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　ただいまご紹介にあずかりました京都大学化学研究所の梅田と申します。

　今日は、「地球の体温、私の体温」というタイトルでお話しさせていただきます。寶先生、ベッカー

先生の非常にグローバルな話から、話題が少し変わりまして生物の話になります。

　ご紹介にありましたように、私はいわゆる生物学者で、平たく言いますとハエの体温調節の研

究をしております。それも、分子というとても小さなレベルで研究をしています。このような私が、

グローバルなお話をするのはいわゆる針の

穴から天をのぞいて議論するようなものだと

思いますので、今日はあまり気張らずに、ま

ず少し私共の研究を紹介しまして、その研

究の過程で私が考え、思うことを紹介して

いこうと思います。その中で、皆様がこの会

場を出るときに一つでも心に残ることがあれ

ば幸いだと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。（図１）

　まず、私は京都大学の化学研究所という、日本の化学研究の中心的な研究所で研究をしてい

ます。化学といいますと、化学物質を合成することをご想像するかと思いますが、化学という学

問は、物が変化することわり（理）をとても深く追求していくという学問でもあります。したがって、

その対象はとても広くて、化学物質ばかりでなくヒトを含めた生物も含まれます。実際、私のい

る化学研究所はとても大きい研究所でして、その中では物理学から生物学、薬学、農学、医学まで、

非常に幅広い分野の研究者が研究をしております。

　「生物は複雑な分子の集合体」（図２）

　そこで、まず化学という視点から生物を見ると、どうなるかをご紹介しようと思います。この図は、皆

さんの指ですが、指をどんどん、どんどん小さく分けていくと、皮膚があって、その皮膚の下に細胞が集まっ

ています。さらに、その細胞の中には、オルガネラという小器官があります。さらに、これらの構造物は

すべて分子が集まって出来ていまして、それをもっと小さくすると、ナノメーター以下の原子になります。

31

講演 3 

地球の体温、私の体温

化学研究所教授　　梅田　真郷



のサイズが変わるのではないかと考えています。

　

　「温度と生物」（図４）

　このように、私たちの体は分子が集まっ

て出来ていまして、分子の存在状態や動き

など、いわゆるその活性は温度によってと

ても強く影響されています。現在、地球の

温暖化でさまざまな生物が絶滅していること

からわかりますように、温度は生命活動に

おいてとても大事な因子です。

　私達が普段生活している時、あるいは

様々な生物が生きている時には、とても大

きな温度幅の中で生きています。環境温の大きな変化を克服した生物が今に生きているわけで

すが、いかに温度変化を克服してきたのだろうか、生物は温度に対してどのように反応している

のだろうか、このような温度に対する生物の応答の仕組みを研究する学問分野である温度生物

学という分野は、現在の生物学の中でも未開拓の研究分野になっています。

　「様々な動物の体温」（図５）

　生物と温度との関わりを研究する中で、

私たちが最初に注目したのは体温です。私

たちの体温がどのように決まっているのだろ

うかというと、実はまだ分かっていないの

です。私たちの体温はおおよそ３７℃です

が、鳥はやや高く４０℃です。動物の体

温は、気候や風土、食性、エネルギー代

謝などの様々な要因によって影響を受けま

すが、それぞれの個体の体温がどのように

決まっているのか、そのメカニズムはまだ解っていません。

　この図には、いろいろな動物の体温域が非常に大まかに示してあります。いわゆる水

色系で示したのが変温動物で、両生類とか爬虫類が含まれます。変温動物は比較的幅広

い温度域で生活しています。一方、動物の中で哺乳類と鳥類の２つの動物種は、その体

温をかなり一定に高いところに保って生活しています。このような動物は、皆さんご存じ

のように恒温動物と呼ばれます。
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　このように見て行くと、ちょっと乱暴です

