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独立行政法人　科学技術振興機構　中国総合研究センター長

吉川　弘之

今年は中国のGDPが日本を追い抜く第二の経済大国となりました。一衣帯水の間にある日本と中

国の両国の親密な交流と相互理解は両国の発展と平和のために不可欠であることはいまさら述べる

必要もないことであります。科学技術分野における緊密な交流と相互理解はその中核であり、それ

を通しての日中両国の科学技術の発展は、両国の発展のみならず、現下の世界経済の危機的状況の

緩和や地球環境問題の解消にも資するものです。

中国総合研究センターでは、日中両国の科学技術分野での交流の重要性に鑑み、数年来、その交

流および相互理解の促進を目的として活動してまいりました。ホームページ（http://www.spc.jst.

go.jp/）を通じての日中科学技術関連情報の発信もその活動の一環です。また、毎月１回、中国科

学技術月報をメールマガジンとして発行し、日中両国の科学技術分野の動向や交流の最前線におけ

る生の声を取り上げて紹介してきました。２年前から毎号テーマを絞った特集を組み、発行してま

いりました。今年は１２期が発刊いたしましたが、どの号でも日中両国の多くの研究者のご寄稿を

いただき、時を得た研究成果についてのレポートを読者の皆様にお届けすることができました。幸

いにも日中両国の多くの読者の方々より大変ご好評をいただいております。

このたび今年度の「特集記事」にご寄稿いただきました貴重なレポートを、メールマガジンの形

のみならず、「中国・日本科学最前線：研究の現場から」２０１１年度集の冊子としても纏め、さ

らに多くの方々にお届けすることにいたしました。

このような運びになりましたのは、ひとえにご寄稿いただいた多くの著者の方々の当センターへ

のご理解、ご協力の賜物と、こころから厚く御礼申し上げます。

また、今後とも当センターへの御支援をよろしくお願い致します。
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環境･エネルギー特集Part 3－地球環境保護の取り組み

要旨：
本論文は、1．中国のエネルギー構造の現状を説明する

とともに、集中型低炭素エネルギー、分布型低炭素エネ
ルギー及び個別低炭素エネルギーの研究と技術の進展状
況を整理・分析し、2．大気、固形廃棄物、水環境及び炭鉱・
油田の視点から低炭素エネルギーに関係する環境汚染防
止研究の現状を分析し、3．わが国の低炭素エネルギー、
環境汚染防止分野の立法、政策と保障措置を系統的に整
理・分析し、4．この分野の技術における中国の将来の道
筋について提言を行うものである。

化石燃料（石炭、石油、天然ガス）は世界の経済・社
会発展におけるカギとなる物質的基礎であり、また、大
気の温室効果ガス（例えばCO2）の濃度を高め、気候温暖
化と環境悪化を招く主要な根源でもある。化石エネルギー
は再生不可能で、且つ気候・環境問題を引き起こすこと
から、エネルギー消費構造への関心が高まっており、「高
炭素から低炭素へ、最終的には炭素循環と無炭素へ向か
う」技術の道を歩むことが期待される。
現在、低炭素経済の発展は世界的な流れとなっており、

その中心となるのは低炭素エネルギー技術である。低炭
素エネルギーの技術革新を推し進め、低炭素経済への資
金投入を増やすことは、中国が気候変動に対応するため
の根本的な道であり、これは又、持続可能な発展を図り、
省エネ・（汚染物質）排出削減を実施し、資源節約・環境
調和型社会を築く上でも必要なことである。低炭素エネ
ルギー技術には再生可能エネルギーの利用、新エネルギー
技術、化石エネルギーの高効率利用、温室効果ガスの抑
制と処理及び省エネの各分野が含まれる。

１．低炭素エネルギー研究の現状
中国ではエネルギー多消費7大業種のエネルギー消費が

全国のエネルギー総消費量の半分以上を占めている。CO2
排出の主要業種は火力発電、石油加工、水道、金属精錬

等の基礎原材料工業及び交通輸送業である。現在のエネ
ルギー消費構造は良質なエネルギー消費の割合が低く、
1990 ～ 2005年の期間中、石炭、石油、天然ガス、水力と
原子力及びその他再生可能エネルギーがエネルギー総消
費量に占める平均割合はそれぞれ約71.5％、20.1％、2.2％、
6.2％であった。一方、先進国は約26％、40％、24％、
10％となる。中国は「石炭が豊富で、石油が不足し、ガ
スが少ない」エネルギー構造だと言えよう。
「低炭素経済」の実質はエネルギー効率とクリーンエ

ネルギー構造の問題である。低炭素の理念を踏まえ、中
国の低炭素エネルギーの現状及び発展動向を図1に示す。
その中心はエネルギー技術の革新とエネルギー制度の刷
新であり、目標は気候変動を緩和し、人類の持続可能な
発展を促し、炭素循環・無炭素モデルに向かって突き進
むことである。中国は高度経済成長期に差し掛かってお
り、経済成長を犠牲にして二酸化炭素の排出を削減する
わけにはいかない。このため、積極的かつ効果的な方法
を取ることが一段と必要になる。中国は低炭素エネルギー
技術を発展させる際、石炭中心のエネルギー構造を正面
から見据え、化石エネルギーのクリーン・高効率な転化
利用と省エネ・排出削減技術を重視しなければならない。
しかし、戦略上は新エネルギーが伝統的エネルギーに代
わり、優勢エネルギーが希少エネルギーに代わり、再生
可能エネルギーが化石エネルギーに代わる道を堅持し、
代替エネルギーの割合を徐々に高めていかなければなら
ない。政策措置の面では制度の刷新を積極的に進め、低
炭素技術の道を強力に後押しする。
1.1　低炭素エネルギー
低炭素エネルギーは炭素分子量が少なく、又は炭素分

子構造を持たないエネルギーであり、広義にはエネルギー
を節約し、排出も削減できるエネルギーだと言える。ク
リーンな低炭素エネルギーは世界的なCO2排出汚染を大幅
に減らし、それは同時に又、中国社会の排出削減にもつ
ながる。その基本的な特徴は再生でき、持続的応用が可

中国の低炭素エネルギーと環境汚染防止に関する
研究の現状

陳　冠益　Chen Guanyi　●天津大学環境科学・工程学院院長
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能なこと、高効率で且つ環境適応性に優れていること、
産業への大規模な応用が可能なことである。
各種エネルギーの分子式炭素数：伝統的エネルギーの

石炭は135、石油は5～ 8、天然ガスは1で、水素エネルギー
は0となる。再生可能エネルギーは基本的に低炭素又は無
炭素エネルギーである。低炭素エネルギーは風力、太陽
エネルギー、原子力、バイオエネルギー、水力、地熱エ
ネルギー、海洋エネルギー、潮汐エネルギー、波力、海流・
熱対流エネルギー、海水温度差エネルギー、メタンハイ
ドレートを含んでおり、技術の統合・応用を通じ、低炭
素エネルギーシステムを構築し、石炭、石油等の化石エ
ネルギーに代替させ、二酸化炭素の排出を減らす目的を
実現する。

中国は低炭素エネルギー資源が非常に豊かであり、水
力資源の包蔵量は6.84億kWhに達し、技術的に開発可能な
量は3.78億kWhに達する。陸地で開発可能な風力資源は約
2.5億kWhで、海上で開発可能な風力資源は7.5億kWhに達
する。太陽エネルギー資源も豊かであり、大部分の地区
では年間日照時間が2,000h以上となる。海岸線が果てしな
く続き、潮汐エネルギー資源は2億kWhに達する。（農作
物の）茎の年産量は6億tに達し、その50％以上がエネル
ギーとして使える。サトウキビの搾りかす、もみ殻、コー
ヒー豆の搾りかす、各種の加工廃棄物と生活ごみも豊富
にあり、標準炭換算で約1億tとなる。南中国海北部斜面の
メタンハイドレート資源量は石油185億tに相当する。
1.2　集中型低炭素エネルギーの研究・技術とその進展
「低炭素経済」の視点から見た中国のエネルギー技術

研究には次の二つの側面がある。（1）省エネ・排出削減。
化石エネルギーの高効率利用と節約を実現する。（2）エ
ネルギー構造と産業構造の調整。良質な化石エネルギー
の比率を徐々に高め、クリーンで再生可能なエネルギー
を十分に利用・開発し、エネルギー消費構造における化
石燃料の割合を減らす。また、エネルギー供給の多様化
を図る。当面の一時期は、エネルギー構造を調整して低

炭素エネルギーを目指し、石炭を主とし、石油、天然ガス、
水力発電、原子力発電と再生可能エネルギーが互いに補
い合う多様なエネルギー構造体系を作り上げる。
（1）石炭のクリーンな転化利用：
主な技術は次の通り。1）石炭ガス化技術。工業的規模

