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医学の進歩･現状

遺伝子からみた生命科学

村　上　和　雄

筑波大学名誉教授

はじめに

皆さん,おはようございます｡大変伝統のある

東京歯科大学の学会に呼んでいただきまして,大

変光栄に思っております｡塊在,私は遺伝子を中

心とする生命科学の現場におります｡実は去年,

定年退官しましたので,一応,現役は終わったん

ですけれど,またカムバックしまして,今はイネ

の遺伝子暗号解読を今年の初めぐらいからやって

います｡できれば3年以内ぐらいに主なところを

やりたいと思っておりまして,若い人と　-緒に現

場に戻っております｡そういう立場からお話をさ

せていただきます｡

1.遺伝子の探求

1)眠っている遺伝子を起こせ

私は,先程紹介いただきましたように,京都の

京大という大学を出たんですけれど,この大学は

別名,狂った大学の狂大という(笑),そういう悪

口を言う人があります｡私はこれは必ずしも悪い

ことじゃないと思っていますが｡私が京大を狂っ

たと思った例はいくつかありますが　　　　年前

に東京ドームにアメリカンフットボールの応援に

行きまして,私がまずびっくりしたのは,京都大

学の運動部が東貢ドームを満員にしているという

ことでございます｡しかも実業団に勝って日本一

になりました｡私は大変に感動いたしました｡

なぜかといいますと,私の学塗時代の京大のア

メリカンフットボールというのは日本最低チーム

といわれておりました｡当時,関学という大学が

大変強くて,今でも覚えていますが,学生食堂に

｢日本最高チーム･関学,最低チーム･京大の対

戟,応援を請う｣というポスターが張ってありま

して,私は物好きですから応援に行きました｡京

大の応援団は私しかいないわけです｡それで試合

はもう惨健たるものでありまして,百三十何対ゼ

ロ(笑)｡向こうが最後は新入生を出して,惨敗し

たわけであります｡その運動部が十何年後に関学

に勝ち,日本大学に勝ち,確か実業団に勝って日

本一になった｡

私は,これは1人狂った人がいたんじゃないか

というふうに思っております｡それは水野監督と

いう男であります｡現在も監督さんであります

が｡惨敗をした彼が,なんとか関学に勝てないか

と考えたわけです｡当時,みんなから大変にばか

にされたと本人は言っております｡当時,京都に

は山本富十千さんという日本の美人の女優がおら

れましたが,その水野監督に｢お前が山本富士子

さんと結婚すると言っても可能性はゼロではな

い｡なぜなら,彼女が気が狂ったら結婚するかも

しれないけれど(笑),京大のアメリカンフット

ボール郭が関学に勝っということは絶対にない｣

とみんなが言ったと｡ところが十数年後に勝っの

であります｡だから私は, 1人の人の思いという

のがいかに強いかということを,そのときに改め

て知りました｡

もちろん恩いだけでは勝てないわけでありまし

て,なぜ勝っようになったかといいますと,彼は

アメリカに留学をして,京大のような学生でもど
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うしたら日本-になるかという作戟を,戟略を考

えて実現するわけであります｡これを見ておりま

して,今は京大のアメリカンフットボール部は強

いですけれども,最初のころは,京大に入ってく

る学生なんかが運動で日本　弓こなるなんて思って

いる者はだれもいないわけであります｡しかし彼

らの中に,私の表現で言いますと眠っていた遺伝

子がありまして,この遺伝子に火をつけた｡ト

レーニングをやることによってE]本II-になれた.

これは1回なっただけではなくて,京大のアメリ

カンフットボール部は4回も実業団に勝って日本

一になっているわけであります｡そういう点で,

私どもの中には,まだまだ知られない,自分でも

意識しない,眠っている遺伝子があるのではな

いか｡

2)偉大なる遺伝子　　　　　の差

現在の遺伝子暗号解読で面白いことの1つば,

多くの遺伝子は眠っているのではないかと考えて

おります｡そうすると,いい遺伝子のスイッチを

オンにして悪い遺伝子のスイッチを消せば,私ど

もの可能怪は何倍にもなる,あるいは何十倍にも

なる｡そういうことが科学の言葉で語られる時代

がきっつある｡ 21世紀はバイオの世紀といわれて

いますが,そういう点で大変面白い時代を迎えて

いるというふうに思っております｡

実は私の例で言いますと,私は貢大時代はあん

まりばっとしませんで,大学院に行きましたら,

私とペアを組んだ先輩は私よりも体力,能力,気

力すべてに上回っておりまして,この人と一緒に

おりますともう人ノ生が嫌になってきました(笑)｡

何をやっても,しかられますし｡きっくしかられ

まして屋上で手立いておりまして,教授が出てこら

れて慰めていただいた｡その私がもし研究者とし

て伸びたとしたら,環境を変えてアメリカに行っ

たということであります｡私が行ったのは　　年

代, 63年でありますから,非常にアメリカがいい

時代｡ゴールデン･シックスティーズ,黄金の60

年代｡アメリカが本当に豊かで親切で,素晴らし

い国だと恩いましたo研究者の天国のような団だ

と患ったんです｡まあ新婚で行ったせいもあるん
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ですけれど(笑),とにかく素晴らしい固｡

