
　
はじめに

2017年ノーベル生理学・医学賞

　├アキラ，ノーベル賞だ！」西暦 2000 年の秋，ニューヨーク，マ

ンハッタン，ロックフェラー大学の高層ビル．早朝の研究室に飛び

込んでくるなり，大学院生のアダムが興奮した声で話しかけてきた．

「え？　マイクにノーベル賞？！」「あ，違う．上の階のグリーンガ

ード教授…」アダムの早口の英語は続いているが，右から左に抜け

てしまう．「また逃した．マイクの受賞はもう無理かも…」．

　その日の昼，大学関係者へのグリーンガード教授の受賞挨拶．講

堂に集う教授の中にはマイクの姿もあった．医学研究所から出発し

たロックフェラー大学は規模の割にはノーベル賞受賞者を多く輩出

している．大学のカフェテリアで横に座った老教授がノーベル賞学

者のことも珍しくない．「周りは次々受賞して，マイクはどう感じ

ているだろう．やはりあの件の影響でダメなのか…」．まつ毛まで

金髪ですらりと長身．ハリウッドスターのようなマイクの横顔から

は何も読み取れなかった．

　2017 年のノーベル生理学・医学賞を「概日リズムを制御する分

子メカニズムの解明」により，ジェフリー・ホール博士，マイケ

ル・ロスバッシュ博士，マイク・ヤング博士の 3氏が受賞したと知

った時，17 年前の留学先での光景が妺った．続いて湧き上がって

きた感情は，熱狂でも興奮でもなく，安堵と納得．彼がノーベル賞

候補に挙がっているという最初の噂をきいてから約 30 年．受賞者

それぞれに毀誉褒貶があった．
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体内の 1日は遺伝子が計る

　ノーベル賞の受賞理由を簡単に言うと，体内時計はどのような部

品でつくられ，どうやって動いているかをつきとめた功績．ノーベ

ル賞の 3氏は，体内時計が「時計遺伝子」とよばれるパーツから組

み立てられ，それらが互いのはたらきを制御しあって体内に 1日の

リズムを生み出す仕組みを解明した．

　私たちは頻繁に時刻を確かめて次の行動を決めている．「12 時か．

お昼にしよう」「いま出れば間に合うな」と．時計がなくてもまだ

何とかなる．体内時計がはたらいているからだ．時計遺伝子に変異

が起きるとその体内時計も不調になる．時刻の手がかりがない環境

では体内での 1日が大幅に狂う．時刻のわかる環境にいても，行動

のタイミングがずれる．本書の題名「時をあやつる」とはそういう

意味だ．

体内時計の研究

　海外への出張や旅行，パソコンを使った海外との会議やチャット

も日常的になりつつある現代，かつてこれほど地球上の「時差」が

意識された時代はない．

　夜も明るい都会の生活，そしてコンビニやスマホ．人類は文明に

よって闇を追い払い，光に囲まれた生活を送っている．1日の生活

様式もずいぶん変わった．日の出とともに起き，日の入とともに寝

る毎日は遠い過去．一方で，睡眠障害，メタボ，生活習慣病，引き

こもり，うつ．現代社会では深刻な問題も起きている．がんもいま

だ大きな脅威だ．

　驚いたことに，いま挙げた不調や病気のすべてに時計遺伝子は関

与する．私たちの健康にも密接に関係する時計遺伝子の研究は，ど
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のようにはじまり，どう発展し，どこにたどり着いたのか．ノーベ

