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今年度のノーベル生理学・医学賞の授賞理由は
「サーカディアンリズム（概日リズム）の分子機構の
解明」であった。受賞者たち（M. Rosbash, J. Hall，M. 

Young）が牽引したショウジョウバエの時計遺伝子
の研究の経緯は，松本さんが別稿で見事に活写し
ておられる。本稿では，より広い範囲での余波や
歴史的な位置づけについて補完的な考察を述べた
い。今回の対象となった研究は生物時計の研究に
巨大な影響を及ぼしたので，そのモデルに追随し，
拡張あるいは応用したあまたの研究を通じて位置
づけることは比較的たやすい。しかし，ここでは
そうした側面に触れつつも，その業績をある程度
相対化する視座を交え，その歴史的な意義を逆照
射する立場を取りたい。それは，ノーベル賞とい
う暴力的なまでに肥大化してしまった権威に魂を
とられないためのささやかな抵抗であり，同時に
その対象となった研究を神聖化することなくリス
ペクトする道と思うからである。
まず，今回の授賞対象となった概日時計の分子

メカニズムの提案が，生物時計研究一般に大きな

影響を及ぼしたことについて述べる。次にその研
究が，生物時計研究のみならずシステム生物学や
合成生物学といった，新たな生命科学の潮流を後
押ししたことを記しておく。続いて，今回の研究
が突出した成果であったとしても，それもまた歴
史的な流れの中での煌めきの一つであることを記
すために，その源流の一つとして 80年前の研究
を紹介する。最後に今回の授賞対象で提案された
分子メカニズムに対して，異なるタイプのメカニ
ズムを模索した，僕自身の活動を含む一連の研究
の流れを紹介する。僕たちにとって，今回の受賞
者たちが築いた成果は仰ぎ見る巨峰であると同時
に，「克服すべき巨大な壁」でもあったのである。

転写翻訳フィードバックループ・モデル

さて，今回の授賞対象となった「サーカディア
ンリズム（概日リズム）の分子機構」とは，端的に言
って「生物時計に必須の時計遺伝子，さらにそれ
がコードする時計タンパク質というものがあり，
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基本的には時計タンパク質が自身（時計遺伝子）の発
現（転写・翻訳）をネガティブに制御（抑制）することで
自律的な概日遺伝子発現リズムを作りだす。それ
が内因性の 24時間の振動の基本となる」という
ものである。これを，「転写翻訳フィードバック
ループ・モデル」と呼ぶ。この制御ループは複数
の時計遺伝子群や関連因子群で構成される。Ros-
bash, Hall, Young各氏のグループは，ショウジョ
ウバエをモデル生物として用い，分子遺伝学的ア
プローチを駆使しながら，その多くの要素を発見
し，フィードバックループの実相を明らかにした。
分子遺伝学的アプローチとは，基本的には突然変
異体を取得し，その相補実験を通じて原因遺伝子
を特定したり，遺伝子工学的にその原因遺伝子の
発現を制御することで遺伝子の分子機能を明らか
にしたりする手法だが，必要に応じて様々な手法
を組み合わせ，統合的に多くの成果を導いた。そ
の過程の紆余曲折は松本さんの稿に詳述されてい
るとおりだ。
これらの因子の特定は，主要なものだけでも

1990年代の末まで続き，現在も引き続き探索さ
れ続けている。1990年代半ばからは，ショウジ
ョウバエだけでなく，アカパンカビ，哺乳類，植
物，シアノバクテリアなどでも時計遺伝子の解析
が進み，多くのグループが相乗効果を上げながら
（あるいはしのぎを削って）転写翻訳フィードバックル
ープの検証や精緻化が進められた。その意味で，
時計遺伝子の実質的な解析が，今回の受賞者 3
人のグループの独占状態だったのは，1993年こ
ろまでだったと思う。たとえば，生物時計の光同
調能（光情報の変化に応じて時計が時刻合わせできること）は，
ショウジョウバエでは Youngと C. Weitzのグル
ープが同時に見出した TIMタンパク質（1995年）が，
光によって分解されることで説明され（1996年），
そこに青色光受容タンパク質 Cryが関与してい
る（1998年）。しかし，時計遺伝子の発現量が光に
よって変化することで時刻合わせが実現されると
いう大枠は，アカパンカビの時計遺伝子 frequen-

