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哺乳類の「時計遺伝子」は
細胞分裂や核酸代謝に関与
2017 年のノーベル生理学・医学賞は、時計遺伝子機構の発見に対して授与された。ショウジョウバエの時
計遺伝子Per の同定に成功したのが 1984 年だから、かなりの時間が経ってからの受賞ということになる。
それは、時計遺伝子が、24 時間周期にかかわる機能に限らず、核酸代謝や細胞増殖といった主要な生命活

動と密接に関与していることの解明に時間を要したからだ。
地球上に生きる生物は、バクテリアからヒトに至る

「行動遺伝学」
の分野を創始したのは、今日の分子生物

まで、ほとんどが 24 時間の概日リズムを刻む体内時

学を築いた巨人のひとりであるシーモア・ベンザーで

計の機能を持っています。これは遺伝子レベルでコー

す。彼は早い段階で、行動という高度な脳の機能も遺

ドされており、その一群の遺伝子を時計遺伝子といい

伝子が規定するのではないか、と考えていました。

ます。時計遺伝子は、全身の代謝やホルモン分泌、体

ベンザーは、1960 年代末には大学院生だったロナ

温の調節だけでなく、脳機能の一つである個体の日周

ルド・コノプカとともに、遺伝子を変異させたショウ

行動を規定していることがわかりました。

ジョウバエを用いて行動リズムを測る研究をスタート

60年代には時計遺伝子は推定されていた

させます。そこで彼らは、特定の遺伝子が変異すると、
リズムがまったくない個体、24 時間よりも長い個体、

今では広く認められていますが、
「行動を遺伝子が

短い個体が生じることを発見し、これらの突然変異が

規定する」
というテーゼは、この研究が始まった、ワ

染色体の同じ遺伝子座にあることを突き止め、この遺

トソン、クリックの DNA の二重らせんモデルが登場し

伝子座を「Period」
と名付けたのです。残念ながら当時

たばかりの 1950 年代では非常に先鋭的でした。この

の技術では、遺伝子を同定するには至りませんでした
が、彼らが存命であれば、2017 年度のノーベル賞受

岡村 均
（おかむら・ひとし）
1979 年京都府立医科大学卒
業。国立岡山病院小児医療セ
ンター研修医を経て、81 年京
都府立医科大学
（解剖学Ⅱ）
助
手、同講師、フランス INSERM、
CNRS 留学。95 年神戸大学医
学部教授に就任。2007 年京
都大学大学院薬学研究科医薬
創成情報科学専攻教授として
システムバイオロジー分野を
担当。受賞
（章）
歴に塚原仲晃
記念賞、井上学術賞、日本医
師会医学賞、井植記念賞、紫
綬褒章、Aschoff-Ruler Prize、
東レ科学技術賞など多数。20
18 年 4 月より現職。

2

賞者の列に加わっていたことは間違いありません。
その後、遺伝子クローニング、形質変換の技術開発
を経て、1984 年にアメリカのジェフリー・ホール、
マイケル・ロスバシュ、マイケル・ヤングの 3 人がショ
ウジョウバエの時計遺伝子
「Per（Period ）
」
の同定に成功、
ヤングは時計タンパク質 PER と結合する第二の時計遺
伝子
「Tim（Timeless ）
」
も発見しました。
さらに彼らは、時計遺伝子が生命の時間を制御する
仕組みである
「ネガティブフィードバックループ」
を解
明しています。
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神経核、視交叉上核は、眼の網膜

図1 哺乳類の体内時計の仕組み
光

眼球

から直接神経が投射し、明暗情報

中枢時計
視交叉上核

を受けることが知られ、またこの
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なることから、哺乳類の“体内時
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ていました。
この頃は
「脳腸ペプチドの時代」
といって、脳とともに消化管に共

副交感
神経系

通に働く数十種類ものペプチドが

食事
副腎

計の中枢”ではないかと考えられ

次々と発見された時代でした。私
はそれらいろいろなペプチドが脳

臓器の
細胞時計

のどの部位にあるのかを検索して
いたのですが、あるとき血管作動

コルチゾール

性腸管ペプチド（VIP）が視交叉上

光が視交叉上核を刺激すると中枢内で各種タンパク質に変換され、自律神経系を経由、副腎に伝
わってホルモンが分泌され、全身にリズムが送られる。細胞時計では、時計遺伝子Clock と
Bmal1 から産生した時計タンパク質 CLOCK、BMAL1 が、転写を促進する正の因子として作用、Per
の活性を促進する。時計タンパク質 PER と CRY は活性を抑制する負の転写因子で、活性化された
ことで発現量が増え、転写にブレーキをかける方向に作用する。時計遺伝子の配列は、朝昼夜そ
「E-box」は「朝配列」で概日リズム制
れぞれの時間で遺伝子発現を制御する DNA 配列が存在する。
御の要である。