のガス化炉が稼働又は建設中である。2）石炭液化技術。
自前の知的財産権を持つ石炭間接液化技術は万t級パイ
ロットプラントでの開発が既に完了し、現在、大規模な
実証プラントの建設が進められている。3）石炭からメタ
ノール、DME、MTO等を製造する技術。中国のこの技術
は外国とほぼ同じ水準にあり、万t級パイロットプラント
が既に完成している。4）石炭から合成ガスを製造する技
術。幾つかの小規模な実証プラントが建設された。5）石
炭から水素を製造する技術。国内外で比較的成熟したも
のとなっている。6）石炭の高効率燃焼技術及び二酸化炭
素の回収。外国は既に実証段階にあり、中国では実証プ
ラントの建設が始まったばかりである。
（2）太陽エネルギー：
発展の重点は結晶シリコン技術、薄膜電池技術、電力

網接続発電システム技術、建築と一体化した太陽エネル
ギー利用技術等。高純度多結晶シリコン材料の生産技術
分野では、一定規模の生産が実現された。同時に、薄膜
電池技術を重点的に研究開発し、電力網接続発電システ
ム技術の普及を図り、建築と一体化した太陽エネルギー
利用技術の開発を進めている。高温太陽エネルギー集熱
技術及び太陽熱発電技術のレベルを引き上げた。また、
太陽エネルギーの集熱による高温蒸気発生発電システム
と通常のエネルギーによる蒸気発電システムを結合し、
分散型コージェネレーションシステムの経済性を高めた。
（3）風力エネルギー：
自主的に研究開発した200 ～ 700kWの各種風力発電ユ

ニットは既に普及・応用され、3MW永久磁石直接駆動
（PMDD）風力発電ユニットと2MWデュアル非同期風
力発電ユニットは実証段階にある。自主開発・製造能力
を高め、MW級大型風力発電装置の製造技術、ウィンド
ファーム技術を重点的に開発し、風力発電産業の規格シ
ステムを確立し、海上風力資源の試験・評価技術を充実
させた。ウィンドファームはスケールメリットによるコ
ストダウンを図り、用地選定微視的技術と最適化設計技
術を重点的に開発すべきである。海上ウィンドファーム
の開発技術を発展させ、海上風力発電ユニットと海上ウィ
ンドファームの用地選定微視的技術及びウィンドファー
ム設計・建設のモデル研究を進めている。100万kWさら
には1,000万kWの大型風力発電基地の建設が既に始まり、
内蒙古草原では多くの10万kW以上の風力発電所が建設さ
れた。
（4）原子力：
中国は原発設備一式の供給能力を備えつつある。第2世

代の原発技術を既にマスターし、第3世代の原発技術を目

◎図１　わが国の低炭素エネルギーの現状及び発展動向のブロック線図
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指して自主的な歩みを進めている。高温ガス冷却型試験
炉が既に完成し、現在、高速中性子実験炉の密閉式核燃
料サイクルシステムを建設中である。熱核融合の分野で
も良好な研究成果が得られ、清華大学原子力設計研究院
は10MWのモジュール式高温ガス冷却型試験炉を完成さ
せた。
（5）バイオマスエネルギー：
バイオマスエネルギー技術は単純な廃棄物処理からバ

イオマスの総合利用へと発展し、栽培業、飼育・繁殖業
と広く結びつき、グリーンエコロジー農業が確立された。
バイオマス発電技術及び、バイオマスから液体燃料を製
造する技術を重点的に発展させ、バイオマスを中心とす
る新たな資源利用モデルを作り上げた。また、大型メタ
ンガス施設の施工技術を推し広め、バイオマス発電所を
自主的に建設している。その他、バイオマス固形化燃料
技術の研究開発と実証実験、エネルギー植物／作物によ
る燃料エタノールとバイオディーゼル油技術の開発・実
証実験を進めている。
（6）水素エネルギー：
次の二つの分野がある。1）水素製造技術。化石燃料か

らの水素製造、水の電気分解による水素製造、生物によ
る水素製造、微生物による水素製造、太陽熱化学サイク
ルによる水素製造、太陽エネルギーと半導体光触媒反応
による水素製造、核エネルギーによる水素製造等がある。
2）コスト、密度、安全性等の要因を考慮した水素貯蔵技
術。貯蔵容器の研究で大きな進展が得られ、水素貯蔵の
圧力と効率が高まった。容器の材質改善及び貯蔵補助物
質の添加により、圧縮水素貯蔵技術の利点が生かされる
ようになった。近年、水素製造技術は水を原料とする実
用段階に移っている。
（7）地熱エネルギー：
主には地熱エネルギーを直接利用する方法を採ってお

り、熱水の直接利用と水源ヒートポンプがある。研究の
重点は地熱の階段式利用技術、涵養技術、地下熱交換器
の熱伝達性と低温平衡等に置かれている。地熱の大規模
な開発利用は依然として制約を受けている。
（8）水力：
小型水力発電施設の建設技術はかなり成熟しており、

その設備容量は3,050万kWに達する。設計・製造技術は世
界の先進水準にある。現在、研究の重点は300m級ハイダ
ム及び複雑な地質条件下でのハイダム築堤技術、大型地
下洞室及びハイスロープ定着技術、高落差・大流量の条
件下での洪水排出、エネルギー散逸等のカギとなるダム
施工技術に置かれている。大型の通常水力発電ユニット
と揚水式エネルギー蓄積ユニットの国産化を推し進め、6
万kW超貫流式、100万kW級混流式水車発電ユニット及び
30万kW超揚水式エネルギー蓄積ユニットの設計・製造技
術の研究を行っている。水力発電建設における環境保全
技術を開発し、環境に優しい設計・施工技術と環境保全

措置を確立した。また、老朽発電所の更新・改造と流域
の最適スケジューリング技術を研究し、全体の運転効率
を高めた。
（9）メタンハイドレート：
研究の重点はメタンハイドレートの貯蔵技術と液化技

術、その濃縮法則と採掘の基礎技術に置かれている。
（10）交通産業の低炭素エネルギー利用技術：
交通産業の低炭素エネルギーは既に自動車分野に利用

され、良い成果を収めた。アルコール類、天然ガス、液
化石油ガス、ジメチルエーテル、バイオ燃料等の亜高炭
素燃料、電気や水素等の低炭素燃料を車の動力とする実
証実験を進め、多くのハイブリッド車が生まれた。また、
新しいタイプの低炭素車エンジン技術を開発した。例え
ば、高圧コモンレール技術、成層燃焼技術、均一充填圧
縮点火技術及び、ガソリンエンジンとディーゼルエンジ
ンの長所を合わせた理想的なエンジンDie sotto（ガソリ
ン／ディーゼル油混合技術）等である。現在、航空機用
の新エネルギーの研究開発を進めており、これにはバイ
オ燃料と航空ケロシンの混合燃料、リチウム空気電池、
太陽エネルギーと水素エネルギーの動力電池がある。
1.3　分布型低炭素建築のエネルギー技術とその進展
人間の活動がもたらす温室効果ガスの中でCO2の排出

は77％を占め、主に交通、建築、工業及び森林減少の四
つの面に集中している。そのうち建築物で使用される電
力及び暖房の炭素排出量は19.8％（温室効果ガス全体の
15.3％）を占める。グリーン低炭素建物を建設し、建物の
炭素排出を効果的に抑制・低減することは、低炭素都市
を築く上での必須条件となる。低炭素建築の省エネに関
する国内の主な研究は建築エネルギー消費の統計と省エ
ネ行動の管理、建物外壁の新構造と新素材、暖房・空調
システムの新しい省エネ技術、再生可能エネルギーの応
用等。
（1）建築エネルギー消費の統計・評価システム及び省エ

ネ行動の管理に関する研究：
エネルギー消費の統計と省エネ潜在力の分析は建築

省エネの基礎となる。1980年代以降、中国の研究者は建
築省エネの調査及び省エネ潜在力に関する研究を繰り広
げ、建築物のエネルギー消費について使用方式、スペー
スの広さの違いに応じ、統計をとった。その後、建築の
環境アセスメントに関する研究を進め、グリーン低炭素
建築の設計・建設ガイドライン作りに生かし、建築業が
環境調和型の持続可能な成長の道を歩むよう導いた。「中
国エコ住宅技術評価マニュアル」と「グリーン五輪建築
評価システム」を実施・普及させた。また、建築の低炭
素化に対する省エネ行動の貢献度を高めるため、その行
動に関する指導的原則を打ち出した。
（2）建物外壁の新構造と新素材、暖房・空調システムの

新しい省エネ技術：
中国北方の建築エネルギー消費の内訳は暖房・空調
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1.4　CO2排出ゼロ又はマイナスのバイオエネルギー技
術及びその進展

