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第 1 回

リ ズ ム

い わ さ き ・ ひ で お

　生物がもつ内因性の日周リズムは，

1920年代に動物で発見される前，す

でに植物で研究が始められていた。オ

ジギソウのようなマメ科植物の葉の動

きに関して，18世紀初頭からポツポツ

報告されはじめ，19世紀のダーウィ

ンなども一時期研究をしていたことが

ある。しかし，そこに「時計」という概

念が持ちだされるのは1930年代，ド

イツの植物生理学者エルヴィン・ビュニ

ングの登場を待たねばならない。

　意外にも彼は「花
はなごよみ

暦」を説明するた

めに「時計」の概念を持ちだした。秋

に咲いたり春に咲いたりといった，植

　私たちの身体には，呼吸のリズム，

心臓の拍動，細胞周期，脳波の振動な

どなど，周期的なダイナミクスがあふ

れている。この連載では，「体内時計」

や「生命リズム」の解明のトピックスを，

生物学，歴史，アートなどの分野をま

たぎこして紹介していく。

　さて，睡眠・覚醒リズムのような日

周リズムは，なぜ1日に1度おこるの

だろう。もしも私たちが一定の温度・

光環境の部屋に隔離され，時間情報を

知らされずに生活すると，どうなるか

ご存じだろうか。およそ24～25時間

ごとに睡眠覚醒を規則的に繰り返す，

というのがその答えである。

　これは，光や温度といった外界の環

境変化による受動的な反応ではない。

私たち自身に備わった「体内時計」の

働き，つまり，身体の中の振動機構に

よって生みだされる現象なのである。

眠いなか徹夜をしたとき，夜が明ける

ころ不思議と眠気が覚めたような気が

する経験をした人も多いだろう。これ

もまた体内時計の仕業である。

　このように，身体にもともと備わって

いる約1日周期のリズムを，概
がいじつ

日（サー

カディアン）リズムと呼ぶ。しかし，「振

動しているから即時計」というわけでは

ない。その周期の長さ（1サイクルに要

する時間）がかなり厳密に決まってい

て，外界の日周環境とよく対応してい

てこその時計である。そう，これを実

感するのは長時間フライトによる「時

差ぼけ」だ。体内時計と周囲の環境サ

イクルが突然くいちがうことで生じる

典型的なリズム症状だ。

物によって異なる花の季節性は，温度

変化ではなく，1日の昼の長さ（日長）

で決まる場合がある。この光周性と呼

ばれる現象を説明しようとして，ビュ

ニングは「生理時計」仮説を考えた。

オカルトと非難された「体内時計」説

　たとえば秋咲きの花の場合，「花を

咲かせるシグナル」が光によって「阻

害」されると考える。しかも，この

反応は「概日リズムによって1日の特

定の時間帯でだけおこる」とした。仮

に，午後6時ごろにだけこの反応がお

こるとしよう。午後6時でもまだ明る

い春から夏の間は，植物は花成シグ

ナルを伝達できない。しかし，秋が深

まり昼が短くなると午後6時はもう暗

いので，シグナルが伝達されて花が咲

く。これが「日長を測定する計時機構」

のからくりだ。「計時をするから時計」

というのが「体内時計」モデルの根底

にあったのだ。

　このちょっと複雑なアイデアは，今

では，植物だけでなく家畜の季節繁

殖などをテーマに各国で研究されてい

る。しかし，発案当初は一種神秘的な

ものと受けとめられたようだ。「国内

でも国外でも，一般的に受け入れられ

なかった。光周性を説明するためにこ

のようなリズム（概日リズム）をでっち

上げたのではないか，オカルトだとまで

いわれた」とビュニングは振り返る。

　その「神秘性」「意外性」がどこに

あったのか，なぜ「でっちあげ」と思

われたのか，次回は20世紀初頭にタ

イムスリップして，その背景を探ってみ

よう。
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岩崎秀雄

第 2 回

リ ズ ム

い わ さ き ・ ひ で お

は，「体内時計」概念の成立以前からも，

案外盛んだった。日周リズムだけでな

く，心拍のリズム，季節性のリズムや，

周期的に発症する病気などなど。

「生命リズム」ブーム

　注目すべきは，19世紀の性周期研

究ブームだ。女性の月経周期が，現在

