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はじめに

拍数（74.0 vs. 65.8 bpm、p<0.001）、SpO2（85.2 vs.

ヒトをはじめとする哺乳動物の概日リズムの主

96.6％、p<0.00001）。すなわち、高地（ラダック）

時計は、視床下部視交叉上核（SCN）にあり、そ

住民高齢者は高知県 T 町の住民に比し、臥位拡張

の分子機構は時計遺伝子の転写・翻訳と産物の核

期 血 圧 が 高 く、 脈 拍 数 が 多 い 2）。Phy（3250 m、

移 行 に 基 づ く、negative feedback 機 構 で あ る。

n=17）
、Chumathang（4193 m、n=29）、Sumdo（4540

SCN にある主時計が、身体のほとんど全ての細胞

m、n=38）、Karzok（4647 m、n=84） の 男 性 住 民

にある末梢時計を同調することにより、統一のと

の SaO2 は各々、90.7、87.2、83.4、85.4％（p<0.0001）

れた時計機構が形成される。この主時計による末

と高地になるほど低酸素状態で生活しており、拡

梢時計の同調には、自律神経系がその主な働きを

張期血圧が高く、脈拍数が多いことの成因として、

している。近年、体内時計の non-clock function が

慢性の低酸素血症の関わりが推測された 3）。

注目され、時計機構と高血圧・高脂血症・糖尿病

しかしながら疾病罹患度は、日本に住む人々と

等の生活習慣病、骨過形成（あるいは、骨粗鬆症）
・

比較して、さほど見劣りがしない。例えば、脳血

発癌・寿命等との関わりが報告されている 1）。

管障害を引き起こす心房細動という不整脈は、ラ

それでは高所に住む Ladakh（ラダック）の人々
の生体リズムはどうなのであろう。

ダック住民にはほとんどみられない（2007 年 6
月から 10 月に調査した 20 ～ 86 歳の 448 名のう

ラダックはチベット高原に隣接する標高約 3000

ち 0 名）2）。脳血管障害（脳梗塞・脳出血例；3％）

～ 5000 m の高地に位置し、ヒマラヤ連山の麓に

や狭心症等の冠動脈疾患（2％）患者の発症も、

点在する集落と砂漠地帯からなる人口 20 万の地

決して多くはなく、むしろ日本に住む人々よりも

域である。2008 年に実施したラダック（平均年

少ないくらいである 2）。何故であろう？

齢 76.3 歳の 39 名）と高知県 T 町（平均年齢 76.1

その背景を探るにあたっては、ラダックに住む

歳の 51 名）の高齢者健康調査で、身長、BMI、

人々の生体リズムの有無を調べてみることが必要

座位の収縮期血圧と拡張期血圧、臥位の収縮期血

である。そこで、重力センサーと体位記録計を用

圧と拡張期血圧、脈拍数、SpO2 の測定値を比較

いて活動量の日内変動を観察し、そのリズム解析

し て み る と 次 の 通 り で あ っ た。 身 長（158.2 vs.

を行った。

155.1 cm、N.S.）、BMI（24.2 vs. 23.5、N.S.）、 座
位収縮期血圧（142.2 vs. 139.6 mmHg、N.S.）、座

対象と方法

位拡張期血圧（84.6 vs. 80.4 mmHg、N.S.）
、臥位

4500m の高所、ラダック地域の Korzok に住む

収縮期血圧（137.6 vs. 129.9 mmHg、N.S.）
、臥位

地域住民（76 歳男性）と、同様に 4500 m の高所

拡張期血圧（79.6 vs. 71.6 mmHg、p<0.0001）、脈

Korzok 地域で生活を営んでいる遊牧民の 73 歳の
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老人を対象とした。前者は、一定の場所に定住し

