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係はどのように（胚の中で）ジェネティックに、かつ
エピジェネティックに変化し、どのようにして、そ
してどこに、新しい意味を紡いでゆくのだろうか。
進化が起こっている「場所」というのは、発生機構
といま呼ばれているあらゆるレベルの現象群の中の、
ひょっとすると言語の体系にも似た、何か奇怪な形
をした網の目の中じゃぁなかろうか、などと時々思
うことがある。「システム」と一言で呼ぶことによっ

て何か分かった振りをするには、それはあまりに不
規則で醜悪で奇怪な、それも眠れなくなるほどに
奇ッ怪な…。

参考：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7

%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A

2%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%8

B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A8

はじめに
連載の第一回目で取り上げたのが、文献管理ソフ

トのPapersと論文ビューワとしての iPad。第二回目
では、ドキュメントスキャナのScanSnapと、OCR

（optical character recognition）機能による論文や
書籍のPDF化に必須のAdobe Acrobat Pro、さらに
は書籍の電子化に便利な裁断器（PLUSのPK-513L）
を紹介した。これらの各種ツールはいずれも私の研
究環境を大きく変えたばかりでなく、これまでであ
れば取り扱うことができなかったような（分類学的
な意味での）スケールの大きな論文作成を可能にし
た。たとえば、つい最近出版した骨鰾類という8,000

種あまりもの淡水魚を含む巨大クレードの進化に関
する論文 1）など、少し前だったら私の知識の範囲で
は手に負えるものではなかった。しかし、Papersや
電子化した書籍を網羅的に検索することにより、効
率よく既往の知見をまとめることができ、得られた
結果を過不足なく議論することができた。
ところで、「ペーパーレスで築く効率的な研究環

境」の第一回目を執筆したのが1年と少し前。たった
それだけの時間しか経っていないのに、その間の進
歩はものすごかった。たとえば、文献管理ソフトの
Papersはどんどん進化してver. 2となり、機能と操
作性が格段に向上した（図1）。

Windowsユーザの人がPapers ver. 2の画面を見
て、楽曲管理ソフトiTunesによく似ていますねと
言っていたが、まさにその通り。Mac OSXの洗練さ
れたインターフェースを各所に採用し、使っていて
も気分が良いことこのうえない。現在、私のPapers

は2,381件の論文をデータベースとしてもっている
が、まったくストレスなしにそれらの論文を読むこ
とができるし、そこからキーワード検索をして他の
論文に飛ぶこともできる。インターネット閲覧ソフト
のように、タブをつかって複数ファイルを開いてお
けるので、新たなウィンドーを開くことなく論文の
間を行き来できる（図2）。iPadと職場や自宅のコン
ピュータ間の同期も完全で、どこへ行くにもこれだ
けの数の論文を持っていくことができるのは大きい。
そういえば、PapersのWindows版がこの2月に

登場した。もちろん、私はMacユーザなので使っ
ていないのだが、開発者のコメントを見る限りでは、
機能といい使い勝手といいMac版と変わらないよう
だ。また、iPadも第三世代となり、Retinaと呼ばれ
る高精細画面が登場して一段と視認性がよくなった 

（妙な話だが、スキャンした現物よりきれいに見える
のはどうしてだろう）。さらには、本体に搭載される
RAMのサイズが倍になりiOSもアップグレードされ
たので、使用感は第一世代よりも格段に良くなった。

連 載
研究効率化

ペーパーレスで築く効率的な研究環境
その 3：Evernote の紹介

千葉県立中央博物館　宮 正樹
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図1　Papers ver.2のインターフェース。全論文が著者のアルファベット順に並んでいるところ。このウィンドーにpdf
ファイルをドラッグ＆ドロップするとGoogle Scholarなどのデータベースにアクセスして文献情報を集め、ほぼ自動的
に論文の書誌情報を登録してくれる。このモードからキーワード検索すれば、その単語を含む全文献が瞬時にピック
アップされる。