のように生理学的な性周期として認知

されるのも19世紀以降のこと。当時，

文系理系を問わず，堰を切ったよう

にセクソロジーや性に関するおびただ

しい研究や考察が行われるようになっ

た。月経周期に対する月の満ち欠けへ

の影響は大きな論争になったし，男性

の性周期の有無に関する研究も盛んに

おこなわれた。20世紀初頭，性の心

理学やフロイトらの精神分析が急展開

したのも，こうした事情がある。生物

周期の内因性・外因性の議論は，概日

リズム以前に性周期をめぐって（さら

に古くは，占星術など，人間の営みと

天文周期の関係をめぐって）展開され，

1930年代の誕生当時，「体内時計」仮

説は「魔術的・神秘的・オカルト」と

評された。それは，科学上の問題点に

加え，文化的・思想的な背景もあった

からである。

　概日リズムは内因性で，外界の周期

的な変動によって受動的に引きおこさ

れるものではない。しかし，19世紀

後半～20世紀初頭には， 「本当に内因

性なのかどうか」結論づける証拠が不

足していたため，外因説のほうが有力

だった。

　まず，測定感度が不足していた。数

日にわたって，再現性よく特定の生理

現象を追いかけるのは簡単ではない。

たとえば，真っ暗な条件下に置いた生

き物で日周リズムが観察できても，温

度は微妙に動いていたかもしれない。

当時，温度や照度，そして計測器の状

態を長期間一定に保つのは困難だった

ろう。また，ある成育条件でリズムが

みられても，条件を変えるとはっきり

みえないこともある。そのため，よほ

ど注意深く観察しなければ，日周リズ

ムは限られた条件だけでの例外的な現

象ではないかという疑問や，リズムの

存在自体も疑わしいとの見解も出てく

る。さらに，初期の生理学実験では，

必ずしも統計的な検討が十分になされ

なかったことも，混乱に輪をかけた。

　そんなこんなで，概日リズムが内因

性かどうかという議論は1950年代半

ばまでしぶとく残る。太陽や月の引力，

電磁波の効果など，微妙な外的要因の

日周変動に対する応答かも知れぬ，と

の反論が続いたのだ。

　しかし，もっと別の背景もあったと

私は思う。生物の周期性に対する研究

しかもそれはさまざまな思考の坩
るつ ぼ

堝の

中でおこっていたのだ。

　それと連動して，20世紀初頭，ド

イツを中心に「リズムに象徴される生

命のイメージ」のブームが巻きおこる。

「生命のリズムを体感することが，真

の人間性（あるいは霊性）に迫ること

だ」といったことばが支持を集めたの

だ。この影響は，心理学，哲学，教育，

文学，現代美術など，さまざまな領域

に渡った。実際には重層的で複雑な潮

流だが，近代的合理性への批判を含む

生命礼賛主義的な傾向が共通し，神秘

主義，全体主義との親和性もみられた。

　当時の一見インチキくさい「生命・

リズム」ブームを，現在の視点から嘲

笑することはたやすい。しかし，近代

化が急激に進むいっぽう，閉塞感漂

う当時の政治・文化・社会状況を思え

ば，こうした見解は，それなりに必然

的な要請に基づく現象だった。「生命」

ということばには，生物たちの有り様

に喚起されるさまざまなイメージや連

想，人々の願いまでもが込められる。

その意味で，生命イメージの豊かな発

露としてたいへん意義深い，この時期

の生命リズム観を今度あらためて，文

化史的に振り返ってみたい。

　他方，ここで重要なのは，一群の先

鋭的な実験生理学者たちの目に，こう

した生命リズムブームが反科学的な潮

流と映った可能性が高いことだ。黎明

期の体内時計仮説もまた，そのような

「神秘的なリズム」の一つだと疑われ

たにちがいない。

　次回は「体の中で振動が生み出され

るのはなぜか」最先端の分子生物学，

そしてシステム生物学の挑戦と共に紹

介しよう。
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振り子は細胞の中にある！

岩崎秀雄

第 3 回

リ ズ ム

い わ さ き ・ ひ で お

謝レベル・栄養条件が大幅に低下した

場合でも，概日リズムは比較的安定に

振動し続けるという不思議な性質であ

り，このからくりもほとんどわかって

いない。

　第三の性質は，光や温度の昼夜変動

に対する同調機能。数日で時差ボケが

