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光の時代を迎えたシリコン
Graham T. Reed
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

シリコンチップはエレクトロニクス産業の大黒柱だが、フォトニクスの分野でも優位を占めるようになるかもしれない。インテル
社の研究者らが本誌に発表した論文によれば、シリコンを使って重要な構成要素である高周波光変調器を作ることができた。
原文：The optical age of silicon
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目下のところ、情報産業は極めて厳しい不

研究から得られた教訓は、現代の微生物学に

況を経験している。そのため、費用効率の高
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基盤がすでに存在するということだ。
これはエレクトロニクス産業で見てきたス
ケールの経済が、いつの日かフォトニクス産
業にも当てはまるかもしれないということ
だ。 1GHz の壁が取り除かれたこととシリコ
ンの発光素子が間もなく生まれることだけ
が、シリコンフォトニクスの未来が変化して
いる理由ではない。ここ数年間、シリコンは
光回路の基板材料として理想的だとみなされ
てきた。シリコンの特性はよく研究されてい
て、「シリコンベンチ」つまりその上に部品を
のせ、位置を調整し、外界と接続する精密に
加工されたシリコンの層にとって非常に優れ
ている。
さらに、
未来のネットワークのために、
電子情報をシリコン光デバイスに加えること
は比較的単純な仕事である。他のフォトニッ
クプラットフォームではこうは言えない。

彼らのとった方法は、全ゲノムショットガ
ン方式という DNA 配列決定法である。この方
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法で、多種類の微生物が混合した群集から

DNA を一括採取して、これを短い断片に破砕
し、次にこれらをコンピューターの助けを借
りてつなぎ合わせ、本来のゲノムの塩基配列
を復元する。この研究成果からは、多種類の
混合した微生物群集を研究するうえで、ゲノ
ム科学を利用した戦略が有用なことが明らか
になるだけでなく、この種の戦略が本来的に
もつ限界の一端も浮かび上がってくる。
今回の研究成果の真価を理解するには、舞
台となる環境や役者となる微生物について少
しばかりの基礎知識があれば役に立つ。

Tyson たちが調べた微生物群集は比較的単純
なもので、人間の手で作られた希有な生息環
境で暮らしている。そのすみかとは、カリフォ
ルニア州北部のシエラネバダ山脈にある廃鉱
の排水溝である。この環境は、危険物質責任

野生種のゲノムを再構築

対処基金（スーパーファンド）による浄化対象
箇所に分類される。というのも、ここに生息す
る微生物が黄鉄鉱
（FeS2）の廃石と相互作用し
て、大量の硫酸を生成しているからである 3。
ここに繁茂している微生物の集合体は、自

Edward F. DeLong
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世界全体の自然界に存在する微生物の性質を解明するための興味深い方法
きんそう
の一つが、複雑な菌叢から全ゲノムを再構築するというやり方である。
極めて酸性度の高い微生物生育環境は、そういう目的を
達成できるような条件を備えているといえる。

分 た ち が 作 り 出 し た 低 pH（ 約 0.5 ）で 中 温
（40°C）、豊富な地球化学エネルギー源（FeS2）
という環境に適応している。この極端に酸性
度の高い条件にエネルギー資源の相当な制限
が加わって、選択により比較的単純な構成の
群集ができあがった。Tyson たちはこれを、環

原文：Microbiology: Reconstructing the wild types
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境に対して新しいゲノム科学的手法を試すに
は理想的だと考えたわけである。この排水溝

レ

ー ウ ェ ン フ ッ ク（ Antonie van

Winogradsky）は、自然界における硫黄循環

で主役級の微生物は、どうやら鉄や硫化物を

Leeuwenhoek）は単式顕微鏡で観察し

に微生物が果たす役割を解き明かす一方で、

酸化して暮らしているらしく、
生物界の三大分

て、微生物の世界について実に多くのことを

自然状態の生息域で微生物を直接観察するこ

類群4 の 2 つ、
つまり真正細菌と古細菌である。

発見した。その後ヴィノグラドスキー（Sergei

との重要性を改めて示した。こうした初期の
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