低炭素バイオエネルギーは燃料として直接使える各種
のバイオマス及び、バイオマスを加工・調製した各種の
エネルギーを指し、前者は一次バイオエネルギー、後者
は二次バイオエネルギーと呼ばれる。主な技術にはバイ
オマス直接燃焼／混合燃焼、メタンガス発酵、バイオマ
ス熱分解ガス化、バイオ水素製造、燃料エタノール及び
バイオディーゼル油等がある。ライフサイクルの視点か
ら見ると、バイオマスエネルギーはCO2排出ゼロのエネル
ギーに属する。その転化利用の過程で、技術の進歩と革
新を通じ、一定量のCO2を消費するなら、又は、炭素回収・
貯留（CCS）技術を利用するなら、CO2排出マイナスを実
現することができる。
バイオマス成形・直接燃焼技術：近代的な薪節約かま

ど、ボイラ燃焼がある。各種の薪節約かまどは1980年代
から普及が始まった。農作物の茎を利用したボイラ燃焼
発電はこの5年で急速な発展を遂げ、20余りの実証発電所
が完成しており、その設備容量は約200万kWとなる。生
活ごみ焼却発電は一段と重視されており、60余りの高規
格発電所が建設された。この他、茎／石炭混焼技術、ご
み／茎混焼技術も実証実験が行われている。また、幾つ
かのバイオマス成形燃料基地及びペレット化燃料基地が
建設された。今後の課題：バイオマスの燃焼過程におけ
る団粒及びその完全燃焼、ボイラ伝熱面に灰がたまるメ
カニズムと腐食の防止、ボイラ後部の排ガス除塵、ボイ
ラ底部の安定した状態での連続排滓、燃焼時の汚染物質
抑制及び灰の利用、多種バイオマス原料の低コスト精密
成形技術等。
メタンガス発酵技術：技術開発のテンポが速く、その

普及が進んでいる。農村部では家庭用のメタンガス発生
タンクを主に使用し、各世帯の暖房、炊事等の日常的な
エネルギー需要を満たしている。高・中・低温メタンガ
ス発酵技術の進展は目覚ましく、大中型飼育・繁殖場の
メタンガス施設で広く採用され、それは地域のガス供給
と発電にも生かされている。近年、茎発酵メタンガス技
術の研究開発が重視されている。今後の課題：家庭用メ
タンガス技術の低コスト化及びその信頼性、高密度のメ
タンガス発生タンク、一定規模のメタンガスシステム設
備の製造及びその高メタン含有量の調節・制御、茎を利
用したメタンガス発酵プロセスの安定性と連続性。
バイオマス熱分解ガス化技術：ガス化した可燃性ガス

は炊事、熱供給又は発電に用いる。固定床ガス化技術は
農村での実証・実用が進み、流動床又は循環流動床のガ
ス化技術は発電又は地域熱供給の分野で実証実験が行わ
れている。高速熱分解液化技術の実証実験もある程度進
んでいる。研究開発された技術にはバイオマスのガス化
による合成ガスの製造（合成油又は化工原料に用いる）、
高速熱分解による高品質の自動車用バイオディーゼル油

65％、温水供給15％、電力14％、炊事6％となる。研究者
は新型グリーン建材の開発、建築環境の整備、外壁構造
の省エネ等の面から低炭素建築の研究を進め、建築設計
が現地の気候条件に適したものとなるよう導いた。外壁
構造の熱消費量指標、熱伝達係数及びドアと窓の空気漏
入・熱消費量に制限が加えられ、建築物のエネルギー消
費を減らした。熱供給・空調システムの省エネに関する
研究は建築暖房・空調システムの型式、システムの効率
向上に集中しており、これには冷源・熱源の選択、運転
調節、エネルギー消費の計量等がある。
（3）再生可能エネルギーの建築への応用研究：
再生可能エネルギーを利用すれば、建築物の高エネル

ギー消費型の消費モデルを改めることができる。その主
な研究分野は太陽エネルギー、地熱エネルギー、汚水・
排水熱エネルギー等。農村地域はバイオマスエネルギー
の応用である。
太陽エネルギー：太陽エネルギーの建築への応用研究

は1970年代末に始まり、1990年代末になると、太陽光、
太陽熱、光電変換技術を利用した多くの公共建築物と住
宅が登場した。現在、中国は世界最大のソーラー温水器
生産・販売国である。国内の学者は太陽光、太陽熱、太
陽電池を一体化した建築について多くの研究を進めてき
た。太陽エネルギーを利用した冷凍については、吸収式
冷凍と噴射式冷凍が既に実用段階に入り、吸着式冷凍は
まだ研究段階にある。
風力エネルギー：風力エネルギーを建築に利用する研

究は始まったばかりである。都市建築における風力資源
の開発方法、旋風式ファン及び建築ファンの可能性、建
築群の風エネルギー増大効果、ビル風を利用する風力発
電技術について研究が行われた。
地源ヒートポンプシステム：地源ヒートポンプシステ

ムには多くの研究があり、その普及も順調に進んでいる。
研究の重点は地下熱交換器の熱伝達性への影響要因に置
かれ、例えば土壌の熱伝導性、埋戻しの媒質、接続方式、
システムの運転方式等である。
汚水熱エネルギー：都市汚水は都市の余熱型低温熱源

だが、大規模な開発はまだ行われていない。現在の研究
の重点は都市汚水源のヒートポンプシステムに関する実
施可能性の調査分析、管材問題、システムのスケール防
止、防食等であり、建設中のプロジェクトでも研究が進
められている。
バイオマスエネルギー：バイオマスエネルギーは中

国農村部の建物で使用されるエネルギーの中で大きな
ウェートを占め、単一の遅れた利用方式から高効率の総
合利用に転じつつある。研究の重点はバイオマスを利用
した集中型ガス化ガス供給・暖房、成形ペレット炉の燃
焼等で、多くのモデル基地が既に完成している。また、
農村の家庭用メタンガス技術も進歩しており、一群のモ
デル村が建設された。
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2　エネルギー利用に関係する環境汚染防止研究の現状
2.1　エネルギー利用に関係する環境汚染の状況
エネルギーと環境は密接な関係を持ち、エネルギー

の利用は環境の構成と質に大きな影響を及ぼしている。
現在、中国のエネルギー構造は石炭中心であり、その大
規模採掘とエネルギー化は深刻な環境汚染を引き起こし
た。例えば温室効果ガス、超微細粒子、重金属の排出で
ある。石油の大量採掘とエネルギー化については、自動
車工業と石油精製過程でもたらされる環境汚染が特に深
刻である。化石エネルギーの利用が中国の環境悪化を招
いた主要原因であり、温室効果ガス排出の根本的な源だ
と言うことができる。表1は1990年と2020年のエネルギー
利用による中国の温室効果ガス排出状況を示したもので
ある。

2.2　大気汚染防止技術とその進展
大気汚染の主要な特徴はエネルギー構造によって決ま

る。中国の一次エネルギーは石炭を主としており、且つ
今後のかなり長い期間、この状況は変わることがない。
大気汚染は煤煙型の特徴を示しており、中国は大気汚染
が比較的深刻な国の一つとなった。近年、中国は大気汚
染防止の政策・立法と技術の面で顕著な成果を上げたが、
情勢は依然として厳しい。大気汚染物質の排出総量はな
お非常に高く、大多数の都市では大気環境の質が国の定
める基準を超えている。低炭素エネルギーの開発と実用
は大気環境の質を著しく改善するであろう。
近年、中国はエネルギー消費が引き起こす大気汚染を

防止する技術分野で多くの活動を行った。主な措置と技
術の進展状況は次の通り。エネルギー使用の技術レベル
を向上させた。これには排ガス・排熱の回収、コージェ
ネレーション、炉・窯の改造、エネルギー管理システム
の採用及び、高効率エネルギー消費機器の設置、先進的
な石炭加工技術の採用と普及等がある。また、環境に優
しい代替エネルギー（水力発電、太陽エネルギー、バイ
オマスエネルギー、風力及び原子力等）を開発した。政
策レベルでは経済構造を見直し、工業比率を引き下げた。
現在、SOx及びPM（吸い込む可能性のある粒子）に対す
るオンライン監視・制御で一応の成果を上げており、次
の段階の制御の重点はNOx、CO2となる。研究方法ではマ
クロからミクロへ、都市という小さい尺度から地域さら
にはグローバルな大きな尺度へと変化があり、研究内容
も単一の要素から多元的な要素へと移った。この分野の
最先端の課題は原子、分子及び活性化学種のレベルにお
いて、大気環境におけるそれらの活動・変化の過程と環

又はバイオガソリンの製造がある。研究の重点はガス化
タールの制御、ガス化残滓の総合利用、タール汚水の浄
化、バイオマス合成ガスの調節・制御、生物油の精製と
品質向上等。
バイオ水素製造技術：炭水化物を水素ドナーとし、光