解消するのも，この同調機能のお陰だ。

　こうした性質をもつ概日システムに

は三つの要素が必要だ。第一の要素は

自律振動を生み出す「振動体」で，い

わば時計本体（振り子）。第二の要素

は，光や温度といった環境サイクル

　体内で，どのように概日振動が生み

出されるのだろう？　ここ10年間で

飛躍的に進展した体内時計研究の現状

を，2回に渡ってレポートしよう。連

載は，20世紀初頭から現代へと，時

計遺伝子を探る時間旅行に出る。

　約1日周期の概日（サーカディアン）

リズムは，私たちの睡眠覚醒サイクル

も含め，非常に多様な現象に観察され

ている。しかし，三つの基本的な性質

が共通している。

　まず，光や温度の変化がともなわな

くてもリズムは約24時間周期で持続

する。これを「自律振動性」と呼び，

その周期（1サイクル）の長さを自由

継続周期と呼ぶ。

　第二に，自由継続周期は，生理的な

範囲内で温度を変えて測定しても，比

較的一定している。夏と冬とで時計の

進み方が変わってしまっては困る，と

いうことなのだが，そのメカニズムを

考えるのは，結構むずかしい。ふつう

の化学反応速度は，温度を10℃上昇

させると約2倍くらい促進される。し

かし，10℃温度が上がっても，自由

継続リズムは12時間になることはな

く，やはり24時間程度だ。これを「周

期の温度補償性」と呼ぶ。説明するモ

デルはいくつかあるが，どの生物にお

いても実験的には明らかになっていな

い大きな謎である。　　　　　

　さらに，「周期の栄養補償性」とい

う性質も知られている。これは，冬眠

中や呼吸阻害剤の投与などのために代

情報を受容・伝達して，時計のリセッ

トを引きおこす「入力系」で，機械時

計の竜
りゆうず

頭に相当する。第三の要素は，

振動体によって駆動された時刻情報の

「出力系」，いわば時計の針で，これが

あるので時刻情報を身体の隅々まで反

映させることができる。

　概日時計をシステムとして理解しよ

うとすると，これら三つの要素がどの

ような部品で構成され，どのように有

機的なネットワークを構成しているの

か知る必要がある。

体内時計はどこにある？

　1970年代から，動物の体内時計を

司る場所をさぐるため，多くの研究

者がさまざまに工夫しながら実験に

とりくんできた。その結果，私たち哺

乳類の睡眠覚醒リズムの中枢が，脳の

ごくごく小さな神経核（視交叉上核，

SCN）に存在することがわかったのは

大きな成果だった。

　ところが，ここ10年ほどの間に，

皮膚や肝臓など，さまざまな臓器の

細胞ひとつひとつが自律的な日周リズ

ムを刻む能力をもつことがわかってき

た。視交叉上核の役割は，身体中の細

胞のリズムを同調させ，統合する機能

にあるらしい。つまり，生物時計の振

動発生は，基本的には細胞内の何らか

の仕掛けによっておこる，ということ

だ。そう，時計の発振機構をつかさど

る遺伝子群が，一つ一つの細胞のなか

で働いているのである。これにどう迫

ればよいのだろうか。
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岩崎秀雄

第 4 回

リ ズ ム

い わ さ き ・ ひ で お

ズムの周期が，変異体では短くなった

り，長くなったり，みられなくなる。

原因遺伝子periodは，1984年につき

とめられた。その後，菌類，植物，バ

クテリア，哺乳類など，さまざまな生

物から複数の時計遺伝子が特定され，

世界中で解析されている。

　時計遺伝子はどうやって時を刻むの

か。つい最近まで，あらゆる生物に共

通する発振機構とされてきたのが「転

写翻訳フィードバックモデル」だ。遺

伝子の発現には，まず「DNAから特

定の遺伝子領域のコピー（RNA）をつ

くりだし（転写）」，ついで「転写され

たRNAを鋳型として，遺伝暗号を用

いて特定のタンパク質を合成する（翻

訳）」という二つのステップがある。

特定の遺伝子を転写するためには，特

定の転写誘導因子（タンパク質）の働

きが必要だが，時計遺伝子がコードす

　概日リズムは，動的で複雑な生命

現象の中では比較的アプローチしやす

い。それだけに，概日システムの解明

は，より高次な生命現象を解明する突

破口になりうる。

　細胞内で生みだされる約1日周期の