デイアンリズムが観察された。その地で商店を経

て高所での生活を続けている。後者は、遊牧民で

営する 76 歳の老人である。起床時刻は午前 7:00

あり、定所にとどまることなく Korzok 地域を中

で、7:30 に店を開くことを日課としている。睡眠

心に家畜とともに遊牧の旅を繰り返している。

は良好。13:30 から翌日の 14:18 分までの活動量

身体活動量の日内変動の記録はアクテイブト

（0.05 g 以上の運動回数）を 20 秒ごとに記録して

レーサー AC-301（GMS 社製、東京）を用いて、

いる。その時系列を図 1 上段に図示している。こ

3 種類の重力を設置し、体位変換とともに記録し

の時系列データを MEM スペクトル解析してみる

た 4）。アクテイブトレーサー AC-301 の大きさは、

と、図 1 下段のように 24.31 時間のサーカデイア

高さ 52.0 mm、幅 80.0 mm、厚さ 17.0 mm で、そ

ンリズムが抽出されている。

の重さはわずかに約 72 g である。通常、腰のベ

表 1 右に、この身体活動量の時系列に包含され

ルトに固定しておけば身体活動量の記録が可能で

ている、さまざまなリズム性を列挙している。最

ある。

も明瞭なリズムが 24.32 時間を周期とするサーカ

通常は、1 msec の分解能で心拍 RR 間隔の同時

デイアンリズムであり、次に大きなリズムは 4.94

記録が可能であり、心拍変動や心拍複雑性解析用

時間であった。その後、順に、6.68 時間、13.48

の RR 間隔時系列データが同時記録できるが、今

時間、1.13 時間、2.42 時間のリズムと続く。4500

回は高所の地域住民を対象としているため、ごく

m の高所にても、そこに住み商店を営む老人には

自由な日常生活の記録を観察するため、敢えて

明瞭なサーカデイアンリズムが維持されていた。

RR 間隔の連続記録は実施しなかった。

次に、遊牧民（73 歳男性）の身体活動量解析

身体活動量記録のための重力変化の感度値は、

の結果を示す。同様に 4500 m の高所 Korzok 地域

0 ～ 4.0 g までの範囲で任意に設定できる。今回

で生活を営んでいる 73 歳の老人であるが、遊牧

設定した感度値は、0.01 g、0.05 g、0.20 g で、こ

民であるため、商店を営んでいる上述の老人とは

れまでに計測を重ねてきた平地に住む日本人の記

通常の生活スタイルが異なっているはずである。

録と、同様の条件に設置し、リズム解析に用いた。

ある 1 日の身体活動量の記録のリズム解析結果

設定された感度値の身体活動量の有無を、0.01 秒

は、図 2 の通りである。

毎に計数し、1 分毎の計数値として連続して記録

記録する体動の感度（重力加速度 ; g）を、0.01

していく。体位変換の記録は、傾斜角度が、垂直

g、0.05 g、0.20 g に設定し、この 3 者から求めた

より 50 度± 10 度の変化があった場合に傾斜あり

合成加速度を記録した。あわせて体位の記録を、

と判定され入力されてゆく。

60 度以上傾く動きがあった場合のカウントとし

身体活動量の記録は、25 時間以上行い、記録

て記録した。いずれも 20 秒毎にカウントし時系

し た 時 系 列 デ ー タ は、 ス ペ ク ト ル 解 析 ソ フ ト

列データとしている（図 2 上段）
。体位変換の記

MemCalc 解析法を用いて実施した。スペクトル解

録があるため、就床時刻と起床時刻が明瞭に観察

析の手法は、いろいろな種類があるが、このソフ

できる。就眠中、排尿起床することなく熟睡して

トの特徴は、ノイズ除去の仕組みに優れ、FFT に

いるようすが示されている。ちなみに行動記録日

比しはるかに解析分解能が高いことが特徴であ

誌 に よ る と、6:00 起 床、9:00 朝 食、13:00 昼 食、

る。

20:30 夕食、21:00 就寝している。

結果

ている。この記録のうち、0.05 g の動きをカウン

14:38 から翌日の 15:52 までの記録が提示され
4500 m の高所、ラダック地域の Korzok に住む

トした時系列データを MEM スペクトル解析した。

地域住民（76 歳男性）と遊牧民（73 歳男性）の

その結果を図 2 下段に示している。表 2 右に、こ

身体活動量記録のリズム分析は以下の通りであっ

の身体活動量の時系列に包含されている、さまざ

た。

まなリズム性を列挙している。最も明瞭なリズム

図 1 に示すとおり、4500 m の高所、ラダック

が 24.05 時間を周期とするサーカデイアンリズム

地域の Korzok に住む地域住民（76 歳男性）の生

であり、次に大きなリズムは 4.45 時間であり、

活活動（身体活動量の変化）には、明瞭なサーカ

以降、順に、5.56 時間、3.68 時間、2.23 時間、1.48
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図 1 4500 m の高所で商店を経営する、76 歳老人男性の活動量の日内変動とそのリズム性
࿑䋱㩷 4500m
䈱㜞ᚲ䈪ᐫ䉕⚻༡䈜䉎䇮76 ᱦ⠧ੱ↵ᕈ䈱ᵴേ㊂䈱ᣣౝᄌേ䈫䈠䈱䊥䉵䊛ᕈ
図上段：各々、合成加速度、0.01 g、0.05 g、0.20 g 以上の活動量を 20 秒ごとに計数したときのその時系列表示。横軸は時刻。

࿑Ბ䋺ฦ䇱䇮วᚑടㅦᐲ䇮0.01g䇮0.05g䇮0.20g
એ䈱ᵴേ㊂䉕 20 ⑽䈗䈫䈮⸘ᢙ䈚䈢䈫䈐䈱
図下段：0.05 g で計数した身体活動量の時系列データを最大エントロピー法（MEM）にてスペクトル解析した解析結果。
24.32 時間の生体リズムが、もっともパワーの大きいリズムとして抽出されている。

䈠䈱ᤨ♽␜䇯ᮮゲ䈲ᤨೞ䇯࿑ਅᲑ䋺0.05g 䈪⸘ᢙ䈚䈢りᵴേ㊂䈱ᤨ♽䊂䊷䉺䉕ᦨᄢ䉣
䊮䊃䊨䊏䊷ᴺ䋨MEM䋩䈮䈩䉴䊕䉪䊃䊦⸃ᨆ䈚䈢⸃ᨆ⚿ᨐ䇯24.32 ᤨ㑆䈱↢䊥䉵䊛䈏䇮䉅䈦䈫䉅䊌䊪䊷
表 1 図 1 に示した身体活動量の時系列に包含されるさまざまなリズム性

䈱ᄢ䈐䈇䊥䉵䊛䈫䈚䈩䈘䉏䈩䈇䉎䇯

䋱㩷 ࿑䋱䈮␜䈚䈢りᵴേ㊂䈱ᤨ♽䈮൮䈘䉏䉎䈘䉁䈙䉁䈭䊥䉵䊛ᕈ
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ᰴ䈮䇮ㆆ’᳃䋨䋷䋳ᱦ↵ᕈ䋩.䈱りᵴേ㊂.⸃ᨆ䈱⚿ᨐ䉕␜䈜䇯ห᭽䈮 4500m 䈱㜞ᚲ Korzok
ၞ䈪↢ᵴ䉕༡䉖䈪䈇䉎 73 ᱦ䈱⠧ੱ䈪䈅䉎䈏䇮ㆆ’᳃䈪䈅䉎䈢䉄䇮ᐫ䉕༡䉖䈪䈇䉎ㅀ䈱⠧
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時間のリズムと続く。4500 m の高所で生活する、

明瞭なサーカデイアンリズムを獲得していた。低

遊牧民においても、明瞭なサーカデイアンリズム

い気圧環境、著しい低酸素環境、そして冬季には

が維持されていた。

必ず訪れてくる厳しい寒さ、夏季は強烈な紫外線、

以上の 2 例の解析結果は、4500 m という高所

そして電気の発達が不十分で、上水下水の設備が

に住む人々も、そして遊牧民ですら平地にすむ

整っていない不十分な衛生環境の中で、そこに住

人々と同様に、あるいは、それ以上に明瞭なサー

む人々は見事な生物時計を築きあげてきたことが

カデイアンリズムを呈していることを示してい

推察される。過酷な風土と環境に順応し、習熟し、

る。

適応しつつ、高所地域住民は、多分、数万年とい

平地にすむ人々と同様に、4500 m という高所
に住む人々も、そしてその職業の如何に関わらず

う年月をかけて住みやすい内部環境を構築し完遂
してきたのであろう。

࿑䋲㩷 4500m
䈱㜞ᚲ䈱ㆆ’᳃䋨73
ᱦ⠧ੱ↵ᕈ䋩䈱ᵴേ㊂䈱ᣣౝᄌേ䈫䈠䈱䊥䉵䊛ᕈ
図 2 4500
m の高所の遊牧民（73
歳老人男性）の活動量の日内変動とそのリズム性
図上段：各々、合成加速度、0.01 g、0.05 g、0.20 g 以上の活動量を 20 秒ごとに計数したときのその時系列表示。横軸は時刻。
࿑Ბ䋺ฦ䇱䇮วᚑടㅦᐲ䇮0.01g䇮0.05g䇮0.20g
એ䈱ᵴേ㊂䉕 20 ⑽䈗䈫䈮⸘ᢙ䈚䈢䈫䈐䈱
図下段：0.05 g で計数した身体活動量の時系列データを最大エントロピー法（MEM）にてスペクトル解析した解析結果。

䈠䈱ᤨ♽␜䇯ᮮゲ䈲ᤨೞ䇯࿑ਅᲑ䋺0.05g
䈪⸘ᢙ䈚䈢りᵴേ㊂䈱ᤨ♽䊂䊷䉺䉕ᦨᄢ䉣
24.05 時間の生体リズムが、もっともパワーの大きいリズムとして抽出されている。
䊮䊃䊨䊏䊷ᴺ䋨MEM䋩䈮䈩䉴䊕䉪䊃䊦⸃ᨆ䈚䈢⸃ᨆ⚿ᨐ䇯24.05 ᤨ㑆䈱↢䊥䉵䊛䈏䇮䉅䈦䈫䉅䊌䊪䊷
䈱ᄢ䈐䈇䊥䉵䊛䈫䈚䈩䈘䉏䈩䈇䉎䇯
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表 2 図 2 に示した身体活動量の時系列に包含されるさまざまなリズム性