が、私たちの体は分子が集まって出来上がっ

ていると考えることができます。現代の科学

技術の進歩によって、私たちの体がどのよ

うな分子で出来ているのかということが、ど

んどん明らかになって来ています。しかし、

多くの分子がどのように集まることによって

細胞や生物になれるかというと、これはもう

全く解っていません。このような分子の非常

に複雑な集合体を超分子と呼びますが、分子の集合体として生物の仕組みを知るという学問を、

私達は超分子生物学と呼んでいます。

　「ショウジョウバエのスーパーセンサー」（図３）

　もう１つ例を示します。これは細胞の電

子顕微鏡写真ですが、細胞は細胞膜という

膜で必ず包まれています。その膜を拡大し

て見ますと、この青と赤で示した脂質とい

う分子が集合するだけで出来ていることが

判ります。

　さらに、この細胞膜を作っている脂質分

子は、積み木のようにじっとしているのでは

なく、それぞれが活発に運動しています。

この図では、脂質分子が細胞膜の内側と外側を活発にとんぼ返り運動をしている様子を示してい

ますが、このような運動をしていることが生きていると言うことなのです。私の研究室では、この

ような分子の運動をちょっと変えたらどうなるのだろうか？という様な研究もしております。

　例えば、ショウジョウバエでは、体のサイズが非常に小さくなります。ショウジョウバエについ

ては後程、もう少し詳しく説明しますが、このサイズの変化は大体８０キログラムの人が６０キ

ログラム位になった勘定になります。ハエはこのような分子運動の変化を感じて、体の大きさを

変える特異なセンサー、いわゆるスーパーセンサーを持っていると思われますが、その実体はま

だ解っていません。

　また、体のサイズはその動物が成育する温度によっても変わります。ショウジョウバエは、高

い温度で飼育すると小さくなり、低い温度で飼うと大きくなります。このような現象は熊などの恒

温動物ばかりでなく、トカゲやハエなど様々な動物で観察されていまして、「温度とサイズのルー

ル」と呼ばれています。私達は、生物を構成する分子の運動が温度によって変わることにより体
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　２５℃で飼育したショウジョウバエの幼

虫を２８℃の場所に置くと、始めは暑く感

じてパッと分散しますが、一定時間経つと

集まってきて、約２０分で２２℃辺りに集

まります。例えば、飼育温度を１８℃や

３０℃にすると、その成育温度に応じて低

い温度域あるいは高い温度域に集まってき

ます。彼らは自分の育った温度を覚えてい

るのです。

　次に、ハエの食餌を変えると、例えば餌の中のタンパク質や脂質の量を変えると、ハエの

選択温度も非常に再現性良く変わります。通常の餌は、コーンミールと酵母が主な成分です

が、完全に合成の培地に変えて、無菌的に飼育します。さらに、この餌にリノール酸という

不飽和結合を多く含む脂肪酸を加えてやると、ハエは再現性良く低い温度を選択するように

なります。赤外線カメラで幼虫の体温を観察してみますと、移動した場所の温度にすぐに変

化しています。したがって、彼らは、食べ物によって好きな温度（体温）を変えているようで、

おそらく、体のエネルギー代謝のレベルや生化学的な変化に応じて緻密な体温調節をしてい

ると考えられます。

　「温度選択性に異常を来したショウジョウバエ変異体の作製」（図８）

　それでは、このような体温調節の元になっ

ているメカニズムは何なのだろうか？それを

分子のレベルで理解しようと試みました。

私たちは分子遺伝学という方法を用いて研

究を進めました。これが、ショウジョウバエ

の遺伝子で、遺伝子はたんぱく質というの

をつくる元になっている暗号です。この遺伝

子の１カ所だけを破壊したハエの家系を数

多く作ります。このハエは子々孫々、一つ

の遺伝子が壊れている訳ですが、その中で選択温度が変わった変わり者、変異体を見つけてや

る。変異体を詳しく調べて何が変わったかを突き止めることによって、本当の仕組みの一端を知

ることができます。

　「低温選択性を示す「暑がり」変異体」（図９）

　この変異体は、「暑がり」の変異体で、ワイルドと書いてある野生株に比べて、一目散に冷た
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　「変温動物と恒温動物」（図６）