私はアメリカでいろんな出会いをしました｡ア

メリカで高血圧に関係する醇素･ホルモン(レニ

ン･アンジオテンシン)の研究を始めるわけなん

です｡アメリカの医学部に行かなかったら,私は

絶対にこのテーマに出会っていないと思います｡

そのアメリカも,最初は天Egのようでしたが,だ

んだん地獄のようなアメリカになってきました｡

地獄というのはちょっとオーバーなんですけれ

ど,アメリカの教授は大変だということが分かっ

てきました｡

これはノーベル賞を取られても決して例外では

ないのでありまして,ノーベル賞の先生が5, 6

年サボっていたら研究費が取れない｡研究費が取

れないということは｢あなたは研究をやめなさ

い｣ということですから,横綱引退みたいなもの

ですね｡これはきっいなと思っていました｡アメ

リカでもノーベル賞を取った先生は世間的には大

先生であります｡この先生でもうかうかしておら

れないという,そういう非常に厳しい競争社会で

あるということが分かってきました｡

そうしますと,特に日本人の私のような者は,

まず英言吾の-ンディキャップがあります｡それか

ら,アメリカも調子がいいときは研究薯も潤沢に

あるし,外国人もウェルカムでありますが,厳し

くなってくると,やはり外国人というのは厳しく

なる｡私は最後,助教授をやっておりましたが,

助教授は3年任期でありまして, 3年たっと大学

はいっでも首を切れる｡なにしろ契約を更新しな

いわけです｡英語が下手だ,講義が下手だという

ことで,もう首を切れるし,研究が駄目だという

ことで切れるわけです｡

私はそんな厳しい中で10年いたんですけれど,

鼻後のほうは大変しんどくて,もうこれは首だな

と思っておりました｡首になったときにどうする

かと考えておりました｡アメリカ人も駄目な者は

首になるわけであります｡そうすると,アメリカ

人は｢ああ｡おれはもう,この分野はやめた｣と

転職する人がいる｡しかし,本当に研究者として

残りたい人は無給でもいいから大学に残るわけで
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あります｡奥さんの給料だけで食べている｡

そういう非常に厳しい,追い込まれていたとき

に,私はある先生と出会いました｡スタンレー･

コ-エンという先生であります｡この先生は私が

出会ってから十数年後にノ-ベル賞を取られま

す｡この先生の研究室に行くといっでも教授1人

とアシスタント2人｡研究者は教授しかいない｡

アメリカの医学部で教授1人とアシスタント2人

という部屋は,最も小さな,研究室でありまし

て,あんな所からでもノーベル賞が出る｡私は,

私の研究室の若い人にTコ-エン先生でもノ-ベ

ル賞を取ったんだから,お前たち,みんな取れる

可能性がある｣といっております｡可能性であり

ます｡なかなか大変でありますが｡

しかし可能性があると思うか無いと思うかでは

違うんです｡今の日本の学生さんは,そんな大研

究をしようと思って大学に入ってくる人はほとん

どいない｡ノーベル賞を取るような人と自分たち

は頭の構造が違うと思っている｡違うんでありま

すが,しかし,その差は遺伝子の塩蓋配列,暗号

の差でいきますと,おそらく0.1から　　の差し

かないといわれています｡もちろん0.1から

の差はその人の能力とか体力において重要なんで

すけれども,私どもが予想したよりもはるかにそ

の差は少ないわけであります｡これは逆に言いま

すと,人間として生まれてきたら,例え-ンディ

キャップがあろうが偏差値がどうであろうが,

から　　　は同じだということなんです｡私

どもは,その差を問題にしますね｡偏差値がどう

であるとか,どんな大学を出たとか｡しかし私

は,その差を問題にするよりも　　　とか

%,とにかく人間として生まれたら同じだという

ことを,もうちょっと私どもは大切にしたらいい

んじゃないかというふうに思っております｡

実は去年の2月に,天皇陛トに呼ばれまして遺

伝子の話をいたしました｡皇属の御所という所,

ご自宅に呼ばれたわけでありますが,そこでこの

話を天皇陛下に申し上げました｡言うのやめてお

こうかと思ったんです｡なぜなら,江崎玲於泰さ

んという人がおられまして, ｢江崎拾於泰さんの

遺伝子と,偏差値が低くて中学校も行けなかった

人の遺伝子暗号の差はちょぼちょぼですよ｣とは

云いにくく　　　から　　の差しかないと申し上

げました｡これは大変に興味を持たれました｡遺

伝子の暗号の差は誤差の範囲ではないかと,しか

し私は,遺伝子が起きているか寝ているかの差は

あるというふうに思っているわけです｡

3)ナイト･サイエンスとは

スタンレー･コ-エン先生は,マウスの顎下腺

をすりつぶして,そこから成長ホルモン

を抽出して,この成長ホルモンの発見でノーベル

賞を取られたんですけれど,彼は非常にラッキー

だと思います｡なぜならペアがよかったんです｡

彼とペアを組んだのはイタリアの女性科学者でモ

ンタルチ一二という人なんですけれど,このモン

クルチ一二という人が,細胞が成長する塊象を見

つけるわけです｡糸田胞がどんどん増殖する現象を

見つける｡それだけではいい研究にならない｡

コーエン先生は庄化学者ですから,その成長を促

す物質を単離できたわけです｡だから, 1人は生

理学者, 1人は生化学者｡このコンビが非常によ

かった｡

モンクルチ一二という人は自叙伝を書いており

ます｡ 『美しき未完成』という大変格好のいい名

前でありますが,その中でコーエン先生との会話

があります｡一人ひとりはまあまあの研究者だけ

れど, 2人がチームを組めばこれは　-級　になる

というふうに言っております｡そこで,そのモン

タルチ-二は,コ-エン先生が化学の分野で素晴

らしい栄光を得る確率は,彼がスパイクを履いて

100メーター競争に勝っよりも楽しいと言ってい

ます｡彼は小さいときに小児麻庫を患っておりま

すから,彼がスパイクを履いて100メーター競争

に勝つ確率はほぼゼロです｡そのコ-エン先4が

あるとき,ものすごく興奮して私の部屋に入って

きました｡ 〔おれは大発見した｣というんです｡

成長ホルモン　　　をラットの血管に往射する

と血圧が上がったというんです｡ 1つの物質が全

く違う作用を持っている｡

これは面白いと,彼は興奮しているんです｡私

22　-
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は彼を6, 7年見ておりましたけれど,本当に興