䋲㩷 ࿑䋲䈮␜䈚䈢りᵴേ㊂䈱ᤨ♽䈮൮䈘䉏䉎䈘䉁䈙䉁䈭䊥䉵䊛ᕈ
の高所住民のサーカデイアンリズムを解析した報
考察
この調査で使用した身体活動量記録計は、3 種
告はみられない。身体活動量の記録についてだけ
ᴾ
類の記録条件（身体活動の変化閾値）を、0 ～ 4.0
ではあるが、高所住民にもサーカデイアンリズム
ᎋݑᴾ
g の範囲で任意に選択し設定することができる。
が存在することを証明した、最初の知見である。
䈖䈱⺞ᩏ䈪↪䈚䈢りᵴേ㊂⸥㍳⸘䈲䇮䋳⒳㘃䈱⸥㍳᧦ઙ䋨りᵴേ䈱ᄌൻ㑣୯䋩䉕䇮0
いずれの条件であっても、その各々の変動の有無
なかでも特徴的である所見は、1 例は 24.31 時間、
が、0.01
秒毎に計数され、1
分毎の総計数値とし
もう 1 例は 24.05 時間と、ほとんど正確に 24 時
䌾4.0
䌧䈱▸࿐䈪છᗧ䈮ㆬᛯ䈚⸳ቯ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䈇䈝䉏䈱᧦ઙ䈪䈅䈦䈩䉅䇮䈠䈱ฦ䇱䈱ᄌ
て連続記録される。この調査では、0.01
g、0.05
g、
間を示すサーカデイアンリズムを呈していること
േ䈱ή䈏䇮0.01 ⑽Ფ䈮⸘ᢙ䈘䉏䇮1
ಽᲤ䈱✚⸘ᢙ୯䈫䈚䈩ㅪ⛯⸥㍳䈘䉏䉎䇯䈖䈱⺞ᩏ䈪䈲䇮0.01
0.20 g の 3 つの重力センサーを選択した。ごく小
である。一定の場所に定住して高所での生活を続
䌧䇮0.05 g䇮0.20 g 䈱 3 䈧䈱㊀ജ䉶䊮䉰䊷䉕ㆬᛯ䈚䈢䇯䈗䈒ዊ䈘䈭䈎䉌䈣䈱േ䈐䈎䉌䇮0.20 g 䈫䈇䈉Ყ
さなからだの動きから、0.20 g という比較的大き
けている 1 例に限らず、遊牧民であり、定所にと
セ⊛ᄢ䈐䈭りᵴേ䈱ή䉕หᤨ䈮⸥㍳䈪䈐䈩䈇䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈠䉏䈮䈒䉒䈋䈩䇮り䈱⟎䈏
な身体活動の有無を同時に記録できていることに
どまることなく Korzok 地域を中心に家畜ととも
ု⋥䈎䉌 50 ᐲએᢳ䈚䈢႐ว䈮䇮ᄌ឵䈅䉍䈫ᗵ⍮䈚䈩หᤨ⸥㍳䈘䉏䉎䇯䈠䈱䈢䉄䇮ዞኢ䈫
なる。それにくわえて、身体の位置が垂直から
に遊牧の旅を繰り返している 1 例においてすら、
ᐥ䉕⍎䈮⼂䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯
50 度以上傾斜した場合に、体位変換ありと感知
ほぼ正確に 24 時間の周期を呈していたことは注
して同時記録される。そのため、就寝と起床を明
目に値する。
䈖䈱⺞ᩏ⎇ⓥ䈪䈲䇮1994 ᐕ䇮⪺⠪䉌䈏 GMS ␠䈱⎇ⓥ⠪䈫දห䈚䇮䈖䈱ᵴേ㊂⸥㍳⸘䉕㐿⊒
瞭に識別することができる。
今回の調査で観察した、4500 m の高所に住む
䈚䈢 [4] 䈫䈐䈱᧦ઙ⸳ቯ䈫䇮ో䈒ห䈛᧦ઙ䈮⸳ቯ䈚䇮25 ᤨ㑆એ䈱ㅪ⛯⸥㍳䉕ታᣉ䈚䈢䇯䈖䈱䈫䈐
この調査研究では、1994 年、著者らが GMS 社
住民 2 例のリズム解析には、もう一つ特筆すべき
ᐔ䈮䉃ᣣᧄੱ䋨n=11䇮28䌾46 ᱦ䋩䈱りᵴേ㊂䉕䊥䉵䊛⸃ᨆ䈚䇮りᵴേ㊂䈱ᄌൻ䈮䉰䊷
の研究者と協同し、この活動量記録計を開発した 4）
特徴がある。平地に住む日本人には、身体活動量
䉦䊂
䉟
䉝䊮䊥䉵䊛䈏ⷰኤ䈘䉏䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈩䈇䉎䇯䉰䊷䉦䊂
䉟䉝䊮䊥䉵䊛䈫䈲
ᤨ㑆䈱ᦼ䈫 （1）
ときの条件設定と、全く同じ条件に設定し、25 時
のリズムに、
さらに次の 20䌾28
3 つの特徴があった。
ቯ⟵䈘䉏䉎䇯ᐔ䈮䉃ੱ䇱䈱⸃ᨆ䈪䈲䇮りᵴേ㊂䈱䉰䊷䉦䊂
䉟䉝䊮䊥䉵䊛䈱ᦼ䈲䇮21.6䌾
間以上の連続記録を実施した。このとき平地に住
サーカデイアンリズム以外に、明瞭なサーカセミ
む日本人（n=11、28
～ 46 歳）の身体活動量をリ
デイアン（約 12 時間）リズムとオクトホーラン（約
25.0 ᤨ㑆䈱▸࿐䈮ಽᢔ䈚䈩䈇䈢[4]䇯
ズム解析し、身体活動量の変化にサーカデイアン
8 時間）リズム等のウルトラデイアンリズム（20
࿁䈱⺞ᩏ䈲䇮4500䌭䈱㜞ᚲ䈮䉃᳃䋲䈱⸥㍳䈪䈅䉎䇯⪺⠪䈏ᬌ⚝䈚䈢▸࿐䈪䈲䇮
リズムが観察されることを確認している。サーカ
時間よりも短い周期のリズム）が抽出されていた
4500m 䈱㜞ᚲ᳃䈱䉰䊷䉦䊂䉟䉝䊮䊥䉵䊛䉕⸃ᨆ䈚䈢ႎ๔䈲䉂䉌䉏䈭䈇䇯りᵴേ㊂䈱⸥㍳䈮
デイアンリズムとは 20 ～ 28 時間の周期と定義さ
こと。
（2）サーカデイアンリズムのピーク（すな
䈧䈇䈩䈣䈔䈪䈲䈅䉎䈏䇮㜞ᚲ᳃䈮䉅䉰䊷䉦䊂䉟䉝䊮䊥䉵䊛䈏ሽ䈜䉎䈖䈫䉕⸽䈚䈢䇮ᦨೋ䈱⍮
れる。平地に住む人々の解析では、身体活動量の
わち、数理上のパワー値）が小さくなり、
（3）イ
䈪䈅䉎䇯
サーカデイアンリズムの周期は、21.6
～ 25.0 時間
ンフラデイアンリズム（28 時間よりも長い周期
4）
4）
の範囲に分散していた
。
のリズム）が現れていたことである
。一方、高
䈭䈎䈪䉅․ᓽ⊛䈪䈅䉎ᚲ䈲䇮1
䈲 24.31 ᤨ㑆䇮䉅䈉䋱䈲
24.05 ᤨ㑆䈫䇮䈾䈫䉖䈬ᱜ⏕䈮
今回の調査は、4500
m
の高所に住む住民
2
例
所に住む住民
2
例の、今回のリズム解析には、こ
24 ᤨ㑆䉕␜䈜䉰䊷䉦䊂䉟䉝䊮䊥䉵䊛䉕๒䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯৻ቯ䈱႐ᚲ䈮ቯ䈚䈩㜞ᚲ䈪䈱↢
の記録である。著者が検索した範囲では、4500 m
れらの所見はいずれも認められなかった。それほ
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どまでに明瞭に、サーカデイアンリズムの存在が
描出されていることを表している。

生物時計の特徴の 1 つに温度補償性がある。生
理現象に関わる化学反応は、一般的には温度に依

高所に住む人々に、何故、それほどまでに明瞭

存して、10 度 C 上昇すれば反応速度は 2 ～ 3 倍

なサーカデイアンリズムが必要なのであろう？

になる。ところが、生物時計からの発信周期は、

以下に、サーカデイアンリズムを創りだす生体時

温度が大きく変化しても、ほとんど変わらない。

計とは何か？

気温が大きく変化しても、生物は時を精確に刻み

その仕組みはどこまであきらかに

されているのか？

そして、人がサーカデイアン

リズムを持つことにどのような利点があるのかを

続けることができる。雪の中で冬眠している動物
ですら、変わることなく時を刻み続けている。

論じつつ、高所に住む人々が、強固なサーカデイ

それゆえ、低気圧環境で低酸素という高所地域

アンリズムを獲得していることの意味を考察して

においても、人はそれに適応し生物リズムを奏で

みたい。

ている。今回の調査で得られた所見は、予測した
とおりの結果を、まずは確認したことになる。

時を刻むからだの時計
夜が来ると眠くなり、朝になると目が覚める。
地球とともに私たちのからだも自転している。人
のからだの働きには、約 24 時間のリズムがあり、