核に大量にあることが観察された
のです。当時は、視交叉上核と

VIP との関連は知られていません
でしたが、マウスでは 400μ程度
しかない視交叉上核だけに VIP を

ネガティブフィードバックループは、遺伝子が自身

持つニューロンが集積しているイメージは強烈でした。

の転写を抑制して発現を調整する機能です。時計遺伝

しかも観察していると、VIP を染色した細胞が、昼は

子の Clock と Bmal1 からできた時計タンパク質 CLOCK、

夜よりも必ず濃くなるのです。VIP は神経伝達物質で

BMAL1 は、転写を促進する正の因子として作用し、複

あり
「これは何かある」
と直感しました。

合体を形成して Per の活性を促します。時計タンパク

視交叉上核は非常に小さい部位なので、神経物質を

質 PER と CRY は活性を抑制する負の転写因子で、活性

測定するのは困難を極めましたが、私はスライド上の

化されたことで発現量が増え、転写にブレーキをかけ

細胞の形態から物質を測定する方法を開発し、1984 年、

る方向に作用します。24 時間のリズムは、こうして

VIP の発現にリズムがあることを報告しました。しか

Per 遺伝子の発現と抑制が繰り返され生み出されるの

し当時、薬を投与したりストレスがかかったりするこ

です。

ともなく脳内の物質が変動するなどという現象は誰も

明暗によって脳内の物質が変動する
ショウジョウバエで最初の時計遺伝子が発見された
後、他の生物での時計遺伝子同定も相次ぎました。

想定しておらず、
「ありえない」
と言われてしまいまし
た。それほど衝撃的な事実だったということでしょう。
その後、アメリカの研究グループからペプチドホル
モンであるバソプレッシンの mRNA が視交叉上核上で

私たちは 1997 年、東京大学
（当時）の程肇博士（現・

リズムを刻むという報告があり、それにも後押しされ

金沢大学教授）
、榊佳之博士とともに世界で初めて、

て、視交叉上核でのさまざまな物質のリズム測定を続

マウスの Per を発見しました。私はもともと解剖学を

けました。

専門にマウスの脳を研究しており、時計遺伝子の研究
も哺乳類からスタートしています。私が研究を始めた

1980 年初頭にはすでに、視床下部の中にある小さな

この測定方法の開発が最も生きたのがマウスの Per
を発見したときです。
程先生から、ショウジョウバエの Per に相当するマ
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ウスの遺伝子 mPer の一部を見つ
けたかもしれないという連絡があ
り、早速、その DNA クローンの視

写真1 時計遺伝子Per1 の視交叉上核の昼夜での発現
CT4
CT16
（体内時計の昼）

（体内時計の夜）

交叉上核での発現を調べました。
計測してみると、1 日に 5 倍以上
も変動するのです（写真 1）
。それ
まで視交叉上核にある 100 以上の
遺伝子を調べていましたが、この
ような動きをする遺伝子は初めて

↑↑

でしたから、これだ！と確信して、
程先生には「遺伝子の全長クロー

↑↑

哺乳類の視交叉上核
（矢印）
では、Per1 mRNA は昼には強く発現するが、夜にはほぼゼロである。

ニングを急ぎましょう」と電話し
た記憶があります。これがマウスとヒトにおける Per

のですが、それがさらに、内分泌臓器である副腎に伝

遺伝子の論文につながりました。

わり、それに応じて副腎で副腎皮質ホルモンが分泌さ

その後、哺乳類における Per 時計遺伝子は 3 つある
（Per1、Per2、Per3）
ことを見つけ、これらの遺伝子の

生物における概日リズムは、真核生物が発現した

転写は BMAL1、CLOCK、CRY1/2、mTIM および PER1/2/3 タ

22 億年前あたりで、すでに現在とよく似たシステム

ンパク質自身が制御していることもわかりました。

が確立していたのではないか、と考えられます。時計

副腎ホルモン異常による高血圧症にも関与
次に私は、視交叉上核上の時計遺伝子の活動を可視
化するために、Per1 遺伝子のリズムを作るプロモー
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れて全身の細胞に時間が伝わるのです
（図 1）
。

