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本多 隆利

１．ノーベル賞受賞者の講演を聴いて、どのような点が印象的だったか、どのような影響を受けたか、また
自身の今後の研究活動にどのように生かしていきたいか。
本会議で私にとって最も印象に残った講演は、2017 年に概日リズム（体内時計）の分子メカニズム
の解明でノーベル生理学・医学賞を受賞された Michael Rosbash 博士、Michael W. Young 博士の
講演である。両氏の講演を聴いて、共通して驚いた点は、ノーベル賞の受賞はもはや通過点としか
思えない程に活発な研究活動であった。ノーベル賞受賞の主な理由となった時計遺伝子 Period
(per) のクローニングに関する当時の秘話などがあるのかと思いきや、良い意味で聴衆の期待を裏
切ってくださったと思う。両氏共に、研究室での最新の成果について進捗を次々と報告する
Progress Report のようなご講演であった。
例えば Rosbash 博士は、特定の神経細胞の活動を操作する最先端の技術オプトジェネティクス（光
遺伝学）と全自動のショウジョウバエの睡眠測定を組み合わせた「FlyBox」 (PNAS 2017) という、
研究室で新たに開発した装置を意気揚々とご紹介されていた。その際に、2002 年にノーベル生理学・
医学賞を受賞した Sydney Brenner 博士の言葉 “Progress in science depends on new techniques,
new discoveries and new ideas, probably in that order.”を引用されていたことが印象的であ
った。実際に本会議で数々の講演を聴いていて改めて認識した点として、ノーベル賞を受賞したテ
ーマの多くが Technology-driven で分野として発展してきたということである。新たな技術のその
先に、初めて観察でき捉えることができる自然現象がある。新たな技術や手法が思いも寄らぬ発見
を導き、研究者に新たな仮説やアイデアをもたらすという流れがあるのである。Rosbash 博士や
Brenner 博士も共有しているサイエンスに対するこのような姿勢や大局観は、どの世代の研究者にも
共通して重要なメッセージだと思われる。
Young 博士は、
ショウジョウバエを用いた研究からヒトの臨床データを用いた研究へと広く展開して
いた。今回の講演は、睡眠相後退障害（Delayed sleep-phase disorder : DSPD） 患者の家系解析
から、ヒト時計遺伝子 CRY1 の 11 番目のエクソンが欠如していることを突き止め、マウスやヒトの
培養細胞においてこの変異型 CRY1 では CLOCK や BMAL1 タンパク質との結合が高まり、転写抑制が強
まることを明らかにした（Cell 2017）という内容であった。ショウジョウバエから始まり、最後は
ヒトまで繋がる種の垣根を超えたストーリーは美しく感動的であった。講演を聴き終わった後、私
の脳裏には遺伝学・進化生物学者の Theodosius Dobzhansky 博士の言葉 “Seen in the light of
evolution, biology is, perhaps, intellectually the most satisfying and inspiring science.”
が浮かんでいた。このように、現役のトップランナーとして走り続けるノーベル賞受賞者の先生方
の Progress Report を聞いて、勇気をもらった若手研究者は私だけではないと思う。

上記の点に合わせて印象を受けたのは、両氏ともに序盤のスライドで、概日リズム研究の「源流」
と言える 2 名のパイオニアの成果について丁寧にご紹介されていたことである。故 Seymour Benzer
博士と故 Ronald J. Konopka 博士はランダム点突然変異をショウジョウバエに導入し、概日リズム
に異常をもつ Period 変異体を発見した （PNAS 1971）
。どのような研究分野にもその礎となる先行
研究があり、今回の講演でも両氏が「巨人の肩の上に乗る」という意識を大切にされており、研究
者たるもの決して忘れてはならない姿勢であると改めて強く感銘を受けた。