サーカデイアンリズムをつくりだす時計遺
伝子

自律神経やホルモンの働き、体温や脈拍数・血圧

変異があるとサーカデイアンリズムが消失し、

等、末梢隅々の細胞までもが、夜と昼のめりはり

あるいはリズムの周期や振幅が変わってしまう遺

をつけて約 24 時間を周期として、規則正しく、

伝子がある。これが時計遺伝子である。体内時計

リズミカルに、その変動を繰り返している。これ

の発振が遺伝子レベルで規定されていることは、

をサーカデイアンリズムと呼んでいる。

1971 年にはじめて、ショウジョウバエの遺伝学的

ラテン語でサーカとは「概よそ、約」、デイア

な研究により明らかにされた 1）。ショウジョウバ

ンは「1 日」という意味である。サーカデイアン

エの羽化のリズムには明瞭な概日リズムがみられ

リズムを創出しているのが体内時計である。生物

るが、この研究では、3 つのリズム異常のあるショ

時計とか生体時計ともよばれる。人では、脳の視

ウジョウバエが発見され、時計遺伝子変異がその

床下部にある一対の神経核（神経細胞の集まり）
がその時計であり、なぜかしら、地球の自転とは

原因であることが記述されている。このリズム異
常をもたらした時計遺伝子は、その後、Period（Per）

1 時間違う約 25 時間の周期で時を刻んでいる。

と名づけられた。つづいてアカパンカビでも報告

地球上の生命は、皆、生体時計を持っている。

され、いまや地球上に住む全ての生物のサーカデ

このことは、生物時計が獲得できなかった生物は、

イアンリズムは、時計遺伝子により発振されてい

進化の過程で滅亡して行ったことを意味する。ま

ることが明らかにされている。クローニング技術

た、時を刻む仕組みが、種を越えて普遍的に、共

の発達とともに、1984 年、ショウジョウバエの時

通の発振原理により生命の中に組み込まれている

計遺伝子の実態が明らかにされ 5,6）、1997 年、哺乳

ことは、生物が急激に多様化した 5 億年前のカン

類の時計遺伝子も明らかにされた 7）。

ブリア紀以前に、すでにこの機構を身につけてい

Bunger ら 8） は 2000 年、Mop3 欠 損 マ ウ ス で、

たことを示している。すなわち、46 億年前に地

輪回し運動の概日リズムが消失することを発見し

球が誕生し、38 億年前に地球上に生命が生まれ

た。まず、正常のマウスで、輪回し運動の概日変

たとすると、30 億年を超える歳月をかけて、生

動 を 観 察 し、
（1） 明 暗 照 明 条 件（LD） 下 で は、

き延びるために最初に獲得した生理機能が、生体

明暗に同調した 24 時間リズムを刻むこと、（2）

リズムである。大気やオゾン層の薄い、今より過

連続暗の条件（DD）に変更すると、概日リズム

酷な地球環境の中で、太陽からの恵みと害を強烈

の位相が前進し、その周期は約 23 時間に短縮す

に受けつつ、様々な自然現象、宇宙現象の振動に

ること。
（3）このとき、16 時に 6 時間の光照射

応答し、進化を繰り返し、その適応の所産として、

を加えると、その照明に反応して位相が後退する

体内に時計遺伝子を獲得した。

（すなわち、位相反応応答を示す）ことを観察し、
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輪回し運動が生体リズムに支配される時計機構の

機構はコアループと呼ばれ、約 24 時間の極めて

䈱ォ౮䈏ౣ㐿䈘䉏䉎䇯䈖䈱৻ㅪ䈱䊈䉧䊁䉟䊑䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪ᯏ᭴䈲䉮䉝䊦䊷䊒䈫䈳䉏䇮⚂
特徴を満たすことを確認した。Mop3
欠損マウス
安定した振動現象をつくりだしている。 24 ᤨ
では、
（1）LD
照明条件下での概日リズムが不明
㑆䈱ᭂ䉄䈩ቯ䈚䈢ᝄേ⽎䉕䈧䈒䉍䈣䈚䈩䈇䉎䇯 Cryptochrome は、原核生物にもみとめられる光
瞭となり、（2）DD 照明条件では概日リズムが全

回復酵素である。ギリシャ語で「隠された色素」

く認められず、（3）16 時の 6 時間光照射にも応

を意味する。紫外線により傷害された DNA を修

㩷 㩷 Cryptochrome 䈲䇮ේᩭ↢‛䈮䉅䉂䈫䉄䉌䉏䉎శ࿁ᓳ㉂⚛䈪䈅䉎䇯䉩䊥䉲䊞⺆䈪䇸㓝䈘䉏䈢⦡⚛䇹

䉕ᗧ䈜䉎䇯⚡ᄖ✢䈮䉋䉍்ኂ䈘䉏䈢
DNA 䉕ୃᓳ䈜䉎శ࿁ᓳ㉂⚛䈱䋱䈧䈪䈅䉎䇯↢⺀↢ᒰᤨ
答しないことから、Mop3
は時計機構を有する遺
復する光回復酵素の 1 つである。生命誕生当時の
伝子であると報告した。この時計遺伝子は、
現在、
地球を取り巻く大気中には酸素が少なく、オゾン
䈱䉕ข䉍Ꮞ䈒ᄢ᳇ਛ䈮䈲㉄⚛䈏ዋ䈭䈒䇮䉥䉹䊮ጀ䉅䈭䈒䇮䈮䈲ኂ䈭⚡ᄖ✢䉇ቝቮ✢䈏
“Bmal1”
とよばれ、
上述の“Per”とともにコアルー
層もなく、地表には有害な紫外線や宇宙線が降り
㒠䉍ᵈ䈇䈪䈇䈢䇯䈠䈱䈢䉄䇮்ኂ䈘䉏䈢
DNA 䉕ୃᓳ䈜䉎శ࿁ᓳ㉂⚛䈲䇮↢ሽ䈱䈢䉄䈮㕖Ᏹ䈮㊀
プを形成するコア時計遺伝子である。

注いでいた。そのため、傷害された DNA を修復

ⷐ䈭ⷐ⚛䈪䈅䈦䈢䇯৻ᣇ䇮ᤤᄛ䈱 24 ᤨ㑆ᦼ䉕⍮䉎䈖䈫䉅䇮⚡ᄖ✢䉇ቝቮ✢䈎䉌り䉕䉎䈢䉄䈱
現在、時を刻む仕組みは以下のように考えられ

する光回復酵素は、生存のために非常に重要な要

ኻ᛫╷䈫䈚䈩ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䈦䈢䇯䈱↢‛䈲䇮⚡ᄖ✢䉇ቝቮ✢䈏㒠䉍ᵈ䈓ᤤ㑆䈲䇮DNA
ている。視床下部視交叉上核の時計細胞核にある
素であった。一方、昼夜の 24 時間周期を知るこ
時計遺伝子が時刻に応じて転写され、細胞質に時
とも、紫外線や宇宙線から身を守るための対抗策
䈱ಽⵚ䉇ⶄ䉕ㆱ䈔䉎䈢䉄䈮䈘䉁䈙䉁䈭Ꮏᄦ䉕⹜ⴕ㍲⺋䈚䈢䈮㆑䈇䈭䈇䇯⚡ᄖ✢䈎䉌り䉕䉎䈢
計蛋白が合成される。それがふたたび細胞核に

として極めて重要であった。地球上の生物は、紫
䉄䈮䇮ᤨೞ䉕⍮䉎ᤨ⸘ㆮવሶ䉕り䈮䈧䈔䇮ᤨ⸘ㆮવሶ䈫䈚䈩
Cryptochrome 䉕ណ↪䈚䈢䈖䈫䈲䇮

入って転写を抑制する。哺乳類の場合には、サー

外線や宇宙線が降り注ぐ昼間は、DNA の分裂や

カデイアンリズムを発振する遺伝子機構の基本は
䈚䈩ᤨ⸘ᯏ᭴䉕₪ᓧ䈚䈢䈖䈫䉕ផ᷹䈘䈞䉎䇯
Period
遺 伝 子（Per1 と Per2） と Cryptochrome 遺