ル賞受賞者や研究者たちの軌跡を，私が見聞きしたことを交えて書

き留めたい．

　この研究分野は，遺伝子の変異体を扱いやすいショウジョウバエ

(台所でよく見る小型のハエ；解説 1)を用いて切りひらかれてきた．し

たがって本書のほとんどのページはハエでの研究の発展史の解説に

費やされる．

　しかし，体内時計は，ヒトやハエはもちろん，脊椎動物，昆虫，

植物，カビ，さらには一部のバクテリアにまで備わっている．日常

的に目にする生物で体内時計をもたないものを探す方が難しい．そ

のため，ハエで発見された体内時計のメカニズムは，少しだけその

部品や仕組みを変えさえすれば，多くの生物にあてはめられる．最

後の第 7章では，ハエ以外の生物における時計遺伝子研究について

も簡単にふれる．

　本書では，時計遺伝子の謎解きストーリーを激しい研究競争の側

面を交えて語る．人名や遺伝子名などが頻発して最初はとまどうか

もしれないが，あまりとらわれずに読み進めていただきたい．専門

的な概念や実験方法も出てくるが，ある程度は読み飛ばしてもらっ

て大丈夫．しかし，念のために巻末に解説も入れた．適宜参照して

ほしい．また，時計遺伝子の変異体発見に関する肩のこらないエピ

ソードをコラムとして随所にちりばめた．本文の内容に飽きたら，

どうぞそちらで息抜きを．

　時計遺伝子の研究は約 50 年前のただ 1報の論文からはじまる．

この論文の投げかけた謎の答えを追い求め，激しい競争を繰り広げ

ながら謎を解き，そのさらに彼方に達することで 3氏はついにノー
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ベル賞の栄誉に輝いた．彼ら以外にも多くの研究者たちがこの謎解

きに加わった．3氏は分野を代表して受賞したともいえる．時計遺

伝子の話は彼らがこの分野に関わりはじめる 10 年ほど前，1971 年

からはじまる．
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第�章　時を刻む遺伝子の発見

体内時計と概日リズム

　1971 年，米国科学アカデミー紀要(����誌；解説 4┡1)に 1 報の論

文が掲載され，関連分野の研究者に驚愕を与えた．大学院生ロナル

ド・コノプカとその指導教授シーモア・ベンザー博士が，ショウジ

ョウバエの体内時計の変異体の分離に成功し，単一の原因遺伝子を

つきとめた，という報告である．ショウジョウバエで変異体を分離

して遺伝学的な研究を行うことは珍しくない．では，なぜこの論文

が研究者たちにそれほどのインパクトを与えたのか．この報告には，

当時の常識からはにわかには信じられない結果がいくつも含まれて

いたのである．

　さまざまな生命現象に 24 時間周期のリズムが見いだせることは

昔から知られていた．身近な例ではヒトの睡眠覚醒が挙げられる．

運動とは無縁に思える植物でも昼夜で葉の上げ下げにリズムが観察

される場合があり，その不思議さからか，古くはアレクサンドロス

大王の時代にも記述が見え，進化論で有名なダーウィンによっても

詳細に観察されている．

　これらは一見したところは昼夜の照度変化に対する反応に見える．

しかしそう単純ではないことが 18 世紀に発見された．環境の時刻

を知る手がかりがまったくない場所に生物を置いても，まるで体内

に時計をもっているかのように約 1日周期のリズムが継続したから
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だ．ただし，その周期は個体や生物種によって異なり，正確な 24