奮しているのを初めて見ました｡それで私の顔を

見て｢お前,これをちょっと手伝ってくれ｣と言

うんです｡これはすごいことになると｡私もこれ

は面白いと恩いました｡しかし1年後に,だまさ

れたということが分かったんですけれど(笑)｡ 1

年間,彼と一緒に実験しました｡成長ホルモンと

いうものと,血圧を上げるホルモンが同じ物質に

起因しているのか,違うものか｡その実験をやっ

ていきました｡

彼はよく間違いをしまして,その間違いを私の

せいにするものですから,よくけんかしておりま

した｡ ｢お前が間違っていた｣ ｢お前が間違って

いた1と｡ 1年後に分かったことは,被は全く勘

違いをしていた｡成長ホルモンと血圧を上げる物

質は全く別物であったということが分かったんで

す｡私はだまされたわけです｡コーエン先生の顔

を見て｢お前,だましたな｣つて日本語で言って

おりました(笑)｡なぜ彼が間違ったかというと,

彼が｢絶品だ,純品だ1といって堅く信じていた

ものの中に,ごくごくわずか混入物があった｡そ

の混じりものが血圧を上げていた｡それが顎下腺

のレニンだったんです｡だから私の研究はコーエ

ン先生の勘違いから始まっております｡

こういう話は科学の世界ではごまんとあるんで

す｡しかし自噴はあんまり言わない｡あんまり言

うと値打ちにかかわりますので(笑), ｢コーエン

先生と苦労して,顎下腺レニンを単離しました｣

と｡実際はそういう話がごまんとあります｡もち

ろん間違いからだけではいい研究はできないけれ

ど,最初のきっかけというのは普通の理屈とかで

ないことが多いんです｡それを私どもはナイト･

サイエンスというふうにいっております｡昼間あ

んまり言えない話という意味ではなくて(笑)｡科

学というのは普通は論理の世界であります｡理屈

が通っていないと科学にならない｡しかし,私ど

もはそれをデイ･サイエンス,昼間の科学と呼ん

でいます｡科学を進めるにはデイ･サイエンスだ

けでは駄目で,そのコインの裏側にナイト･サイ

エンスと呼ばれるものもある｡

23
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このナイト･サイエンスといわれるものは,請

理を超えたような世界でありますo　曹通で言う

と,例えば不思議な出会いなんていうのは,これ

は論理的な帰結ではないんです｡たまたま私がそ

こにいたと｡だから,論理の世界と論理を超えた

u･界｡感性の世界とか,置観の世界とか,霊感の

世界｡科学を進めるうちには,必ずしも論理だけ

ではなくて,論理を超えたものとの二つのバラン

スがないと,いいサイエンスは出来ないんじゃな

いかと思っております｡江山奇玲於泰さんによれ

ば,大発見の芽は全部ナイト･サイエンスから出

ているそうです｡そしてナイト･サイエンスを通

り越しますと,ミッドナイト･サイエンスという

のがあります(笑)｡これは,こういう席では絶対

に言えない(笑)｡しかし,それは科学を進める上

で大切なことがある｡

情報といわれるものが今は氾濫しておりまし

て,インターネットで情報が取れる｡しかし,そ

の情報というのは,情は情(なさ)けという言葉で

すね,心が入っている｡そういう情幸酎まナイト･

サイエンスからくるんです｡インターネットから

はこないわけです｡それは人と人との出会いと

か,恩いとか,そういうものから本当に大切な情

幸踊く入ってきますからo　もちろんインターネット

とか教科書の情報も大切なんですけれども,これ

からだけではなかなか本当に面白いことは出ない

んじゃないかと患っております｡だから私は,こ

のコーエン先生と出会わなかったら,レニン･ア

ンジオテンシン系の研究に入っていない｡

顎卜腺のレニンは純粋になったんですけれど,

これは医学ではほとんど庄Ejされなかった｡なぜ

か｡生理作用が分からないわけです｡しかもこれ

は,あるマウスにだけたくさんあって,ほかのマ

ウスにはあまりない｡おそらく人間も,ほとんど

ないんじゃないか｡なぜ唾液を出すような所に血

圧に関係があるものがあるか分からない｡生理作

用が分からないんですけれども,物質としては本

命の腎臓のレニンと非常に似ておりましたので,

腎レニンのモデルとして使っておりました｡

私は,顎下腺レニンというのは大変面白いと
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思っています｡なぜなら,赤ちゃんが生まれたと