複製を避けるためにさまざまな工夫を試行錯誤し

䈫䉅⥝ᷓ䈇䇯䇮↢‛ᤨ⸘䉕䉅䈢䈇䈭䈇↢‛䈏䈮ሽ䈚䈭䈇䈖䈫䈲䇮⥄ὼᶿ᳸䈱⚿ᨐ䈫

たに違いない。紫外線から身を守るために、時刻
Cry2）
伝 子（Cry1
と
で
あ
る。Clock
遺
伝
子
と
を知る時計遺伝子を身につけ、時計遺伝子として
䉮䉝ᤨ⸘ㆮવሶ䈱䋱䈧䈪䈅䉎 Bmal1 䉕䊉䉾䉪䉝䉡䊃䈚䈢䊙䉡䉴䈪䈲䇮ⴕേ䈱ᣣ䊥䉵䊛䈏ή
Bmal1 遺 伝 子 は CLOK-BMAL1 ヘ テ ロ 二 量 体 と
Cryptochrome を採用したことは、何とも興味深い。

ᦼ䈫䈭䉎䈢䉄䇮Bmal1 䈲ᤨ⸘ᯏ᭴䈮䈍䈔䉎ਛᔃ⊛ㆮવሶ䈱䋱䈧䈪䈅䉎䇯HIF䋨hypoxia-inducible

なって、Per1、Per2、Cry1、Cry 2 のプロモーター

今、生物時計をもたいない生物が地球上に現存し

のfactor䋩䈫⚿ว䈪䈐䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᄖㇱⅣႺ䈮䈍䈔䉎䉶䊮䉰䊷䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉅૬䈞ᜬ䈦䈩䈇䉎䈫ᵈ⋡䈘
E ボックスに正の因子として結合することで、
ないことは、自然淘汰の結果として時計機構を獲

䉏䈩䈇䉎䇯
Per、Cry
遺伝子の転写を促進する。産生された時

得したことを推測させる。
計蛋白（PER1、PER2、CRY1、CRY2）が増えて
コア時計遺伝子の 1 つである Bmal1 をノックア
ஜ䉇䈎䈮↢ሽ䈜䉎䈢䉄䈱䇮ၮᧄ䈱䋨䈅䉎䈇䈲䇮ᔅ㗇䈱䋩↢ℂᯏ⢻䈏䇮ᤨ⸘ᯏ᭴䈪䈅䉎䈖䈫䉕␜
くると、時計蛋白は細胞質から核に入って正の因

ウトしたマウスでは、行動の概日リズムが無周期

ໂ䈜䉎⍮䈲䇮䈠䈱ઁ䈮䉅ᢙᄙ䈒䈇䈣䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈋䈳䇮ᤨ䉕ೞ䉃䊜䉦䊆䉵䊛䋨䉮䉝䊦䊷䊒䋩䈏

子の転写を抑制する。時計蛋白の減少に伴ってそ
となるため、Bmal1 は時計機構における中心的遺
៊்䈚䈭䈇䈢䉄䈮䇮䈇䈒䈧䈎䈱⚵䉂䈏⚵䉂ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䇯䉮䉝䊦䊷䊒䉕⼔䈜䉎䈢䉄䈱ᢙ䈱
の抑制効果が弱まると、Per1
と Per2 の転写が再
伝子の 1 つである。HIF（hypoxia-inducible factor）
開される。この一連のネガテイブフィードバック
と結合できることから、外部環境におけるセン
ഥ䊦䊷䊒䈏䈠䈱 1 䈪䈅䉎䇯䈠䈱ઍ䈏䇮Clock/Bmal
䋱 䉕䈚䈩ㅪ⚿䈜䉎ቯൻ䊦䊷䊒

䋨stabilizing loop䋩䈪䈅䉎䇯

図 3 コアループの安定化ループ

࿑䋳㩷 䉮䉝䊦䊷䊒䈱ቯൻ䊦䊷䊒䇯
核内受容体の Rev-erbs と RORs は、時計制御に関連する時計機構の一員であるとともに、脂質・リポ蛋白代謝、脂肪産
生、血管の炎症の調節に関与している。さらに、エネルギーホメオスターシスを調節するいくつかの核受容器と、クロス
ᩭౝฃኈ䈱
Rev-erbs 䈫 RORs 䈲䇮ᤨ⸘ᓮ䈮㑐ㅪ䈜䉎ᤨ⸘ᯏ᭴䈱৻ຬ䈪䈅䉎䈫䈫䉅䈮䇮
トークしている。それゆえ、
Rev-erbs と RORs は、
代謝のプロセスと時計機構の出力との相互協調作用の中心的役割を担っ

⢽⾰䊶䊥䊘Ⱞ⊕ઍ⻢䇮⢽⢌↥↢䇮ⴊ▤䈱Ἳ∝䈱⺞▵䈮㑐ਈ䈚䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮䉣䊈䊦䉩䊷䊖䊜䉥䉴
ている。
䉺䊷䉲䉴䉕⺞▵䈜䉎䈇䈒䈧䈎䈱ᩭฃኈེ䈫䇮䉪䊨䉴䊃䊷䉪䈚䈩䈇䉎䇯䈠䉏䉉䈋䇮Rev-erbs 䈫 RORs
䈲䇮ઍ⻢䈱䊒䊨䉶䉴䈫ᤨ⸘ᯏ᭴䈱ജ䈫䈱⋧ද⺞↪䈱ਛᔃ⊛ᓎഀ䉕ᜂ䈦䈩䈇䉎䇯
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サーとしての機能も併せ持っていると注目されて