概日振動の仕掛けは，細胞をじっと眺

めていてもわからない。

　そうしたブラックボックスを解析

するために，現代生物学が生みだした

手法がある。まず，特定の生命現象に

異常をきたす変異体を，野生集団ある

いは，放射線や薬品を用いて人工的に

DNAに変異を誘発した生物集団の中

から探しだす。つぎに，さまざまな実

験で変異体の原因遺伝子を特定し，そ

の遺伝子がコードするタンパク質の機

能を解析していく。このような一見グ

ロテスクだが，有力な戦略を「分子遺

伝学的手法」とよぶ。

　しかし，そんな部品集めだけでは複

雑な生命現象を理解できない。ポスト

ゲノム時代を迎えた現在，「多種・多

機能の生体分子が，どのようにネット

ワークを構成し，動的な生命現象を実

現しているのか」こそが問われ，概日

リズムの発振機構は，それを解く「シ

ステムバイオロジー」の突破口として

も注目されているのだ。

　生物時計の突然変異体は，1971年

ショウジョウバエで最初に発表された。

羽化や活動のタイミングにみられるリ

る時計タンパク質の中には，自分自身

をコードするRNAの発現（転写）を

抑制する働きがあったのだ。

　たとえば，period遺伝子が転写さ

れ，合成されたPeriodタンパク質が

細胞核の中に移動してperiod遺伝子

の転写を誘導する転写因子と結合し，

その働きを抑制することで，自らの転

写を阻害する。その結果，RNAが減

少し，Periodタンパク質も減少する。

すると今度は抑制が解除され，再び転

写が活性化する。つまり，転写 →合成 

→ 抑制 → 抑制解除 → 転写活性化→

…，こうしてリズムが生じるとシンプ

ルに説明できるのだ（もちろん，振動

がおこり温度によらず 24時間周期に

安定する原因はまだ説明できない）。

　ところが，昨年，私たちのグルー

プは，シアノバクテリアでは転写翻訳

フィードバックではなく，タンパク質

のリン酸化・脱リン酸化という，翻訳

後の化学修飾過程で振動が生じるらし

いことを発見した（本誌2月号ニュー

ス・レビュー11頁参照）。時計の原理

が真核生物とはちがうのかもしれない

が，今後の展開を大いに注目していた

だきたい。

　現代生物学の表舞台に立つ概日リズ

ム研究にも，次回ふれるように，「バ

イオリズム」という疑似科学的な風説

の社会的流行に悩まされた時期があっ

た。1970年代の日本とアメリカでの

ことだ。
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故予防対策としてバイオリズム説を実

践・応用しようとした事実だ。なかに

は，つい最近までバイオリズム応用の

ための予算が計上されていた地方自治

体やスポーツ団体もある。かくして欧

米のバイオリズム解説書では，日本（と

スイス）があたかもバイオリズム大国

であるかのように宣伝された。

　じつは，バイオリズムの全盛期は，

ちょうど「生物時計」という概念が社

会に知られていく時期でもあった。た

とえば，ベストセラーとなった田多井吉

之介『生活をあやつる神秘のリズム』

（講談社ブルーバックス（1965））は，

多くの人々が体内時計や生物時計の概

念を知るきっかけとなると同時に，生

物リズム研究の延長線上にバイオリズ

ム理論を位置づけ，その応用を奨励す

1970年代，「人間の体力・感情・知性

をあやつる周期性」というバイオリズ

ム説が大流行した。生物学的にはまっ

たくのデタラメな風説は，生物時計・

生物リズム概念を世に広める一因とも

なった。

　生命保険のセールスウーマン／セー

ルスマンなどに「この日はあなたの

バイオリズムがよくないので，行動に

注意してください」などと書かれた

グラフを配られた経験をおもちではな

いだろうか。生物リズム（biological 

rhythm）と紛らわしいが，通俗的な

バイオリズム（biorhythm）説による

と，身体・感情・知性は，誕生日を起

点として，1日もずれることなくそれ

ぞれ23日，28日，33日の正確な周期

性があるそうだ。

　いまでこそ下火になっているもの

の，この馬鹿げた説も1970年代には

冗談で済まされないほど大きな社会的

なムーヴメントになっていた。その源

流の一つはフロイトの友人だったW. 