きはほとんどないんです｡性成熟とともに増加

し,すなわち男性ホルモンでものすごい誘導され

ていきます｡従って,これは何か体内でやってい

るに違いないと思っております｡できれば皆さん

方のだれかが研究をやっていただきたいんです｡

しかし,レニンの本命は腎臓のレニンなんです｡

私は腎臓のレニンの研究に移っていきました｡

しかし,腎臓のレニンは顎下腺のレニンほど簡

単ではなかったんです｡マウスでたまたま顎下腺

のレニンはうまくいったものだから,腎月蔵のレニ

ンを取りますというプロポーザルをして研究費が

下りました｡そして腎臓のレニンの単離をやって

いったんですけれど,いくらやってもうまくいか

ないので,周りに聞いて回ったらiあの酵素は手

を出したらだめな酵素だ｣と言う(笑)｡ r手を出

したらだめだつ　と言われても,もう手を出してい

るわけです(笑)｡なぜだめかというと, 20年間ぐ

らい世界で有名な研究室が手掛けてみんな失敗し

ていると｡ ｢お前たちがやっても,うまくいくは

ずがないJというわけです｡

それがまさにナイト･サイエンスです｡だいた

い論文には｢うまくいきませんでした｣という論

文は無いわけですから｡うまくいった結果しか論

文には発表しない｡しかし,夜1杯飲みながら

｢あの酵素には手を出したらだめだ｣という話

は,まさにナイト･サイエンスの情報としてかな

り医学の教室では共有していたわけです｡私は医

学部出身でないから知らなかった｡手を出したら

いけない醇素に手を出したわけです｡しかし,も

う今さら手を引くわけにはいかない｡そういう場

合,普通はそこで失敗するんです｡しかし私はつ

いておりまして,タンパク質を精製する全然新し

い手段が発見されたんです｡私はその新しい手段

を取り入れることによって,腎臓のレニンを純化

することに成功しました｡

研究を進めるためには, 1つはアイディアなん

ですけれど,もう1つは,新しい実験手段をいか

に自分の研究に早く取り込むかということが非常

に大切です｡特にバイオの世界,医学の世界もそ

うでございますが,新しい機械や,新しいアイ

ディアによる新しいテクノロジーが出てくる｡典

型的なのはバイオテクノロジーですけれど｡バイ

オテクノロジーの進歩がなければ,ヒトの遺伝子

暗号解読なんて絶対できないわけです｡だから,

そういう点で,新しいテクノロジーをいかに自分

の研究に取り入れるかが重要です｡これはあんま

り頭を使わなくてもできるわけです｡なぜならテ

クノロジーの開発は人がやってくれるからです｡

それをいかに自分の研究に取り込むか｡これは心

掛け次第ではかなりできる｡

だから,私の研究を振り返りますと,私どもの

研究がうまくいったのは,最初は不思議な出会い

ですけれど,後は新しいテクノロジーを導入する

ことによって研究が進んでいきました｡最初は酵

素の精製｡次に私どもの研究を非常に進めたの

は,遺伝子工学の導入です｡そして次に発生工学

の導入でした｡これらの技術により,分子レベル

から,細胞レベル,個体レベルまで進みました｡

新しいテクノロジーが次々に開発されていきまし

た｡これを取り込まない手はないわけです｡それ

はほとんど努力が要らない｡取り込む決心をし

て,そして,それを自分の研究にいかに使うかと

いうことを考えれば,これはそんなに頭がよくな

くてもできる｡

私は自分ではあまり頭がよくないと思っており

ますが,研究が成功したとしたら,アメリカに

行ったことがキッカケになっています｡私の遺伝

子が日本からアメリカに行って,遺伝子は変わっ

ていないわけです｡何が変わったかというと,冒

本でいじめられていてスイッチがオフになってい

た遺伝子が,アメリカでオンになった｡そして不

恩議な人に出会ったり,次々と新しいテクノロ

ジーが開発された｡そういうもののおかげで支え

られている｡だから私の研究は　　　　は実力

7, 8割は運だと思っております｡

そういう研究をやって感じることは,バイオテ

クノロジーという技術はやっぱりすごい技術で

す｡ヒトの遺伝子暗号の解読だけではなくて,多

くの生物の遺伝子暗号が解読できる技術を私ども
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は手に入れて,いっごろ読めるかという予測もっ

いております｡ヒトの遺伝子暗号は

年にはおそらく終わる｡その遺伝子暗号が分かっ

たからすぐにすごいことが起こるというふうに新

聞には書いてありますが,私は必ずしもそうでは

ないと思っています｡私どもとトの遺伝子の総体

香,ヒト･ゲノムといい,お父さんから1ゲノ

ム,お母さんから1ゲノムもらいます｡しかし,

あれははじめて読むお経みたいなものでありまし

て,何が書いてあるかほとんど分からない所がた

くさんある｡分かる所は,おそらく5%位であり

ます｡分かる所は,タンパク質をっくる情報を

持っている所だけであります｡あとの九十何パー

セントは,何が書いてあるか分からない｡ここに

非常に面白いことが隠されておりますが,しかし

それは,すぐにお経を読んだってよく分からない

みたいなもので,意味はこれから解読していく｡

とにかく遺伝子暗号を解読する技術を手に入れ

たということは,医学,生物学上,画期的なこと

だと思っております｡私どもも遺伝子暗号の解読

に参入しまして,大変厳しい中で勝ったり負けた

りしております｡私は,自分の読んだ遺伝子暗号

を見ながら,このデータは幸いにもパスツール研

究所に勝ったんだと喜んでおりました｡そしてバ

イオテクノロジーはすごいなと思っておりました

が,私はあるとき,読める技術もすごいけれど,

もっともっとすごいことがあるということに気が

付きました｡

4)サムシング･グレートとは

それは何かというと,当たり前でありますが,

読む前に書いてあるということです｡書いてある

から読めるわけです｡だれが書いたか｡お父さん

やお母さんではないんですね｡お父さんやお母さ

んがもし自由自在に書けるなら,もうちょっとま

しな息子や娘に(笑)｡だれが書いたか｡分からな

いんです｡自然が書いたんです｡自然はどうして

この暗号を書いたのか｡万巻の書物に匹敵する情

報｡これが本当に小さな小さな,電子顕徴鏡で

万倍に拡大しても読めない｡だから読むと

いっているのは,目で読んでいるわけではないん
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です｡暗号(塩基配列)の　番を決めているという

ことを,私どもは読むといっています｡順番さえ

決めれば,辞書があって意味が分かる｡どんなタ

ンパク質を作るかが分かります｡その暗号解読表

である辞書は全産物共通なんです｡この辞書を大

腸菌から人間まで使っていますo　だから大股菌は

とトのインシュリン,ヒトのホルモンをっくるこ

とができるわけです｡しかもそれはわずか1枚の

辞書｡そして,だれが書いたか分からない｡

しかし情報というのは普通はそんな自然には集

まってこないんです｡例えば,本というのは,ま

ず,だれかが書こうと恩わなきゃ書けない｡万巻

の書物が自然に書かれることはないわけです｡ま

ずだれかが書こうと思って,努力をして,時間を

かけないと,本は書けない｡しかし自然は,どう

してこれを可能にしたのか大変禾恩議でありま

す｡少なくとも,私どもが普通に考える人間業を

超えているんです｡人間業を超えていることを何

というか｡神業であります｡

科学者があんまり神仏と言いますと｢あいっ

は,もう終わったな｣というふうになります

(笑)｡しかし私は必ずしもそうではないと思って

おります｡科学者は,神仏とは言わないけれど,

この不思議さということを感じている人はたくさ

んいます｡それをどういうふうに表現するかとい

うことです｡私はサムシング･グレートという言

葉を10年ぐらい前から使っております｡英語でな

くて日本語で言ってくださいという人がおります

が,世界の多くの人にも分かっていただくよう

に,サムシング･グレートといっています｡

それは神様,仏様を信じようが信じまいが,そ

んなこととはほとんど無関係に,私どもの体の中

では本当にグレートな働きがある｡まず遺伝子の

暗号を書き込まれたということが大変グレートで

すよね｡しかも,その遺伝子というのは,親から

もらって子供に伝えるという,そういう側面だけ

ではなくて,遺伝子は今働いているわけです,私

どもの体の中で｡遺伝子がきちんと働かなければ

私どもは-刻も生きていけない｡しかも,その極

微の,電子顕微鏡で　　万悟に拡大しても読めな
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いような所に見事な情幸財く書き込まれている｡書

