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チンパンジーゲノム解読：親戚たちとの違い
Jean Weissenbach
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

チンパンジー染色体の1本がほぼ完全に解読された。
この成果は、我々と親類のチンパンジーとの間に見られる外観や行動の違いについて、
どのように語ってくれるのだろうか。
原文：Genome sequencing: Differences with the relatives
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の変化を突き止めることである。
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ない。また、どちらかの系統で遺伝子がまる
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異研究から示唆されたものである 6。
チンパンジー系統で起きた配列変化の中で

ヒトとチンパンジーのゲノム配列が広範囲

ヒト特異的な形質と無関係なものを見つけ出
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うした遺伝子のうち一部は、最近になって生
じた偽遺伝子（欠陥を持ち機能しない遺伝子
コピー）らしい。また、今回比較できた 231 個
の活性があると見られる遺伝子のうち 179 個
は、ヒトとチンパンジーでタンパク質コード
領域の長さが同じだった。この 179 個の遺伝
子のうち 140 個には 1 個以上のアミノ酸変異
があったが、おそらく活性への影響はごく少
ないか、まったくないだろう。しかし、コード
領域の長さが同じ 179 個を除いた残りの 52
個のうち 47 個の遺伝子には、かなりの構造変
化が見られる。
研究共同体は今回、ヒト 21 番染色体とチン

原子の腕時計
Robert Wynands
..........................................................................................................................................................................................

しょっちゅう時計を合わせなくてはならないのは億劫なことだ。
では、原子時計を腕時計にするというのはどうだろう。
製造技術が向上し、時間合わせの方法も進歩したおかげで、
それも実現できそうになってきた。
原文：The atomic wrist-watch
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パンジー 22 番染色体の遺伝子について、予備
的な発現比較実験まで行ってしまった。 2 種
析結果によると 20% の遺伝子が発現量に有

正

意な差を示した。こうした知見から推測する

類の組織について調べただけだが、彼らの解

確な計時は現代社会の重要な基盤であ

る今までにない動作モードを提案している。

る。最も正確な計時装置、つまり各国

その結果、原子時計は一個あたり €100（約

の国立計量研究所にある一次原子標準器は大

13,000 円）以下の価格になり、その大きさと

15

に、この染色体が哺乳類全遺伝子の 1% を持

きな洋服ダンスほどの空間を占有し、10 分

電力消費量は携帯端末さらにはハイテク腕時

つとすると、ヒトとチンパンジーのゲノム全

の 1 あるいは 3000 万年に 1 秒という正確さで

計にすら利用できるほどになるだろう。

体では何千個もの遺伝子がタンパク質の構造

時間を記録している。しかし、誰もがこのレ

上の変化か発現量の違いを示すことになる。

ベルの性能を必要としているわけではなく、

周波数帯のマイクロ波を原子に照射してい

これは、我々人類が類人猿と決別する際に決

1012 分の１程度の安定度ならば靴箱くらいの

る。マイクロ波が原子に吸収されることによ

定的に作用したとされる仮説上の遺伝子変化

大きさの時計で実現できる。このような装置

って、最も確率の大きい 2 つの特定の原子内

の探索が、そう簡単にはいかないことを意味

は、遠隔通信等でマルチユーザーネットワー

部エネルギー準位間の遷移を誘導し、マイク

する。

クにおける高速データ伝送の同期をとるため

ロ波の周波数変動が抑えられる。このように

2 種の間に見られる形態や生理や行動の大

に、世界中で数千台が使われている。原子時

して、周波数変動を抑えられたマイクロ波つ

きな差違が、単に小規模な変化が蓄積した結

計がもっと小さくなり、手ごろな方法で製造

まり原子時計の最も重要な出力信号は、原子

果以上のことが原因となっているならば、我

できれば、さらに広い範囲で利用されるよう

の内部構造を巨視的に表わすことになる。セ

々の前途には最も決定的な配列変化を見つけ

になるだろう。

シウム時計では、最適周波数は 1 秒あたり

従来の原子時計では、ギガヘルツ（109Hz）

出すという挑戦的課題が待ち受けていること

小型の原子時計を実現しようとする際にぶ

9,192,631,770 振動（周波数で 9GHz の少し

になる。例えば、言語能力の発達に重要だと

つかる物理的な問題や技術的な問題のいくつ

上）であり、したがって出力信号をこの数字で

考えられている FOXP2 遺伝子産物は、ヒトと

かを解決する方法が今回見つかった。Liew ら

割れば、原子時計の１秒の「チクタク」が得ら
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チンパンジー間で 2 カ所のアミノ酸しか違わ

は Applied Physics Letters や学会発表 で蒸

れる。時計を動作させるために通常選ばれる

ない。おそらく、この遺伝子はヒトの進化系

気セル型周波数標準器を大量生産に適した数

エネルギー準位の特定のペアはセシウムの

統で選択の対象となったのだろう。もっとも、

ステップの手順で小型化したと発表した。

16 に分裂した基底準位の内の中央にある準
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この遺伝子が言語能力に果たす役割はヒトと

Physical Review Letters では、Jau ら が小型

位である。これらの準位では、そのエネルギー

チンパンジーの比較 5 からではなく、ヒトの変

の蒸気セル型原子時計に固有の欠点を解消す

の相違は磁場のゆらぎによって弱い摂動を受
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