 年） 

８．当時の會田家の状況 

1903（明治 36 年）熊本から京都へ帰郷されてまもなく夫人を亡くされ、幼い息子と娘を

養育しながら男やもめの生活を続けられたが、しばらくして伊勢、四日市の九鬼家の一族か

ら後妻を迎えられた。そして 1916（大正 5 年）には子息の次男雄次さんが誕生した。雄次さ

んは 1967（昭和 42 年）の中央公論 3 月号の「新撰組とメダカ学者」と題したエッセイのな

かで「母は私が四歳の時、二人の妹を残して死んだ。…母の記憶も、母に対する懐かしさも

ほとんどない、…その後父はもう結婚しなかったけれど、私達兄や姉を含め、お手伝いであ

った今の養母の愛情によって、別に母の居らぬ寂しさも感ぜず育てられたからである。それ

に父は老年の子供だった私達にはずいぶん甘かった…。」と記述している。雄次さんの青年

期には兄や姉と妹を次々と胸の病で失い、一

人残った妹の芳子さんまでカリエスで倒れる

情況であった。先生はひどく芳子さんの健康

を心配されていた（詳細は後述）。京都帰郷後

の十分な収入のない中、先生は様々な苦悩と

寂しさに耐えて、日々ひたすらメダカの研究

に集中された。 

（註：會田雄次、（1916－1997）．日本の歴史学者．京都 

 大学名誉教授。保守派の論客として知られる．）        

 写真 28．會田雄次  写真 29．會田芳子 
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９．先生の人柄・特技・趣味 

 

雄次さんは父龍雄先生に就いて次のように語っている「父はむやみに多趣味であった。学校

自体も、本職より、どうしたことか、東寺の経営している東寺中学校や今日、日本一小さい大

学といわれる種智院大学の前身の専門学校の報が好きになり、月給もろくろくくれないのに随

分力を入れたようだ。なぜだろうか。その理由は父の縁で講師をやってみて、少しわかったよ

うな気がする。この真言宗という恐ろしく古い宗派の雰囲気には、新しい宗派の持っている熱

心さもない代わり、あの一種独特な徧執的な匂いがないのだ。徹底的な俗物性の用でいて、反

面大悟し切ったような，ともかくあっけらかんとした面白さがそこにあるのである。」 

このように学校の方もお門違いの方へ行ってしまったのも、父はお寺や僧侶が好きで、喜ん

で勤務を続け、その間に、真言宗の坊さんに多くの知己を得られた。 

 