図2　Papers ver.2の論文閲覧モード。上部のタブをつかって同時に数多くの論文を開くことができる。キーワード検索
すれば、閲覧している論文の該当単語がハイライトされる。
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Papersの iPhone版もあるので、（細かい文字を読め
る若手研究者にとっては）高精細画面とOSのアップ
グレードは大きな恩恵となろう。

書籍と論文だけでない情報整理
上にあげたようなペーパーレス化（と断捨離）を徹

底することにより、この1年ほどで私の研究環境は
一変した。無駄な本や論文のコピーが一掃され、本
棚の一つは空になった（本当に気持ちが良く「憑き
もの」が落ちた感じ）。もちろん、本と論文を電子化
しただけではペーパーレスの研究環境構築は道半ば
である。日々、入ってくる紙媒体の情報は途切れな
いし、重要なものもそれなりの数がある。さらに、
ペーパーレスといいながら、私もついに捨てきれな
かったものが一つある。「研究ノート」と称するメモ
書きである（過去の研究ノートはスキャンして廃棄
した）。そしてまた、痛感させられるのが人間の （と
いうより私の）記憶力の貧弱さ。ネットでこれは良い
情報だと思って「お気に入り」に登録するのだが、そ
れをどこに保存したのかさえ忘れてしまっている。
要するに、さまざまなかたち（ネット、書類、画

像、メモ）で入ってくる貴重な情報をどのように整
理し、記憶し、そしてそれを引き出すかが、大量の
情報に埋没することなく効率よく研究を進める重要
なポイントとなるのである。もちろんそれは、研究

だけにとどまらない。研究活動を阻害するような雑
用であっても、その負担を軽減することにより研究
活動がスムーズに進むことになる。
今回紹介するEvernoteは、私たち人間の記憶の

範囲をかつてないレベルへグレードアップしてくれ
る強力なツールである（グレードアップしてくれるの
が「記憶力」でないのが残念）。そのEvernote のシ
ンボルマークは象（図3左上）。これは「象は忘れな
い（elephants can remember）」という格言（という
かアガサ・クリスティーの作品のタイトルそのもの） 
からとったそうだ。逆に言えば、ヒトはあらゆるも
のをすぐに忘れてしまうということであり、（いろい
ろな意味で）耳の痛い話である。

Evernoteの概要
Evernoteをひと言で言い表すならば、「ノート」

と呼ばれるメモを次々に貯め込んでいくソフトであ
る。そして、その「ノート」を「ノートブック」という
自分で作成したフォルダーに整理することができる。
ノートブックは当然、親フォルダーや子フォルダー
をつくることができるので、階層構造によって情報
を整理できる（図4）。もちろん、Evernoteはほぼす
べてのPCや携帯電話、そしてモバイル端末で使用
することができる。
これだけの説明だと、自分で書き込んだメモを整

図3　Evernote のホームページトップ画面。「すべてを記憶する」がソフトのモットーとなっている。ここに記されている
ように、「何でも保存」「どこからでもアクセス」「すばやく検索」の三大機能をとことん追求しているソフト。
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理する、単なるメモ帳ソフトくらいにしか思えない
だろう。Evernoteのすごいところは「ノート」として
保存できるもの（ファイルの種類）の多彩さと、ノー
トを検索する機能、そしてそのノートをクラウド環
境を通じて複数のディバイスで共有できることであ
ろう。

「ノート」に保存できるもの
1）当然のことながらEvernoteをメモ帳としてつ

かってテキストファイルを保存することができる。
私の場合、論文を書くときにそのまま使えるように、
系統解析や統計検定を行うときは必ずEvernote上
に詳細なメモを残しておくようにしている。あるい
はふと思いついたアイディアなどの記録にも便利。
携帯電話や iPad版のEvernoteもあるので、そのよ
うなディバイスからの利用を考えると、メモ帳とし
ての可能性は無限にあるだろう。
頻繁には使わないが、ここぞというときに使わ

なくてはならないソフト（たとえば統計検定やEnd-

Noteなどのユーティリティ）の使い方のメモを残し
ておくと便利である（図5）。同様に、頻繁に使うソ
フトのめったに使わない機能（たとえば種類数を数
えたりなどするExcelの特殊な関数）の使い方をメ
モとして残しておくのもきわめて有用である。