合成細菌又は嫌気性細菌を利用して水素ガスを製造する
ことを指しており、廃棄物回収・利用の新たな道が開か
れた。その原料は豊富にあり、グルコース、汚水、セル
ロースを原料とする研究が盛んに行われている。しかし、
いずれも実験室での研究の段階にあり、産業化するには
解決すべき多くの技術的・経済問題が残されている。
燃料エタノール技術：一定の比率に従ってガソリン又

はディーゼル油の中に加える無水エタノールを指す。ガ
ソリンを完全燃焼させ、自動車排ガス中のタール、二酸
化炭素、酸化窒素等の排出を減らすことができる。現在、
これは生産規模が最も大きいバイオエネルギーである。
サトウモロコシによる燃料エタノールの新しい生産工程
は既に実証段階に入った。エネルギー作物のキャッサバ
から燃料エタノールを生産する技術は既に実証運転が行
われている。また、古くなった小麦、トウモロコシ等の
でんぷん質原料から燃料エタノールを生産する多くの実
証プラントでは良い効果が上がった。茎から生産する技
術は中間試験段階から実証段階に移った。今後の課題：
エネルギー量が多いエネルギー作物の選抜育種とその低
コスト化、茎から燃料エタノールを作る技術のネック解
消と工業化実証。
バイオディーゼル油技術：油料作物、エンジニアリン

グ微小藻等の水生生物、動物油脂又は飲食店の廃油等を
原料とし、生物的又は化学的手段によって高脂肪酸メタ
ンに転化する。現在、トレンチオイルを原料とするバイ
オディーゼル油技術は世界をリードする水準にあり、10
余りの実証プラントが建設され、その年産能力は100万t
に達する。油料作物（例えばヤトロファ、ブンカンジュ）
を原料とする実証基地も既に完成した。エンジニアリン
グ微小藻によるバイオディーゼル油技術はまだ実験室段
階にある。今後の課題：廃油脂の集中収集と前処理、含
油率の高い油料作物の選抜育種及びその低コスト化、エ
ンジニアリング微小藻によるバイオディーゼル油技術。
中国のバイオエネルギー開発利用はまだスタート段階

にあり、エネルギー構造全体に占める割合は非常に小さ
い。しかし、大きな可能性を秘めており、バイオエネル
ギーのCO2排出削減効果が顕著であることを特に考慮すべ
きである。現在の問題点：原料供給のボトルネック問題、
バイオディーゼル油の合成過程で比較的大きな汚染がも
たらされること、バイオ水素製造過程で水素生成の効率
が低く、また、水素ガスの収集が難しいこと、メタンガ
ス発酵過程で発酵効率が低く、また、持続的な運転能力
に欠けること等。

◎表1　1990年と2020年のエネルギー利用による温室効果ガス排出状
況（106t＜炭素計算＞）



8 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

かつ効果的に処理・利用することは、温室効果ガス等の
環境汚染物質の排出を減らし、低炭素経済の発展を図る
上で必要なことである。

近年、中国では固形廃棄物の管理に関する法律法規が
徐々に整備され、処理技術が進歩し、処理装置のレベル
が向上している。主な措置と技術の進展にはごみの分別
収集・回収、閉鎖型集中積替え、衛生埋立技術、先進的
な焼却発電技術、熱分解ガス化技術、総合堆肥技術があ
る。関心が寄せられているものはごみ埋立場のCH4回収・
利用、ごみ浸出液の処理、ごみの悪臭防止、燃焼効率及
び安定性、CO2排出削減、ごみ焼却時の排ガス浄化及びダ
イオキシン抑制、廃棄物処理におけるライフサイクル全
体の評価及びデータブック研究等。この他、食堂や台所
から出されるごみと分別収集した有機系ごみに対する専
用技術が開発された。例えば、嫌気性消化等の生物処理
技術である。政策レベルでは、固形廃棄物の再生利用に
関する適切な政策と法規が定められ、大衆がごみを分別・
回収利用するよう導いた。

境効果を研究することであり、生態効果が含まれること
もある。
2.3　CO2排出削減と炭素回収・貯留（CCS）技術及び

その進展
CO2排出削減のカギとなる措置はエネルギーの節約、

エネルギー効率の向上、エネルギー構造の最適化、代替
エネルギーの発展、CO2の処理・利用に関係している。現
在、中国が既に工業化し、又は研究に力を入れている技
術には溶剤吸収法、吸着法、膜法、生物吸収法等がある。
溶剤吸収法は大規模なCO2回収に適した技術案だが、これ
には一部の溶剤が毒性を持つ、溶剤は再生する必要があ
る、回収プロセスが複雑である等の問題も存在している。
膜分離技術は既に経済的に見合う多くの実用例がある。
しかし、大規模なCO2回収システムとしてはコストと信頼
性の面で大きな問題を抱えている。圧力スイング吸着法
（PSA）は技術工程が簡単で、エネルギー消費が低い等
の利点を備え、各種ガスの分離に用いることができ、合
成アンモニア変換ガス及び窯・炉ガスからCO2を分離・回
収できる。生物吸収法はCO2排出削減の目的を達成すると
同時に、新しい燃料を提供することもできる。しかし、
処理の規模や地域の面で厳格な規制を受けるだろう。
以上のことからわかるように、CO2排出削減と炭素回

収に関する各種の技術はそれぞれの実用範囲があり、適
切なプロセスを選択することが必要である。CCSは技術
的にそれ程難しいものでないが、エネルギー消費とコス
トの高さがその実用を妨げている。このため、コストが
低く、エネルギー消費が少なく、新たな汚染を出さない
CCSプロセスの開発が大きな課題となった。現在、中国
は天津で石炭発電所のCCS技術に関する実証実験を進め
ている。この発電所は2010末に稼働を始める予定であり、
CCS技術の応用のために生の経験とデータが提供される
ものと期待される。
2.4　固形廃棄物の抑制技術とその進展
2008年、中国の各種固形廃棄物の総排出量は50億t余り

に達した。主なものは糞尿、工業廃棄物、農業廃棄物、
生活ごみ等であり、図2は各種固形廃棄物の占める割合を
示したものである。固形廃棄物は大量の土地を占用する
だけでなく、水域、大気等の生活環境をひどく汚染して
いる。現在の主なごみ処理方式は埋立て、焼却、堆肥で
ある。処理方式が適切でないと、深刻な環境汚染（温室
効果ガス、塩素含有ガス、ダイオキシンの排出、水域の
汚染と悪臭、重金属の放出を含む）をもたらし、その上、
エネルギーと資源が浪費されることになる。中国科学院
は国内の19のごみ焼却場を対象にダイオキシンの調査研
究を行った。その結果、19基のサンプル焼却炉のダイオ
キシン／フラン物質排出量は0.042 ～ 2.461の間にあり、平
均値は0.423で、欧州連合（EU）の基準を大幅に超えてい
た。焼却場の16％が中国の基準を満たさず、70％はEUの
基準を満たしていない。このため、固形廃棄物を合理的

◎表2　中国の14の医療ごみ焼却炉でのサンプルデータ

◎図2　各種固形廃棄物の占める割合
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気総合処理技術：採炭過程で生じる粉塵、採油期に放出
される油ガスを収集・処理し、燃料として用いる。その他、
炭田・油田で発生する騒音の総合処理技術及び設備統合
に関する研究等がある。
炭鉱と油田の環境汚染防止技術は廃水、廃ガス、固形

廃棄物の汚染防止技術の動向と一致させ、国の「省エネ・
排出削減」の方針に合致させるべきである。それと同時
に、採炭・採油で発生する騒音の総合処理技術及び設備
統合研究に大いに力を入れなければならない。

3　低炭素エネルギーと環境汚染防止に関する政策と措置
3.1　低炭素分野の現行政策・法規体系
（1）低炭素エネルギーの政策・法規：
2005年、中国は「中華人民共和国再生可能エネルギー

法」及び「再生可能エネルギー中長期発展計画」を公布・
発表した。これは再生可能エネルギーの発展を奨励する
法律及び措置である。2007年6月、「省エネ・排出削減総
合活動プラン」と「中国気候変動対応国家プラン」が発
表された。2007年10月に採択された改正「中華人民共和
国エネルギー節約法」は、「国は新エネルギー、再生可能
エネルギーの開発と利用を奨励・支援する」と明記して
いる。また、2008年には白書「気候変動対応の政策と行動」
が発表され、気候変動への対応面で取った政策、行動及
びその成果を示した。中国の現行エネルギー法規は表3を
見ること。一連の法規・政策・措置は、気候変動対応と
省エネ・排出削減に対する中国政府の熱意と決意を具体
的に示すものである。長期的に見るなら、工業、建築、
交通分野における低炭素エネルギーの実用化は、エネル
ギー成長戦略の重要な一環となるであろう。