〇 刀剣鑑定 

 先生の趣味と特技の一つに刀剣の鑑定がある。刀剣の鑑定では名声が高く、たびたび鑑定の依頼を

受け、また刀の鑑定の仕方を指導した．先生自身も多数の名刀や刀の鍔などを所蔵したが。しかし、

戦時中にこれらを子孫に残しても無意味と考え、比較的良いもの半分ほどを処分した。最も良いもの

４，5 本と残りの刀剣類は、蔵に堀った穴の中に埋めおかれた。終戦後これらを掘り出されたところ、

100 本ほどが赤さびになっており、どうにか元の姿で残ったものは15～16 本であった。 

〇 剣 道 

 剣道の腕前は先に述べたが、先生は山岡鉄舟の孫弟子にあたり、無刀流（山岡流）の奥義を窮めら

れた。令息の雄次さんは武徳会の初段であるが、先生には全然歯が立たなかったとのことである。 

〇 弓 道 

先生はまた弓道の達人でもあった。先生には弓の師匠がいなく、我流であったが、7 分 5 厘の強

弓を引かれ、遠矢の名手であった。毎年三十三間堂で行われる通し矢の大会には、いつも出場して

名人ぶりを発揮された。多くの射手は、矢が廊下の天井に当たらないように、片膝をついて弓を構

えたが、先生は強弓であるためその必要がなかった。このことは先生のご自慢でもあった。練習は、

宮本武蔵が吉岡一門と決闘したお堂横の矢場でされたが、那須与一の子孫である弓道師那須容和

さんの師匠格という、これまた奇妙な関係になることにもなった。 

〇 一芸に秀でた人の集まり 

先生は、一芸に打ち込んでいる職人風の人が好きで、先生の宅には、弓の弦造り、車のわだち造

り、標本作りなどの各名人や、猟師、骨董屋などが遊びに来て、先生とともに酒を飲んだ。 

島津製作所の二代目島津源蔵（幼名は梅次郎）とは大変気が合い、深い交流があった。その関係で

先生は島津製作所の顧問を引き受け、標本製作などの指導をされたが、その間いろいろと考案され

た。例えば、その頃の人体模型は石膏で造られていたので、壊れやすい欠点があった。先生は石膏の

代わりに新聞紙を溶かして使うことを考えつかれた。先生のこの考案がもとになって、後に島津の

マネキンが全国のショウウインドーをにぎわすこととなった。先に述べたように、島津源蔵も先生

のメダカ研究のため、機械器具や試薬などを提供し、協力した。 
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１０．先生は最後の研究を竹内哲郎に託す 

 

先生の65 歳の時Genetics に第3 論文を発表された以後は、新しい研究の論文は発表されていな

いが、晩年まで研究意欲は旺盛で、メダカの飼育と研究は83 歳の1954（昭和29 年）まで続けられ

た。長年記録し、残された飼育ノート（Result of year Breeding）は1954 年で終わっている。（写

真30）。（註： このノートは先生がこの年まで研究を続けられた「証し」として、芳子さんから贈られ

た。遺品として竹内が保存している。） 

 

〇 先生最後の研究 

先生の最後の研究は、京都の洛北で新たに発見さ

れたメダカで、体色が野生型と異なり、light-blue の

メダカ（後に竹内はgray 命名）の体色遺伝の研究で

あった。研究結果は、light-blue メダカと white メダ

カの交配によると、F２で brown, blue, light-blue, 

white の体色の異なる 4 種類が分離することを見い

だされ、これは「色消し ci(color interferer)」による

もので、この結果を発表する予定の会（1954 年の京都

遺伝談話会）は体調を崩し、未発表に終わったと竹内

に話された。この頃、先生は高血圧で、体調を崩され

る日が多くなり、メダカの飼育管理を気にされる様

になったが、研究への思いは強く、1955 年の春には先

生の飼育場にはXY オスが種切れとなり、山本時男先

生に依頼をされるほど、研究に意欲を示しておられ

た。しかし体調不良の日が続き、先生の 40 年にわた

る長い研究生活は1954（昭和29 年）で終わられた。            

 

〇先生から竹内に託された ci(color interferer)因子の研究 

 1954（昭和２９年）、当時岡山大学生物学科の３年次生であった竹内哲郎（筆者）は、直接先生に

お会いしたく手紙を出し、後日上洛するよう次の様な丁重な返事を戴いた。（写真31）。「拝復 去る

十三日のご芳書の返事が遅れ申し訳在りません。実は身体の不調を感じ 医師より絶対静養を強い

られて居りましたので 従って返事を出すことをちゅうちょしていましたが、昨今の状態からも余

程快癒する事と存じますから御「光来」して下さいましても失礼致す事はない事存じます 勿  々 御

出の際には前持って時刻を電話にてお知らせ下さい」。竹内は 5 月 16 日上洛し、宅を訪問し、先生

に初めてお会いした。 

（註：当日先生に面会した情況は「會田龍雄先生と山本時男先生を回顧して」を参照） 

写真 30．先生が残された最後の年の 

 「Result of 54 Breeding」記録綴り 
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当日は會田先生から竹内へメダ

カの ci 遺伝の説明があった（写真

32）。その概要は、「京都洛北で見

つかったメダカは体色が淡青

(light-blue＝LB)で遺伝子構成は

BBRRCiCi であり、LB と bbrr 

(white)との交配による F1 では全

て BbRrC+ (brawn)が生じ、F2 は

brawn, bleu, light-blue, red, 

white の5 表現型に分離する。そ

のうちの red の遺伝子構成は

bbRrCi＋と bbRRCi+、white は

bbRRCiCi, bbRrCiCi, bbrrCiCi,と考え

られるが、表現型が red もwhite

も個体の間に微妙な色の違いが見

られる。この交配実験の結果は、

京都の「遺伝談話会」で発表する

予定であったが、当日体調を崩し

未発表に終わったが、この「色消

し ci」については納得出来ない幾

つかの不明の点もあるので、君が 

是非、一から再実験を試みるよう

強く指示された。先生から頂いた

研究テーマとして竹内は先生の

研究を引き継ぐ事を約束した。 

先生は雑談の中で竹内に「メダ

カも生き物、緻密な観察、観察を

通して生まれる疑問を大切にす

ること。研究は時間をかけ、決し

て成果を急がないことが肝心で

す」と諭すように話された。 

 