　まず、この変温動物と恒温動物の仕組み

の基本的に何が違うか、をご説明します。

この図の横軸が外気温で、縦軸が体温です。

哺乳動物のような恒温動物は、外気温が下

がっていきますと体の熱の産生が上昇して、

体温を維持しています。何もしてないときの

熱産生、基礎代謝といいますけれども、こ

れも変温動物に比べると大体３倍から４倍

の非常に高いレベルになっています。一方、

変温動物は熱産生、自分の体でつくる熱は少なく、外気温が下がっていきますと、体温もどんど

ん下がっていきます。この違いが恒温動物と変温動物の大きな違いです。

　皆さん、この２つの絵に共通すること、何か思い当たりますでしょうか。これはトンボ、これは

イグアナですね。この２つに共通するのは、「暑い」ということです。子供の頃、よく見かけたと

思いますが、トンボは暑くなると逆立ちして、上からの太陽の光を避けて、体温の上昇を防いで

います。

　ウミイグアナも、海に潜って体が冷えると、岩の上に体をつけて暖かくし、暑くなりすぎると、

このように太陽に顔を向けて日陰をつくり、暑い岩から体を離して体温調節をします。このような

行動による体温調節を行動性の体温調節と言います。それでは、このような変温動物はどのよう

にして自分の体温を決めているのだろうか？そのメカニズムは何なんだろう、というのが、私たち

の最初の疑問です。

　私達は、ショウジョウバエという小さいハエを材料にして研究を始めました。ショウジョウ

は、中国の架空の動物で、「人面に似て、人語を解して、お酒を飲む」ことから、この目

の赤いハエが名付けられました。ショウジョウバエはおおよそ１匹 0.8ミリとか１ミリぐらい

のとても小さなハエです。このハエの飼育はとても厳密でして、この様なチューブの中でそ

れぞれの家系が飼われています。庫内の温度は、２５℃で湿度６０％、朝は９時に電気

をつけて起床させ、夜９時に消灯して寝かせます。夜と昼のサイクルのある規則正しい生

活をしています。

　「ショウジョウバエの温度選択行動」（図７）

　まず、ショウジョウバエに好きな温度があるかどうか、私たち自身で装置をつくり、調べてみま

した。この装置は、アルミ板にペルチェ素子という温度を自由に調節できる板を付けて、このよ

うに温度の勾配を作ることができます。ハエの成虫はあちこちに飛んで行ってしまい測定が難し

いので、幼虫を使って研究を始めました。
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体は代謝活性が非常に上昇していることが判りました。また、ピルビン酸脱水素酵素という私

達のエネルギー代謝をコントロールする酵素の活性も二倍くらいに上昇していることが判りまし

た。さらに「暑がり」変異体で発現が減少しているジストログリカン蛋白質の遺伝子を導入して、

この蛋白質の発現を上げると代謝活性もピルビン酸脱水素酵素の活性も元に戻ることが判りま

した。

　「昆虫の体温調節は省エネ型」（図１２）

　その後の、詳細な解析は省略しますが、

これまでの研究をまとめますと、ショウジョ

ウバエの幼虫は代謝によって消費される酸

素の濃度を指標に、自分の代謝活性のレベ

ルを測っていることが判りました。さらに、

酸素濃度を指標に自分の体温を調節してい

ることが判りました。つまり、体内の酸素濃

度が下がっている時は、エネルギー代謝が

活発だと判断して、冷たい場所に移動する

ことが判りました。このように自分の代謝レベルに合わせて体温を調節していることが明らかにな

りました。私たち恒温動物は、たくさんの食物を摂取することにより、エネルギー代謝を常に高

いレベルに保って、熱を放出することにより高い体温を維持しているのですが、ハエは、自分の

エネルギー代謝のレベルに合わせて体温を調節しています。ハエは必要なときだけ体温を上げ

たり下げたりする、いわゆる省エネ型の体温調節をしていることが判りました。

　「環境温と恒温動物の体温との関係」（図１３）

　私たちの体温が３７℃とは、体の深部の

体温、いわゆる核心温が３７℃ということ

でして、体表面の温度、足や皮膚温は外気

温の変化に従って２７℃からの様々な温度

になっています。この図は、環境温の変化

に対して核心温がどのように変わるのかを、

様々な恒温動物で調べた結果です。この図

が示しますように、ヒトは最も体温調節がす

ぐれた動物でして、環境温の変化に関わら

ずほぼ３７℃に核心温を保っています。それでは、その理由は何なのでしょうか？
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い場所に移動して行きます。この「暑がり」