リズムが乱れているだけではなく、遺伝子異常の

いる。

ない対照マウスに比べて、血液中の中性脂肪とコ

健やかに生存するための、基本の（あるいは、

レステロールが、それぞれ 20.6％、15.6％も高く

必須の）生理機能が、時計機構であることを示唆

なる。血糖値も 23.8％高く、さらにこのマウスを

する知見は、その他にも数多く見いだされている。

高脂肪食で飼育すると、普通食の場合よりも、コ

例えば、時を刻むメカニズム（コアループ）が損

レステロールや中性脂肪がいっそう高値となり、

傷しないために、いくつかの仕組みが組み込まれ

血糖もさらに上昇し、糖尿病になる。

ている。コアループを保護するための数個の補助

さらに食欲を調節するホルモンである、レプチ

ル ー プ が そ の 1 例 で あ る。 そ の 代 表 が、Clock/
Bmal1 を介して連結する安定化ループ（stabilizing

ンとオレキシンの異常に注目した。血液中のレプ

loop）である。

が低いことを観察し、時計遺伝子（Clock）の異

チンが 35.3％も高値で、睡眠中のオレキシン濃度

このループは核内受容体の Rer-erbαと RORE 配

常が、食欲調節障害をもたらすことが、脂質や血

列が主体となる補助ループである。核内受容体の

糖調節障害の一因であろうと推察した。時計機構

Rer-erbs と RORs は、コアループのうち転写の促
進を担う Clock/Bmal1 を介して時計制御に強く連

が、睡眠や食欲等の生活スタイルと関わっている

関する。一方、脂質・リポ蛋白代謝、脂肪産生、

者を震撼させた。これをきっかけに、体内時計と

血管の炎症の調節に関与しているとともに、エネ

生活習慣病との関わりが、俄然、注目され、その

ルギーホメオスターシスを調節するいくつかの核

後、時計遺伝子の non-clock function として、さま

内受容体ともクロストークしている。それゆえ、

ことを示したこの論文は、世界の時計遺伝子研究

は、Rer-erbs と RORs は、 時 計 機 構

ざまな視点からの論文が輩出されることになる。
Oishi ら 13） は、この論文に端を発した Clock 変

の出力と代謝のプロセスとの、相互協調作用の中

異と生活習慣病との関わりの正確な解釈は、
「時

心的役割を担っていると解説した（図 3）。時計

計分子 CLOCK が、PPARα遺伝子の日周発現を直

遺伝子が、時計機構とともにさまざまな non-clock

接制御することにより、PPARαによって転写され

function を担っている所以がここにある。

る下流遺伝子の発現を間接的に制御し、脂肪酸代

Hastings ら

9）

2008 年、Burris ら 10） は、 核 内 受 容 体 Rer-erbα
のリガンドが heme であることを見出した。石田

謝系全般の概日リズムを統括することにある」と
推察している。

ら 11）は、heme の合成律速酵素 5-aminoleulinate 合

最近、骨過形成（あるいは、骨粗鬆症）の発現

成酵素（ALAS-1）を介して、心筋梗塞や脳梗塞

にも、時計遺伝子の関与が大きいことが報告され

が早朝に多いこと（PAI-1 との関わり）や動脈硬

た。2005 年、Fu ら 14）は時計遺伝子が、骨の形成

化に関わる apoC-III とのかかわりが説明できると

と吸収、すなわち、骨のリモデリングに深く関わっ

論じている。この推察が正しければ、時計機構と

ていることを見出した。骨粗鬆化と骨過形成を時

心血管系疾病発症との関わりがいっそう詳細に解

計遺伝子が統括し、骨の成分は昼間に減少し、夜

明できることになる。今後の展開が期待される。

間に新しく生成される。1 日のリズムで、毎日毎日、
骨はその形成と吸収をバランスよく繰り返し、骨

時計遺伝子の異常と病気
時計遺伝子による時計機構が明らかにされると

の量を一定に保っている。Fu ら 14） は、2005 年、
骨 質 の 形 成 と 吸 収 に は、 時 計 遺 伝 子 の Per1 と

ともに、生活習慣病と時計遺伝子との関連が注目

Per2、Cry1 と Cry2、Bmal1 のいずれもが関与し

されることになった。Kohsaka ら 12） は、Clock 変

ていることを確認した。これらの時計遺伝子を

異マウスが、睡眠・覚醒や活動・摂食のリズム等、

ノックアウトすると、あるいは遺伝子変異のマウ

概日リズムに異常が見られるだけではなく、生後

スにおいても、時計機構のいずれかに機能異常が

7-8 ヶ月で肥満・高血糖・高中性脂肪血症を呈し

おきると骨が過形成する。すなわち、時計遺伝子

てくる（すなわち、メタボリック症候群になる）

は、骨の形成を促進する機序を抑制することによ

ことを報告した。Clock 変異マウスでは、時計遺

り、骨質のバランスをとっていると論じた。

伝子の日周リズムに異常が観察され、活動－休息
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時計遺伝子は記憶にも何らかの関わりがあるら

時間医学からみたラダック地域高地住民の健康（中岡隆志ほか）

しい。2004 年 Sakai ら 15）は、
ショウジョウバエを使っ

発癌動物を用いて、その中枢時計（SCN）を電気

た記憶の実験を報告した。ある嫌な匂いを嗅がせ

的に破壊すると、腫瘍細胞の成長が増大すること

たときに、その匂いをどれくらい長く覚えている

を発見した。SCN 破壊により副腎皮質ホルモンと

かという実験を行った。ハエに何かを記憶させる

リンパ球の減少と日周リズムの消失が観察される

には、7 時間以上の記憶訓練を行うことが必要で

ことから、時計機構と発癌との関連の要因として、

ある。Per 時計遺伝子を過剰に発現させると、そ

副腎皮質ホルモンやリンパ球の関与を考察してい

の発現量に依存して、記憶のための訓練時間が短
くなることを確認し、長期記憶に Per 時計遺伝子

る。同年、Fu ら 20） は、マウスに放射線を照射し

が必要であると結論している。ただしこの実験系

ノックアウトマウスでは、正常マウスよりも発癌

は、時計機構が記憶の効率を上げることを、直接

の確率が高まり、早期に死亡した。

て癌を発症させ、その予後を追跡調査した。Per2

示しているのではない。時計遺伝子の 1 つである
Per が、時計機構とは別の何らかの機能を介して、

Filipski ら 19） や Fu ら 20） の発見を契機に、時計
機構の乱れが細胞周期異常を生み出し、癌化へと

記憶を呼び出すことに寄与しているに過ぎないの

つながるという仮説が提唱されることとなった。。

かもしれない 16）。Per 遺伝子は、ショウジョウバ

Lee ら 21）、Hua ら 22）の研究から、Period が概日振

エの脳のいろいろな場所で発現する。マウスの海
Per 遺伝子の発現が確認されている。
馬においても、

動 と と も に、 細 胞 分 裂 の 周 期 に 関 与 す る key
element であると考えられている。

時計遺伝子と記憶に関する研究は、哺乳動物では

時計遺伝子の機能異常が、生活習慣病の原因で

まだ報告されていない。2008 年 Wisor ら 17）は、マ

あることを示す実験結果が、相次いで明らかにさ

ウスを断眠させると、断眠時間に比例して、大脳

れてくるとともに、時計遺伝子が寿命にも関係し

における時計遺伝子の発現量が増大することを観

ていると推測されるようになった。すでに 1998

察した。はたして記憶は、時計遺伝子と関連して

年、Hurd ら 23） は、概日リズムに異常のある tau

いるのであろうか？マウスやヒトで、時計遺伝子

遺伝子変異のハムスターの寿命が短いこと、この

が、どのように記憶に関係しているか、今後の研

ハムスターに SCN を移植し、概日リズムを回復

究が待たれる

させると生存期間が長くなることを報告してい

䈇䈢䇯䈠䈖䈪 2006 ᐕ䇮Kondratov 䉌[24] 䈲䇮ᤨ⸘ㆮવሶ䈱৻䈧 Bmal䋱䉕䊉䉾䉪䉝䉡䊃䈚䇮ᣣ䊥䉵䊛

。

18）

䈏䉂䉌䉏䈭䈇䊙䉡䉴䉕ᚑ䈚䇮䊥䉵䊛⇣Ᏹ䈫↢ሽᦼ㑆䈫䈱㑐ଥ䉕ⷰኤ䈚䈢䇯Bmal1 䊉䉾䉪䉝䉡䊃䊙䉡

発癌と時計機構との関わりも注目に値する。夜

た。そこで 2006 年、Kondratov ら 24） は、時計遺
伝子の一つ Bmal1 をノックアウトし、概日リズム

䉴䈪䈲䇮↢ᓟ 11 ㅳ㦂䉁䈪䈲․䈮⋡┙䈦䈢ဳ䉕␜䈜䈖䈫䈭䈒ᚑ㐳䈜䉎䈏䇮䈠䈱ᓟ䇮྾⢇䈭䉌䈶

勤の看護師やシフトワーカーに乳癌が
36％、大腸
䈮㗶䈱㑐▵∝䉕⊒∝䈚䇮ㆇേਇో䈫䈭䉎䇯䈘䉌䈮䇮Bmal䋱䊉䉾䉪䉝䉡䊃䊙䉡䉴䈲ᢿ⌁䈮⛘䈋䉌䉏䈭䈒

癌が 35％高頻度であること等が、1980
年代から数
がみられないマウスを作成し、リズム異常と生存
䈭䉍䇮⌧⌁ਇ⿷䈏⸃ᶖ䈪䈐䈭䈒䈭䈦䈩䇮ᧄ᧪䋲ᐕ↢䈐䉎䈲䈝䈱䊙䉡䉴䈏⚂䋲䊱䈪ᱫ䉖䈪䈚䉁䈉䈖䈫
多く、疫学調査として報告されてきた。そこで
期間との関係を観察した。Bmal1
ノックアウトマ
䉕ⷰኤ䈚䈢䇯䈖䈱䊙䉡䉴䈪䈲䇮⢽⢌⚵❱䈏䈾䈫䉖䈬ᶖᄬ䈚䇮╭⡺㊂䈏ᷫዋ䈚䇮⣛⤳䈏⚂
1/2 ᒙ䈫䈭䉍
2002 年、Filipski
ら 19） は、Glasgow osteosarcoma マ
ウスでは、生後 11 週齢までは特に目立った表現
ⴊᶧ∔ᖚ䉕↢䈝䉎䈖䈫䇯⣢䉇↢ᱺེ䈏ዊ䈘䈇䈖䈫䉕ⷰኤ䈚䇮ᣣ䊥䉵䊛䈱⇣Ᏹ䈏䇮ട㦂䉕ଦㅴ䈚
ウスと pancreatic
adenocarcinoma
マウスの 2 種類の
型を示すことなく成長するが、その後、四肢なら
䋨early
aging䋩䇮䈠䈱⚿ᨐ䇮ട㦂䈮⋧ᒰ䈜䉎ᄙ⤳ེ䈱∛⊛ᄌൻ䋨age-related
pathology䋩䉕⊒᧪䈜䉎
䈫⚿⺰䈚䈩䈇䉎䋨࿑䋴䋩䇯