２．ノーベル賞受賞者とのディスカッション、インフォーマルな交流（食事、休憩時間やエクスカーション等で
の交流）の中で、どのような点が印象的だったか、どのような影響を受けたか、また自身の今後の研究活
動にどのように生かしていきたいか。
ノーベル賞受賞者とのディスカッションという面で、私にとって一生忘れることのできない貴重な
経験をした。今回の参加者は事前に自分の研究に関するアブストラクトを提出しており、査読審査
に通った 30 名が、口頭で研究の概要を紹介し、更にポスター発表で詳細な内容を紹介できるチャン
スがあった。幸い、その中の 1 人に選んでいただき、自分の研究を発信する立場として参加できた
ことは実に光栄であった。
口頭発表を終えてポスター発表会場に着くと、自分のポスターの前で熱心に内容に目を通してくだ
さっている方がいた。急いで走り寄って声をかけると、名刺を手渡された。そこには “Biologist”
という肩書きのみが書かれており、その下に書かれていたお名前を見てはっとした。他でもない、
2001 年にノーベル生理学・医学賞を受賞された Sir Tim Hunt 博士であった（写真１）。

写真１: 口頭発表とポスター発表の様子。Sir Tim Hunt 博士が研究発表を聴きに来てくださった。

今でも忘れることができない、Hunt 博士からいただいた嬉しいメッセージは、
「口頭発表を聞いた
ときに一番印象に残った。大きな未解決課題からスタートして、その詳細な分子メカニズムまで落
とし込むストーリーがあり、サイエンスだった。」というお言葉であった。Hunt 博士が的確にご指
摘されているように、私が研究テーマとして取り組んでいる睡眠/覚醒の制御メカニズムは未だに多
くの謎に包まれている。今回、私が発表したマウスを用いた睡眠研究は、この課題について新たな

知見を見出すもので、種を超えて保存される遺伝子 Sik3 のたった１つのアミノ酸が、１日の睡眠量
や睡眠要求量（眠気）を決定づける上で不可欠な役割を担っているというシンプルな結論に帰着す
る内容であった。Hunt 博士に、自分の研究の Significance を的確に捉えていただけたこと、何よ
り、研究にご興味をもっていたいだけたことは大変光栄であった。
Rosbash 博士は講演の最後のスライドで、若手研究者へのメッセージとして「これからは“睡眠”
がフロンティアである」と語られた。ディナーの場で Rosbash 博士とお話しする機会があり、自身
の研究について少しお話したところ、手に持っていたビールをテーブルに置かれて「今この場で詳
しく説明してくれないか？」と伝えられ、私はその場ですぐに PC を開いて詳しく研究の説明をさせ
ていただいた。幾つか詳細なご質問やアドバイスをいただき、総括して最後に「面白い。種を超え
た睡眠制御のメカニズムを理解する上で、入口となり得る情報だ。
」とコメントをいただいた。この
ような予想外のインフォーマルな場面やタイミングで、偉大な先生方からフィードバックをいただ
けることもこの会議の醍醐味なのかもしれない。
ノーベル賞受賞者の先生から直接自分の研究についてアドバイスをいただける機会は稀であり、大
変光栄であった。改めて、本会議で発表した研究について、熱心なご指導をいただいた WPI-IIIS の
柳沢正史先生、船戸弘正先生をはじめ、お力添えいただいた研究室の方々に深く御礼申し上げたい。
そして、本会議の最終日には思わぬサプライズが待っていた。会議の期間中を通じて、会場には投
票ボックスが置かれており、参加者は研究発表を聴いて興味をもった研究に投票するように伝えら
れていた。
最終日、光栄なことに最も投票数の多かった研究に贈られる 「1st Prize: Best Presentation Award
（最優秀賞）
」 をいただいた （写真２）。84 ヶ国から約 600 名の若手研究者、39 名のノーベル賞受
賞者を含む参加者の投票で決定した、との説明があった。分野や国境を越えて、これだけ多くの方
に興味をもっていただけたことは大変光栄なことであり、改めて、これからもライフワークとして
探究活動を続けていきたいと感じた。