変異体は、雄も雌も、子々孫々、暑いとこ

ろが嫌で、冷たいところに走っていきます。

また、この低温域で動けなくなっているので

はなく、動き回っています。このようにして、

温度選好性の異なった「暑がり」、「寒がり」、

「暑さ知らず」などの変異体を分離しました。

次に、少々複雑になりますが、「暑がり」変

異体では、分子のレベルで何が変化して低

温選択性になったのか、その研究の経緯を紹介します。

　「ショウジョウバエでのジストログリカンの発現部位の蛍光顕微鏡観察」（図１０）

　まず、「暑がり」変異体では、ジストログ

リカンという名前のタンパク質が少なくなっ

ていることが分かりました。ジストログリカ

ンは、ヒトでは筋肉がだんだん衰えていく筋

ジストロフィーという病気に関連したタンパ

ク質です。この蛍光顕微鏡の観察像は、ショ

ウジョウバエの口先の温度を感じる部分の

像ですが、このタンパク質が神経細胞を包

むグリア細胞に多く発現していて、「暑がり」

変異体ではその発現量が少なくなっているのがわかります。

　「ショウジョウバエの身体検査」（図１１）

　さらに、ハエのどこが変わっているのか、

様々な身体検査をします。まず、ハエの身

体検査をする道具を自分たちで作るところ

から始めます。この図は、ハエの代謝活性

を測る装置です。１ ml の注射筒の中に二

酸化炭素を吸収するビーズを入れておいて、

呼吸して排出する二酸化炭素を吸収するこ

とにより注射筒内が陰圧になり、この目盛り

を測定することによりどのくらいの二酸化炭

素が排出されたかが分かります。このようにしてハエの代謝活性を測定しますと、「暑がり」変異
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いることになり、常に活発な脳活動を高い

代謝率で維持していることが見て取れます。

したがって、体温調節とヒトの知能の発達

が密接に関係していて、発汗を介した優れ

た冷却装置を備えることにより、高い基礎

代謝と脳活動を維持することができるように

なって、このことが私たち人類の進化にとっ

て極めて重要な意味を持つと考えられてい

ます。

　これは、アメリカのフロリダにあるディズニーワールドで撮影した写真ですが、早春ということ

もあり私自身は肌寒く感じ長袖、長ズボンでしたが、周りを見回すと、向こうの人は皆、半袖、

タンクトップでいるのに驚いたことがあります。海外旅行した時には、当地での服装を気にかけ

て観察するのですが、その土地の食生活によって服装も変わっていて、それが人のエネルギー

代謝レベルと関係しているのではないかと考えられています。

　「基礎代謝の季節変動」（図１７）

この図は、年間の平均気温と日本人の基

礎代謝率の変化を示していますが、この

ように私たちの基礎代謝は季節で変動し

まして、夏の暑い時は低く、冬場は高くなっ

ています。このような基礎代謝の季節変

動は西洋人にはあまり観察されていなく

て、穀物を食べるアジア人に多く観察され

ています。したがって、私たち東洋人は、

外気温に合わせて知らず知らずのうちに

省エネ型の体温調節をしている動物であるとも言えます。

　しかし、この季節による基礎代謝の変動の幅も終戦後から減少傾向にあって、以前は２５％

から２０％ぐらいの基礎代謝の変動があったものが、現在では約１０％位の変動率になってき

ています。この変化と呼応したこととして、ご飯などの糖質の摂取量の減少とあわせて、脂質の

摂取量の増加が指摘されていまして、このような食生活の変化と基礎代謝の季節変動の減少が

密接に関連しているのではないかと考えられています。

　「日本における食生活」（図１８）

　これは、フランシスコ・ザビエルが日本から本国へ送った手紙の一文ですが、ザビエルは
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　「ヒトの恒温性の理由その１：高い基礎代謝」（図１４）