フリースが19世紀末～20世紀初頭に

提唱した独特の人間周期論で，一時

期オストヴァルト（ノーベル賞物理学

者）などの科学者も熱心に奨励した形

跡がある。その後，1961年にアメリ

カで英語の通俗書が刊行されてブレイ

クし，日本にもほどなく伝わった。か

くして1970年代を通じて大量の解説

書・関連機器（バイオリズム計算機な

ど）が販売・製造された。

　注目すべきは，交通業界，地方自

治体，警察，自衛隊といった公共・国

家的な組織までが，その規律強化・事

るものでもあった。著者は生理学者で，

国立研究機関の部長や大学教授として

厚生労働政策に影響力をもち，「スト

レス」という言葉を世に広めた売れっ

子ライターだった。

　科学用語といえど，時代と社会の要

請の中でさまざまな連想を伴って思い

がけぬ展開をとげながら受容・消費・

淘汰されていく。彼や，後に続くさま

ざまなバイオリズム論者にとって，生

物時計の研究成果はバイオリズム説を

「科学的に」説明するための「前振り」

として不可欠だったのだ。

　生物時計の専門家（の多く）は，自

分の研究がデタラメな風説と混同され

てはたまらないはずだ。しかし，アメ

リカではバイオリズム説を検証し，統

計的に否定する論文が相次いで掲載さ

れたのだが，日本では表立った批判論

文・出版物は少なく，千葉喜彦による

本格的な生物時計の解説書の刊行も

1975年まで待たねばならない（『生物

時計』岩波書店）。

　バイオリズムの流布には科学者とし

て社会的権威をもつ人々も関与してい

たことも無視できない。また，特許を

絡めて人々を欺き，多くの金銭利益を

あげた関係者たちは厳しく処断され

るべきだ。だが，見方によっては，次

回述べるとおり，バイオリズムもまた

人々が生命のリズムに託した連想のひ

とつの形であり，それなりの時代や社

会の要請があったからこそ広まったに

ちがいない。

　バイオリズム・ブームの背景を冷静

に検証することで学べることは少なく

ない。

生 命 の

バイオリズム・ブーム
第 5 回

リ ズ ム
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菌内で発現させ，精製）を，ATPととも

に試験管内で混ぜ， KaiCのリン酸化レ

ベルの時間変化を調べてみた。

　案の定，生体内濃度比に近い濃度条

件で，KaiCのリン酸化リズムがほと

んど減衰することなく持続することが

わかった（Science 誌 4/15日号）。そ

の周期はやはり約24時間。在籍して

いたその研究室で，たまたま現場にい

て最初のデータを覗かせてもらった

が，神々しいまでに美しくみえ，敬虔

な気分にすらさせられた。

　概日リズムの変異を誘発する既知の

アミノ酸置換を導入すると，生体内リ

ズムの変化と同じように，試験管内で

つい最近，シアノバクテリアの三つの

時計タンパク質とATPを混合するだ

けで概日リン酸化振動がおこること

が証明された。この歴史的発見は，

生物リズム学の範囲を超え，生物制

御論，非線形科学，応用化学に大き

なインパクトを与えるだろう。

　試験管内で24時間周期の振動ネッ

トワークが実際に再構成されたことは

ない。それは，時計研究の一つの究極

のゴール，夢物語のように思われてい

た。ところが，名古屋大学のグループ

によって，ついに体内時計の試験管内

再構成が世界で初めて達成された。

　研究材料となったシアノバクテリア

では，ゲノム上の多くの遺伝子の発現

に概日リズムがみられる。この転写リ

ズムの発生に必要なのが三つの時計タ