き込まれているだけではなくて,それが今,働い

ている｡何事か｡これはサムシング･グレートと

しかいいようがない｡だから,生きているという

ことは私どもが普通考えているよりもはるかにす

ごいことなんです,科学的に見て｡

私は医者ではありませんから,人間は扱わない

んです｡最も単純な生き物を扱う｡例えば大腸菌

は,バイオテクノロジーで大活躍であります｡大

腸菌のおかげで何人ノーベル賞学者が出たか分か

らない｡何千人もの博士が出たんです｡これを

使って今のバイオテクノロジー技術が開発され,

ヒトの遺伝子暗号が解読されるようなことが行わ

れている｡しかし,今の現代科学の学者を総動員

しても,世界の富を全部集めても,細胞1つもと

からつくれないんです｡コピーからコピーはいく

らでも出来るわけです｡大腸菌の中にとトのイン

シュリンをっくるということさえできるバイオテ

クノロジーが, 1つの細胞すら,もとからは出来

ない｡オリジナルの細胞が出来ない｡なぜ出来な

いかo大腸菌様がどうして生きておられるかとい

う基本原理について,まだ生命科学は手も足も出

ないんです｡

これをあまり言うと私どもの値打ちにかかわり

ますので,日頃の授業では分かったことだけを

しゃべっているわけです｡太腹菌の遺伝子は全部

解読された｡ということは,設計図は全部分かっ

た｡ということは,どんなパーツをっくるかとい

うことも,これは分かる｡どんなエネルギーを

使っているか分かっているわけです｡自動車に例

えれば,設計図もあるし,部品もあるし,ガソリ

ンもある｡それらを寄せたって,章が動かない｡

生きた綿砲が出来ないo現在の生命科学,バイオ

テクノロジーは素晴らしい勢いで進んでおります

が,しかし裏を返せば,細胞1つの命ですら,ま

だ解明していない｡これは現代科学が取るに足ら

ないのではなくて,生きているということが綿胞

1つでもいかにすごいことかということです｡

だから,まして人間がノ生きているというのは,

ただごとではない｡よく60兆の細胞といわれてい

ますね｡あれは平均体重60キログラムということ

で計算するらしいんです｡ 1キログラム当たり1

兆個です｡曙は230兆を超えています(笑)｡赤

ちゃんでも4兆個とか3兆個の編胞がある｡平均

60兆としますと, 60兆というのは60億の1万倍｡

60億は地球の人口です｡これだと,なんとなく想

像がつく｡地球の人口の1万倍の小さな小さな命

が,私どもの体の中に寄り集まっているというこ

とです｡この地球人日の1万倍の小さな命が,毎

日けんかもせずにきちんと働いているというの

は,これはもう奇跡的であります｡その1万分の

1の地球だって,しょっちゅうけんかをしたり,

訴えたり,足を引っ張ったりしている｡

なぜ,その1万倍の細胞が体の中で見事に働い

ているのか｡細胞は臓器のために働いている｡臓

器は,例えば心臓は一生,酸素とか血液を体中に

送っている｡そして個体のために働いておりま

す｡個体は臓器のために,臓器は細胞のために,

見事な助け合いをやっているわけです｡こんなこ

とがでたらめに出来るわけがない｡司令官がいる

はずです｡司令官はだれか｡私は遺伝子だと思い

ます｡遺伝子に書き込まれていなければ,こんな

ことはできないんです｡そうすると遺伝子の司令

官はだれか｡分からない｡サムシング･グレート

としかいえない｡分からないけれど,私どもは見

事に生きているわけです｡ 4きているということ

は,現代科学から見て本当にすごいことで,素晴

らしいことで,ありがたいことなんです｡

ところが私どもは生きているということをそん

なにありがたいと恩っていない｡生きているなん

て当たり前どころか,文句を言いながら生きてい

るほうが多いようです｡しかし細胞レベルから見

ていると,特に人間が生きているということは,

これはもう,ただごとではない｡本当に素晴らし

いことだというふうに思います｡だから命という

ものは素晴らしい｡そういう意味で,命は人間だ

けでは目上来ないんです｡私どもは｢赤ちゃんをっ

くる｣と簡単に言いますけれども,細胞1つもと

からつくれない人間に,どうして人間だけで赤

ちゃんが出来るのか｡私どもがやっていること
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は,きっかけを与えて,あと栄養をやっているだ

けです｡

あの十月十日の間に, 1個の受精卵から3兆個

とか4兆個の,見事な赤ちゃんになる,あのプロ

セスは,遺伝子にプログラムされているからでき

るわけです｡遺伝子のプラグラムをしたのは私ど

もじゃないわけです｡だから私は,赤ちゃんがとヒ

まれたときは,ゼロ歳とか1歳ではなくて,地球

生命35億歳を足すべきだと(笑)｡約35億年前,也

球で,最初に生まれた命が連綿として伝わってき

た,その最高傑作として人間が出来ているわけで

す｡ところが私どもは35億年の命の歴史をほとん

ど無視しているわけです｡

自分が子供をっくり,自分がおろすということ

を,日本人はやってきているわけです｡私は,脂

児の命を守ろうという女性のボランティア団体の

応援団を十数年やっておりますが,彼女たちの推

定によりますと,日本は50年間,戟争をしてこな

かった,しかし,おろしてきた胎児の数は　　万

人を超えるということです｡　　万人という数

は,どの大戦争の犠牲者よりも多いんです｡なぜ

おろしているのか｡いろんな事情があると思いま

すが,私どもは今,食えないからおろしているわ

けではないんです｡都合が悪いからおろしている

わけです｡胎児の命というのは,お母さんのもの

であって,しかしお母さんのものだけではない｡

これは大自然の素晴らしいギフトなんです｡

2.遺伝子からみた生命の科学

1)遺伝子のスイッチとは

しかし,この話をあまりすると深刻になります

ので(笑),このぐらいで止めまして,遺伝子のス

イッチのオンとオフの話をします｡これは両陛ト

も大変に興味を持たれました｡スイッチのオンと

オフ｡どういうときに遺伝子のスイッチが入るん

ですかということが,今,少しずつ科学の言葉で

解けだしました｡これは,これから大変面白い分

野に発展します｡

1つはっきり分かっているのは,いろいろな物

理的なストレスによっても,物理的な要因によっ
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て遺伝子のスイッチがオンになる｡例えば熟に