cyが光によって誘導されるという J. Dunlap，J. 
Lorosたちによる 1995年の論文が先行している

し，それを仲介する光受容タンパク質（アカパンカビ
の場合WC1, WC2）の発見も 1996年と先んじていた。
また，転写翻訳フィードバックループ・モデル
の定量的な検証についても，アカパンカビのほう
が徹底・先行していた時期もある（1995年あたり）。
転写翻訳フィードバックループ・モデルが正しい
場合，単純には次のように予想できる。
1．時定数（時計の時刻を決めるパラメータ）となる時
計遺伝子mRNAとタンパク質の発現量は，
時間差を伴って振動する。

2．時計遺伝子の破壊系統ではリズムが完全に
停止する。

3．転写ないし翻訳を停止させればリズムは完
全に停止する。

4．時計遺伝子の転写・翻訳・安定性などの変
異により，周期長が変化する。

5．時計遺伝子の過剰発現により，リズムは減
衰または停止する。

6．時計遺伝子を一過的に過剰発現もしくは一
過的に分解させることでリズムの位相（時刻）
がジャンプする（時刻合わせができる）。
これらのうち，1, 2, 4, 5はショウジョウバエ
で先行したが，3, 6はアカパンカビのほうが先
にクリアな結果が報告された。光同調に伴う時計
遺伝子の発現変化とそれに伴う時刻合わせが，6
の性質と直結していることはおわかりになるだろ
う。1996年からは，period遺伝子の発現に関す
る定量性がルシフェラーゼ（生物発光）レポーターの
導入によって画期的に精緻化されるのだが，それ
はもともと植物の生物時計の解析でルシフェラー
ゼレポーターを導入して先鋭的な取り組みを行っ
ていた S. Kayが参入したためだった。これによ
り，従来考えられていた脳神経系だけでなく，身
体中いたるところに時計細胞があることも発見さ
れた（1997年）。

哺乳類の時計遺伝子の研究への接続

こうした華々しい分子生物学的な解析が次々有
力科学雑誌を賑わせる中，時計研究の勢力図を一
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変させたのは，哺乳類の時計遺伝子の発見だった。
1997年に哺乳類で period遺伝子の相同遺伝子
Perが程肇や C. C. Leeによって独立に発見され，
それが概日遺伝子発現リズムを示すこと，時計中
枢として知られる視交叉上核に発現することが報
告された。その直後に J. Takahashiらがマウスの
行動リズムの変異体の相補実験から，原因遺伝子
Clockを同定した。そのコードタンパク質
CLOCKは DNA結合配列を持ち，Per遺伝子の
上流域に結合してその転写を促進する転写因子だ
った。松本さんの稿に記されている，翌 1998年
に発見されたショウジョウバエの perの制御因子
Clkはこの相同遺伝子であり，ここではマウスの
解析がショウジョウバエに先んじたのだ。さらに，
Takahashiらがハムスターのリズム変異系統 tau

の原因遺伝子をつきとめたところ，Youngらが
1998年にショウジョウバエで発見した Double-
time（カゼインキナーゼ）の相同遺伝子だった（2000年）。
Clkと相互作用するショウジョウバエの時計タン
パク質 CYCは哺乳類では Bmal1と呼ばれ，哺
乳類でも CLOCKと相互作用して Perの発現を
促進する転写因子であることも明らかになった。
これらは，昆虫と哺乳類で時計の基本的な構成要
素が保存されていることを示している。前項で，
ショウジョウバエでは身体中に時計細胞があるこ
とを記したが，1998年には U. Schiblerのグルー
プが，哺乳類の培養細胞系で培地から血清成分を
除去ないし低減することで，時計遺伝子の転写リ
ズムが観察されることを報告し，大きな反響を呼
んだ。それは時計遺伝子の研究が，哺乳類の個体
ベースだけでなく，細胞レベルで研究できること，
すなわち生物時計が細胞生物学の本格的な研究対
象となったことを意味したのだった。
むろん，ショウジョウバエと哺乳類には違いも

