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高血圧を引き起こす原因となる酵素ヒト・レニンの遺伝子と、 イネ・遺伝子の
解読という世界的業績で知られる村上和雄氏。 その研究人生は挫折から始まった。
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年米国オレゴン医科大学研究員、 京都大学殿

に憧れて京都大学に進みましたが、 授業も疎かにしていました。 このまま就職する
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当時を村上氏は述懐する。「僕は日本ではパッとせんかったのです。 湯川秀樹博士

と『京大の恥や』と言われ、 モラトリアム的に大学院に進んで … 。 大学院では優秀
な先輩と研究のペアを組んで、 またしても劣等感に苛まれて」。 もともと学者にな
る意志はなかったという村上氏。 博士課程の修了と同時に転機が訪れる。 担当教授
が米国オレゴン州にあるオレゴン医科大学への留学を世話してくれたのだ。「英語

学部助手、米国バンダ ー ビルド大学医学部助
教授を経て、1976年に筑波大学応用生物化
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r 生命の暗号」（サン

ク出版）など多数の著書がある。

も最初は全くできませんでした。 向こうでは犬でも分かるのに（笑）。 足掛け10年、
アメリカにいましたが、 37~38 歳の頃、 おれもまんざらじゃないなと初めて思え
たのです。 環境が才能を伸ばすのですね」。 しかし、 米国での道のりも決して乎坦
ではなかった。 2 年間の留学を終え、 1969 年にテネシー 州のバンダー ビルト大学医
学部・生化学教室で研究員へ。 「オレゴン時代は言わば
ー

ンダ

“

お客さん

”

でしたが、 バ

ビルド大学では結果を求められます。 でも、 なかなか研究成果が上がらない。

英語が下手な私の授業は学生からの評判も悪かった。 学部長は真顔で『そろそろク
ビだな』なんて言う。 そんな時、風変わりな教授と出会ったのです」。 その人こそが、
スタンレー ・ コー エン教授 (Stanley Cohen) だった。
大学院時代、のちに村上氏の研究成果が

‘‘

記事になると同窓生が「あの村上が？」と

’

うだつのあがらない おっさん 'との出会いが運命を動かす

一様に驚いたという。

「勢いある教授の研究室は、 活気に満ち溢れているものです。 ところが コー エン
教授の研究室は小さい部屋で、 スタッフも助手が二人だけ。 私も内心、『冴えない
おっさんや』と思っていました」。 当時、

コー エン教授はマウスの成長ホルモンの

研究に没頭していた。 しかし、 予算がないためか最新の測定機器を使わず、 マウ
スに注射して結果を観測する原始的な手法で実験を繰り返していた。 そんなある
日、 人生の分岐点となる 一日が訪れる。「 コー エン教授が興奮した様子で私の研究
室に駆け込んで来たのです。『成長ホルモンをマウスに注射したら、血圧が上がった。
ひとつのホルモンが2つの生理作用を持つという大発見をしたかもしれない。 ムラ
カミも手伝ってくれ』と」。 昼夜を分かたず分析は 一年間続いた。 だが、 結末はあ
つけないものだった。「ホルモン純化技術が稚拙で、 ごく微量の異物が混入してい

スタンレ ー ・コ ー エン教授
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たことが判明したのです。 血圧の上昇作用を持つレニンでした」。 この徒労のように
思えた研究を機に、 二人の研究者の人生は、 それぞれの方向に舵が切られる。「 コー
エン教授は『自分は成長ホルモンに絞って研究するから、 血圧を上げるホルモンは
ムラカミがやれ』と言うのです。 それから私はレニンの研究に本格的に乗り出し、
のちに世界に先駆けてヒト ・ レニン遺伝子の暗号解読に成功します。

一

方、

コー エ

ン教授は成長ホルモンの 一 種である上皮細胞増殖因子 (EGF) の発見で、 1986 年

にノ ー ベル生理学・医学賞を受賞するのです。 あの日、

コー エン教授がとんでもな

い勘違いをしていなかったら、 二人とも人生は別のものになっていたでしょう」
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「直感や感性、 勘や霊感
科学的発見はナイトサイエンスの導きで生まれる」

タッチの差
遺伝子解読競争で
世界の名門に喫した苦杯

ヒト ・ レニンの遺伝子解読
世界初の
偉業をもたらしたナイトサイエンス
ヒト ・ レニン遺伝子の解読に挑もうにも筑波大学には
材料がない。 現実的に猿をタ ー ゲットにするしか道はな
くなった。 しかし、 そこで不思議なことが起こる。「出
張で訪れたドイツの片田舎のバ ー でやけ酒を飲んでいた
のです。 するとドアを開け、 京大の中西重忠教授が入っ
てきた。 遺伝子工学のトップグル ー プにいるエキスパ ー
トです。 そこで『先生ちょっと聞いてくれ、 もう挽回で
きない。 我々には猿しか残されていない』と愚痴を言