遺伝子は非常に古く、糖質代謝、脂質代謝などの基本
代謝だけでなく、細胞分裂など、多くの生命現象の制
御に関わっています。ですから時計遺伝子の異常が原
因となる疾病も少なくありません。

ター部にホタルの遺伝子を組み込んで、朝がくると光

ヒトの現象で、日周変動がある代表的な機構に血圧

るマウスを作製しました。この観察によって、時計遺

があります。私たちのチームは高血圧に的を絞り、リ

伝子は視交叉上核のみならず、消化管や皮膚など末梢

ズムが消失した Cry 遺伝子の欠損マウスを用いて血圧

にも存在し、それぞれ昼夜のリズムを正確に刻んでい

の測定を行いました。確かに日周変動は消失しました

ることを生体でリアルタイムに観察することに成功し

が、一日の平均値に違いはなく、強いて注目すべき点

ました。

がありませんでした。次にこのマウスに 3％ほどの食

また、哺乳類の視交叉上核の Per 時計遺伝子群のリ

塩水を与えてみました。すると Cry 遺伝子欠損マウス

ズムは、環境における光によって調整されることも明

が、non-dipper タイプといって一日中血圧が高く、ヒ

らかにしています。末梢の時計遺伝子には、光に反応

トでは心血管障害を伴いやすい高血圧の様相を呈した

して時間を調整する機能はなく、視交叉上核だけが環

のです。調べてみると、このマウスでは、副腎から分

境の変化に応じて時を刻むことができるのです。視交

泌される、血圧の制御を司るアルドステロンの量が増

叉上核の時計遺伝子のリズムは、生体から取り出して

えていました。

もリズムを打つほど、非常に強く安定しています。視

アルドステロンを作る臓器は副腎しかありませんの

交叉上核にある何千という時計遺伝子は、同期して強

で、数十あるアルドステロン産生に関わる酵素を Cry

い安定したリズムを作り出し体全体に送っています。

遺伝子欠損マウスと正常マウスの副腎で網羅的に検索

一方、末梢の時計遺伝子は、単独では次第にリズム

したところ、Cry 遺伝子が欠損しているマウスは、

を失います。脳にある視交叉上核は環境の明暗周期に

Hsd3b6 が過剰発現していることがわかりました。こ

同調した時間の情報を、全身の自律神経系に出力する

の合成酵素が過剰になったため、アルドステロン量が
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図2 コレステロールからアルドステロンへの代謝経路とCry 遺伝子の関わり
副腎皮質球状層の
アルドステロン細胞

細胞時計

Cry 欠損は時計遺伝子信号の
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これまでアルドステロン合成には、その最終段階の合成酵素である CYP11B2 酵素が重要と言われていたが、その前段階に時計遺伝子に制御され
る酵素 HSD3B1 があり、高血圧の新しい薬なども期待される。

増加し、血圧が上昇したのです
（図 2）
。Cry 遺伝子欠損

す。通常は、Erk1/2 を不活化する Mkp1 が Per 遺伝子に

マウスに Hsd3b6 の酵素活性阻害剤を投与するとアル

よって抑制されるのですが、Per 遺伝子がないマウス

ドステロン量が減少し、アルドステロンの拮抗剤投与

では、Mkp1 が恒常的に活性化して Erk1/2 の活性が抑

で、血圧も下がっていきました。Hsd3b6 遺伝子はヒ

制されています。すると、細胞切断の工程に至らない

トでは HSD3B1 に相当すると考えられ、IHA（特発性ア

ので、細胞の核だけが大きくなるというわけです。

ルドステロン症）に関与する可能性があります。

細胞分裂も影響を強く受ける
代謝経路に時計遺伝子が関わることが見えてきたの
ですから、代謝の中心的な器官である肝臓の細胞と時
計遺伝子の関連を調べなくてはなりません。

私たちは 2003 年に、細胞分裂の開始を告げる Weel
というキナーゼを時計遺伝子が抑制することも発見し
ています。今回わかったことは、細胞分裂の始めから
終わりまで全ての時期において、時計遺伝子が強い影
響力を持っているということなのです。
時計遺伝子は、地球の自転の時間に同期するために