ンパク質KaiA, KaiB, KaiC だ（Kai

は回転にちなむ）。

　このうちKaiCタンパク質ににみら

れるリン酸化・脱リン酸化のリズムは，

転写・翻訳を強制停止させても影響を

受けることなく持続する（本誌2月号

ニュース・レビュー参照）。このことか

ら，シアノバクテリアの時計は，転写

翻訳フィードバックではなく，おそらく

時計タンパク質間の動的なネットワー

クによって長大な周期の振動を発生し

ていると推察された。

　名古屋大学・科学技術振興機構の中

嶋正人博士，近藤孝男教授らの研究グ

ループは，「もしかすると，Kaiタンパ

ク質を混ぜるだけで振動がおこらない

か？」と考え，KaiA, KaiB, KaiCの組

換えタンパク質（遺伝子工学的に大腸

も短周期，長周期，無周期などの効果

が現れた。また，概日時計の重要な性

質，温度補償性（周期長が温度の影響

を受けにくい性質）も確認された。こ

れらはタンパク質間の動的なネット

ワークによって，非常に安定な概日振

動パターンが生じることを完全に証明

しており，掛け値なしに重大な歴史的

発見となるだろう。

　Kaiタンパク質が振動を発生するネッ

トワーク構造はまだわからないが，非線

形化学の分野ではBZ振動（Belouzov-

Zhabotinsky反応）をはじめ，呼吸鎖

や解糖系の酵素による化学振動反応が

知られている。しかし，それらのほと

んどは数分周期のもので，均一な水溶

液での数時間周期の振動発生は例がな

く，温度補償性もほとんどみられない。

　したがって，今回発見されたKaiC

の化学振動系には，未知の非常に巧妙

なカラクリが潜んでいるはずだ。中嶋

らによれば，素反応となるKaiCのリ

ン酸化・脱リン酸化反応は非常に遅く，

消費されるATPの量もきわめて少な

いらしい。となると，驚くほど効率的に

ロバストな振動システムが実現されて

いることになる。

　Kaiタンパク質を用いた一連の発見

は，体内時計の理解にとどまらず，タ

ンパク質化学，材料化学，非線形科

学に斬新な知見をもたらすだろう。ま

た，生物制御論，数理生物学，システ

ム生物学の格好の対象となるにちがい

ない。低エネルギーでも安定に大きな

仕事を得られるような持続的化学反応

の設計原理の構築にも応用できるので

はないか。

生 命 の

体内時計の試験管内再構成に成功
第 6 回

リ ズ ム
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きる，というのが中世・ルネッサンス期

に勃興した錬金術的医学の基本だ。こ

れが，いずれは物質的基盤に基づく近

代医学（医化学・薬理学）を育むこと

にもなるのだから，歴史はおもしろい。

　こうしてみると，現代の体内時計研

究も，一面ではミクロコスモス（外界）

とマクロコスモス（個体）との対応関

係に関する自然科学の立場での研究と

なっていることに気付かされる。

　そして，マクロコスモスとミクロ

コスモスの対応思想は，さらに「個々

の人間が，宇宙（環境）と同調してい

る」という意味で，宗教的な広がり，

神秘主義や全体主義的なイメージを喚

起し，エコロジー思想にも援用され，

今なお陰に陽に私たちの社会に息づく

「神秘的・連帯的・共振的な生命イメー

リズムは，なぜ生命イメージと結びつ

きやすいのか。その理由を示そう。

　天体予測，地震予測，経済予測など

の基本は，現象の周期性を抽出し，そ

の傾向から「次の波」を予測すること

にある。周期性の観察は，必然的に未

来予測に結びつく。そこに物語性や神

話が介在すれば，必然的に人間の運命