ある。たとえば，ショウジョウバエと異なり，
TIMは哺乳類では重要な時計因子の役割を担っ
ていない（当初は重要との報告もあったが，再現性がとれず
にフェードアウトしている）。代わりを演じるのはショ
ウジョウバエで光制御に関わっていた Cryであ
り，哺乳類では光受容体としてではなく，Perタ

ンパク質と相互作用して CLOCK:Bmal1複合体
を阻害し，Perの転写を抑制する（粂和彦，S. Reppert

ら，1999年）。ショウジョウバエでは TIMの光分
解が光による時刻合わせに重要だが，哺乳類では
Per遺伝子の光による誘導が重要とされている（岡
村均，重吉康史ら，1998年）。また，システム生物学的
な解析から，哺乳類の転写翻訳フィードバックに
はショウジョウバエよりも多くの因子が関与し，
多重のフィードバックループが存在することもわ
かっている。
生物時計は，昔から多くの医学研究者たちによ
って生理学的研究や臨床的研究がなされてきた分
野ではあった。しかし 1996年以前，分子生物学
的な解析は既に先鋭的なものであったものの，時
間生物学研究全体の中ではまだ少数派と言ってよ
かったと思う。ところが 1997年以降，分子生物
学的技術を援用した哺乳類の時計研究の分野に，
多くの研究者たちが怒濤のようになだれ込んでく
るようになり，時間生物学者の勢力図は大きく変
化することになった。それにより，たとえばヒト
の睡眠位相に関する症候群の原因の一つが Per

遺伝子にマッピングされたり，マウスの時計遺伝
子 CLOCKや Bmal1の変異体で多くの病徴が見
出されるなど，時計遺伝子が予想以上に健康と関
わっていることが明らかになってきた。それほど
までに，分子遺伝学的研究・分子生物学的方法論
は魅力的であり，生産的であったと言えよう。そ
の一方で，それ以外の地道な解析方法が一時期あ
まり顧みられなくなったり，研究の方向性が変化
したりしたため，時間生物学全体の多様性が一過
的とはいえ減った時期があったことも，教訓とし
て記憶にとどめておきたい。

システム生物学と合成生物学への
波及効果

さて，ショウジョウバエの時計遺伝子の研究は，
生物時計研究の枠を超え，大きく二つの観点で重
要な意義があったと思う。一つは松本さんも指摘
していることだが，その源流となった Konopka
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と Benzerによる概日リズムの変異体の取得と X
染色体への原因遺伝子のマッピング（period遺伝子座

の決定）が，動物の行動に関する分子遺伝学の萌芽
となった点である。
もう一つは，結果として 1990年代に確立され

た転写翻訳フィードバックを介した遺伝子レベル
の発振回路というスキームが，2000年ころに台
頭してくるシステム生物学や合成生物学のよいお
手本となったことである。システム生物学の定義
はいろいろあるが，ここでは「複数の因子が織り
なす複雑な制御様式を，数理的理解と分子生物学
的な理解を踏まえて生命現象を理解しようとする
アプローチ」としておこう。従来の分子生物学的
な解析が，主として特定の生命現象に関わる分子
の同定に力を入れていたのに対し，システム生物
学では個別の因子の特性よりも，複数の因子がど
のような制御関係をもっているのか，その関係性
に制御の本質を見ようとするのである。時計遺伝
子の作用機構の解明は，まさにその意図に適合す
るものだった。上述の Kayは「時計研究をして
いるうちに，知らない間に自分がシステム生物学
をやっていることに気づいた」と語っている。逆
に，上田泰己はシステム生物学自体を目的とする
際，その最もアプローチしやすいターゲットとし
て生物時計研究を選択した研究者だ。概日リズム
自体，モノではなくコトである。生体分子という
モノがどのようにコトを発生しているのかという
問いに，生物時計の研究はシンプルな実験系と議
論の場を提供したのだった。
そして，1990年代の生物時計の分子生物学研