よってオンになり,ヒートショック･プロテイン

が出来ます｡熱のショックによって遺伝子のス

イッチがオンになる｡ごく最近,コールドショッ

ク･プロテインが出来ました｡低温によってス

イッチがオンになるということが分かってきまし

た｡そういう刺激によってスイッチがオンにな

る｡それからストレッチで,引っ張ることによっ

てスイッチがオンになる｡こういうことが今,少

し分かりだしてきました｡

それからもう1つ分かってきた｡それは,化学

的ないろんな刺激｡例えば食べ物なども,私は遺

伝子のスイッチのオンとオフに大きな関係をして

いるだろうと思います｡ある種のビタミンなどは

間違いなく遺伝子のスイッチのオンとオフに虐接

関係しているo　それからタンパク質も関係してい

ます｡だから将来の栄養科学というものは,分子

栄養学, ｢この食品のこの成分は,どの遺伝子の

スイッチをオンにしたりオフにしているか｣とい

うことが分かるようになる｡そういう時代は,そ

う遠くない将来にくると思います｡

しかし私が今一番注目しているのは,いろんな

ストレスによってスイッチがオンになったりオフ

になったりするということが分かりだしたという

ことであります｡ストレスというのは,これはも

う間違いなく人間の体に,あるいは病気に大きな

影響を及ぼす｡これはまず間違いない｡しかし,

そのストレスが体の中のどこに影響しているのか

ということについては,まだまだ分からないとこ

ろが多くあります｡例えば笑うと免疫活性が上が

るとか,いいことを考えればいいホルモンが出て

くるといわれていますが,私は,例えばタンパク

質やホルモンが増加するということは,その前

に,遺伝子が動いているはずだというふうに思っ

ております｡

2)遺伝子のスイッチ･オン･オフの鍵

(1)遺伝子のスイッチの基本を司る4つのW

私は遺伝子は4つのWに関係しているといって

います｡まず①遺伝子は｢何を　　｣つくるか

という指令を持っているわけです｡体の中は酵素



1198 村上:遺伝子からみた生命科学

が殆どすべての反応を支配しているわけですが,

酵素の暗号は全部,遺伝子に書いている｡それか

ら②　　　　どこでつくれ｡心臓ではスイッチ

がオンで,髪の毛ではオフ｡これはまた見事です

ね｡私どもの細胞は何十兆とあっても,どの細胞

にも遺伝子が入っているわけです｡だから心臓の

紬胞の遺伝子と,髪の毛の細胞の遺伝子の情幸鋸ま

全く同じなんです｡これは受精卵のコピーですか

ら,受精卵が2つになり, 4つになり, 8つに

なって臓器を形成しますから,もとのオリジナル

な情報は全く同じです｡

しかし不思議なことに,心臓は心臓に必要な遺

伝子のスイッチしか入っていないんです｡見事で

す｡髪の毛は髪の毛に必要な遺伝子のスイッチし

か入っていない｡心月蔵に毛の生えたようなやつと

かがおりますけれども(笑),どの人の心月蔵にも毛

の生える遺伝子はあるんですo　スイッチがオフ｡

見事ですね｡なんでこんな見事なことができるの

か｡よく分からないんですけれど,やっている｡

おそらく遺伝子にとっては,細胞も臓器も環境

で,外から入ってくる物質とコミュニケーション

をしながら,スイッチを入れたり消したりしてい

ます｡

それから③,いっスイッチが入るのか｡

ですね｡これも遺伝子と関係しています｡例えば

私どもは赤ちゃんのときから男性ホルモン,女性

ホルモンをっくる遺伝子は持っている｡しかし赤

ちゃんのときは,おそらくほとんどオフなんで

す｡年頃になってくると,男は男性ホルモンのス

イッチがオンになって男性らしくなる,女性は女

性ホルモンのスイッチがオンになって女性らし

くなる｡タイミングを指令しています｡それから

④　　　人によって同じ遺伝子でもスイッチが

オンの場合もあるしオンにならない場合もある｡

これは普通で,個体差ですね｡ 4つのWに遺伝子

が直接,間接に関係している｡

だから体の中の,特に何時問とか何日とか何力

月単位のことは,遺伝子を動かさずには起こらな

い｡ところが今までは遺伝子のことが分かりませ

んでしたから,免疫のタンパク質が上がるとか,

ホルモンが増加するとかいっていますが,私はそ

の前に遺伝子があると｡そうすると,ストレスに

よって遺伝子のスイッチがオンになったりオフに

なったりするのかということであります｡最近,

この研究が進みだしました｡

(2)遺伝子のスイッチのオン･オフと環境園子

･人間は環境の動物

その中で精神的なストレスと遺伝子の関係とい

うものは,これは本格的研究が始まると思いま

す｡最近『精神生物学』という本を読みました

ら,要するに,精神作用がいかに生き物に影響を

及ぼすかということが,今や学問の,特に遺伝子

を中心にして,学問的に研究できる土台が出来っ

つあるわけです｡ DNAチップといいまして,こ

んな小さなチップの中に1万とか2万個の遺伝子

を張り付けることができる｡そうすると,どの遺

伝子がどういうときに動いているかということが

見えるわけです｡そのことによって,心と遺伝子

との関連に関する研究がこれから始まっていくと

思います｡この直接証拠を擾れば趨特大のノーベ

ル賞になるかも分からない｡なぜなら,精神と体

の関係を遺伝子のスイッチのオンとオフで説明で

きる突破口が開けるからです｡これはしかし,だ

れかが必ずやると患っています｡

そもそも私どもは,心と体は密接な関係がある

ということは,もうこれは科学以前に知っている

わけですo　同じ1キロメ-クー歩いて人に会いに

行くときでも,好きな人に会いに行くときと,嫌

なやつに会いに行くときは全然疲れ方が違うo最

近,ヨーロッパの医学部の精神科で面白い実験が

されました｡恋愛している男女,しかも熱々の恋

愛をしている男女を20ペア集めてきて, 1日4時

間,相手のことを思いなさいという実験がされ

た｡ 1口4時間思うのは大変ですけれど,まあ

熱々のときはそのぐらい思えるかもしれません

(笑)｡実験ですから,やったんです｡ 1-2日ぐ

らいたったら,あるホルモン結合タンパク質の値

が正常値から外れだしました｡そして恋愛が冷め

ていきますと,この値が正常値に戻るというデー

タが出てきたんです(笑)｡
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だから,これが本当だとしますと,将来は本当