　ヒトが恒温性である理由の一つとして、

その高い基礎代謝が挙げられます。つまり、

常に多くの食物を摂取して、熱を常時産生

しているのです。

　ヒトは、食物として摂取したエネルギー

のうちの約７０％を熱として放出して、体

温調節に使っています。よく、多くのヒトが

集まって「人いきれ」がすると言いますが、

大人１人当たり１００ワットの白熱電球と

同じくらいの熱を発散しています。私達は、このような熱を産生する高い代謝活性を維持するた

めに、常に多くの食物を摂取し続けなくては生きていけない動物と言うことになります。

　「理由その２：ヒトには毛がない」（図１５）

　さらに他の動物とヒトとで大きく違ってい

る点は、ヒトには毛がない、ということです。

この無毛性がヒトの進化に大きな役割を果

たしたと考えられています。毛がないことは、

多量の熱を発生させた際にオーバーヒート

を防ぐ大事な役割を果たしています。ヒトの

皮膚には、エクリン汗腺という水分を多く含

む汗を排出する腺が約２００万あります。

このエクリン汗腺から排出された水が蒸発

することによって体を冷やしています。1 時間のウォーキングで１００ミリリットルの汗をかくと、

体温を１℃下げることができます。私たちは、１日最大で約１２リットルの汗をかくことが出来

ます。数多くの動物種の中でも、あの暑い中で４２キロも走ることが出来る動物は人間だけです。

以上まとめますと、ヒトは、その高い基礎代謝と効率の良い発汗によって厳密に体温を調節して

いる動物であることが判ります。

　「人類の進化と脳の基礎代謝上昇」（図１６）

　もう一つ、このような高い基礎代謝が人類の進化と深く関わっていることをご紹介します。この

図は、総基礎代謝に対して、脳で利用される代謝の割合をヒトとその祖先で示したものです。

横軸が脳で使われる基礎代謝の割合、縦軸が各年代を示していますが、ヒトに進化するに従い、

脳で使われる代謝の割合が増えて来ています。現代人では、約２４％の基礎代謝を脳に回して
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　このような電力消費の増加は、とりもなお