究は，システム生物学構想にとって最も好都合な
展開を遂げた。先にまとめたように，昆虫と哺乳
類（つまり動物界）では時計遺伝子群は保存されてい
るものの，植物（Kayら），真菌類（Dunlapら），そし
てバクテリア（石浦，近藤ら）で相次いで発見された
時計遺伝子たちは，それぞれ系統的に保存されて
いなかった。このことは，生物時計が始原生物か
ら継承されてきたものではなく，進化の過程で独
立に複数獲得されたものであることを示している。
それは，日周変動に対する適応体制として繰り返

し開発されねばならなかったほどに概日リズムが
適応的であることを示唆する興味深い知見だ。し
かしここで重要なのは，タンパク質の配列にまっ
たく共通性はなくとも，転写翻訳フィードバック
ループを形成することで概日振動を発生している
（いわば，違う役者であっても同じような芝居をしている）とい
う見立てである。これは，個々の遺伝子の配列よ
りも，それらがいかなる制御様式で関連し，複合
的な制御様式を介して動的な生命現象を実現する
か，というシステム生物学的視座を具現化するも
のと捉えられたのだった。
分子間の制御ネットワークのシステム生物学的
な把握は，遺伝子ネットワークを改変したり，新
たに創出しようとする合成生物学の礎ともなった。
その最も象徴的な成功例となったのは，S. 
Leiblerらによる「点滅する大腸菌」，すなわち遺
伝子発現リズムを実装した大腸菌の創出だ（2000

年）。この際，Leiblerらは概日リズムで提案され
た単純な転写翻訳フィードバックループを参考に
しつつ，それとは少し違うタイプの発振回路（三つ
の因子が相互に抑制しあう三すくみのような転写翻訳フィード

バック回路）をデザインし，それを大腸菌内に構成
してみせた。皮肉なことに，自然界には知られて
いないものと提案されたこの制御機構は，のちに
哺乳類や植物の生物時計の複雑なフィードバック
制御の一端を構成していることが明らかになる。
しかし，いずれにせよ，今回の授賞対象となった
研究が，こうしたより一般的な生命科学の捉え方
にも大きく影響したことははっきり認識されてよ
いと思う。
システム生物学，合成生物学との親和性に関し
ては，もう一つ数理的な解析とリズム現象の相性
の良さを指摘しておく必要がある。概日リズム研
究は，その初期から数理的なアプローチがなされ
てきた分野だった。転写翻訳フィードバックモデ
ルに相当する数理モデルも，実は 1965年に数学
者の B. Goodwinによって提案されていた。これ
は，必ずしも生物時計のモデルとして提案された
わけではなく，もっと抽象的に「こういう制御を
考えれば遺伝子発現にリズムをおこすことができ
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る」という予想だった。分子生物学のセントラル
ドグマが完成して間もない黎明期（そして遺伝子工学
が登場する以前）に考案された斬新なものであり，し
たがって当初は生物学者の関心を惹いたとは言い
がたい。むしろ，四半世紀後の転写翻訳フィード
バックループ・モデルの提案後に再発見され，リ
バイバルした業績とも言えよう。
振動現象を代表とする，動的な生命のダイナミ

ズムの数理的あるいは物理学的解析は，1940年
代以降サイバネティクスや非線形科学の分野で盛
んに研究され，1960～1970年代には I. Prigogine
らを筆頭とする物理化学者たちによる非線形・非
平衡系の力学や，Hodgkin, Huxley，南雲仁一な
どによる神経生理学の数理モデルとして大きく花
開いた。これらは生物時計の振動発生の考察にも
大きな影響を及ぼし，膜を介したイオンの流入出
の自励振動，神経の発火リズムとの対応性，短周
期リズムの共鳴など，多くの予測や作業仮説が立
てられた。その多くはその後フェードアウトして
しまったが，そうした仮説が林立していた時期の
学問レベルは非常に高いものだったと改めて思う。
1990年の転写翻訳フィードバックモデルの提案
以降も，多くの数理研究が行われており，数理モ
デルと分子生物学的実験を相互参照しながら研究
していくというスタイルの好個の例として概日リ
ズム研究は今なお展開している。