2）ウェブクリップ： 誰に見せても一番感心するの
はEvernoteのウェブクリップ機能である。インター
ネットには、貴重な情報がそれこそ山のように蓄積
されているが、それを探り当てたとしても、次にそ
の情報が必要になったとき、そこにたどりつける保
証はない。そういうときにウェブクリップ機能を使
えば、EvernoteにURLの情報と共にそのページが
丸ごと保存される。そして、Evernoteの強力な検索
機能を使えば、たちどころにそのノートにたどり着
くことができる。この機能は閲覧ソフトのアドインと
して提供され、ボタンを押すだけでそのページが自
動的にEvernoteに保存される（図6）。

3）各種ファイル：あらゆる種類のファイル（音声
や動画も含む）をノートとして保存できる。私が一
番よく使うのは、スキャナーで読み取ったPDFや
画像ファイル。たとえば、新聞や雑誌などのメディ
アに自分の研究成果が記事として掲載された場合な
ど、かつて切り抜きとして保存していたものはすべ
てScanSnapでPDF化し、それをEvernoteに保存
している（図4）。PDFにするときに文字情報はメタ
データとして保存されるので、日付と掲載誌の情報
をタイトルに加えておけば、すべての情報が残るこ
とになる。保存の仕方は簡単。マウスの右クリック
でこれらのファイルをEvernoteで開くことにより、

図4　Evernote の画面の一例。左のカラムに「ノートブック」のリストが並ぶ。私の場合は、00_メディア、01_研究…
といった具合に大項目をつくり、その下に00_001_メディア（新聞）に紹介…などの小項目を配置している。この例で
は、それぞれの小項目ノートブックに、真ん中のコラムにあるような新聞の切り抜きが「ノート」として保管されている
ことがわかる。実際の「ノート」は一番右のカラムで見られる。このノートに検索用のタグをつけたり、ノート自体にメ
モを記入することもできる。もちろん、このノートをエクスポートして、画像ファイルとして取り出すこともできる。
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そのままそのファイルがEvernote上に保存される 

（図7）。
これを画面キャプチャーの機能と併せて使うと、

機能が豊富な （えてして使いづらい）ソフトの使い方
をすべて記録できるので便利である。たとえば、系
統学でたいへん便利に使われていたMacClade3）と
いうソフトは、OSX 10.7でついに使えなくなって

しまった（古いCPUに対応したソフトを使えるよ
うにするロゼッタと呼ばれる機能がサポートされな
くなってしまったため）。それにかわるMesquite4）

（Java上で動作するのでどんなプラットフォームでも
使える）というソフトは、多機能すぎるがゆえに使い
づらい。そんな複雑なソフトでも、一回きちんと使
い方を記録してEvernoteに保存しておけば、次に

図6　Evernote のウェブクリップ機能を使って保存したノート。次世代シークエンサに関するわかりやすい解説記事を
見つけ、閲覧ソフトの「象ボタン」（アドインとして提供される機能）を押して保存した。たった一つの操作で、このよう
に丸ごとその記事をEvernoteに保存することができる。URLも自動的に保存されるので、記事のオリジナルにすぐに飛
ぶことができる。

図5　Evernote の「ノート」の一例。系統学の統計検定ソフトCONSEL2）の使い方を記録したもの。フォントの大きさ
や色を自由に使えるので非常に便利。箇条書き機能や、上のように項目間に線を引くなど、基本的な機能が充実してい
る。ノートに音声、画像、さらにはファイルを添付することも可能。
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使い方を忘れてもすぐにその機能を使うことができ
るようになる（図8）。
ミーティングや会議などの資料も、必要ならばス

キャンして保存しておけばよい（ほとんどのものは
ゴミ箱へ直行してしまうが）。研究機器や薬品メー
カーなどのチラシにも有用なものは結構あるので、
同様に保存しておけばいざというときに探さずに済
む（こちらは結構使い途がある）。
写真の保存先としても有用である。EyeFi（無線