〇竹内の「色消し ci 」の研究 

會田先生より竹内に移譲され岡山へ持ち帰ったメダカは、gray（先生は light-blue と呼

称）、white（bbXrXr, bbXrYr ）, fused, brown（野生型）, red-varigate(B’B’RR), white- 

varigated (B’B’r r)  と 1951 年に山本時男先生が會田先生を 2 回目に訪問された折、提供さ

れた d-rR (bbXrXr , bbXrYR )の 7 系統であった（写真３３）。 

写真31. 龍雄先生から頂いた最初の葉書（裏面は芳子さん代筆） 

写真32．會田龍雄先生宅の応接室で「メダカのci遺伝子による体色 

遺伝」の説明を受ける。先生の説明メモにサインをお願いした。 

（1954年5月18日） 
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岡山大学に移されたメダカはしばらく飼育管理をしつつ、研究計画案の作成に取りかかった。計画に

際しては、先生の交配実験の方法と結果に囚われず、独自の方法に沿って交配実験を進める事を原則

にした。具体的には ①親となる系統即ち、京都洛北で採集されたオリジナルなgray メダカを集団交

配し、その子孫に表現的に色の異なった個体が出現するかどうか、即ち gray として純系が保たれて

いるかを確認。②交配実験には同じ親の組み合わせを、2 組以上行う、③F2 に分離する個体の鱗に出

現する色素胞を顕微鏡で観察し、表現型の異なる個体を分別する。④F2に生じた表現型の異なる体色

をしたそれぞれのタイプの純系を創り出す作業を進める。以上を念頭に、実験を進めた。交配実験を

始めて２年目（1955）には 

①の体色gray だけの集団交配では、２代目までは全てgray で、gray 以外の異なった体色の個体は見

つからなかった。②では，gray♀ × white ♂ (bbrr++) とwhite♀ (bbrr++) × gray ♂の組み合わ

せの交配をそれぞれ2 組行い F2まで稚魚をえた。③會田先生が私に説明された gray メダカと white

の交配によるF2のメダカの分離比に疑問を感じておられたので、②で得たF２の稚魚が成育し成魚にな

るのを待ち、メダカの鱗の色素細胞を顕微鏡で観察して、体色を比較した。透過光による光では鱗の

xanthophore と melanophore の映像は明瞭に観察される。偶然ながら顕微鏡の下からの透過光と上

からの反射光を同時に鱗にあてると、上からの光で鱗が反射して xanthophore と melanophore の他

に、leucophore が白く鮮明に観察出来る事を偶然ながら発見した。急いで先生に報告すべく、当時カ

ラーフィルムとして売り出されたアメリカ製アンスコフィルムでメダカの鱗を顕微鏡で撮影し、1956

年 5 月某日写真を持参

し、先生に見て戴いた。

先生は「「そうか、なるほ

ど」「うんうん」と言葉を

発せられ満足の様子で

あった（写真34）。 

 

写真33. 1954 年會田先生より頂き、持ち帰ったメダカの種類、2019 年現在も系統保存をしている。 

写真34．表示のメダカの顕微鏡による色素細胞（A：透過光による撮影。 B:透過光と反射光を併せた光による撮影） 
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④gray と white の交配による F２では分離比は不明であるが、8 種類の異なる体色メダカ