エルヴィン・ビュニング：
生物時計概念の提案と遺伝性の発見

さて，松本さんの稿では今回の研究の源流を，
1971年の Benzerと Konopkaによるショウジョ
ウバエの時計変異体の分離と染色体へのマッピン
グに求めていた。興味深いことに，その同じ年に
発刊された生物時計の啓蒙書では，しかしこう書
かれている。「もし生物リズムの分野にノーベル
賞が出るとすれば，それは当然エルヴィン・ビュ
ニングに行くべきである，と多くの研究者が考え
ている」（ウォード，1971年）。エルヴィン・ビュニン
グ（E. Bünning, 1906～1992）はドイツの植物生理学者

であり，生物時計の概念を練り上げた立役者だ。
そもそも生物時計とは何だろう。概日リズムは，
今では①連続した条件でも約 24時間周期の周期
性を示す，内因性の自由継続リズムであり，②そ
の周期長は生理的な範囲内で温度の影響をあまり
受けず（温度補償性），③光などの外界の刺激によっ
て同調できる（時刻合わせできる），という三つの条件
で定義されている。この概日リズムを発振する振
動子が概日時計あるいは生物時計と呼ばれる。実
は 1950年代までは，概日リズムが本当に内因性
の生物リズムなのか，それとも地磁気や地球上の
様々な環境変化によっておこる受動的な環境応答
現象なのか，長らく論争が続いていた。Bünning
は内因説を様々な実験を通じて強力に支持するデ
ータを蓄積していくだけでなく，温度補償性につ
いても光同調についても先駆的な研究を数々のこ
した。
しかし，Bünningが概日振動子を「時計」と呼
んだのは，日長の変化に応じて植物が開花する（あ
るいは動物が繁殖行動する），いわゆる光周性（日長応答と
しての季節性）を説明する装置としてであった（1936

年）。すごく単純化すると，日長が短くなると花
が咲くタイプでは，体内時計的に遅い時間に光が
あたれば花を咲くことができなくなるが，体内時
刻的に早い時間に光があたれば花が咲く，と考え
ればよい。身体の中に，時刻依存的に環境シグナ
ルを受容して応答する機構があれば季節性が説明
できる。その時刻依存性を付与するのが概日リズ
ムというわけなのだ。つまり，生物時計は日長を
「測る」からこそ時計なのであり，時計はカレン
ダーのベースになっている，という驚くべき主張
だ。この光周性と概日リズムの関係については，
植物や動物で今なお多くの研究が展開している。
生物時計の応用範囲は，よく喧伝される睡眠や健
康に関する分野だけでなく，動植物の季節繁殖を
介した農業・畜産業にも広がっているのだ。
さて，Bünningは 1935年から 1936年にかけ
て，周期が異なる系統の掛け合わせの実験から，
ベニバナインゲンの光周性と内因性リズムの両方
を制御する同一の要因が存在し，それがメンデル
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遺伝することを発表している。さらに，この内因
性リズムの遺伝性を探究するために，Bünningは
世代時間のより短いショウジョウバエに着目し，
弱光下で飼い続けていても内因性の羽化リズムは
世代を超えて受け継がれていくことを示している
（1935年）。生物時計概念の創出，生物時計の遺伝
性，ショウジョウバエのモデルとしての採用とい
う三つの観点で，Bünningは間違いなく今回の受
賞研究の源流の一つに位置づけられるべき存在だ。
生物時計の生理学的解析は Bünning以降も，C. 
Pittendrigh, J. Aschoff, F. Halbergらがそれぞれス
ケールの大きな視座で論争を繰り広げ，こうした
成果もまた現在の生物時計研究に脈々と息づいて
いる。生物時計の研究は，分子レベルから細胞，
組織，個体，さらに個体群のレベルまで生物の階
層をまたいでいるし，また，バクテリア，原生生
物，菌類，植物，動物と種を限定しない。こうし
た幅広いスペクトルの中で，今回の生物時計の分
子メカニズムの研究は確かに偉大な金字塔だが，
そこに回収されない質の高い研究の流れも多く，
それらもまた正当に評価され，展開されていくべ
きと改めて感じる。