図 4࿑䋴㩷
Bmal1
ノックアウトマウスに観察される早期老化
Bmal1
䊉䉾䉪䉝䉡䊃䊙䉡䉴䈮ⷰኤ䈘䉏䉎ᣧᦼ⠧ൻ䇯

Bmal1 ノックアウトマウスでは、脂肪組織がほとんど消失し、筋肉量が減少し、脾臓が約 1/2 弱となり血液疾患を生ずる。

Bmal1 䊉䉾䉪䉝䉡䊃䊙䉡䉴䈪䈲䇮⢽⢌⚵❱䈏䈾䈫䉖䈬ᶖᄬ䈚䇮╭⡺㊂䈏ᷫዋ䈚䇮⣛⤳䈏⚂ 1/2

腎や生殖器が小さく、概日リズムの異常が、加齢を促進し（early aging）
、加齢に相当する多臓器の病的変化（age-related

ᒙ䈫䈭䉍ⴊᶧ∔ᖚ䉕↢䈝䉎䇯⣢䉇↢ᱺེ䈏ዊ䈘䈒䇮ᣣ䊥䉵䊛䈱⇣Ᏹ䈏䇮ട㦂䉕ଦㅴ䈚䋨early

pathology）を発来する。

aging䋩䇮ട㦂䈮⋧ᒰ䈜䉎ᄙ⤳ེ䈱∛⊛ᄌൻ䋨age-related pathology䋩䉕⊒᧪䈜䉎

ᤨ⸘䈱ᝄ䉍ሶ䈱ᝄ䉏䉎࿁ᢙ䈮䇮䈎ᴺೣ䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈏ⷙቯ࿁ᢙ䈮㆐䈜䉎䈫䈇䈱䈤䈏ㅜ⛘䈋
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びに顎の関節症を発症し、運動不全となる。さら

（HIF）を介する低酸素応答や、ダイオキシン受容

に、Bmal1 ノックアウトマウスは断眠に絶えられ

体を介する異物除去シグナルを仲介する遺伝子と

なくなり、睡眠不足が解消できなくなって、本来

クロストークしているらしい 25）。
コアの時計遺伝子である Clock、Bmal1、Period

2 年生きるはずのマウスが約 2 ヶ月で死んでしま
うことを観察した。このマウスでは、脂肪組織が

は、低酸素に応答する遺伝子と、共通のドメイン

ほとんど消失し、筋肉量が減少し、脾臓が約 1/2

（PAS ドメイン）を有している。これらの PAS ド

弱となり血液疾患を生ずること。腎や生殖器が小

メインを有する転写因子が、環境応答において重

さいことを観察し、概日リズムの異常が、加齢を

要な役割を果たしていることが明らかにされてき

促進し（early aging）、その結果、加齢に相当する

た。

多臓器の病的変化（age-related pathology）を発来
すると結論している（図 4）。

最近、なかでも HIF と時計遺伝子とのクロス
トークが注目されている。

時計の振り子の振れる回数に、何か法則があり、

低酸素環境下では、時計遺伝子 Bmal-1 は時計

それが規定回数に達するといのちが途絶える、と

遺伝子 Clock のみならず、HIF-1αや HIF-2αと会合

でも言うような秘密が、生命の仕組みのどこかに

し、低酸素応答配列を介する転写活性化をひき起

隠されているようにも思われる。時計機構と老化・

こす（図 5）
。

寿命との関連は、これからの興味深い課題である。

HIF-1 は、低酸素によって活性化される転写因

ㅢᏱ䈱ⅣႺਅ䈪䈱ౝᤨ⸘䈱⚵䉂䈲䇮ᤨ⸘ㆮવሶ䈫䈚䈩ᣣ䊥䉵䊛䉕ഃ䉍䈣䈜䈣䈔䈪䈲䈭
子 で あ る。basic helix-loop-helix（bHLH）-Per-

䈒䇮ૐ㉄⚛⺃ዉᕈォ౮࿃ሶhypoxia inducible factor䋨HIF䋩䉕䈜䉎ૐ㉄⚛ᔕ╵䉇䇮䉻䉟䉥䉨䉲䊮ฃ
Arnt-Sim（PAS）型蛋白である HIF-1αと、βサブ
高地という低酸素環境におけるサーカデイ
ኈ䉕䈜䉎⇣‛㒰䉲䉫䊅䊦䉕ખ䈜䉎ㆮવሶ䈫䉪䊨䉴䊃䊷䉪䈚䈩䈇䉎䉌䈚䈇
[25]䇯
ユニットからなるヘテロ二量体である。αサブユ
アンリズムの分子機構
䉮䉝䈱ᤨ⸘ㆮવሶ䈪䈅䉎Clock䇮Bmal-1䇮Period䈲䇮ૐ㉄⚛䈮ᔕ╵䈜䉎ㆮવሶ䈫䇮ㅢ䈱䊄䊜䉟
ヒマラヤ山脈の麓の集落、Korozok
に住む地域
ニットは、酸素依存的に分解される。一方、βサ
䊮䋨PAS䊄䊜䉟䊮䋩䉕䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈱PAS䊄䊜䉟䊮䉕䈜䉎ォ౮࿃ሶ䈏䇮ⅣႺᔕ╵䈮䈍䈇䈩㊀ⷐ
住民と、その地を拠点に遊牧を営む老人において、
ブユニット（別名 ARNT と呼ばれ、ダイオキシ
䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈘䉏䈩䈐䈢䇯 ンの受容体であるアリルハイドロカーボン受容体
正確に 24 時間のリズムを刻む極めて明瞭な生体
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リズムが観察された。ラダックのような、高所低
とも結合する）は、酸素濃度に非依存性である。
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Clock 䈱䉂䈭䉌䈝䇮HIF-1㱍䉇 HIF-2
酸素という厳しい高所環境においても、その時計
ヘテロ二量体を形成することにより、標的遺伝子

機構は、平地と同じなのであろうか？
に存在する低酸素応答配列（HRE）に結合し、標
㱍䈫ળว䈚䇮ૐ㉄⚛ᔕ╵㈩䉕䈜䉎ォ౮ᵴᕈൻ䉕䈵䈐䈖䈜䋨࿑䋵䋩䇯
まだ十分には明らかにされていないが、低酸素
的遺伝子の転写を促進する。
HIF-1 䈲䇮ૐ㉄⚛䈮䉋䈦䈩ᵴᕈൻ䈘䉏䉎ォ౮࿃ሶ䈪䈅䉎䇯basic
helix-loop-helix䋨bHLH䋩
環境における時計遺伝子のはたらきについて考察
低酸素環境下では、細胞から組織・個体にいた
-Per-Arnt-Sim䋨PAS䋩ဳⰮ⊕䈪䈅䉎 HIF-1㱍䈫䇮㱎䉰䊑䊡䊆䉾䊃䈎䉌䈭䉎䊓䊁䊨ੑ㊂䈪䈅䉎䇯㱍䉰
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ARNT 䈫䈳䉏䇮䉻䉟䉥䉨䉲
通常の環境下での体内時計の仕組みは、時計遺
る。たとえば、グルコース代謝様式を変更し、血
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伝子として概日リズムを創りだすだけではなく、
管新生を誘導する。低酸素状態となった組織にお
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性 転 写 因 子 hypoxia inducible factor
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い て VEGF（vascular endothelial growth factor） な