と，それを支配する規則との対応規則

を読み解く「占い」が生じる。

　バイオリズム占いは，人間の感情や

身体や知能を，体内に備わる揺るぎな

い複数の周期性が支配するという内部

決定論に基づく。占星術は，天文周期

に支配される外部決定論である。

　その占星術の基盤をなす「天体宇宙

（マクロコスモス）と身体宇宙（ミク

ロコスモス）を対応させる考え方」は，

ヘレニズム時代のヘルメス思想や中国

の古代思想を含めて古くからあり，そ

れぞれの地域・時代固有の宗教観や祭

祀形態の理念的な基盤として，権力支

配に結びついていた。阿
あべのせいめい

倍晴明などの

陰
おんみょうじ

陽師たちが重用されたのも，こうし

た需要があったからだ。さまざまな古

代国家が，暦を制定することで人々の

生活・労働の時間形態を統御するとと

もに，天文の解釈体系自体を変更し，

年中行事の祭祀を刷新することで世俗

的にも宗教的にも支配的であることを

示そうと試みている。

　さて，ヘレニズム時代以来，天文

周期が身体を支配する際，「星」が特

定の鉱物をも支配するという考え方が

あった。こうした特定の鉱物を積極的

に体内に取り込んだり，あるいは排除

すれば，ある程度身体の状態を調整で

ジ」の源泉のひとつとなっている。

　視点をずらし，秩序状態の階層性と

いう点で考えてみると，リズム（振動系）

は，定常状態と複雑系（カオス・揺らぎ）

の中間段階にあたる。一定の定常状態

に至る系からみれば，周期的振動系は

ダイナミックで，時空間的な変化を伴

うから複雑だ。そんなリズム系からみ

れば，平衡状態に至るふつうの反応系

はしごく単純にみえる。

　この意味で，リズムは複雑さ・生命

らしさの象徴になりえる。生物学の領

域でリズム研究が注目されている大き

な理由の一つも，リズムの示す複雑さ

に，生命のダイナミズムの基本をみる

からである。

　反対に，リズムは単調さの象徴にも

なりうる。「繰り返し」が凡庸・退屈

に思えるのは，より高次の複雑性（カ

オスや一回起性の予測不能の事態）の

立場からみるからだ。他面，それは同

時に「高次の乱雑さ」に対する「規則

正しさ」「簡潔さ」の印象にも転化す

る。20世紀のミニマルアートや建築・

デザイン分野では，この点に重きを置

いて周期的パターンが多用される。

　このように周期性には，きわめて幅

広いイメージ・連想を仮託できるだけの

多面性がある。実際に生命活動がリズ

ムに満ちているというだけでなく，「と

らえどころのなさ」「神秘性」すらを

含む多様な生命のイメージを仮託・投

影するうえで，リズムはとても使いや

すく，生命の隠喩（メタファー）として

定着したのだろう。

　であるならば，生命への関心が続く

限り，今後もリズムイメージは繰り返

し消費され続けるにちがいない。

生 命 の

交錯するリズムイメージと生命イメージ
第 7 回

リ ズ ム
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特殊な条件での人工物にとどまるの

か，自明でない場合も多かろう。だか

ら，構成的研究は，現有生物の解析（分

析）を十分にふまえながら進められな

ければならない。

　さて，構成的生物学は，必然的に「生

命を創る」ことを標榜することになる。

分子生物学の延長線上にある再構成実

験は，とりあえず遺伝子ネットワーク

の再構成に始まり，代謝経路の再構成，

自己複製細胞の人工合成などをター

ゲットとするだろう。これは従来のロ

ボットやコンピューター上の「ドライ

な」人工生命の研究と異なり，なんら