（２）低炭素建築分野の政策・法規：
第11次5カ年計画期（2006 ～ 2010）に、中国の建築省

エネ活動はモデル実験、技術研究開発、経験蓄積の段階
から全面的展開の段階に移り、伝統的な成長モデルが打
ち破られ、新たな段階に入った。具体的には建築省エネ
関連の法規体系が一段と整備されたことである。「民間建
築省エネ条例」を基本とし、「民間建築省エネ管理規定」
と「建設工事品質管理条例」等を具体的な実施規則とす
る法規体系が作り上げられ、建築省エネに関係する各主
体の職責が明確になり、相応の行政管理体系が確立され、
建築省エネ活動が全面的スタートした。表4に示す通りで
ある。

2.5　水環境汚染防止技術とその進展
中国の水質汚濁問題は深刻である。河川は有機汚濁が

主なもので、湖沼は富栄養化を特徴としている。沿岸海
域の主な汚染指標は無機窒素、活性燐酸塩、重金属であ
る。また、地下水は水位の低下と有毒・有害物質の汚染
が目立つ。水環境の汚染要因は複雑である。エネルギー
利用に関係する水環境汚染の防止には、エネルギー加工・
転化過程における汚水・廃水、洗炭水、採炭地下水が含
まれる。この他、浄水場と汚水処理場の省エネ又は低炭
素エネルギーの使用により、汚染物質の排出を減らすこ
とができ、これは水環境汚染の防止にも役立つ。具体的
な防止技術は以下の通り。
汚水資源処理・利用技術：地下水汚染の原位置修復技

術、生産汚水・廃水の排出ゼロ技術がある。汚れた採炭
地下水は浄化した後に含水層に戻し、地下水の汚染及び
地盤沈下を防止する。洗炭汚水は凝集・沈殿技術を用い
て炭塵を回収し、洗炭水のクローズドサイクルを実現す
る。また、中和、凝集、沈殿、濾過等の技術を用い、火
力発電所の脱硫廃水の資源化を実現する。その他、燃焼
前、燃焼中、燃焼後の制御を通じ、石炭と石油の中の重
金属を廃水中に最大限移動させ、吸着沈殿又はイオン交
換によって除去し、廃水の資源化を実現する。
浄水場、汚水処理場の省エネ技術：先進的な汚水処理

技術を発展させる。処理工程パラメータと運転条件を最
適化する。周波数変換制御技術を採用し、設備の電力消
費を低下させる。低炭素エネルギーを浄水場、汚水処理
場の消費エネルギーとする。
水環境汚染防止技術は現在、環境汚染を軽減し、生態

系悪化を食い止めることに限られているが、我々の最終
目標は環境機能を回復し、持続可能な発展を実現するこ
とである。このため、水質汚濁防止に関する研究は今後、
水生態系の保護と機能回復を目標とする環境技術の方向
を徐々に目指すべきである。環境モデル、自動検出シス
テム及び突発的事態に対する早期警報システム等が技術
研究開発の主な対象である。現在、中国の水質汚濁防止
分野では、既存技術システムの完備と統合に重点が置か
れている。
2.6　炭鉱と油田の環境汚染防止技術及びその進展
中国のエネルギー消費構造は石炭と石油への依存度が

高い。採炭と採油の過程で広域の地下水・土壌・大気汚
染がもたらされ、深刻な影響を及ぼしており、経済の健
全な高度成長を制約する大きな要因となっている。近年、
炭鉱と油田の汚染防止に関する管理法規が次第に整備さ
れ、クリーン生産がますます重視されている。汚染防止
の主な技術は次の通り。含炭・含油汚水の資源化利用技術：
坑道廃水、採油汚水を高度処理した後、生産工程に戻し
て利用し、又は生活雑用水とする。含炭・含油汚泥の総
合利用技術：この汚泥を処理した後、含炭添加剤を製造
し、ボイラ等の加熱設備の燃料とする。炭田・油田の大

◎表3　中国の現行低炭素エネルギー法規一覧表
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（2）低炭素経済の発展を図る中国の戦略的政策及び
原則：

1）「低炭素化」を国の経済・社会発展の戦略目標の一
つとし、関連指標を各計画と政策の中に盛り込み、各地
の実情を踏まえ、地域別の低炭素発展モデルを探求し、
炭素排出の伸びを抑えることに努める。2）炭素排出削
減、エネルギー安全保障、環境保護の先進的技術を十分
に利用し、中国の低炭素技術・製品の競争力を高め、低
炭素へのタイプ転換を図り、飛躍的発展を実現する。ま
た、低炭素エネルギーと低炭素エネルギー技術に関する
国際的な交流・協力に積極的に参画し、国外の先進的な
理念、技術、資金を導入し、新たな国際協力モデルと体
制刷新を通じ、生産・消費モデルの転換を図る。3）気
候変動の国際交渉と低炭素ルール作りに積極的に参画
し、中国の合理的な発展の余地を確保する。また、国情
と実際の能力に見合う自主的な排出削減行動を約束する
ことにより、責任を負う大国としての国際イメージを高
める。
（3）低炭素経済の発展を図る中国の主要な政策・措置：
1）エネルギー供給システムの主要な措置。石炭のガス

化を牽引役とするコージェネレーション技術のシステム
開発・実証及び、一体石炭ガス化コンバインドサイクル
技術等の先進的な発電技術の商業化を優先的に手配し、
石炭クリーン利用等の関連分野で世界をリードする水準
に到達させる。良質な油ガス資源を輸入・利用する。また、
再生可能エネルギーを利用する技術及び国のエネルギー
システムにおけるその最適配置モデルを探究し、多元的
なエネルギー供給システムを確立・整備し、エネルギー
構造を転換し、エネルギーサービスを改善する。2）エネ
ルギー利用システムの主要な措置。工業化と都市化のプ
ロセスの中で、低エネルギー消費、高エネルギー効率、
低炭素排出の方式に従い、大規模なインフラ整備を進め
る。工業生産、交通、建築各分野のエネルギー効率目標
達成システムを確立し、新エネルギー車と新型省エネ建
築を開発し、最良の実践技術を総括・普及させる。炭素
回収・貯留（CCS）技術の実現可能性を探り、低炭素製品・
技術の国際競争力を高める。また、業界（工業、建築、
交通）、企業、都市、地域社会の低炭素発展に関する実験
を繰り広げる。3）農地、草地、森林生態系の炭素固定機
能について突っ込んだ研究を行い、生物と生態系の炭素
固定によって気候変動を緩和する。4）関係法律法規の検
討・制定。これには国の監視・考課・管理基準、財政・租税、
価格等の金融政策・措置（例えば炭素税の徴収、炭素取
引の試行等）がある。また、気候変動対応の戦略研究と
その能力づくりを強化する。5）宣伝と世論誘導に力を入
れ、各級指導部と公衆に低炭素経済の意味、その発展を
図る理由及び、どう発展させるかを理解させ、社会全体
の生産・生活様式と消費観の大転換を図る。

（3）低炭素交通分野の政策・法規：
2008年、交通運輸部は「道路・水路交通の『中華人民

共和国エネルギー節約法』実施規則」（交通運輸部令2008
年第5号）を公布した。この規則は交通輸送構造の最適化
を導き、多様な輸送方式の調和の取れた発展と効果的な
連係を促し、省エネ型の総合輸送システムを築く等の面
から交通輸送業界の科学的発展を後押しし、それによっ
て交通分野のエネルギー消費を減らし、エネルギーの利
用効率を高めるという目的を実現することを狙ったもの
である。
3.2　低炭素経済を目指すためのエネルギー・環境政策

研究
（1）低炭素政策のレベル区分：
低炭素研究は各分野に及んでおり、その主な研究内容

をレベル別に紹介する。
国家レベル。研究の中心となるのは各国間の炭素排出

削減責任の分担方法、国全体の炭素排出削減目標の確立
と割当、国家レベルの炭素排出削減計画の策定及び実施の
保障措置等。現在、中国の主要な炭素排出削減目標は既に
確定し、関連の統計・監視・考課システムの構築作業が進
められている。今後、主要な戦略的措置は産業構造の調
整、エネルギー効率の向上、クリーン・再生可能エネルギー
の発展という三つの側面に集中することになろう。
省（一級行政区）レベル。研究の中心となるのは省レ

ベルにおける炭素排出削減目標の確立と割当、炭素排出
削減計画の策定及び実施の保障措置等。各省の特色を考
慮する。各省の炭素排出関連指標には大きな開きがあり、
それぞれの排出削減の能力と困難の度合いにも違いがあ
る。このため、各省の生き残りと発展に必要な炭素排出
量を研究する時は、世界の主要経済国の業界別排出削減
方法に対する分析結果に基づき、産業発展の地域格差、
CO2排出が多い業界の分布の特徴を踏まえ、実験地区を選
択・確定する必要がある。
都市レベル。一つ目は都市の炭素排出システムの研究

で、これには交通、建築、産業、カーボンシンク等の炭
素排出に関係する技術の研究及び各システムの関連、調
整がある。二つ目は低炭素都市の具体的な計画であり、
これには低炭素都市のモデル研究、都市内部の各機能区
の配置、交通計画、地域社会計画等がある。
企業レベル。中心となるのは企業のクリーン生産と省