が分離することがわかり、このことも先生に同時に報告した。竹内の見解として、先生が提

唱された ci 遺伝子が劣性遺伝子ホモの場合、色素細胞の leucophore が出現し、鱗に出現す

る色素細胞の大きさ、数に差があることを報告した。そして先生の交配実験に用いられた LB

（Light-blue）を，gray に、淡青色に近い青メダカを light-blue と名称に変更したいとお願

いした。先生からは「メダカの表現型の名称は、君に任すが、山本さん（先生より紹介され

ていた山本時先生）とよく相談して決めなさい」と許しを得た。 

會田先生は 1957（昭和 32 年）12 月 16 日 87 歳で天寿を全うして逝去された。先生に最初にお

会いしてから 12 年間、ci によるメダカの体色遺伝の研究を重ね、1969 年論文を岡山大学生物

学紀要に「A STUDY OF GENES IN THE GRAY MEDAKA , ORYZIAS LATIPES, IN REFERNCE TO BODY COLOR」

と題して（BIOLOGICAL JOURNAL OF OKAYAMA UNIVERSITY,Vol.15,Nos.12,pp.124,March,1969.Okayama ,Japan.）

に発表した。（写真 35）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇オリジナルの gray メダカについて 

會田先生がci 因子の研究に使用されたLB(light-blue)は名称をgray に変更したが、このgray メダカ

を誰が、何処で採集され、會田先生宅へ何時入ったか疑問であった。先生の健在中に聞く機会を失い、

ただ先生は京都洛北で採集したメダカと最初の説明で話された。山本時男先生は會田宅を６回訪問され

（1947、1951、195３、1955、1955、1956）會田先生と親交があったので、先生亡き後、山本先生に上記の

疑問をお尋ねしたが、山本先生もご存じなかった。1968（昭和43 年）3月24 日付けの書状で grey メダ

カの採集者のことについて山本先生より情報を頂いた（写真３６）。gray メダカの発見は中堀英二氏で、

写真３５．岡山大学紀要で発表したci 因子による体色遺伝の概要を示す写真 
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彼は京都大学理学部の用務員で、

大学構内でメダカを飼うのを

楽しみにしていた人あった。当

時京都大学教授であった市川

衛博士に山本先生が調査を依

頼され氏名が判明したが、それ

以外は不明であった。會田先生

の子息雄次さんと雑談した折

に、中堀英二氏のことを尋ねた

ことがある。雄次さんは「父は

様々な職業や、特技、趣味など

を持った多くの人との交流が

あったが、その中にはメダカの

愛好者がいて、宅に絶えず来て

水槽のメダカを眺めていた。そ

の中の一人かも知れない」と話

された。中堀氏と先生は日頃か

らのメダカ仲間で、中堀氏が洛

北で gray メダカを採集し先生

写真３６. Gray メダカの発見者の氏名調査を山本時男先生が市川衛博士に依頼し、 

       中堀英二氏であることが判明した。（1968 年 3 月 24 日 山本先生からの書状） 

写真 37．1954 年の Breedings ノートには ci 遺伝子の形質型

分離理論とその結果が示されている。 
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のところに運んだと

思われる。その時期は

残された先生の 1952

年の「Breedings」ノー

トに 2 組の gray♀×

gray♂の交配結果が

記録されていて、2 組

の F１は全て LB と記

されている。従って

gray は雌雄各数匹が

採集されており、以後

の純系保存が可能と

なり、ci 遺伝子研究に

繋がったと考えられ

る。先生の残された最

後の「Result of 54 

Breeding」ノート（1954

年）には ci 遺伝の結果

記録が記載されている

（写真37 ｰ１）。この記録を拝見して感じる事は、実験に着手されそして、研究を閉じられた4 年間

の間に生じた F2 の多数の個体を表現型ごとに克明に肉眼で分類されていること。その結果が表現型

分離の理論に合致しない事で悩まれていたことが伺える。 

写真37 ｰ１に示したノートの下部分に「・・・何カノ間違イナラン病気？？ル為 記号の記載ガ間

違ッタモノナラン」とメモ書きがある。体調不良ながらもメダカと対峙されている様子が伺える。 

 