に好きかどうかの証明は(笑),言葉ではなくて,

このホルモン結合タンパク質のデータを持ってい

くことで調べられるかも分からないんです｡しか

し,私はタンパク質の前に遺伝子が動いていると

考えています｡遺伝子が動かなければ,タンパク

質が増えたり減ったりしないわけです｡だから,

恋をしたらきれいになるというのは,きれいにな

るための遺伝子のスイッチがオンにならなけれ

ば,きれいに,つやつや,生き生きしてこないわ

けです｡そういう点は,間接証拠はいろいろある

わけです｡そうすると,どうしたときに私どもの

遺伝子のスイッチがオンになるのか｡やっぱり生

き生きするようなものに出会い,それから,自分

がもっとも活躍できる環境に行くということが,

私は非常に大切だというふうに思っています｡そ

ういう点で,人間は環境の動物です｡

これは特に人間の場合に大切だと思います｡私

は10年ぐらい前に,ソニーをっくられた井深さん

と何度もお話しする機会がありました｡この人は

ソニ-の名誉会長のときから幼児開発協会という

ものをっくられて,幼児の能力の開発に非常に力

を入れておられた｡この人があるとき『幼稚園で

は遅すぎる』という本を出されました｡その出版

言己念パーティーに呼ばれまして遺伝子の話をし

て,その後で,懇親会の席でちょっと内緒で井深

さんに聞きました｡ ｢幼稚園では遅すぎるんだっ
′

たら,私ら大学の教師はどうしたらいいんです

か｣って聞いたんです(笑)｡そしたら｢大学で

は,知識とか技術とかは教育できるし,友達をっ

くったり,先生と出会ったり,それは大切なんだ

けれど,幼稚園へ行く前に子供の人格とか感性は

ひと勝負っいていますよ｣というんです｡すで

に,ひと勝負ついている｡だから,そうすると,

お母さんの影響がいかに大きいか｡あるいは,社

会の環境がいかに大きいかというわけです｡お父

さんの影響はほとんどないのか(笑)｡

その次,井深さんは『ゼロ歳』という本を出さ

れましたO教育はゼロ歳からo　スタートは,受胎

したときから始まるんです｡胎児は超能力者です
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よって言っていました｡その証拠をいろいろ挙げ

られましたが,私はほとんど忘れましたが,今で

も覚えているのは,妊娠したお母さんがたばこを

飲もうと思った瞬間,まだ飲んでいないんです

よ,胎児は嫌だというシグナルを出しています｡

｢胎児は超能力者ですよ｣とおっしゃっていまし

た｡ ｢胎児が知らないと思ってお母さんが浮気し

たら,全部知っていますよ｣とはおっしゃってい

ませんでしたが(笑)｡

私は,その可能性があるのではないかと考えて

います｡すなわち精神的なストレスというのが遺

伝子のスイッチをオン,オフするとしたら,胎児

にとっての環境はお母さんの子官しかないわけで

す｡すなわち,お母さんがどんなものを食べると

かも重要ですが,お母さんの精神状態は,胎児の

遺伝子のスイッチのオンとオフに関係しているの

ではないかというふうに,私は現在考えていま

す｡

私の経験で言いますと,例えば,アメリカに

行って遺伝子のスイッチがオンになったと言いま

したけれど,みんながアメリカに行ったらいい

か｡そんなことはないんです｡行った人で半年で

ノイローゼで帰ってきた人がおりました｡その人

は英語の先メ生でして,英言吾の先生がアメリカへ

行ったら英語が全然通じない｡ショックを受けら

れました｡私は英語が通じないぐらいではショッ

クを受けないO　こんな先塗に習っているんだか

ら,おれの英言吾が通じないのは当たり前だ｡ 100

に1つ通じたら,もうけものだ｡幸い私は書いた

り読んだりすることはできますから,なんとか生

活ができる｡だから,みんながいい環境というの

は無いのかもしれません｡すなわち遺伝子は一人

ひとり違う｡兄弟でも顔かたちが違うということ

は,遺伝子が違う｡だから,自分が最も生き生き

できる環境を探す｡そういうものが,私はまず大

切だというふうに恩っています｡

･心を変える

それからもう1つは,心を変えることによって

遺伝子のスイッチがオンになたりオフになったり

することがありうるというふうに思います｡その
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いくつかの自分の経験を｡例えば私どもはとトの

レニンの遺伝子暗号解読をやっておりました｡こ

れは難儀なことに,相手は-ーバードの医学部と

パリのパスツール研究所という,世界のバイオの

強豪と相手になったんです｡向こうは天下の横綱

であります｡私の所の大学はまあ前頭の15枚目ぐ

らい｡ 10番対戦したら9番は負けです｡しかし前

頭15枚目でも優勝することがあるんです｡先場所

の責闘力のように｡私どもの研究も最後に逆転溝

皇ホーマーというものがあり,本当に感動しま

した｡

なぜこんなことができるんだと考えると,みん

なの遺伝子のスイッチが入ったとしか考えられま

せん,その原因の　つは筑波大学という世界的に

見て名もない大学を,世界の一流大学にしようと

いう,そういうスローガンを大学が掲げたわけで

す｡私が掲げたんじゃないですよ｡大学を世界の

大学にしようと｡本当は日本一流だって大変

なんですよ｡これが世界一流｡大きな声では言え

ないけれど,日本で一番いい大学といわれても世

界で100番目ぐらいらしいんです｡そうすると

r世界の100番目にしよう｣じゃスローガンにな

らない(笑)｡

特にサイエンスの世界では,日本で一一番といっ

たって,これはあまり値打ちがない｡サイエンス

というのはグローバルスタンダードですから, E]