LAN内蔵SDカード）のようなWiFi環境を利用し
た画像転送メモリを利用すれば、デジカメで撮影
した写真を自動的にパソコンに転送し、さらには
Evernoteを保存先の一つに指定しておけば、自動的
にクラウド環境にも保存してくれる。
研究には直接関係ないが、海外旅行するときな

ど、パスポートやe-ticket、ホテルやレンタカーの予
約の確認証などをEvernoteのノートに保存しておけ
ば、いざという時にも困らない。たとえパソコンや
モバイル端末を無くしたとしても、クラウド環境に
保存されているのだからいつでも取り出せる。学会
の登録控えなども同様にEvernoteに入れておくと、
受付時にトラブルにあったときなどスムーズに手続
が進むだろう。

4）手書きメモ：ScanSnapがあれば、手書きメモ
もデータベース化が可能だ。たとえば「保存するメ

モ帳」（abrAsus）という便利な商品が出ている。ど
こにでもあるA4版の紙を3回折ると両面合わせて
16頁のメモ帳になる。重いメモ帳をもつかわりに専
用のケースにこの紙をはさみ、適宜アイディアなど
を書き込んでいく。書き込んだメモはScanSnapで
PDF化し、それに適当なタグをつけてEvernoteに
保管すれば、どこでも読めるクラウド版のメモ帳に
なる。OCRが手書き文字にも対応するようになれば、
この手書きメモ帳もさらに便利になるだろう。

5）メール：Evernoteにアカウントをもつと、同時
にEvernote専用のメールアドレスを取得することが
できる。このアドレス宛にファイルやメモを送って、
ノートの一つとして記録することが可能である。と
くに重要と思われるメール（ソフトウェアの登録受け
付けメールなど）を転送しておくと、IDの入力など
で困ることもなくなる。あるいは、ワードやエクセ
ルのファイルを添付ファイルとして転送しておくと、
プラットフォームによっては、Evernote内からクイッ
クルックといって内容を見ることができる。ファイ
ルを開けなければ、Googleドキュメントを使うとい
う手もある。

クラウド環境を利用する
研究者でクラウド環境を利用していない人は最早

いないと思われるほど、すでに多くの人が直接的・

図7　PDFファイルを右クリックでEvernoteで開こうとしているところ。多くの基本的な形式のファイルを、このよう
にEvernoteで開くことができ、ファイルがノートとして自動的に保存される。不要になったファイルはクラウド環境に
保存されるので消去してもよい。
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間接的にその恩恵にあずかっていると思う。大きな
ファイルの受け渡しにDropboxの共有機能を使うの
はその一つであろうし、重要なファイルを常にクラ
ウド上に置いている人も多いだろう。

Evernoteを使う大きなメリットの一つは、イン
ターネットにつながっていれば、どこからでも保存
したノートを見られることだろう。さらには、どこで
ノートをつくってもそのノートをクラウド環境上に保
存でき、そのノートを異なるディバイス間で共有で
きることも大きなメリットの一つである。
私の場合、職場のデスクトップコンピュータ 

（Mac Pro）、自宅で使うラップトップコンピュータ 

（MacBook Air）、そして通勤時に使うiPad（3G対
応）の3種類のディバイスすべてにEvernoteをイン
ストールしている。そしてこれら3つのディバイス
は、クラウド上に保存されているEvernoteのデータ
と常に同期させているので、どこに行っても同じ情
報を得ることができるし、どこからでも新しいノート
をつくることができる。 

検索機能
テキストベースのものから、画像、さらには音声

まで保存できるのだから、事実上Evernoteは何で
も「ノート」に保存できると言ってよい。さらには、

インターネットと接続しているかぎり、どこからでも
その「ノート」を見ることができ、しかもどこからで
も「ノート」をつくることができる （オフラインだけ
で見ることのできるファイルをつくることも可能）。
残る問題は大量に貯め込んだ情報をどのように取り
出せるかにかかってくる。一つの手段は、情報を階
層的に作成した「ノートブック」に「ノート」を保存
することだろう（図4）。ただし、この方法にももち
ろん限界があって、どうしても分類しきれないもの
が出てきたり、「ノート」の数が増えるとともに「ノー
トブック」も増えてしまい、自分でもその階層構造を
把握できなくなってしまうことである。
もしそんなことになっても心配はいらない。Ever-