転写翻訳フィードバックモデルを超えて

さて，転写翻訳フィードバックループ・モデル
を支持するデータは，先述の通り 1990年代に主
要な概日リズムのモデル生物で蓄積されていった。
生物種によらない「生物時計の発振メカニズムの
原理」として大々的に喧伝されていく。それは多
くの研究を導くものであると同時に，時に権威的
なものですらあった。少なくとも時計遺伝子ある
いは生物時計の分子生物学に携わるものは，転写
翻訳フィードバックとの関連を論じなければ格好
がつかないようになっていた。時計関連分子は，
何らかの形で時計遺伝子の転写翻訳に関与してい
ることが期待され，そうでなければ一流と言われ
る論文誌に掲載される気がしなかったのである。
もちろん素直に転写翻訳フィードバックモデルと
符合するデータもたくさんあったが，必ずしも他

の可能性を示唆していたかもしれないのに転写翻
訳フィードバックに無理やり根拠を求める論文も
多かった。
僕自身は，1995年から名古屋大学の近藤孝

男・石浦正寛の研究グループで，シアノバクテリ
アの時計遺伝子のクローニングにとりかかり，そ
の結果は 1998年（松本さんの言う「大豊作の年」）に報告
された。これはかなり多くの情報を含む論文だっ
たが，過剰発現の実験から，連続明条件下で
KaiCと名付けた時計タンパク質が自身の転写を
負に制御し，KaiAが正に制御することから転写
翻訳フィードバックモデルを支持する論旨となっ
ていた。だが，実際には kaiC遺伝子を破壊して
も kaiBC遺伝子発現レベルの上昇が必ずしも顕
著でないなど，モデルと当てはまらない部分もあ
った。その後，僕は KaiCのタンパク質の生化学
的解析を行っていたが，動物や菌類の生物時計研
究が DNA結合因子を中心に華々しく展開する中，
Kaiタンパク質と転写翻訳の関係性は一向に明ら
かにならず，モヤモヤしていた。そもそも転写翻
訳フィードバックモデルには，必ずしも合理的な
必然性はない。それは遺伝子ネットワークを介し
て振動が生じ得ることを述べるが，なぜそれが
24時間周期なのか，なぜ温度補償されるのかを
説明してくれるわけではない。
転写翻訳フィードバックモデルに必ずしも有利
とは言えない情報が探せばいろいろあることも大
いに気になっていた。1960年代に Schweigerら
は，巨大単細胞緑藻カサノリの光合成リズムが，
核を含む仮根部を除去しても 40日間にわたって
持続することを報告していた。これは普通に考え
て，核での転写がリズム発生に必須でないことを
示すが，いかんせんデータの時間分解能が著しく
悪く信頼性が低いとされがちだったことに加え，
薬理学的にオルガネラ（葉緑体やミトコンドリア）での
転写が重要である可能性も報告されていたため，
決定打には欠けていた。ただし，多くの分子生物
学的な研究者たちがこの報告を黙殺していたこと
には，当時からバイアスを感じざるを得なかった。
また，periodなどの古典的な時計遺伝子の破
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壊株でも，実は部分的にであれリズムが残るとい
う報告も少数ながらあった。たとえば，Bünning
の高弟W. Engelmannらは，無周期とされた pe-

riod遺伝子の機能欠損変異体（Konopkaによって分離

されたもの）が，概日周期性を示す可能性を 1987年
に報告したが，多くの研究者の関心を呼んだとは
言えない。松本顕さんもある条件下でこの変異体
の明瞭な歩行リズムを確認し，2002年に日本語
で紹介しているが，当時それを「表立ってショウ
ジョウバエ時計の研究者の前で話すことはタブー
に近いものだった」という。
同じようなことはアカパンカビでも起こった。

上記のようにアカパンカビでは Dunlapらによっ
て時計タンパク質 FRQを中心とする転写翻訳フ
ィードバック説が強力に打ち立てられた。その定
量的な仕事を担当したM. Merrowは，しかしそ
の後 T. Roennebergと組んで，frequencyの機能
欠損株においても同調可能な明暗サイクルの限界
があることから，概日振動性が潜在的に残ってい
ると 1999年に報告した。これはアクロバティッ
クな論文であったが，非常に質が高く，僕は大変
感銘を受けたし勇気づけられた。が，Roenne-
bergやMerrowは，大方の転写翻訳フィードバ
ックモデルの支持者からはバッシングと公然とし
た無視で迎えられた，と語っている。アカパンカ
ビでは，他にも脂質代謝系の遺伝子との二重変異
株なら frequencyがなくとも長周期のリズムを観
察できると報告されたが，これも基本的には黙殺
されるか，「それは 24時間の安定な振動でない
ので概日リズムではない」と論難されていた。