時間ではなかった．そこで，このような自律的な約 1日のリズムは

「概日リズム」とよばれるようになった．英語の「サーカディアン

リズム」の方がよほど日本語に入り込んでいるかもしれない．ラテ

ン語に由来しており，サーカは「概
およ

そ」，ディアンは「1日」の意．

　概日リズムが「時計」として機能するには，環境に同調して時刻

合わせを行う必要がある．実際に，概日リズムは周期的な環境変化

には驚くほど柔軟に同調できる．一般的に，最も強く作用するのは

光．しかし 1日周期の温度変化にも同調する．ヒトの場合は社会的

な要因さえ同調因子となることがわかっている．さらに，概日リズ

ムは環境リズムが急激にずれた場合もそれに再同調する．時差のあ

る地域への旅行が好例で，再同調に要する期間に「時差ぼけ」を感

じ，自分の体内で自律的に頑固に時を刻む体内時計の存在を認識す

ることになる．1970 年代以前ですら，ヒトを含めた多くの生物の

行動や生理現象が体内時計によってコントロールされていることは

わかっていた．しかしИЙ．

　このような複雑な行動を支える生理機構に，遺伝子が直接的に関

与しているなど 1970 年当時の常識の範疇を超えていた．もちろん，

遺伝子の関与を示唆するデータもあるにはあった．早くも 1930 年

代にはドイツのビュニング博士がショウジョウバエを用いた実験か

らそれを主張し，1950┡60 年代にはアメリカのピッテンドリク博士

によっても確かめられている．しかし，たった 1個の遺伝子の変異

によって，生き物にとっての 1日の長さが強烈に伸び縮みする可能

性を本気で考えた研究者は皆無だった．それがまさか，人為的な変

異体の分離を試みる者が現れ，しかも大成功してしまうとは．
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行動遺伝学

　1960 年代，物理学出身のベンザー教授はカリフォルニア工科大

学に研究室を構え，「行動遺伝学」という新しい学問分野を確立し

つつあった．

　これよりしばらく前，第二次世界大戦が終了する頃，物理学から

生物学へと大量の頭脳が流入した．原子物理学から分子遺伝学へ．

1953 年の ���の 2重らせん構造の発見にはじまる遺伝子研究の隆

盛の土台は彼らによって築かれた．ベンザー教授もその 1人．当初

はファージを使った研究をしてきた．ファージは大腸菌に寄生する

ウィルスの一種で構造も遺伝子もきわめて単純．研究しやすいが面

白みには欠けた．ベンザー教授はファージ研究で蓄積してきた遺伝

子の知識と技術を，もっと高等な生物に応用したいと考えるように

なる．次のターゲットは行動．生き物の複雑さの極致だ．

　もと物理学者だけに，その方法論は明快だった．生物のさまざま

な形態や性質が遺伝子によって決まるのなら，その総体としての生

物の行動やふるまいにも遺伝子は影響するに違いない．複雑な機械

でも部品が壊れればうまくはたらかなくなる．機械を設計した本人

でなくても，どの部品が壊れた時にどんな不具合が生じるかを丹念

に調べ上げれば，その機械のはたらく原理は推測できる．ならば，

生物の複雑な行動への遺伝子の影響も同じ考え方で解明できるはず

だ．

　ベンザー教授はショウジョウバエを研究対象に選んだ．長年にわ

たる遺伝学の知識と技術の集積．飼いやすく，世代交代が速く，多

数の純系の子孫が得られるのも魅力だ(解説 1)．哺乳類ほどではな

いが脳や神経系もしっかりもっている．複雑すぎない脳や行動は，

研究するにはむしろうってつけ．ベンザー教授らは適切な濃度の薬
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剤を用いて人為的に遺伝子変異を誘発し，そのハエの子孫から多数