noteには強力な検索機能がついており、少なくとも
何らかのメタデータ（あるいはユーザが任意につけ
るタグ）がついていれば、探している「ノート」に簡
単にたどりつくことができる。また、常に「全ノート
ブック」というフォルダーが先頭に来ており、時系
列ですべての「ノート」が並べられているので、意
外に簡単に探しているものを見つけることができる。
心配すべきはむしろ人間の記憶（脳）の方で、「何
をノートにしたのか」を忘れてしまうと、せっかく
Evernoteにノートが保存されているにもかかわら
ず、また一から情報探索を始めてしまうことだろう。

図8　Mesquiteで複数の異なる遺伝子でつくられたデータ行列を結合し、同じ分類群のデータをマージしようとしてい
るところ。一連の操作が煩雑なため、Evernoteに画面キャプチャーの機能と併せて記録した。こうして記録しておくと、
またこの機能を使いたくなったときに無駄な時間を使わずに済む。
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その点、まず何かを探そうと思ったら、Evernoteを
検索するクセをつけた方が良いのかもしれない。

Evernoteの限界とセキュリティー
私がEvernoteを使い出してほぼ丸1年が経過し

た。その驚くべき有用性にすぐにでも紹介したかっ
たのだが、わざと遅らせて長期にわたる使用感をレ
ポートした。
現在のところEvernoteの機能に関しては何も不

満はない。しかしながら、使い始めた当初には予想
していなかったことが一つだけ起こった。現在、私
の「ノート」は1,597件で全体のファイルサイズは1 

GB近くある。そのくらいのサイズだと問題ないのだ
が、一時何でもかんでもEvernoteに保存していた
頃はソフトの動作が徐々に重くなってきたし、3G回
線で使うとなるとかなりストレスがかかるスピードに
なってきた。そうしたこともあり、写真ファイルなど
のファイルサイズが大きなものについては、専用の
ソフト（Macの場合は iPhoto）で管理して別のクラ
ウド（iCloud）に保存するようにした。ある程度厳選

した情報を「ノート」として保存するようになった結
果、Evernoteの動作は軽くなり、いずれのディバイ
スからもストレスなくアクセスできるようになった。
セキュリティーの問題についてもひと言触れてお

こう。Evernoteに限ったことではないが、Google

にしろFacebookにしろ、当初は商売抜きでやって
いたものが、株式公開を行い資金調達を行うように
なると大きく変容する。たとえばGoogleは「邪悪
になるな」を非公式の社是にしていたそうだが今は
どうだろうか。今年3月に改変されて大きな話題と
なったプライバシーポリシー（http://www.google.

com/intl/ja/policies/privacy/）によれば、あらゆ
る個人情報（氏名、メールアドレス、電話番号、ク
レジットカードなどの個人情報にはじまり、端末情
報、ログ情報、現在地情報など）がGoogleによっ
て抜き取られていることがわかる。私はこうした個
人情報の扱いに無頓着だからあまり気にならない
が、人によっては大いに気になるところであろう。
Evernoteの場合も、ノートに保存する情報に多少は
気を遣った方が良いのかもしれない。

おわりに
こんなに数多くの素晴らしい機能をもつにもかか

わらず、Evernoteは基本的に無料で使える。ただし、
図9に示した機能を使うとなると、プレミアムプラン
を選択するしかない。とはいっても月額450円か年
間4,000円と安いものである。1ヵ月に1GBの情報
をアップロードできるということは、1年に12GBの
容量を使えるということである。プレミアムプラン
を選択すればノートのサイズも1件50 MBを使える。
私もこの1年このプランを使ってきたが、まったく損
をしたという気にならなかった。Evernoteを情報記
憶ツールとして使うのであれば、このプランを強く
お薦めする。
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図9　Evernoteのプレミアムプランの特典。私も知らな
い機能がいくつかあった。きっと新たな使い方がまだた
くさんあるのだろう。