村上氏としのぎを削ったパスツ ール研究所。

うと、 中西教授の目の色が変わった。『医学は人を治す

30歳代半ばで酵素レニンと出会い、 研究に没頭した

ためのもの。 猿では意味がない』
。 そして、『まだ勝負は

村上氏。 1974年、 ブタの腎臓からレニンを取り出すこ

付いていない。 良かったら我々が全面的にバックアップ

スは学内外に瞬く間に知れ渡り、

しますよ』と言ってくれたのです」。 広い世界の片隅で、

待遇も格段に良くなりました。 しかしこの時、 私をオレ

日本人が偶然会う確率はどれくらいだろうか。 さらに、

ゴン医科大学に送り出してくれた恩師から『日本の科学

自らの研究に多忙をきわめる研究者が人員を割いてまで

の中心となるべく、 筑波大学という大学ができるから帰

協力を申し出ることも通常では有り得ない。『ともかく、

ってこないか？』と誘いを受けたのです」。 送巡の末に

天が味方に付いてくれたと確信しました。 科学は理性や

とに成功する。「ニュ

ー

を受け入れる。 初めこそレニン研究の

知性、 客観的なデ ー タの世界です。 これは、 科学の表側

ために定期的にバンダ ー ビルド大学との往復を繰り返し

の世界でデイサイエンスというものです。 一方、 直感や

ていたが、 やがて研究の基盤を完全に日本に移す。 そし

感性、 勘や霊感の領域をナイトサイエンスと呼びます。

て、 1980年には35,000頭の牛の脳下垂体を集め、 長年

時に、 科学的発見はナイトサイエンスの導きで生まれる

論争になっていたレニンが脳の中に存在することを突き

。 帰国した村上氏のもとに、 さらに吉報が届く。
のです』

村上氏はオファ

ー

止める。 それでも、 村上氏に達成感はなかった。「高血

東北大学病院から電話があり、 がんが腎臓にある患者の

圧 に苦しむ人は何億といます。 その方々を救うため に

臓器を摘出したので提供するという申し出があったのだ。

は、 ヒトのレニンの謎を突き止めなければならないの

京都大学の協力を仰ぎ、 村上氏は臓器からヒト ・ レニン

です」。 村上氏は 遺伝子工学の手法を取り入れ、 まずは

の取り出しに成功する。 後は時間との戦いだった。 かく

ネズミのレニン遺伝子の解読に挑み始める。「首尾良く、

して、 1983年夏。 海外の強豪に先んじ、 世界初のヒト ・

若い研究生が遺伝子を捕まえました。 後は暗号解読をす

レニン遺伝子の解読に成功したのだ。

るだけです。 ところが、 解読のさなかに「フランスのパ
スツ ー ル研究所が暗号解読に成功』というニュ ー スが届
いたのです。 研究はNo.Iしか残らない。 タッチの差で
負け、 研究室は静まり返りました。 研究生には『まだネ
ズミやで。 ネズミの高血圧なんて解明してもしょうがな
い。 我々はヒトをやるんや』と強がって言いました。 で
も、 本心ではありませんでした」。 ライバルのパスツ ー
ル研究所には、 最先端研究機関としてのあらゆる体制が
整っている。 絶望的な気持ちの村上氏に追い打ちをかけ
たのは、 米国ハ ー バ ー ド大学もヒト ・ レニン遺伝子解読
に乗り出したという情報だった。
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ヒト・レニンの立体構造。