の純系の系統を確立．注目する行動に異常があるものを 1系統ずつ

調べ上げ(スクリーニング)，原因となる遺伝子を見つけ出し(遺伝子

の同定)，行動にどう関与するかのメカニズムを解明する(機能解析)，

という研究スタイルを確立していった．

時計変異体

　コノプカは 1960 年代末にベンザー研究室の大学院生になった．

初めから体内時計の研究を希望．まずは遺伝的な解析を行いやすい

性染色体(正確には �染色体；解説 1)に狙いをつけ，薬剤処理したハ

エの子孫から 2000 系統を確立した．コノプカにはこれらのハエの

中から体内時計の変異体を見つけ出すアイデアもあった．ハエの羽

化を集団として観察すると明瞭な概日リズムを示すことは，すでに

リズム研究者によって詳細に調べられていた．これを使わない手は

ない．といっても，羽化してくるハエの個体数を，暗室にとじこも

り何日も一定時間ごとに徹夜で数え続けるのは大変だ．そこで，バ

ングボックスという羽化リズムの自動計測装置をスタンフォード大

学のコーリン・ピッテンドリク博士から借りてきた．

　ピッテンドリク博士は概日リズム研究の世界的権威．ドイツのア

ショフ教授(前述のビュニング教授の一番弟子．ヒトの概日リズムは 25 時

間と報告した人物としても有名)とともに当時のこの分野の二大巨頭．

����にも協力していた大物だ．地球の自転から離れ，昼夜の区

別がない宇宙空間で生物が長期間無事に生存可能かどうかも不明な

時代だった．とはいえピッテンドリク博士も大学院生時代はショウ

ジョウバエで遺伝学の研究をしており，名を成した後も，扱いなれ

たショウジョウバエの羽化リズムの観察は続け，概日リズムのさま
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ざまな性質を明らかにしてきた．バングボックスはそのために開発

された装置だ．

　バングボックスの中に大量のさなぎを入れる．さなぎは内壁に張

りついた状態．さなぎから成虫への羽化が順次起きる．ハエは羽化

後すぐには飛べない．そこに一定時間ごとに強烈な振動が自動的に

加えられる．さなぎは壁に張りついたままだが，成虫は壁面から落

下．漏斗で一挙に捕獲されてアルコール漬けに．あとで数えれば時

刻ごとの羽化数がわかる．一定時間ごとに，バーンと強い衝撃が与

えられる，つまりバーン箱
バングボックス

．わかってみると安直なネーミングだ．

　コノプカはバングボックスを使って 1系統ずつハエの羽化リズム

を暗黒下で調べていった．すると，なんと，周期が 19 時間に短縮

されたもの，29 時間に延長されたもの，周期性を失ったもの，の 3

系統が見つかってきた．しかし，羽化リズムは集団としてのリズム．

ひょっとすると，集団の秩序の何かがおかしくなってしまった可能

性もある．では，個体ごとの歩行活動のリズムはどうか．数日間に

わたって暗黒下で小さなハエの動きを追う装置が必要になった．

　ベンザー教授はさすがだった．すぐに赤外線を使った自動記録の

アイデアを提案．が，困ったことにそんな装置は自作するしかない．

と，あっという間にこれを解決したのはベンザー研究室に博士研究

員として留学中の若き日本人研究者，堀田凱
よし

樹
き

博士(後の国立遺伝学

研究所所長．現・東京大学名誉教授)．堀田博士の手製の装置を使って，

活動リズムにも羽化リズムと同様の異常が確認できた．やはり，19

時間，29 時間，無周期．

　3つの系統では集団レベルでも個体レベルでも概日リズムが異常

になっていた．間違いない．体内時計の部品としてはたらく遺伝子，

まさに「時計遺伝子」の変異体．次の課題は，3つの変異それぞれ
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が，体内時計のどの部品(つまりどんな遺伝子)を壊しているかを確か