エネ・排出削減に関する技術分野の研究である。

◎表4　中国の現行建築省エネ法規一覧表
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４．結びの言葉
「低炭素経済」の実質はエネルギー効率とクリーンエ

ネルギー構造の問題であり、その中心はエネルギー技術
の革新とエネルギー制度の刷新である。中国は高度経済
成長期に差し掛かっており、経済成長を犠牲にして二酸
化炭素の排出を削減するわけにはいかない。このため、
積極的かつ効果的な手段を講じて低炭素経済を発展さ
せ、無炭素経済に向かって突き進むことが一段と必要に
なる。中国は低炭素エネルギー技術を発展させる際、石
炭中心のエネルギー構造を正面から見据え、化石エネル
ギーのクリーン・高効率な転化利用、省エネ・排出削減、
汚染防止技術を重視しなければならない。しかし、戦略
上は新エネルギーが伝統的エネルギーに代わり、優勢エ
ネルギーが希少エネルギーに代わり、再生可能エネルギー
が化石エネルギーに代わる道を堅持し、代替エネルギー
の割合を徐々に高めていかなければならない。政策措置
の面では制度の刷新を積極的に進め、国家レベル、省レ
ベル、都市レベル及び企業レベルの各段階から低炭素経
済、低炭素エネルギー技術、汚染防止技術の道を歩むた
めの政策・法規を定め、これを強力に後押ししていく。
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•Prof i le•

湿地の基本概念と機能
湿地とは水陸が交じり合った境界面における生態系の

類型の一種であり、伝統的な定義によれば、地球上のす
べての沼沢、泥炭地、湿原、湖、河川、氾濫した水が排
水されず残った地域、河口三角州、干潟、貯水池、池、
水田及び低潮時に水深が6mよりも浅い海域はすべて湿地
の範疇に属する。湿地は実際には水圏と大気圏、土壌圏
と生物圏が相互に作用する境界面であり、すべての陸地
の淡水域及び汽水域並びに沿岸の塩水域を含むものであ
る。国際的には通常森林、海洋及び湿地を地球三大生態
系と称しているが、国際連合環境計画世界自然保全モニ
タリングセンター（UNEP-WCMC）の観測によると、地
球上の湿地面積は約570万km2であり、地球の陸地面積の
6％前後を占めるという。
湿地の生態系は地球の生態系において欠かすことので

きない働きをしている。二酸化炭素の固定、空気と水質
の浄化、汚染物質の分解、水の調節などの機能を果たす
ことは言うまでもないが、湿地は地球の生物の多様性が
最も豊富な生態系の類型の一つなのである。湿地は地球
の重要な種の倉庫かつ遺伝子ライブラリーとして、そし
て種の動く回廊として、地球と各地域の生態バランスを
守るために重要な役割を果たしている。

中国の湿地の状況
1995年～ 2003年、中国国家林業局は全中国の100hm2よ

り大きい湿地を対象に第一次湿地調査を行ったが、その
結果は次の通りである。中国に現存する湿地の総面積は
3848.55万hm2であり、これは中国国土の総面積の約3.77％
を占めている。そのうち臨海湿地は594.17万hm2であり、
これは湿地総面積の15.44％である。また、河川湿地は
820.70 万hm2であり、これは湿地総面積の21.32％である。
同様に湖湿地は835.15万hm2で21.70％、沼沢湿地は1370.03
万hm2で35.60％、池湿地は228.50万hm2で5.94％である。
また、この調査は中国の湿地の生態系が2200種以上の野
生植物と1770種以上、鳥類だけでも271種もの野生動物を
育んでいることを明らかにした。自然および半自然の湿
地は多くの種、特に水鳥のために生息地を保存しており、

このおかげで多くの野生生物が生存を脅かされず安全に
繁殖していけるのである。
ただ、第一次中国湿地全面調査は明らかに精度の低い

ものであったことから、現在中国国家林業部は最小単位
面積を8hm2まで下げて第二次湿地資源全面調査を組織的
に展開している。とはいえ、第一次湿地全面調査が中国
の湿地の全体的な特徴を明らかにしたということもやは
り事実である。湿地の構成類型から見ると、沼沢湿地が
中国で最も重要な湿地類型である。これは主に東北の三
江平原と大小興安嶺や長白山などの山地に、次いで四川
西北部の若爾盖高原と青海チベット高原地区に分布して
いる。次に、湖湿地と河川湿地の面積は同じぐらいであ
る。前者は全国的に分布しているが、東部の平原地区と
西北・西南の高原または高山地区に多い。後者は主に水
系網が比較的密集している中国東部の季節風気候地域に
分布しており、なかでも長江や珠江などの大河の中流下
流地域に多い。また、臨海湿地は沿海の11の省、市、区
および香港・マカオ・台湾地区に分布している。
さて、中国はアジア最大の湿地面積を持つが、国土面

積に占める比率は日本の半分、バングラディシュの1/10
に過ぎず、国際平均水準（6％）にも遠く及ばない。この
ことから、現代中国は湿地不足の国であると言える。
しかし、歴史をさかのぼってみると、千百年前、さ

らには数十年前においても中国の湿地面積は現在よりも
はるかに広いものであった。例えば、洞庭湖は現在面積
2650km2で中国第二の湖であるが、秦漢帝国期には雲夢沢
といい、前漢の大文学者である司馬相如は『子虚賦』に
おいてこれを「九百里四方」と称している。現代の基準
で考えると、これは概ね東西は大別山脈から鄂西山地に、
南北は長江から大洪山地区にいたる総面積2万km2に当る
ものと考えられる。この湖の面積は20世紀初期でもまだ
6000km2以上であったが、1949年には4250km2にまで縮小
してしまった。付け加えるならば、司馬相如は「楚に七
沢あり」とも述べているが、雲夢沢はそのうちの最小の
ものに過ぎなかった。また、中国の歴史的名著である『水
滸伝』で四方八百里という梁山泊は先秦時代には大野沢
と呼ばれていたが、『周易』はこれを「雨期にはよく保水

何　彤慧　He Tonghui　●寧夏大学西部生態研究センターおよび西北退化生態系回復再建教育部重点実験室教授
1964年9月生まれ。寧夏地理学会理事、寧夏ウイグル族自治区自然保護区評議委員会委員、寧夏地名学会理事を兼任。近年は主
に人間と地理の関係および環境変化、退化生態系の修復などについて研究、主編集および編集参加の著作が6部、発表研究論文が
50編以上。

中国における湿地および湿地生態系の回復
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し、急に洪水になってあふれ出ることがない。乾期には
よく貯水し、旱魃にあわてることがない。」と述べている。
現在面積627km2の東平湖はこの梁山泊のなごりと見られ
ている。大野沢から梁山泊、そして東平湖へと、黄河と
その支流の影響を受けて、増水時には湖に減水時には水
田にという変化を繰り返してきたが、総体的な趨勢とし
ては湿地は年を追うごとに縮小してきている。
このような湿地の消失は、古代においては気候、河流

の変化、地形変化などの要素の影響を受けるものが多かっ
たが、近現代においては主に人類の活動の結果である。
湿地地帯は日当たり・温度・水量・空気の組み合わせが
比較的良好な地域が多く、また地形も低平地であるため、
排水をすれば容易に耕地に開発することができる。この
ことから、世界各国において、湿地地帯は耕地となりう
る予備資源として長い間みなされてきたのである。例え
ば、中国東北部で1960年代に始められた開墾活動は、主
に沼沢や湿地を開発するものであった。この結果、「北の
大荒野」は「北の大食糧庫」に変貌し、東三省は中国最
大の商品食糧基地となったのであるが、三江平原の湿地
は1950年代初めの530万hm2から今日の113万hm2まで減少
してしまった。耕地面積が土地面積に占める比率が開始
前の3％から32％に上昇したのはその代償である。また、
中国の臨海マングローブ湿地は20世紀中ごろの6万hm2か
ら近年の2.2万hm2に減少してしまい、臨海の干潟も半分
以下に縮小してしまった。これも過度な農業および工業
開発の結果である。

中国における湿地の回復を目指す活動
1992年、中国は全世界の政府で組織する「ラムサール

条約」に加入し、湿地の回復を目指して動き始めた。そ
して、1990年代中ごろから、より明確には20世紀に入っ
てから、中国では湿地の回復と復旧を旗印とする「湿地
ブーム」が起こった。これは、中国各地、特に河川沿岸
や都市地域の湿地には「起死回生」のものであった。こ
こ20年に中国で実施された湿地回復のプログラムとプロ
ジェクトは、概ね以下のように分類することができる。
1．水田の湖への返還
水田を湖に戻す活動あるいは耕地を湖に戻す活動は中