．

H本人の文化の源
ーーイネの遺伝子解読で米国に打ち勝つ

ている。 それをネガティブストレスとするならば、 真逆
のストレスもあるはずだと村上氏は考えた。「ネガティ
ブなストレスが加わると血糖値は上昇します。 ならば、

闘国際科学振興財団バイオ研究所の
スタッフと村上氏。

1999年、村上氏は

ポジティブストレスにより、 反対に下がるのではないか

筑波大学 を退官し、

と思ったのです。 逆転の発想ですね」。 そして、 村上氏

財団法人 国際科 学

にまたしても天が味方に付く瞬間が訪れる。 吉本興業の

振興財団に籍を 移

林裕章社長（当時）と偶然出会うのだ。「その時に閃い

す。「18歳の入学以

たのです。 ひょっとしたら、 笑いこそポジティブストレ

来、 大学しか知らな

スなのではないか、 と」。 笑いが心身に良いとは昔から

かった私がようやく

言われてきた。 しかし科学的な根拠に乏しかった。 そこ

社会人一 年生になっ

で、 村上氏は証明のために、 吉本興業の協力を仰ぎ、 実

たと思いました。 こ

験に乗り出す。「25人の糖尿病の患者さんを集め、 1日

れからの人生が本番や、 と」。 そんなある日、 村上氏は

目は血糖値が高まる昼食後に大学教授の糖尿病に関する

衝撃を受ける。 アメリカがイネの遺伝子解析を行うとい

生真面目な講義を聴いてもらいました。 血糖値を測る

う記事を目にしたのだ。「米は世界の主食です。 また小

と、 普段の食後の血糖値の上昇幅と何ら変化は見られま

麦や大麦、 とうもろこしはイネ科であり、 イネの遺伝子

せん。 翌日は、 また食後に同じ患者さんたちを集め、 大

情報でそれらの遺伝子も推定可能です。 すなわち、 イネ

ホ ー ルで他の観衆と共に漫才コンビB&Bの漫才を楽し

の遺伝子解読は食糧戦略に直結します。 世界の人口は毎

んでもらったのです。 皆さん、 お腹を抱えて笑っていま

年増え続け、 この先、 食糧問題が厳しくなる局面が来る

した。 前日と同じように血糖値を測定すると、 ほとんど

はず。 他国にイネの遺伝子情報を特許で守られたりすれ

の人の数値が下がっていたのです」。 糖尿病患者の血糖

ば、 国家として不利になるのは明白です」。 村上氏はプ
ロジェクトのリ ー ダ ー として、 5年計画を3年で完遂す
る。 大逆転劇の末にアメリカを追い抜き、 日本はイネ

・

遺伝子研究のトップとなったのだ。「イネは日本人の精
神文化の根源です。 米粒 一 粒に三人の神様のたとえのよ
うに、 私たちの祖先はイネに魂があると考えてきました。
他国に出し抜かれるわけにいかないでしょう」。 ヒト

・

レニン、 そしてイネ。 研究半生でさまざまな形で遺伝子
に触れ、 その謎を解明してきた村上氏。 自らの経験を通
じ、 遺伝子の働きに、 ある仮説を抱いていた。「日本で

血糖値の測定実験の様子。

くすぶっていた私が米国に移り、 オ能を伸ばせた。 レニ

値上昇を抑えるにはインスリン注射や食事制限、 食後の

ンやイネの時は、 土壇場で火事場の馬鹿力のような力が

運動が必要とされる。 しかし、 ただ笑うだけで血糖値が

わき出た。 こころや環境が変わると遺伝子の働きがオン

下がったのだ。 村上氏は血糖値を低く抑えるタンパク質

になるのではないか？遺伝子はオンとオフを繰り返して

などをつくり出す遺伝子があり、 笑いがその遺伝子のス

いるのではないか？そういう仮説を立て、 遺伝子のスイ

ィッチをオンにしたのだと言う。「副作用のない薬はあ

ッチがオンになる条件を調べ始めたのです」

りません。 一方、 笑いには副作用がない。 笑い転げて死
んだ人はいないのです。 医療は高度になった。 でも、 こ

笑いが「遺伝子スイッチ」を
オンすることを科学的に証明

ころの部分が置き去りになっているのではないか。 私は
そう思うのです。 たとえば、 医療人に笑い療法士の免状
を出したり…。 医者と患者と家族を巻き込んで、 笑いセ

ストレスがさまざまな病気の原因となることは知られ

ラピ ー というものを広めていこうと考えています」
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「人間は、 生きているだけで『丸もうけ』なんや」