1１．息女芳子さんへの先生の思い 

會田先生が熊本の第 5 高等学校を退職し、京都へ帰郷（1903）されてから，まもなく幼い長男と長

女を残して夫人が亡くなり、不自由なやもめ暮らしのなか、メダカの研究を始められて、まもなく後

添えを迎えられた。そして次男雄次さんと次女、三女の芳子さんが誕生したが、雄次さん4 歳1920（大

正 9 年）の時先妻の子供二人と自分の子三人を残して二度目の夫人が亡くなった。先生は以後結婚さ

れなかったが、その後も不幸は続き、動物好きで先生が将来期待されていた長男や長女、そして次女

を次々と胸の病で失い、女性で、ただ一人残った芳子さんも18 歳でカリエスに罹り、寝たきりの生活

が続いた。そして、戦争が始まり、雄次さんも軍に招集され、戦後まで先生の苦悩の日々が続いたが、

特に娘で一人残った芳子さんの病気を大変心配されておられた。先生亡き後、雄次さんは先生の蔵書

の中で初版から戦前まで全巻揃った遺伝学雑誌Bebliographia Gentica を処分し、芳子さんの治療費

に当てようと考えられた。山本時男先生は會田先生の要望で6 度目の上洛（1956 年1 月15 日）の折、

會田先生から処分方の相談を受けておられた。しかし、蔵書の処分先が見つからず、竹内への書状(1968

写真 37-2．「Result of 54 Breeding」ノートの下段に理論と実験結果との 

不一致に悩んでおられる事が走り書きで伺える 
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年 2 月 15 日)（写真 38）の中に「…只令嬢芳子さんがご病気のことは生前から先生が一番気にかけて

居られたことであり……尚Bebliographia Genticaの方は当方でも二、三の所に当たっておりますが、

見込みがつかず困っています。モーガンやゴールドシュミットの力作ものって居ることもあるので、

非常に価値のあるものです…」とあり、川口先生に岡山大学で購入して頂く様交渉して欲しいという

要望があり、早速川口教授と大倉教授に事情を話しお願いした。なお、山本先生には両教授に依頼状

をお願いした。当初は不可能な情況であったが、川口先生が交渉の労を執られ岡山大学中央図書館が

同雑誌を6 万5 千円で購

入した。医療保険制度の

ない時代手術費の捻出

は大変なことでであっ

たが、芳子さんはその後

京都大学付属病院で手

術を受け、術後3 ヶ月は

絶対安静を条件に 1958

年12 月13 日に退院され

た。芳子さんはその後生

活に支障のないほど順

調に回復された。(写真

39)。龍雄先生の1 周忌を

迎える直前に退院され

たが、龍雄先生が健在で

あったら、大変喜ばれた

であろうと、一同で話し

合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 39. 全快した芳子さんと雄次さんの孫真理子さん 

京都黑谷常光院本堂前にて（昭和 33 年 7 月） 

 

写真38．山本時男先生よりBebliographia Genticaを岡山大学で購入して頂くよう 

竹内に交渉を依頼された書状の一部（文面の赤線部分で示した）。 
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1２．會田先生の逝去 

 

會田龍雄先生は昭和32 年（1957）12 月17 日自宅で逝去された。享年87 歳であった。雄次、芳子

さん連名による竹内に当てた 12 月 27 日付けの葉書（写真 40）には「御鄭重なる御弔電を今御真情

あふれる御弔詞を頂きまして一同感涙にむせんでおります。八十七歳という天寿を全うしたのです

から何も申すことはないのでございますが、子としての欲目からもう暫く生きていて欲しかったと

いう気持は仲々捨てきれません。しかも父もメダカの後継者に山本先生やあなた様を得て本当に幸

せでございました。 この一ヶ月前案じていたぜんそくが出はじめ強い発作は注射で止めていまし

たから知りませんでしたが、呼吸が苦しく今度は食欲が次第になくなり今度こそは駄目だと申して

おりました。色々治療に手をつくしてもらいましたが奇跡は起こらず最後はねむったきりいつ呼吸

が止まったかもわからない程安らかな美しい死でございました。水ばかりか喉に通らなくとも死の

前日まで新聞には眼を通しておりました、封書にて御書状を差し上げねばならないのですが、まだ

何かととりこんでおりますまま葉書にて失礼ながら御礼ご挨拶申し上げます。何とぞ御身慈愛遊ば

しまして御過ごしの程お祈り申し上げます」と龍雄先生臨終に至る様子が示されていた。葬儀は近

親者のみにて行われ、地方新聞に先生の訃報は伝えられなかった（写真41）。 

「龍祥院真誉光瑞理照居士」は先生の戒名である（写真42）。 

 

                        

 

写真40．雄次・芳子さん連名で先生臨終の 

詳細な報告（竹内宛の葉書） 

写真41.會田先生の訃報通知 

写真 42．先生の戒名 
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先生は京都通称黑谷の金戒光明寺（会津藩京都守護職本陣が置かれた寺）に埋葬された。墓