写真２: 授賞式での様子。両側に Michael Rosbash 博士と Michael W. Young 博士。

授賞式の際には、再び Rosbash 博士や Young 博士からも声をかけていただいた。今後の研究の方向
性や進路等についてもご興味をもってくださり、 Society for Neuroscience （北米神経科学学会）
等の学会でまた会えるのを楽しみにしている、とお言葉をいただいた。参加するだけでも大満足の
会議であったからこそ、一連の出来事は言葉では表せないほど貴重な経験となった。

写真３：最終日、授賞式の際にいただいた記念品のメダルを手に Rosbash 博士、Young 博士と。

３．諸外国の参加者とのディスカッション、インフォーマルな交流の中で、どのような点が印象的だったか、
どのような影響を受けたか、また自身の今後の研究活動にどのように生かしていきたいか。
本会議では前述のように、84 ヶ国から約 600 名の参加者が集まっていた。中には、国から 1 名だけ
代表して派遣されてきた方もいた。これだけ多くの研究者が集まると、当然研究テーマもかなりの
多様性が出てくるので、
「分野」や「国境」といった枠組みを超えて、唯一共通して「サイエンス」
がそれを繋ぐものだと思うと感慨深いものがあった。
ポスター発表の際に熱心に質問をしてくださる研究者も多く、共同研究をしようと名刺をくださる
方もいた。実際に、リンダウ・ノーベル賞会議はこういった参加者同士での交流に力を入れており、
参加者は同窓会名簿の役割を果たす Lindau Alumni Network に登録することになる。この Web ベー
スのネットワークは、スマートフォン向けのアプリもリリースしており、いつでも参加者同士での
テキストメッセージでのやりとりが可能なプラットフォームを提供している。各々のプロフィール
ページでは自分の所属・研究テーマ・興味のある分野・共同研究の募集に関する情報など入力する
欄があり、参加した研究者同士が長期的に関わりをもつことを促している。せっかくの便利なツー
ルなので、将来的にぜひ使ってみたいと考えている。

４．日本からの参加者とのディスカッション、インフォーマルな交流の中で、どのような点が印象的だったか、
どのような影響を受けたか、また自身の今後の研究活動にどのように生かしていきたいか。
今回大きな収穫となったのは、日本人研究者の方々との強いネットワークができたことである。博

士課程を修了したばかりの私に比べると、参加されていた日本人研究者の方の多くは、アカデミア
におけるキャリアの経験値が高く、海外ラボでの経験や日本の大学での教育面についても深い知見
を有しておられ大変勉強になった。取り組まれている研究も大変興味深く、中にはお互いの興味の
方向性から共同研究へ発展し得る話もあった。ホテルに戻ってからも皆で再び集まり、夜遅くまで
語り合ったことは良い思い出である。

５．特に良かったと思うリンダウ会議のプログラム（イベント）を３つ挙げ、その理由も記載してください。
１. 若手研究者の研究発表：前述の通り、ノーベル賞受賞者の先生方に対し自身の研究を説明して、
フィードバックをいただける機会は稀であり、こういったチャンスを与えてくださったことは大
変有り難かった。
２. 大型客船でのエクスカージョン：会議の最終日、舞台はいつもの講堂から離れて、ドイツ・オ
ーストリア・スイスの国境にあるボーデン湖に浮かぶマイナウ島へと移った。美しい自然の中で
のパネルディスカッション、ノーベル賞受賞者やリンダウ会議を通じて仲良くなった世界中の若
手研究者たちとのピクニックは新鮮で格別に楽しめた。
３. 自由に席を選べるランチやディナー：テーブルにはノーベル賞受賞者の先生方の名前が書いて
あり、参加者は自由に席を選べるという何とも豪華なスタイルであった。これに限らず、スケジ
ュールの間にある Coffee Break では気軽に立ち話ができる機会が何度もあり、これも貴重な時
間であった。