かの化学的素材に基づく「ウェットな

人工細胞」をめざす研究である。

　大いに夢をかき立てる研究である

が，注意すべきこともある。胚操作を

めぐる昨今の先端医療の問題ともつな

この連載で，分野を超えて生命とリズ

ムの結びつきを読み解いてきたのは，

両者の結びつきが多面的な生命観・知

の歴史を覗きみる格好の「窓」だった

からでもある。

　特定の生命現象の分子生物学的研究

では，再構成によって作用モデルの妥

当性を検証できる場合がある。たとえ

ば，バクテリアの時計タンパク質を試験管

内で混ぜるだけで，つい最近約24時

間周期のリン酸化リズムの再構成が成

功した（5月号本連載参照）。生物物

理学でとられてきたこうした構成的手法

は，いまや分子生物学者たちにもはっ

きりと意識されるようになってきた。

　ゲノム・プロジェクトの進展は，部品

（タンパク質や遺伝子）の数の上限を

明らかにした。有限の部品を用い，ダ

イナミックな生命の営みがどのように

理解できるかという問題に研究がシフ

トしてきている。そんなわけで，新た

に生まれた「創って理解する生物学（構

成的生物学あるいはデザイン生物学）」

を真剣に考える生物学者のグループ

が，今後，従来の分析的な手法に対し

て，趨勢をなしていくと思われる。

　では，創れたら理解したことになる

だろうか？　いや，案外むずかしそう

だ。たとえば，先の体内時計の試験管

内再構成の研究では，再構成はできた

ものの， 24時間周期という周期長が決

定されるメカニズムや動的反応ネット

ワークの詳細はまだ不明だ。今後は構

造生物学や化学動力学などを援用し，

原子レベルの動的パターン形成原理の

解明が進められていくことになる。

　再構成されたものが現実の生物の営

みを反映したものなのか，それとも，

がるが，研究者にその気がなくても，

フランケンシュタイン的なイメージを

喚起するにちがいないという側面だ。

今後急速に展開していくであろう構成

生物学に携わる研究者たち（私自身も

その一人である）は，このことを念頭

に置き，社会との対話に真摯に取り組

む準備もしておくべきだ。

　いうまでもなく，「生命の研究」に

はさまざまな側面がある。生物の注視

は，もとより生物学の特権ではない。

では，自然科学ではなく，人文科学や

アートで考察され，追求されてきた「生

命」とは何なのか。多様な生命イメー

ジは，場合によっては種々の論理的飛

躍を含んでいるものの，死生観や人生

観と密接に結びつき，その時々の文化

や社会集団の価値観の根幹をなしてい

る場合が多く，生命倫理・医療倫理上，

看過できない重要性をもつ。

　生物学や医療の現場は，社会の生命

イメージや死生観と科学とがどのよう

に関係するかが問われる場でもある。

科学コミュニケーションの成功も，自

然科学研究と科学概念のイメージの関

係性をどのように繋ぐかにかかってい

ることが多い。

　研究者自身も，決して生命の豊かな

イメージや連想から中立的ではない。

むしろ，その豊かさ（ロマン）ゆえに

生物学を選ぶ研究者は多いし，生物学

の知見もまた豊かな生命イメージを育

む母体となる。科学の文化史やイメー

ジをめぐる探究は，自身のよって立つ

基盤や自分たちと社会とのかかわりを

見直す上で，科学者・技術者にとって

もきわめて重要だ。そして，それ以前に

身近で愉しいものだということがおわ

かりいただけたのではないだろうか。

生 命 の

構成的な生命研究への期待
最 終 回

リ ズ ム
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