Per 遺伝子の欠損マウスの肝臓では、通常のマウス

生物が獲得したものです。夜行性を基本とする哺乳類

に比較して細胞核が 16 倍ほども肥大化していること

では、視交叉上核という非常に安定した強固なリズム

を観察しました（写真 2）
。これは、時計遺伝子が細胞

を打つ中枢時計を作り上げ、強い行動リズムを示しま

分裂を制御しているという事実と関係します。Per 遺

す。マウスなど齧歯類は真っ暗な実験室で 1 年間飼育

伝子のないマウスの細胞は、細胞分裂遂行時、DNA が

しても、概日リズムを堅持して生殖もします。これが

倍加して核が分裂するところまでは通常と変わりませ

できるのは完全な中枢時計を持つ哺乳類だけで、爬虫

んが、次に細胞質が分裂する段階が完遂できずに分裂

類や鳥類は、同じような環境ではリズムを失ってしま

が失敗して、離れかかった細胞が再び結合してしまう

います。

のです。

哺乳類の場合、楕円体の視交叉上核は脳の正中部の

細胞質の中に原因があると考え、細胞のシグナル伝

左右に一対あり、VIP とバソプレッシンを神経伝達物

達を調べると、細胞増殖に関わる重要な酵素 Erk1/2 の

質とするニューロンが、相互に作用しながら機能して

活性が明らかに減少していました。Erk1/2 は細胞質の

います。

分裂のとき、親細胞と娘細胞の分岐点に発現し、細胞

哺乳類の時計の本体と言える中枢時計である視交叉

をプチンと切る“ハサミ”を活性化させるキナーゼで

上核は、視床下部の深部の光の届きにくい場所にあり、
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光の刺激を受けて概日リズムの位相を調節するものの、
他方で容易にリズムそのもののかたちを変えることは
ありません。他の生物では光の感知とリズムを作る部
位は同一であることが多いのですが、哺乳類ではまっ

写真2 マウスの肝細胞分岐点に発生している

pErk1/2

野生型

たく違います。これは進化の過程で、哺乳類が必要と
したシステムなのです。
哺乳類が地球に現れたのは、2 億年前のジュラ紀と
されています。この時代は恐竜の全盛期です。哺乳類
は、恐竜に捕食されないよう息を潜めて夜に暮らす必
要がありました。夜行性を選んだことで、初期の哺乳
類は色覚の一部を失い、わずかな光を感知し、同時に、

20μm

主に昆虫などを捕食するために、聴覚と嗅覚を発達さ
せ、脳が大きくなりました。哺乳類の原形はこの頃完
成したとされています。

Tubulin
pErk1/2
Hoechst

Per 欠損マウス

夜に活動し、恐竜が動き始める夜明け前に巣に戻る
ためには、光に頼らず、夜でも時間のわかるように、
自身の中に正確に時を刻む時計システムを持たなくて
はなりません。実際、昼行性の両生類、爬虫類、鳥類
は太陽の位置から時間を知るため、哺乳類に比べると
体内時計の重要性は高くありません。

「時差ボケ」
が起きる仕組み
夜行性を基本とする哺乳類の時計は夜間の活動に必
須ですから、簡単に狂っては支障を来します。サルの

20μm
核分裂の後に細胞質分裂が起こるが、このとき、活性化 Erk が中央体
（矢印）
に現れて細胞質の分裂が進行し、分裂が完了する。上段の野生
型マウスでは、分裂時に活性化した pErk1/2 が中央体に現れるが、下
段のPer 遺伝子欠損マウスでは発現しない。

祖先は、齧歯類から分かれ、4000 万年前、樹上生活
をする真猿類となって昼行性を示すように進化しまし
たが、
内因性時計の仕組みは変わっていません。
視交叉

野生型マウスでは、Per1 および Per2 遺伝子のリズ

上核におけるこの強固な時計システムは保存され、そ

ムが時差後すぐに消失し、3 〜 7 日にかけて弱いなが

れが私たちに
「時差ボケ」
をもたらすことになりました。

らも振動が少し戻り、8 〜 9 日目にもとのパターンに

私たちは
「時差ボケ」
が視交叉上核と強く関係してい

回復しました。Bmal1 および Dbp 遺伝子も、時差を与

ることに注目し、視交叉上核で発現する各種物質の欠

えると、その後 1 〜 5 日は概日リズムが大きく乱れて、

損マウスを作製して行動を観察したところ、バソプ

完全に修復するまでには、8 〜 9 日かかりました。し

レッシンとその受容体である V1a および V1b が時差症

かし欠損マウスは、1 〜 2 日は多少の乱れがあったも

状に関連するタンパク質の候補として挙がりました。

のの、3 日目には 4 つの遺伝子全てで正常なリズムを

まず野生型マウスと欠損マウスをそれぞれ 12 時間
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ときは、まったく異なる様相を示しました
（図 3）
。