本で威張っていたって, R木の中では通用するけ

れど,サイエンスの世界では通用しない｡どうせ

なるなら,いっか分からないけれど｢-世界の-疏

大学を目指そう｣という大学のスローガンを掲げ

たから,私はそれを少し私なりに実行してみよう

と決jL､しました｡大学でしたから良い学生を育て

よう,そして,その人達と　緒にいい研究をやろ

うと患って,私は決心をしました｡

私は研究は心定めが大事だといいます｡ボスが

心を定めなければ,研究はなかなかできない｡

｢よし,ひとついい研究をしよう｣と決心して学

長の所に言いに行きました｡学長に｢あと3年以

内ぐらいに,私どもの研究室からいい研究を出し

ます｣と言いに行くんです｡学長は非常に喜んで

くれました｡私どもの大学は教授が500人いるん

ですけれど,そんなことを言うてきたやつは1人

もおらんという｡ ｢もう大いにやってくれ｡でき

るだけ応援する｣と約束してくれたんですけれど

も,なんの応援もしてくれなかった(笑)｡まあ精

神的な励ましをいただきました(笑)｡これは大き

なものです｡

しかし,この学長がなかなか厳しくて｢お前,

そんなよい格好して,みんなに言うているんか｣

と言われたので, i言うています1と言いましたO

私どもは, ｢世界の項を目指そう｣というスロー

ガンを書いて研究室に張っておりました｡朝晩そ

れを見ながら研究室に入ってくる(笑)｡ rお前,

しかし,そんなよい格好して,できんとき,どう

するのか｣と心配していましたO　私はIできな

かったら,私は大学を辞めさせていただきます｣

と,こう言った｡

本当は辞めたかどうかは分からない(笑)｡ R本

の大学は,立派な研究をしていなくても大学を辞

めなくてもいい｡素晴らしい講義をして,学生さ

んを感動させなくても,辞めなくてもいい｡大き

な声では言えませんけれども,女性とお金のス

キャンダルさえばれなければ(笑),定年まで｡も

ちろん日本の大学にも立派な先生はたくさんおら

れますが,制度としては,プロではないんです

ね｡プロは結果に対して責任を取れなきゃ駄冒な

んです｡その点はアメリカの大学はプロなんで

す｡できなかったら契約を更新しません｡研究費

が取れなかったら｢そうですか｡研究やめてくだ

さい｣｡ということは,研究する座におれなくな

るわけです｡だから,プロを相手にするときに,

せめてこちらはプロの心構えをしておかないと最

初から負けです｡私はプロの棋界を少し見てきた

ので｢負けたら辞めます｣と言いました｡今の日

本で大学の教師を辞めたって飢え死にすることは

ないわけです｡ひとつ勝負をしようと考えたん

です｡

私は,筑波大学を大変気に入りました｡新しい

所です｡しかし世間的に筑波大学というのは評価

が大変悪い｡私は｢なにくそ,今に見ておれ｣と
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思いました｡いい大学かどうかというのは議論を

していても駄目なんです｡結果を出さないと｡結

果は教育と研究しかない｡ところが教育というの

は時間がかかりますね｡本当に立派な教育をやっ

たかというのは,そう短期間では評価できない｡

しかし研究は評価できます｡ 3年とか5年で結果

を出さねばならないのです｡しかも私にとってあ

りがたかったのは,私どもの研究が高血圧の原因

を突き止めるということに役立っ｡世界中に何億

人という高血圧で困っている人がいる｡こういう

人たちに役立っ研究ができる｡これは私どもには

大変ありがたかった｡しかも皆さんの税金を使っ

てやっている｡これは頑張らなくちゃと思ったん

です｡

だから,最後の遺伝子暗号の解読をやった大学

院生は3時間ぐらいしか寝ていない｡みんな研究

室に寝袋を持ち込んでやったんです｡彼らは,普

通は7時間か8時間寝ないと絶対もちませんとい

う人ですから｡ 3時間でもつんです,しばらく｡

ずっとはもちませんけれども｡その間はスイッチ

がオンになったとしか考えられない｡本当にこの

遺伝子解読をやったのは,私ではなくて

歳の大学院の学生さんが本当に頑張ってくれた｡

それで逆転満皇サヨナラホーマーが起こりまし

た｡だから私は,感動することだとか喜ぶことが

遺伝子のスイッチをオンにするというふうに思っ

ております｡

3)遺伝子のスイッチをオンに

逆転満皇ホーマーのときは感動できるわけで

す｡しかし,そんなことは人生にそうないO毎日

毎R,喜べるか｡私が毎日患いたいと思っている

のは,生きているだけでもすごいことなんだとい

うことです｡この細胞1つ,何十兆円出しても買

えないんです｡それを私どもは何十兆個も持って

いる｡だから体というのは,自分のものであって

自分のものではない｡大自然からのギフトだと思

います｡なぜなら,私どもの体を分ヰ斤していく

と,水素とか炭素とか窒素にぶち当たる｡これは

どこから来ているのか｡もとは地球の元素なんで

す｡地球の元素はどこから｡宇宙から来ている｡
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だから私どもの休は,自分のものだと思っている

けれど,宇雷からの,地球からの借り物かもしれ

ません,だからレンタルなんです,休は｡

その証拠に,全部返します｡全部死ぬわけで

す｡自分のものだったらずっと持っていられるも

のなのに,全部,生き物は死ぬ｡大自然から借り

てきて,一定期間借りて,それを返す｡レンタ

ル｡しかもレンタル料は一銭も払っていないわけ

です(笑)｡貸主はだれかって,よく分からない｡

大自然｡サムシング･グレートという｡サムシン

グ･グレートは｢レンタル料を払え｣というよう

なけちなことは言わないと思います｡聞いたこと

はないけれど(笑)｡請求書が来ないわけですから｡

サムシング･グレートというのは何かよく分か

らないところもありますが,すべての命の親の親

の親一一と考えればいいんです｡そうすると私ど

もは,みんな子供なわけです｡親は子供のことを

思っているはずなんです｡子供の幸せを思ってい

るはずなんです｡だから私どもは,やっぱり幸せ

にならねばならないんです｡しかし,その幸せは

自分の幸せだけではなくて,周りの人,家族の幸

せ,あるいは,できるだけ多くの人の幸せにつく

して,そして,できればサムシング･グレートと

-緒に喜ぶような気持ちになるということが,私

はスイッチをオンにすることだというふうに考え

ています｡

だから,喜ぶのでも自分の喜びだけではなく

て,多くの人と一緒に喜ぶ｡喜びというのは人に

与えると増えていくんですね｡ 1人で喜んでいる

よりも,多くの人に｡喜ぶということが喜びを増

やしていきます｡物は人にやると減りますけれど

も(笑)｡だから,少なくとも私の結論は,私ども

一人一人には素晴らしい可能性があるo　その遺伝

子をなんとかスイッチをオンにしたら,自分も生

き生きするし周りの人も生き生きできるような,

そういう人生が送れるのではないかと患います｡

そういうことに科学が役立ち始めたという点で,

大変エキサイティングな時代を迎えつつあると

思っております｡どうもご清聴ありがとうござい

ました｡
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