さず私たちの体温調節の結果生まれたもの

です。やはり年配の方、病弱な方は、体温

調節の能力が落ちておりますので空調の管

理が必要ですけれども、果たして、これ程

の快適を望む必要があるだろうかという疑

問もあがります。同様の現象は、福岡市だ

けではなくて、大都市圏の様々な都市で観

察されています。

　「生物の体重当たりのエネルギー消費量」（図２１）

　この図は、生物の１グラムの体重当たり

のエネルギー消費量をざっと比較したもの

です。単細胞生物を１としますと、変温動

物が１０、恒温動物はその１０倍の１００、

私たち人類は、さらに電気などのエネルギー

を使うために単細胞の１０００倍以上のエ

ネルギーを消費しています。要するに、人

は他の生物をたくさん食べてエネルギーに

し、さらに化石燃料などのエネルギーを多

量に使う、地球にとってはきわめて傍迷惑な生物ということになります。下の図には、紀元前から

の人口の推移が示してありますが、産業革命の後に爆発的に増えています。多量のエネルギーを

消費する生物、人類がこれだけ増えてきているということは、地球にとても大きな負担をかけてい

ることになります。

　「地球温暖化による生物多様性の減少」（図２２）

　最後に、地球温暖化による生物多様性の減少の意味するところを少しご紹介しようと思いま

す。地球の温暖化で生物が絶滅していくということは新聞等でしばしば報道されています。この

図は２００４年に、地球の温暖化によって２０５０年までに１００万種以上の生物種が絶滅

すると予測した論文をＢＢＣニュースが取り上げたものです。地球温暖化による生物種絶滅の

原因は、未だ明らかではなく、例えば爬虫類等では、その性比が温度によって変化することが

絶滅の原因である可能性が指摘されています。このように様々な生物種が絶滅することは、地球

上の生物の多様性が減少することを意味しています。生物多様性については、午後にお話しさ

れる白山先生、パネリストの矢原先生がご専門で、私は専門外ですので深く立ち入りませんが、

4140

日本で余程食べ物に困ったものと見えます。

牛乳はない、肉もない。日本人は、ここに

赤で示したように、「日本人は自分等が飼う

家畜を屠殺することもせず、また、食べもし

ない。彼らは時々魚を食膳に供し、米や麦

を食べるがそれも少量である。但し彼らが

食べる野菜は豊富にあり、また僅かではあ

るが、色々な果物もある。それでいて、こ

の土地の人々は、不思議な程の達者な身

体をもって居り、稀な高齢に達する者も多数居る」とあります。少ない食物によっていかに健康

を維持できるか、ということを以前の私たち日本人が示しておりました。現在の日本人の肉食は、

羊が血を滴らせて牛肉を食べているような感じかも知れません。このような食生活の変化によっ

て、私たちの体の仕組みも随分変わってきたと考えた方が良いと思います。先ほどのベッカー先

生の講演にありましたように、その土地、土地の近場で採れる食材を食べるように心がけるのが、

生物学的にも重要なことではないかと思います。

　「ヒトの行動性体温調節」（図１９）

　最後に、本日の講演のタイトルとなって

いる「地球の体温」と「私の体温」につ

いてお話ししようと思います。この図は、

私たちヒトの典型的な行動性の体温調節を

示しています。こちらの Itohigemujica 

Japonicaさんは、とても低い温度の２２℃

が好きなのに対し、こちらの女性の

Yamatonadeshica Japonica さんは寒がり

で、いつも２６℃にクーラーを設定します。

　「福岡市での気温と電力供給量」（図２０）

　この図は、２００６年に熊本大学の先生たちが報告した論文から拝借してきたものですが、

福岡市の壱岐でのピーク電力供給量を示してあります。横軸が、２００４年の上半期と下半期

における、その日の最高あるいは最低気温を示しています。２００４年の上半期をみますと、

気温の上昇に伴ってピークの電気の供給量が上昇しています。一方、下半期になりますと、非常

に正確に気温に感応してエネルギーを使っております。下半期になりますと、気温の低下に伴っ

て電力消費量が上昇しています。
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ますが、それでは温暖化が地球上の微生物

にどのような影響を与えるのか全く解ってい

ません。微生物は、私たちの腸内に、また

食物にも多くの微生物がついていますが、

微生物の菌相が変わることで私たちの健康

にどのような影響があるのか、計り知れな

いものがあります。

　私たち研究者は、温度と生物の関わりに

ついて分子レベルの事柄から生態系までを

含めて、様々な視点から研究を進めていく必要があると思います。そろそろ時間も参りましたので、

今日はこの辺りで講演を終わらせて頂きます。ご清聴ありがとうござました。（拍手）

4342

ここでは生物多様性について別の観点から

ご紹介しようと思います。

　学術論文では、例えば、南米のトカゲや

カエルが絶滅した原因についていろいろ議

論されていますが、それでは、カエルが居

なくなっても私たちの生活に大きな影響を

及ぼさないのではないかと、皆さんお感じ

になるかと思います。しかし、生物の多様

性が失われることが意外な面から私たちの

生活や健康に影響を及ぼすことになるのです。

　「ヒトは一個の生命体ではない」（図２３）

　と言いますのは、１つは、実は、私たち

は１つの生物ではない、と考えられるように

なって来ているからです。例えば、私たち

の腸内にいる細菌の種類は約１０００

種、その数は私たちの体を作る全細胞数の

１０倍、遺伝子数は約１５０倍と言われて

います。また、私たちの上腕の内側には

１８２種の細菌が住んでいて、その内の

３０種は未知の細菌でした。各個人によっ

て生息する細菌は異なり、また半年経つと菌の種類が変わると報告されています。また、この図は、

まつ毛や眉毛にも多くのダニが生息していまして、皮膚の老廃物や有害な細菌の侵入を防いでい

ると言われています。このように見ますと、実は私たちは１つの独立した生物ではなく、多数の生

物と一緒に住むことにより１つの生命体を形作っています。実際、私たちの体は、腸の中の細菌と

交信し、お互いにコミュニケーションをとっていることも判って来ています。ハエの話で恐縮ですが、

ハエは、腸内細菌が居なくなると寿命が短くなりますし、ネズミも腸内細菌を除くと、約３０％余

計に食餌をとらないと体重が減少していくことが報告されています。また、腸の中には、細菌のつ

くる脂肪酸や温度を感じる蛋白質も見つかって来ていますが、まだ、どのような機能を果たしてい

るのか判っていません。

「私たちは微生物の惑星地球に生まれてきた」（図２４）

　地球の歴史を考えると、私たちは、もともと微生物が住んでいた惑星地球に生まれた新しい動

物の１種に過ぎません。また、地球の温暖化によって、生物種が大きく変化すると考えられてい
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