６．その他に、リンダウ会議への参加を通して得られた研究活動におけるメリット〔具体的な研究交流の展
望がもてた場合にはその予定等を記載してください。〕
会議を通じていただいた大量の名刺が物語るように、やはり、直接的な研究者同士のネットワーク
を形成できたことにあると思う。若手研究者のみならず、ノーベル賞受賞者の先生方との交流がで
きたことは大きい。例えば、Rosbash 博士と話していて明らかになったのは、私の所属する MIT の研
究所から Rosbash 博士の研究室までは車で 20 分程で行けるということで、前述の「FlyBox」を含め、
研究施設を実際に見学させていただく運びとなった。私はもともとショウジョウバエを用いた研究
をしており、大学院からマウスをモデル生物として研究を始めた経緯もあり、将来的には適材適所
で研究目的に最適なモデル生物を扱える研究者になりたいと考えている。その点から、今回の会議
がきっかけとなり、ショウジョウバエ睡眠研究の最前線におられる先生から直接アドバイスをいた
だける機会に恵まれたことは、今回大きなメリットとなった。

７．リンダウ会議への参加を通して得られた上記の成果を今後どのように日本国内に還元できると思うか。
本会議に参加したことで、日本を１つの研究環境として外部から俯瞰的に判断する良い機会になっ
たと思う。例えば、会議中も一部のセッションで話題になったが、中国の科学分野への投資とその
実績は著しい上昇傾向で、同じアジアの国として危機感を覚えた。そして、今回の会議で最も強く
感じたのは「基礎研究」の重要さである。本会議でご講演されていた大隅良典先生も強調しておら
れた点である。ノーベル賞受賞者の先生方の数多くのご講演を聴いていても、今でこそ様々な分野
に応用されている研究もありつつも、当然ながら誰 1 人「すぐに役に立つこと」を前提として研究
に着手した方はいない。目の前にある自然現象を解明したいという、知的好奇心に基づいた探究活
動を続けたその先に大きな発見がある、という大きな流れは決して揺るがない。自分の研究がどの
ように世の中に還元できるか、を考察することは勿論極めて重要であり、研究者がしっかりと意識
すべきことであるが「なぜその研究をするのか？」と自問したとき、その原動力は「知りたい」と
いう純粋な好奇心であるのが科学者のあるべき姿であると思うし、私はそうでありたい。今回の会
議でも何度かテーマに上がったが、国単位のスケールで考えると、短期間での社会実装に囚われず、
長期的に基礎研究への投資をできることが、その国の科学基盤の根幹を支えていると強調されてい
たように思う。私自身もそうであるが、海外で研究をしている日本人研究者も、最終的に海外で得
た経験を母国の日本にどう還元できるか、自分は何ができるか、という点は常に考えを巡らせてい
ると思う。今回参加されていた日本人研究者の方々とも、話しているとやはり同様の危機感であっ
たり、基礎研究に対する考え方について、近いマインドを共有していたように感じる。個々人のレ
ベルでこういった意識をもち、今回のように俯瞰的に日本を見つめる経験を積み重ねることで、総
体として、質の高い研究や、次世代の若手研究者の教育を進められるようになれればと思う。現時
点では明確な答えは出せずとも、リンダウ会議に参加したことはこの点を意識する上で重要なきっ
かけとなったと言える。

８．今後、リンダウ会議に参加を希望する者へのアドバイスやメッセージ
ここまで、既にかなりの情報を記載しているが、実のところ、上記だけでは、まだまだ語り切れて
いないほど多くのエキサイティングな体験があったのも事実である。前述の通り、今回のリンダウ
会議には、84 ヶ国から約 600 名の若手研究者、そして 39 名のノーベル賞受賞者が参加していた。会
場を数メートル歩くと、高い確率で特定の分野のレジェンドであるノーベル賞受賞者が目の前にい
らっしゃる、という状況である。上記でご紹介できなかった先生方との出会いの話もあるが、その
点はぜひ他の日本人参加者の方の参加報告書もご参考にしていただければと思う。参加者の数だけ、
関わったノーベル賞受賞者の多様性があるはずで、参加者の数だけ、そこには唯一無二の体験があ
るはずである。本会議に参加するチャンスのある方は、是非ともリンダウの地で自分だけの経験を
手にしていただければと思う。