図 5 Bmal1 は、高所低酸素環境に適応する重要な時計遺伝子
時計遺伝子 Bmal1 は、
外部環境の変化におけるセンサーとしての機能もあわせもっている。例えば低酸素環境においては、
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HIF（Hypoxia-inducible factor）-1αとも結合し、外部環境の変化に応答し適応してゆく。
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どの血管新生因子を誘導し、血管を新生する。ま

あろう。

た、造血促進作用を有するエリスロポエチンを増

ヒトを含む地球に棲む生物には、多重の時間構

やし、赤血球が増えるよう誘導する。エリスロポ

造（Time Structure）がある。その各々の基本的時

エチンが上昇する機序の背景には、エリスロポエ

間 単 位 を ク ロ ノ ム（chronome） と 呼 ん で い る。

チンのエンハンサーに結合する HIF-1αの働きが

CHROnos（=time）、NOmos（=rule）、chromosoME

重要である。HIF-1αは核内で HIF-1βと会合し低

の合成語である。生命活動が動的に変動する現象

酸素応答配列に結合して、エリスロポエチンや

を解析するには、多重の時間構造の視点からその

VEGF などを増加させてゆく。

リズム性を見極めることがたいせつである。クロ

HIF シグナルと時計遺伝子のクロストークがそ

ノムを解読しその意味を解析する学問体系を、著

れぞれのシグナルの標的遺伝子発現にどのように

者らはクロノミクスと称している 27~32）。

影響を与えるかは，近年注目される研究テーマと
な っ て い る 26）。 た と え ば、HIF-1α と Per2 や

象の時系列データを、リズム・カオス（非線形性）
・

クロノミクスでは、観測したまるごとの生命現

Cry1、HIF-1α と Per1、HIF-1α と Dec1 や Dec2、
あるいは Rev-erbαなど、今後より詳細な検討が必

トレンドとノイズの 4 つの数理的事象として認識

要である。そのほか HIF シグナルを含むその他の

暗・摂食条件・活動や労務状況等を基準化したと

PAS 遺伝子群や、それを介するシグナルと、時計

きの時間単位と言うのではなく、「生命と環境と

遺伝子群との関与についても、今後の検討が待た

の相互作用の力学」を解読する学問体系である。

し、重畳するクロノムを解読して行く。単に、明

れる。

この調査研究をかわきりに、高所住民を対象と
して、生命とは何か？そのクロノミクスを展開し

結論

てゆきたい。表 3 に示すクロノム解析の原則にし

4500 m の高所、ラダックの地で、重力センサー

たがって、順次、その 1 つ 1 つを解読していけば、

と体位記録計を用いて、身体活動量の日内変動を

高所住民の順応と適応、そして習熟のありようが

リズム解析した。今回の調査では、サーカデイア

解明されてくるに違いない。

ンリズムの有無を解析でした対象例は、わずか 2
例にすぎなかった。しかし、その 2 例が描出した
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れた。いずれも、平地住民を凌ぐ明瞭なサーカデ

ロジェクト 3-4PR 人の生老病死と高所環境― 3 大

イアンリズムを創り出す時計機構を、高所住民が

「高地文明」における医学生理・生態・文化的適

獲得していることを示していた。厳しい低酸素と

応（プロジェクトリーダー：奥宮清人）として実

低い気圧という過酷な環境に耐え、風土に適応す

施された研究成果の一部である。

るためには、その獲得が必要であったに違いない
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Summary
Preserved Biological Rhythm may Protect the Health of Himalayan
Residents at an Altitude of 4500 m
Takashi Nakaoka1）, Motonao Ishikawa1）, Yumie Otsuka1）, Takahiro Kawasaki1）,
Kuniaki Otsuka1）, Kozo Matsubayashi2）, Tsering Norboo3）, Kiyohito Okumiya4）
1）Department of Medicine, Tokyo Women’s Medical University, Medical Center East, Tokyo
2）Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto
3）Ladakh Institute of Prevention, Leh, Ladakh
4）Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto
“Chronobiology” as a science in its own right was proposed in 1950 by Franz Halberg, who found a genetic basis
for a 24-hour variation in counts of circulating eosinophil cells in five different strains of inbred mice, and first
published "circadian" in 1959. In recent years, chronobiology has come into the limelight of brain research,
showing associations even of human spirituality with solar cyclicity. Most organisms, from cyanobacteria to
mammals, are known to use circadian mechanisms to coordinate their activities with the natural 24-hourly light/
dark cycle and/or interacting socio-ecologic schedules. When the human clock gene was disclosed and mapped to
chromosome 17p12-13.1 in 1997, it was surprising to see that the clock gene was very similar in all earthly life. In
plants, several molecular components have been described in relation to the circadian system, including the blue
light photoreceptor cryptochrome and the red light photoreceptor phytochrome. Cryptochrome also functions in
mammalian circadian mechanisms. Recently disclosed facts suggest that organisms evolved on Earth acquired
many of the visible and invisible cycles of their habitat and/or of their cosmos.
We have focused on a field of chrono-ecology in medicine. Most organisms on Earth, including humans, have
developed "clock" genes of the circadian, and probably many other components in the spectral element of
chronomes, beyond about-yearly (circannual) and about-weekly (circaseptan) features, as a product of adaptation
to, or rather integration with, cycles in the cosmos. While life originally integrated itself into the cycles of an
anthropogenically unpolluted environment, the environmental cycles are now being changed in keeping with the
schedules of societal life, as in the case of global temperature.
Aim of this study was to investigate how high altitude over 3,500 m affects the circadian clock work of
Himalayan residents. In this investigation we checked out the circadian periodicity of physical activity in citizens at
an altitude of 4,500 m (Korzok). Spectral analysis, by the maximum entropy method (MEM), was performed to
determine whether circadian periodicity exists in people living in Korzok. Physical activity was monitored by using
an actometer (Activetracer, GMS, Tokyo Japan), which can be adjusted to detect gravity (g) forces in the threedimensional situation to any desired sensitivity settings between 0.01g and 0.5g. This actometer is able to monitor
the selected g-force at the sampling interval of 0.01 sec every 1 min, and it records the frequency of movement
every 0.1 sec. Accumulated data can be read every minute; the maximal count per minutes is 600. Continuous
monitoring can last for up to 11 days. Digital outputs stored in this actometer were transferred to a personal
computer and analyzed by chronobiological serial section including MEM spectral analysis. The dimension of this
actometer are 8 x 5 x 2 cm; it weighs 100g. As a routine, waist movements were recorded. In this investigation we
adjusted to detect 0.01g, 0.05g and 0.20g forces as indices of physical activity and monitored them for 25 hours. As
a result, we were able to confirm a definite circadian periodicity not only of in a 76 years old resident in Korzok
(24.31-hour), but also in a 73-year nomad (24.05-hour) who visited there.
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Circadian rhythm is essential for the organism since it allows anticipatory metabolic regulations to prepare for
up-coming feeding or rest period. Disturbances of the biological rhythm predispose to metabolic disorders such as
obesity, dyslipidemia, hypertension and diabetes. Moreover, certain pathological events, such as cardiovascular
accidents occur more frequently at specific time of the day. In this investigation we have confirmed circadian clock
work functions well in Himalayan residents at an altitude of 4,500 m. Thus, it is speculated some kinds of the
specific environment, such as hypoxic, hypobaric, cold, or windy conditions may play an important role in the
coordination of keeping health and the circadian output.
Key Words: Himalayan valley, Circadian rhythm, Ambulatory 25-hour monitoring of physical activity and postural
position
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