ポジティブな遺伝子スイッチを

とで、 良い遺伝子のスイッチがオンになると村上氏は言

オンにして生きるには？

う。「生き物の材料を集めても生命はつくれません。 世
界中のノ

村上氏は、 遺伝子の機能はスイッチのようにオンとオ
フを繰り返していると言う。「ヒトのDNAの中で働いて
いるのは3パ

ー

セント前後に過ぎません。 たとえば、 強

いショックを受け、 たったひと晩で髪の毛が真っ白にな

ー

ベル賞学者が束になっても大腸菌ひとつ、 元

からつくることができないのです。 私はヒト

・

レニンの

遺伝子解読に成功した時、 勝利に酔いながらも、 遺伝子
という暗号の凄さに呆然としました。 1グラムの2 ,000
億分の1という超ミクロな細胞の核の中に、
ー

一

冊1,000

ってしまったり、 極限状態で肉体の限界を超えた力が

ペ

わき出ることがあり ます。 突然、 眠っていた遺伝子の

て、 休みなく働き続けている。 38億年前に生物が生ま

スイッチが入ったのだと仮定できます」。 使われていな

れてから、 遺伝子は 一 度も途切れていない。 ノ

いDNAの中には、 良 い遺伝子も悪い遺伝子もある。 こ

のです。 それはまさしく奇蹟であり、『生きているだけ

の遺伝子の働きも、 こころの持ち方で制御できると村上

で丸もうけ』なんや（笑）。 ところが現代人は『私は自

氏は語る。「がんで余命数ヶ月を宣告された患者さんが

分の力で生きている」と思っています。 日本は物質的に

数年経っても元気に生活している例は珍しくありません。

ジの百科事典3,200冊分の情報が入っている。 そし
ー

ミスな

恵まれているのに、 多くの人が自分はあまり幸せじゃな

『絶対治るんだ』と思う人と『もう駄目だ』と思う人で

いと感じています。 生命の『有り難さ』を忘れているの

はオンになるスイッチが違うのです。 がんにしても他の

ではないでしょうか」。 遺伝子暗号はA（アデニン）、 T

病気にしても、 私は全ての人がその病気の遺伝子を持っ

（チミン）、 C (シトシン）、 G（グアニン） という僅か4

ていると考えています。 ただし、 スイッチがオンになら

つの化学文字で書かれている。 AとT、 CとGは常に対

なければ良いわけです。 日常をイキイキ、 ワクワクしな

を成し、 人間だけではなく、 微生物から植物、 動物まで

がら前向きに生きる。 こうした生き方が良い遺伝子のス

全てが同じ遺伝子暗号を持ち、 生きているのだ。 村上氏

ィッチをオンにし、 悪い遺伝子のスイッチをオフにする

は生命の暗号の現場に立ち会い、 生きとし生けるものの

―これが、 私の仮説なのです」。 では、 良い遺伝子の

遺伝子を書き込み、 動かしている目に見えない 何か'’

スイッチをオンにするために、 心掛けるべきことは何

の存在を確信したと言う。「人知を超えた不思議な大き

だろうか。「ひとつは、 身体を動かすことです。 太古の

な力のもとに地球上の生命は生かされている。 私はそれ

時代に猿と分岐してから、 人間は身体を使ってきました。

をサムシング

運動不足になったのはごく最近です。『運動する」とい

ング

う情報が遺伝子に書き込まれているのです。 もうひとつ

いただいているのです」

‘‘

・

・

グレ ー トと呼んでいます。 我々はサムシ

グレ ー トから、 生命というとてつもない贈り物を

は食事。身体は食べ物でできています。 肉や動物性食品
を摂り過ぎず、

バ ランスの良い食事を摂るべきです。

そ

して、腹八分目に医者いらずと言うように、 少し粗食が
良いでしょう。 何より肝心なのは、 こころの持ち方です。
ポジティブであること。 笑い、 感動し、 感謝の気持ちを
持つこと。 恨みや恐怖といったネガティブな感情は、 悪
い遺伝子をオンにします。 私はこの仮説をひとつひとつ
証明していこうと考えています」

サムシング
生命が

・

グレ ー トのカ

「有り難い」ことを知る

有ることが難しいと書いて 「有り難い」。生命の存在
自体が有り得ないことであり、 その尊さを理解するこ
26
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2005年4月、 ダライ ・ ラマ法王と
「科学と仏教の対話」というテ ー マで対談した。

村上和雄の「遺言」

研究者へ、 医療従事者へ、 そして全ての方へ

研究者 へ

一、理 性や 知性、 客観的 なデー タに基づ く

「 デイ サイ エン ス」 だけ でな く、
直感や 感性、 勘や イ ンスピ レー ショ ンも大切にす る。

時に「 ナイ トサイ エン ス」 は、
研究 者を 科学的大発見 に導 いて くれ る。
医療従 事者 へ

「生」の根源に迫った視線は「死」をも見つ

しょ（笑）」と村上氏。

でもそうで

「我々は身体を自分の所有物だと思っています。

める。

一、笑 いには副 作用 がな く、
笑いは良 い遺 伝子 スイ ッ チを オ ンにす る。
医療従事 者は患 者の笑 顔を引 き出 し、

こころを 置 き去 り にしな い治 療を心掛 けるべ き。
全 て の方 へ

一、膨 大な数 の遺 伝子 が整 然と 働 き、 生命 は存 在する。
この 「
有り 得ない」 奇 蹟を 自覚 し、
「
有り 難 い」 と 感謝 する こと で、
人生のポ ジテ ィブ な遺 伝子 スイ ッチ はオ ンにな る。

「あの世は良いところらしいです。 だって帰ってくる人がいないで

しょうか？人間は死ぬと灰になり、 物質は循環します。 肉体を構成

する原子や分子は地球からの借り物なのです。 長期間、 タダで貸し

てもらって有り難いのですが、 返さなければならない。 では、 借り

主は誰だ。 こころ？いや、 こころは不安定に変わるものだ。 私は

借り主は魂であると考えています。 魂にも遺伝子のような暗号が

あるのか — 私はその謎を科学で解き明かしたいのです」
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