石は真如堂（真正極楽寺）に隣接し北門を入った直ぐ左手高台の墓地にある（写真 43）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 43. 會田龍雄先生のお墓 

 

１３．會田先生の遺品について 

 

長年メダカを飼育された會田先生の紅鉢は雄次さん

と芳子さんのご厚意で、名古屋大学の山本先生のところ

へ45 個、竹内へ40 個先生の遺品として贈り頂いた。 

尚、芳子さんからの1958（昭和33）年2 月4 日付けの葉

書「・・・・・紅鉢のこと山本先生にお問い合わせの上

御送りします。亦他に何かご入用のものございましたら

仰言って下さいませ・・・」とあり（写真44 赤線で示

した）、翌年（1959）7 月訪問した折、先生が過ごしてお

られた居間で、芳子さんから形見として必要なものを持

ち帰るよう遺品の数々を持ち出された。これは是非と差

し出されたのは、先生が長年メダカの観察に愛用され、

最後に竹内の持参したメダカの鱗の写真を見られた時

の(DERSSMY ET PARIS と刻印入)でケースの革袋はボロボロ

ニ破れていたが、芳子さんは、わざわざ竹内の為に別に

布製の袋を用意して居られた（写真45）。 

 その他の遺品では 

〇61 枚に及ぶ手書きの飼育記録｡ 

〇先生の著書「新撰動物学 下巻」(會田,1900)          

 
写真 44．芳子さんからの葉書 
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〇論文別刷り Appendicularia of Japanese Waters]  

東京帝国大学紀要（Aida, 1910） 

〇「めだかの体色の遺伝現象」遺伝学雑誌（會田,1921） 

〇「メダカの体色遺伝」帝國學士院賞講演録(會田,1993) 

〇Genetics 別刷り3 編（Aida ,1921, 1930, 1936） 

以上の他、書き写した會田先生の履歴書。 

これらの遺品は現在(2019 年現在)竹内が保管している。 

 

 

 

１４． 生前の先生の姿を偲ぶ 

 先生の生前の様子を山本時男先生と竹内が撮影したもの また、雑誌等に掲載された在りし日の

写真を収録し掲載した。 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

写真45．先生が愛用されたルーペ 

（布ケースは芳子さんの作品） 

「遺伝」1950年3月号【魚類 メダカと會田先生】に掲載。 

「遺伝」1950年3月号【訪問記 遺伝学の先駆者會田龍雄氏のこと】に掲載。 

（書斎南側水槽に面して立たれる先生） 

（水槽を前に會田氏） 

（Wavyのメダカを説明される先生） 
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1953年山本時男先生写す 

在りし日の先生（82歳）山本先生写す 

最後まで残った先生の飼育場（山本先生写す） 

先生の書斎西側の飼育場で竹内写す（1953年） 先生86歳の冬居間の先生を書斎より竹内写す 
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１７．先生を紹介した記事 

 

會田先生を紹介した記載した雑誌等を纏めて紹介する。 

 

〇 松村清二・小林佐太郎 「訪問記メダカと會田先生」 北隆館雑誌「遺伝」3 月号（1950） 

〇 山浦篤  「魚類遺伝学研究の先駆者會田先生のこと」 北隆館雑誌「遺伝」3 月号（1950） 

〇 山本時男 「メダカの遺伝の父・會田龍雄先生」裳華房「遺伝」10 巻7 月号（1956） 

〇 山本時男 「會田龍雄先生」 裳華房「遺伝」22 巻1 月号（1968） 

〇 駒井 卓 「會田龍雄氏逝く」北隆館雑誌「遺伝」12 巻2 月号 

〇 駒井 卓 [Tatsuo Aida, Geneticist] Science vol.127(1958 ) 

〇 川村智二郎「メダカの遺伝での先駆者會田龍雄先生」【採集と飼育】4 巻10 号(1985 ) 

〇 會田雄次 「新撰組とメダカ学者」 中央公論 3 月号 （1967） 

〇 竹内哲郎 「會田龍雄先生と山本時男先生を回顧して」名古屋大学博物館報告№23，（2017） 