国最大の湿地回復活動であり、長江流域がこの活動の主
な実施地域である。長江は中国一、世界第三の長さを誇
る河川であり、その全長は6211kmである。その間には大
小700以上もの支流が流れこみ、河川と湖の巨大なネット
ワークを形成している。特に湖北省宣昌市からの長江中
流域と江西省湖口市からの下流域は、中国の淡水湖上位5
湖、すなわち洞庭湖、鄱陽湖、太湖、洪沢湖、巣湖をす
べて擁しており、その湖の面積は全中国の湖の総面積の
60％以上を占めている。この長江流域の湖は、唐宋時代
以来1400年以上にわたって常に干拓改造による利用の対
象であった。しかし、1998年には長江流域に大洪水が起

こり、鄱陽湖や洞庭湖を含む長江中下流域の経済的損失
は直接的なものだけでも1345億元にのぼった。この結果、
中国政府は水田を湖に戻す活動の緊急性を認識し、「堤
防を整備し、水田を湖に戻し、住民を移動させて都市を
建設する」という解決方針を立てた。こうして、1999 ～
2003年の5年間に長江本流において水面を1400km2回復さ
せ、中国一の淡水湖である鄱陽湖の水面面積を3950km2か
ら5100km2に、第二の淡水湖の面積も35％拡大して、貯水
容積を約130億m3増加させたのである。
水田を湖に戻す活動のもう一つの重点地域は都市周辺

である。これは、湿地の生態系が都市の生態系を拡大す
るのに最も有利な選択肢であるとみなされているからで
あるが、そのほかにも都市に独特な景観を与え、旅行・
レジャー産業の発展に役立つということもある。こうし
て、長江デルタ地帯の中程度以上のほとんどすべての都
市には、水田を湖に戻す活動を通してそれぞれ天然と称
する湿地が形成された。杭州市の西渓湿地、秦州市の
湖湿地、無錫市の長広渓湿地、常熟市の尚湖湿地、紹興
市の鏡湖湿地、温州市の三 湿地などがそれである。
2．囲い込んでの保護
自然保護区を建設し、湿地を囲い込んで保護すること

によって人間による影響を減らすことは、湿地の生態系
を回復させる有効な方法である。中国が1980年代から建
設を開始した自然保護区にも湿地生態系は含まれていた
が、大々的に建設を開始したのは90年代に入ってからで
ある。2003年においてすでに建設が完成した、または建
設中の国家レベルの湿地自然保護区は、内モンゴルオル
ドスのダライ湖、遼寧省の双台河口、吉林省の莫莫格、
向海、黒龍江省の三江、興凱湖、扎龍、江蘇省の大豊、
安徽省の升金湖、江西省の鄱陽湖、山東省の長島、黄河
デルタ、湖南省の洞庭湖、広東省の内伶 －福田、湛江
マングローブ林、海南省の東寨港、四川省の九寨溝、若
爾盖、甘粛省の 海－則岔、青海省の隆宝、青海湖、三
江源、新疆ウイグル自治区のバインブルグ、ハナスなど
30か所以上である。省レベルおよび省レベル以下のレベ
ル別湿地の自然保護区は300余りにも達する。また、地球
環境基金の資金援助の下、黒龍江省の三江平原湿地、四
川省西部と甘粛省南部の若爾盖湿地、江蘇省の塩城湿地、
湖南省の洞庭湖湿地に重点的な湿地管理・保護活動が展
開され、これらの重点湿地の退化傾向を食い止めている。
3．水を移動による補給
湿地が多くの地域において退化しているのは、主に水

のバランスが失われているためである。このことから、
湿地の生態系が必要とする水を保障することは、湿地の
回復の根本的な対策の一つとなる。そこで、中国は2000
年より北方の黄河流域と内陸の河川の流域において、流
域水資源の統一的な管理と合理的な調整を行い、生態系
を保障することを目標とする水の移動・補給活動を開始
した。例えば、黒河はタリム河に次ぐ中国第二の内陸河
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川であり、祁連山北壁に水源を発し、河西回廊を経て内
モンゴル自治区の砂漠に消えるまでに、東西の居延海と
いう二つの終端湖を形成していた。1950年代のこの二つ
の湖の面積は267km2および35km2であったが、上流での
大量の灌漑用水利用のため、年々水量が減少して水域面
積も縮小し、さらには2回にわたって完全に枯渇してし
まった。この結果、居延オアシスでは毎年26の胡楊林、
ホソバグミ林、ギョリュウ林が死滅する事態となってし
まった。そこで、2000 ～ 2009年に21回にわたって黒河の
調整を行い、居延河の水域面積を40km2に維持した。これ
によって、居延海の湿地が消滅し、オアシスが縮小する
局面を基本的に転換したのである。また、新疆ウイグル
自治区のボステン湖とアクス河からタリム河へ緊急送水
する、黄済津から緊急に水を引き入れて黒龍江省扎龍湿
地の生態系に水を補給するなどのプロジェクトは、すべ
てこれらの湿地の水不足問題を有効に緩和しており、湿
地の生態系の状況を改善してきた。
4．湿地汚染の防止と分解
水質汚染は中国の湿地保護が直面している重要な問題

である。湿地は一定の汚染拡散防止・分解作用を持って
いるが、著しい水質汚染は湿地を悪臭のする湖やどぶ川
に変えてしまって、生態系の機能を完全に喪失させてし
まうのである。第一次中国湿地全面調査の結果明らかに
なったのは、中国全土の重要な湿地の30％が生産廃水や
生活廃水による汚染の脅威にさらされているということ
である。1980 ～ 1990年代の工業化・都市化の急速な進展
にともなって中国の湿地汚染は年々深刻化し、大都市周
辺の湖の水質は多くはⅣ類やⅤ類となり、ひどい場合に
はⅤ類よりも劣化してしまった。そこで、1990年代後半
以降、中国は主要汚染物質排出総量規制計画など国家レ
ベルの計画を実施し、中国全土に工業汚染企業の排出基
準達成と重点都市の環境質量基準達成を目指してきた。
汚染源管理によって「三河、三湖、二区、一市、一海」（す
なわち、淮河、海河、遼河、太湖、巣湖、滇池、北京市、
渤海）の汚染の除去に重点を置いてきたのである。これ
は、淮河本流や海河・遼河の流域の汚染水準を下げ、太
湖と巣湖の水質悪化傾向に基本的な管理を加え、滇池の
富栄養状態や渤海海域の汚染も軽減し、北京市の生態環
境を大きく改善するものであった。この結果、2003年の
中国全海域のⅡ類海水面積は8.0万km2で前年比3.1万km2

減、Ⅲ類海水面積は約2.2万km2で前年比0.3万km2減、Ⅳ
類以下の海水面積は2.5万km2で前年比0.1km2減、その他
はすべてⅠ類海水となった。これは全体的に汚染傾向が
緩和していることを表している。また、近年中国は汚染
が深刻な江蘇省陽澄湖、 湖、新疆ウイグル自治区のボ
ステン湖、内モンゴルのウランス海に重点を置いて湖湿
地の富栄養生物管理モデル事業を展開し、基本的な成果
を収めた。

湿地の回復から湿地生態系の回復へ
2005年の春から夏にかけての北京の円明園の湖底漏出

防止工事は、湿地をどのように整備すればいいのかとい
うことについて、中国全土を巻き込んだ論争を引き起こ
した。円明園とは明、清両王朝の皇帝家の庭園であるが、
1860年と1900年の2回にかけて英仏連合軍や8か国連合軍
に侵入され、放火、破壊、略奪されてしまった。このこ
とから、円明園は中国内外に非常に広く知られるように
なった。さて、その円明園の湖底漏出防止工事は2004年
に始まった。その主な工法は合成樹脂の薄いシートを福
海の湖底に広げ、湖水の漏出を防ぐというものであっ
た。しかし、工事がほとんど終わろうかという2005年春、
生物学者の張正春が登場し、中国全土の注目を浴びた。
資源の効益性か生態系の形成かという対立的な観点をめ
ぐり、一方はこの工事が節水と風景的価値の必要を考慮
したものであるとみなしたのに対し、もう一方は工事が
湿地の生態系の機能を喪失させることを強調したのであ
る。そして、最終的には中国国家環境保護総局が生態系
を強調する側を支持し、シートは取り除かれることになっ
た。基本的にはこの論争が始まってから、中国の湿地回
復活動は湿地生態系回復の時代に入ったと言えるであろ
う。
１．湿地の回復と湿地生態系の回復の違い
湿地の回復とは、概念的に説明するならば、技術ま