めること．体内時計は 3つの部品で作り上げられているのだろうか．

まさか，1個の遺伝子に生じた変異に応じて，1日の長さが自在に

変化することなどないとは思うが，まずは念のためにその可能性を

潰すところからスタートだ．

衝撃の論文

　研究の流れがわかりやすいように，まずは眼色の突然変異の例で

説明しよう．普通はショウジョウバエの眼色は赤い．2つの変異系

統が得られたとする．眼色が白いものと，ピンクのもの．これらが

同じ遺伝子の壊れ方の違いで生じたものか，別々の遺伝子に生じた

変異かを見分ける実験をまず行う．実験結果が，同じ遺伝子の壊れ

方の違いで生じたことを示していたなら，例えば眼の赤い色素の合

成にはたらく遺伝子の機能を完全に壊す変異なら眼の色は白に，機

能の壊れ方が不完全で少しは色素を合成できる変異ならピンク，と

予想を立てて実験を進めることになる．逆に，白とピンクは別々の

遺伝子の変異であると示唆されたなら，眼色に関わる遺伝子には少

なくとも 2種類あるとの予想のもとに実験を進めていく．

　ショウジョウバエでは独立して得られた複数の突然変異が同じ遺

伝子上に起きたものか，違う遺伝子上のものかを簡単な交配で確か

めることができる．この手法は相補性テストとよばれ，ベンザー教

授が開発したもの．もちろんコノプカも，得られた 3つの時計突然

変異体で相補性テストを行った．実験結果にはコノプカ自身でさえ

驚いた．3つの変異すべてが，�染色体上の同じ遺伝子に生じてい

ることを示していたからだ．この遺伝子の壊れ方ひとつで，自在に

概日リズムの周期が変化するらしい．まったく未知の遺伝子なのか，

�



それとも，すでに別の機能をもつ遺伝子として知られているものな

のか．

　この遺伝子が �染色体上のどこに存在するかも重要だ．形態に

特徴のあるマーカー系統との交配が相補性テストと同時に行われて

いた．ショウジョウバエ遺伝学では日常的に用いられる手法であり，

いくつかの遺伝子との組換え価から遺伝子座を計算で割り出す．3

つのどの変異に関して調べてもまったく同じ遺伝子座が示された．

ショウジョウバエ遺伝学の創始者モルガン博士(解説 2┡1)の発見し

た有名な白眼の遺伝子のすぐ横(�┻13 図 1 上段)．

　ラッキーだった．まったくの偶然ではあるが，有名な遺伝子の近

くだけに，その領域には染色体異常系統がたくさん揃っていた．染

色体のごく一部が欠損したりダブったりしているハエだ．染色体構

造の専門家からこれらを譲り受け，さらに詳しく遺伝子座を探る．

　知られている遺伝子ではなかった．そこで「周期」を意味する

period遺伝子(略称 per；パー．以降，遺伝子名はイタリック体で記す)

と命名し，成果を論文としてまとめた．こうして 1971 年，世界初

の「時計遺伝子」論文が ����誌に発表されたのである．

　不可能と思われていたリズム変異体を分離できただけでも驚きな

のに，比較的小規模なスクリーニングで長，短，無周期の 1セット

が得られ，さらにそれらすべてが 1つの時計遺伝子 perの変異体．

そして per遺伝子は羽化リズムにも歩行リズムにも影響し，おそら

く詳細に調べれば，ハエのさまざまな概日リズムすべてを支配して

いると推測される．にわかには信じられないデータが次々に提示さ

れていくこの短い論文が，良くも悪くも，いかに強いインパクトを

もって当時の研究者たちに受け止められたかは，以下のエピソード

からもうかがえる．
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　いまからずっと前，当時東大教授だった堀田先生に私はこう質問

した．「先生もこの論文の共著者でおかしくないのになぜ…」「自分

から辞退したんですよ．装置は正しく動いていた．だからデータに

間違いはない．相補性テストにも問題はない．遺伝子座の決定方法

も．でも結論はどうしても納得できない．何か途方もないミスか，

考え抜かりをしている気がして．論文の共著者になる責任は負えな

かった．いま考えると惜しいことをしました」．堀田先生は，ある

1つの遺伝子に関する強烈な変異体が 3つ同時に分離される確率ま

で統計的に計算し，その確率のあまりの低さに「やはり信じられな

い」と結論を下したという．

幸運と挫折

　論文には記載されてないが，実際にはさらに信じられない幸運が

起きていた．コノプカは手始めに 200 系統を調べた時点で，すでに

最初の変異体(無周期系統)を得ていたのだ．

　ベンザー博士の伝記『時間・愛・記憶の遺伝子を求めて┫(邦訳，

早川書房)の著者ジョナサン・ワイナーがその著書(解説 5)の中で

「コノプカの法則」と名づけた経験則がある．以前からハエ研究者

の間で，たびたび口の端に上っていたジンクスだ．「重大な発見は

小規模なスクリーニングからでも得られる」「上手なスクリーニン

グなら目当ての遺伝子はすぐ見つかる」．逆に「どれほど頑張って

もダメなものは結局ダメ」とも．ハエの時計遺伝子研究にまつわる

コノプカの法則と裏話については随時コラムでご披露したい．

　話をもどす．世界初の時計遺伝子の同定は学界を震撼させただけ

でなく，コノプカの人生にも大きな影響を与えた．彼はこの業績で

無事に学位を取得．晴れてコノプカ博士とよばれるようになった．

	