刻むようになりました。

ずつの明暗環境で飼育してから、明暗サイクルを 8 時

肝臓、腎臓など末梢の臓器は振動を消失することは

間前進させる、あるいは後退させるという実験を行っ

なかったのですが、元のリズムの位相を回復するのは、

たところ、どちらも欠損マウスのほうが迅速に時差に

欠損マウスに比較すると時間がかかりました。このこ

同調することがわかりました。視交叉上核での時計遺

とから、神経伝達物質としてのバソプレッシンとその

伝子の発現も、野生型と欠損マウスでは時差が起きた

受容体である V1a、V1b が視交叉上核で特徴的な神経

252（2018）

Special Features 1

ここまでわかった体内時計
図3 時差環境におけるPer2 mRNAの発現

WT

V1a-/-V1b-/-

mmol/mol（36b4）

Per2

時差開始

時差開始後の日数
欠損マウス
（赤線）
と野生型マウス
（黒線）
では、Per2 mRNA の発現リズムが明らかに異なり、欠損マウスのほうが早くリズムを取り戻す。

回路を形成していることが重要な鍵を握ると考えられ

セットは、300g 程度の新世界猿で、ヒトと同じく昼

ました。

行性で、家族で育児をして生活します。

そこで野生型マウスにバソプレッシンのアンタゴニ

まず、マーモセットに内因性リズムがあるかどうか

ストを与えて、時差の環境においたところ、時差が劇

を検索するため、環境の明暗条件が一定に保てる部屋

的に改善されたのです。視交叉上核における神経ネッ

を作成しました。このような環境設備も日本では前例

トワークを意図的に攪乱しますと、野生型は当初のリ

がなく、一から作ったのです。その結果、温度と明暗

ズム位相を守って戻るのですが、欠損マウスは大きく

が一定の条件下でも、マーモセットの行動に自律性の

変化します。欠損による細胞間ネットワークの脆弱性

概日リズムがあることがわかりました。昼行性、夜行

が、時差という外部の環境に適応する際に有効に作用

性にかかわらず、やはり哺乳類には強い概日時計が

したのではないか、と考えられるのですが、逆にいえ

あったのです。

ば、バソプレッシンは哺乳類の強固な体内時計を担う
物質でもあると考えられます。

次に、マーモセット 2 匹を同室で飼育し、相互のリ
ズムがどのように影響されるのかを検索しました。そ

この機序が解明されたことで、移動によって起きる

の結果、マーモセットでは、同居しているときはリズ

時差だけでなく、夜間の勤務でリズムが崩れるなどに

ムが完全に一致していることがわかりました。マウス

も対応できる創薬の開発にもつながるのではないか、

やハムスターの場合はこうした傾向が見られないので、

と考えています。

これは霊長類に特有の現象ではないかと考えています。

霊長類独自の時計システムの解明

こうした行動の違いは、やはり脳の大きさの違いで
はないでしょうか。齧歯類と異なり、霊長類は、視床

ヒトでは、行動や内分泌のリズムが、環境の光や温

下部の上を巨大な大脳皮質が覆っています。概日リズ

度サイクルだけでなく、社会活動で同期するといわれ

ムの時計は視床下部の中の視交叉上核にあって明暗に

ています。またリズム異常の大きな原因に、社会生活

左右されるといわれていますが、霊長類にはそれだけ

上のストレスがあることも知られています。こう考え

ではなく、大脳皮質からのシグナルがあるのではない

ると、ヒトのリズムを理解するには、視交叉上核だけ

かと考えられます。まだ現象を確認しただけの段階で、

でなく、大脳皮質を考慮する必要があるのではないで

今後は分子生物学的なアプローチを進めていきたいと

しょうか。

思います。霊長類独自の時計システムの解明は、今後

そうした謎を解くには齧歯類では限界があると考え、
最近マーモセットを対象に研究を始めました。マーモ

の睡眠リズム研究における一つの大きなテーマとなっ
ていくことでしょう。
（図版提供：岡村 均）
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