Youngのもとで TIMの発見を行った A. Seh-
galは，perも timも働かないショウジョウバエ
の二重変異体で timや perを連続的に（つまりリズミ
ックでなく）発現させてもリズムが回復することを
報告したが，一方で時計タンパク質の翻訳リズム
も同時に回復しており，何らかの補償機構によっ
て転写翻訳フィードバックが補完されると議論さ
れていた。これらの結果は，古典的な時計遺伝子
の転写翻訳フィードバック制御の見事なまでのス
トーリーに，それぞれ一矢報いるようなものでは

あったが，しかし「ほかの因子がその代わりとな
って結局は転写翻訳フィードバック振動を生み出
す」余地を残すものだった。転写翻訳フィードバ
ックモデルそのものは否定しきれなかったのだ。
2003年から 2004年にかけて，近藤グループ
の大学院生冨田淳は明暗サイクル下での kai遺伝
子の発現パターンを光同調のメカニズムの研究を
するために解析した。すると，暗期に入ると kai

遺伝子の転写が直ちに停止し，mRNAが消失し
てしまうことに気がついた。一方で，いくつかの
生理学的解析から暗期中でも概日振動が続くらし
いことを僕たちは知っていた。なにかがおかしい。
そこで冨田と僕は，もっと長い暗期中でタンパク
質はどうなっているかを調べた。すると，連続暗
期中で時計遺伝子のmRNAはすべて消失するの
に，時計タンパク質のレベルは一定に保たれ，
KaiCタンパク質のリン酸化レベル（翻訳後修飾）の
振動はまったく減衰することなく明白に持続した。
ただし，暗期中で別のループが転写翻訳レベルで
動いている可能性を否定できない。そこで，転写
阻害剤や翻訳阻害剤を大過剰に入れてみると，そ
れでもリン酸化リズムはびくともせずに継続した。
転写翻訳フィードバックモデルが，初めて完全に
反証された瞬間だった。この転写・翻訳を停止し
た条件の KaiCのリン酸化リズムは明確な温度補
償性をもっていた。さらに遺伝子発現リズムの周
期を変える変異体でも周期は同様に変化した。つ
まり，少なくともシアノバクテリアの場合は，転
写翻訳ではないところに概日時計を基礎づけるパ
ラメータが完全に含まれていたのだ（Tomitaら，

2005年）。では何が振動を生み出すのか。引き続
き近藤グループでは Kaiタンパク質の相互作用
にそのカギがあると考え，KaiA, KaiB, KaiC三
種類のタンパク質を ATPと特定の比率で混合す
ることで，KaiCリン酸化振動が試験管内で再構
成できることを直ちに明らかにした（Nakajimaら，

2005年）。それは酵素反応であるはずなのに完全
な温度補償性をもっていた。こうして，転写翻訳
フィードバックモデルに従うことなく，概日リズ
ムの本質をタンパク質のレベルで解析する方向性
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が開かれた。その探究はまだ道半ばだが，その先
にはきっと，転写翻訳フィードバックに替わる美
しい物の見方が控えているはずである。
ただし，転写翻訳フィードバック機構は真核生

物では基本的に支持されており，実際にそれが正
しいのだろうと思う。保守本流としての地位が揺
らいだわけでは決してない。また，シアノバクテ
リアにおいてもタンパク質レベルの振動子に加え
て，二次的な位置づけではあるが転写翻訳フィー
ドバック機構も引き続き重要な機能を担っている
と考えられている。その一方，転写翻訳によらな
い反応過程が，哺乳類やカビなどの時計システム
で重要な機能の一端を担っているとの報告も少し
ずつ広がりを見せている。とりわけ周期決定機構
の研究，温度補償性の研究では，むしろ転写翻訳
とは異なる特殊な酵素反応プロセスへの関心が高
まっている。少なくとも，転写翻訳フィードバッ
クループ・モデル以外の可能性への言及はタブー
ではなくなったのである。
しかし，こうした経緯もまた，今回の受賞者た