ピッテンドリク研究室で博士研究員として武者修業の後，母校のカ

リフォルニア工科大学に職を得て per遺伝子の機能解明に精力的に

取り組む．彼のもとで若い大学院生たちも perの解析や新たな変異

体スクリーニングに精を出した(コラム　perの変異体)．共同研究者

も集まってきた．現代の知見から振り返れば，示唆に富む結果や仮

説も残されている．だがしかし…．

　1970 年代当時の技術的限界もあり，コノプカ博士だけでなく per

の謎に挑む研究者たちの挑戦はことごとく退けられた．コノプカ博

士のもとに集った大学院生たちはみな，志半ばでハエのリズム研究

を続ける道を絶たれた．彼らの研究成果の大半は論文として世に出

されてすらいない．いまでは，彼らの研究の軌跡を知るには，カリ

フォルニア工科大学に保存されている博士論文をひとつひとつあた

るしかない状況である．大学院生だけでなく，perの謎に挑み，論

文 1報だけを残し，あるいは 1報の論文成果すら残せず，時計遺伝

子研究から撤退していった共同研究者も多い．

　大きな期待には大きな責任がつきまとう．最終的にはコノプカ博

士自身も業績不振を理由に母校を追われた．成果(基礎研究なら論文)

を出せぬ者，競争に敗れた者，その結果として研究資金を獲得でき

なくなった者はすべてを失う．科学界の暗黙のルール．コノプカ博

士はそれでも別の大学に移って研究を続けるが，その大学からも職

を追われ，ついには研究の継続を断念．学会出席はおろか，同業の

研究者と会うことすら厭うようになっていった．

　この時代よりずっと後の 1995 年，私は渡米の折に，コノプカ博

士の昔からの友人のリズム研究者に「コノプカ博士と会って話を伺

いたいので紹介してほしい」とお願いしたことがある．しかし断ら

れてしまった．「残念だがロン(コノプカ博士のニックネーム)は私とも
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研究の話はしない．昔からの友人以外，研究者とは誰とも会わない

だろう．代わりにこれを君にあげよう」．庭のベンチで独りくつろ

ぐコノプカ博士の写真だった．

　いつしかショウジョウバエの時計遺伝子研究は「取り組む研究者

を不幸にする，魔の研究分野」と，一部で都市伝説がささやかれる

ようにさえなっていった．

コラム　perの変異体

　時計遺伝子の中で最も多くの変異体が独立に分離されたのは，なん

といっても per遺伝子．コノプカ博士と大学院生たちも，少なくとも

新たに 6つ見つけている．ノーベル賞を受賞したホール博士の研究室

でも数系統見つけた．私も狙っていないのに 7つ．あまりに perばか

り取れるので，新しい変異体が取れるたびにまずは「perかも？」と

疑うクセがついたほど．「すごいモノは簡単にとれる」．コノプカの法

則が本当によくあてはまる，最初にして最重要の時計遺伝子．

　本書執筆のために，私のこれまでのスクリーニング総数を数えたら

3万 5000 系統を超えていた．研究者が 1人で行ったハエの時計遺伝

子スクリーニング数としてはおそらく世界一．per以外に 8つの時計

遺伝子を分離，解析してきた．でも，変わりモノを見つけるだけでは

ダメで，きちんと調べて論文発表してひと区切りだから，いくつ調べ，

いくつ見つけたなんて自慢にならないのが，つらいところ．

　とはいえ，せっかくだからと世界第 2位も調べたら，これも日本人．

霜田政美博士(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)

は 3年間で 8000 系統．外国ではスクリーニングはチームプレー，日

本はいまだ個人プレーの匠の世界ってことかな？

新時代の幕開け

　コノプカ博士の前途に暗雲が立ち込めた 1970 年代の末，2017 年

のノーベル賞受賞者の 1人，ボストン近郊にあるブランダイス大学

��
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