ちの打ち立てたモデルや成果がいかに圧倒的なも
のであるか，多くの研究者たちの動静を左右する
ものであったのかを如実に示していると思う。だ
からこそ，別の可能性を模索しようともがいた研
究者たちが少数ながらも一定程度いたのだ。Al-
ternativeは，保守本流がしっかりあればこそ探
索されるし，またそれを単純に否定するものでも
ない。

付記：ノーベル賞をとろうが
とるまいが……

ノーベル賞の話題には常にジレンマが付きまと
う。ノーベル賞は，20世紀初頭という西欧列強
が拮抗していた時代にあって，曲がりなりにも政
治状況に左右されず，人類の理想的・普遍的価値
としての科学の知というイデアを打ち立て，それ
をできるだけ真摯に顕彰しようとしはじめた。そ
れ自体はとても気高い試みであり，畏敬の念を抱
くものである。受賞者は，分野を超えて注目され，

それによって毎年何らかの研究の情報が広く世界
で共有されるというのも，考えてみればありがた
いことだ。
だがよく指摘されるように，少なくとも一時期
は人種バイアスやジェンダーバイアスがあったと
考えられることや（今でもないとは言えないのかもしれな
い），研究者人口が創設時から比較にならないほ
ど増加しているにもかかわらず，受賞者が毎年生
存者 3名に限定されること，学問分野が限定さ
れていること，当初の理念と異なり前年度の優れ
た成果ではなく生涯功労賞のような位置づけに変
化したこと，そして科学・技術の普遍的価値につ
いての科学論的位置づけが 20世紀初頭から大き
く変化していることなど，限界もある。いや，限
界というよりも，それは単にノーベル賞独自の性
質に過ぎない。しかし，それにしては本賞の威光
はあまりに強すぎる。
だから，僕はノーベル賞の話題からは毎年なる
たけ距離を置いてきた。が，知り合いであり，大
学院時代に読みまくった論文の著者たちであり，
その主張の反証を試みた研究者たちが受賞したと
なると，やはりソワソワしてしまう程度に自分は
俗物なのだった。実際，この小論がそうであるよ
うに，この機に乗じて当該分野のことを紹介でき
る機会をいただけたことはまことにありがたいと
思う。
しかし，ここは自戒を込めて言わねばならない。

「ノーベル賞にふさわしいかどうか」「ほかに受賞
に値する人がいたのに」といった物言いは，その
時点で知らぬ間にノーベル賞の権威に無防備に絡
めとられているということを。次は誰が選ばれる
のかとか，いわんや日本人がとれるかとれないか
といった話題からは地球一周分距離を置きたい。
日本でノーベル賞受賞者が（もしまだ選ばれていなけれ
ば）必ずその年の文化勲章に選ばれることは，僕
には滑稽に見える（受章理由が「ノーベル賞をとったこ
と」とはあまりに盲従的ではないか）。
時計遺伝子や時計タンパク質という存在を明ら
かにし，その生理機能を開陳し，「これぞ保守本
流」という流れを打ち立てた先達として，今回の
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受賞者たちの業績は今後も繰り返し参照され続け
るし，研究は発展していくだろう。ノーベル賞受
賞の事実は，今後生物時計の分野や歴史を語る際，
ほぼ自動的に紐づけられる。だが，ノーベル賞と
いう補助線は本来あまりに限定的で危ういもので
もある。たとえば，本稿に少しだけ記したように，
結果的にフェードアウトしつつも，その時々で非
常に本質的な学問的論争を支える多くの研究とい
うものがどんな分野にもある。それは時として結
果として残ったものよりも味わい深いものだった
りする。しかし（ノーベル賞に代表される）結果的に残
ったものだけから科学の歴史を語ろうとすると，
ともすればこうした豊かさへの言及は遠のきがち
だ。そして，残ったものの中であってもノーベル
賞の対象になるのは，あまりにわずかなものだけ
だ。
ノーベル賞という強力な補助線が毎年提示され

る現在にあればこそ，そこに必ずしも回収されな
い豊かな語りや，賞の存在とは無関係に奥行きの

ある研究が積極的に模索されなければいけない，
と改めて思うのである。
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