たは工事的手段を用いて退化しつつあるまたはすでに消
失してしまった湿地に修復・再現作業を行い、強く影響
を受ける一段階前の景観を再現して、一定のメカニズム
と機能を形成する方法のことである。2005年以前の中国
の湿地回復プロジェクトは、ほとんどが土木開削、くぼ
地形成、水利条件の回復、汚染の防止および管理を核心
としたものであった。中には人工的に植物を植えて栽培
し、美しい湿地的景観を作り出す湿地回復プロジェクト
もあった。このような湿地回復プロジェクトは、湿地の
生態系機能を、例えば空気を浄化したり、洪水時に水を
蓄えたり、水生動植物に生存環境を提供したりするよう
な機能を、回復することも一般的に可能ではあった。し
かし、最も重要な目的はやはり環境美化目標と経済目標
を実現することにあった。都市は湿地の回復を通して生
態環境容量を拡大し、まったく新しい旅行レジャースポッ
トを構築するなど、いわゆる「ソフト環境」を改善した
のである。これによって、多くの都市の政策決定者はまっ
たく新しい人的居住環境を作り出し、都市の競争力を高
めることができた。
湿地生態系の回復は、湿地の回復と比べて生態系的な

内容をより強調するものである。すなわち、生態工事と
いう手段と生態環境修復技術を用いて、生物の生命代謝
活動を回復し、水、土、空気、生物など生態系の各要素
をすべて回復させ、湿地生態系の複雑性と安定性まで実
現しようというものである。湿地生態系の回復が湿地の
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回復と本質的に異なるところは、生態系のメカニズムと
機能を回復させることを強調し、生態系が影響を受ける
前のメカニズムと機能を回復することが最も望ましいと
みなす、自然本位の理念にある。これに対して湿地の回
復は人間本位のものであり、湿地生態系の回復に直接間
接的に人間の価値、すなわちいわゆる生態系サービス価
値を付加するものである。ただ、実際には、湿地生態系
の回復と湿地の回復はそれぞれ矛盾するものではなく、
目標上の位置を表すものにすぎない。すなわち、湿地生
態系の回復とは湿地回復の上にある目標であり、湿地生
態系の回復後の自己維持を重視する姿勢にすぎないので
ある。
2．中国における湿地生態系回復の探求と実践
生態系の回復という理念が提出されてから今日までわ

ずか30年余りに過ぎないため、この分野の理論研究は未
だ薄弱である。湿地の生態系回復についての研究は特に
そうであり、湿地の進化と退化のメカニズム、生態系の
効力、評価の指標、回復と修復の技術的方法など、全体
的に非常に未成熟である。中国は現在、湿地生態系回復
事業を主に湖・沼沢・臨海・干潟湿地に重点を置いて展
開しているところである。その主な湿地回復技術は以下
の三点に集中している。すなわち、第一に湿地生態系環
境回復技術であり、これは具体的には水質の理化学処理
技術、酸化池技術、特定および非特定汚染源管理技術、
汚染物処理技術、光化学処理技術、沈積物抽出技術など
である。第二に生物回復技術であり、これはシードバン
ク導入技術、生物操作技術、個体群動態制御技術、生物
種育成技術、群落メカニズム優化技術などである。第三
に生態系回復技術であり、これは生態系メカニズム配置
技術、生物多様性構築技術、生態系機能向上技術などで
ある。
汚染によりひどく退化した湿地においては、生態系の

回復というものは一つのシステムプロジェクトである。
例えば、昆明市西南部に位置し、面積306km2の長江上流
域の重要高原湖であり、容水量は16億m3である雲南省の
滇池の例を挙げられるであろう。この滇池はもともとは
「高原の宝石」と称されていたが、昆明など周辺都市が
排出する汚水が大量に流れ込むため、1990年代からは悪
臭の湖に変貌してしまった。水質は長くⅥ類より劣る水
準であり、藍藻が爆発的に繁茂して臨界状態となってし
まったのである。そこで、国家および地方の両政府は、
滇池の汚染を抑えるため前後して数十億人民元を投入し
た。まず前提として都市の汚水の流入を防ぎ、それから
湖の入り口となる河口の湿地を回復させるプロジェクト
を推進したのである。これは、多様な植物を組み合わせ
て導入することによって湿地生態系のメカニズムを作り
上げ、湿地生態系の退化傾向を食い止めて生物の多様性
を回復させるものであった。また、長江下流で江蘇、浙江、
上海の三省市境界にある太湖と安徽省の巣湖は、滇池と

並び称される中国三大汚染湿地であった。1980年代から
何度か藍藻が爆発的に繁茂し、地域住民の生活と工業お
よび農業の生産に深刻な影響を与えてきたのである。そ
こで、国家および地方はまず主に汚染源の制御――流域
内の高汚染企業を閉鎖・操業停止処分にして汚染をなく
す措置――を行った。次に、汚水処理場を建設して湖に
流入する汚染物を減らした。それから、浚渫――湖底の
泥土をさらって汚染物を除去し、修復する措置――を行
い、多様な植物を植えて生物の多様性を回復させた。こ
のような4つのプロセスを経て少しずつ生態系を回復させ
たのである。現在は初めての効果が現れてきている状態
である。
次に、軽度の汚染退化湿地の回復に対しては、主に生

物回復の措置と育成措置がとられた。例えば、長江河口
の崇明島の土手内にある干潟湿地の修復過程には、植物
群落の変化の原理を用い、水質が淡水化するにつれて環
境に適応する植物の種を分別補充して植え、湿地の生態
系の転化過程を早めた。また、南洞庭湖湿地および水禽
自然保護区の退化湿地を回復させる際には、人工植苗の
造林方式を採用し、外縁樹木の沼沢植生を回復させた。
また、人工植草方式を採用して内部の草の沼沢植生を回
復させた。さらに、フェンス、隔離帯、品種導入栽培、
人工繁殖などの方式を採用して、希少植物を育成し、生
物の多様性を形成させた。

最後に、現在の中国の生態系の環境保護、管理、科学
研究などについてまとめておきたい。まず、湿地を回復
させるのか湿地生態系を回復させるのかは、中国が気候
の変化に対応し持続可能な発展への出口を探し出すため
に重要な選択となるであろう。また、近年そうであった
ように今後も長期にわたって、中国学術界の研究におけ
るホットイシューとなるであろう。さらに、全国および
地方の基礎的建設か生態系建設かという領域でも、その
投資をめぐって熱い論争が繰り広げられるであろう。す
なわち、湿地の回復、再建、そして保護は、中国の数多
くの生態環境問題において、今まさに最も人々の注意と
関心を引きつけている問題なのである。
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要旨：
本論文では中国のディーゼル車開発の現状を簡単に紹

介し、ディーゼルエンジンの本体内部浄化技術、排気ガ
ス後処理技術、代用燃料技術の三つの側面から国内外の
ディーゼル車排出汚染抑制技術の動向を総合的に解説す
る。また、将来の関連技術の開発について展望を示す。

0．前書き
ディーゼルエンジンは燃費がよく、出力が高く、耐久

性に優れる等の長所を備えているため、トラック、機関
車、汽船、ディーゼル発電機等の大型設備にますます幅
広く応用されている。また、その高い燃油経済性、低い
排出性といった特徴から、軽自動車と小型車のディーゼ
ル化が自動車業界の新たな動きとなりつつある。現在、
欧州では乗用車の20％と商用車の90％がディーゼルエン
ジンを採用し、米国でも商用車の大部分がディーゼルエ
ンジンを採用している。わが国の自動車工業（ディーゼ
ル車を含む）はスタートが遅かったものの、急速な発展
を遂げた。中国公安部交通管理局の最新統計によれば、
2009年末現在の全国の自動車保有台数は1億8,658万台とな
る。バス・タクシーが急増した他、トラックもかなりのペー
スで増えている。その保有台数は2009年時点で既に1,368
万台を超え、自動車全体の17.96％を占めており、2008年
に比べ21.61％の伸びを示した。
だが、ディーゼル車の増大は中国に深刻な環境汚染

問題を引き起こした。その有害排出物には一酸化炭素
（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）、粒子状汚
染物質（PM）等がある。近年の調査によれば、上海の
中心市街地では、自動車のCO、HC、NOxの排出分担率
がそれぞれ86％、90％、56％に達する。また、北京での
2004年のモニタリング状況を例にとると、気体汚染物の
うちCOの92％、HCの51％、NOxの64％及び吸い込む可
能性のある粒子状物質の23.13％は自動車の排出がもたら
したものである。全国の自動車の汚染物質排出分担率の
中で、ディーゼル車は窒素酸化物の43％、浮遊粒子状物
質の83％を占める。このことからわかるように、ディー
ゼル車の排気ガス排出汚染抑制技術の研究と開発は焦眉

の急となっている。技術レベルから言うなら、内燃機関
技術、後処理浄化技術及び燃油品質改良、代用燃料等の
方法を通じ、ディーゼル車排出汚染の抑制を実現するこ
とができる。これについて本論文で概説する。

1．ディーゼル車の内燃機関技術
ディーゼルエンジン自体の燃焼の特徴及び一連の新し

い技術の利用により、一酸化炭素（CO）と炭化水素（HC）
の排出量はガソリンエンジンに比べて少ない。このため、
粒子状物質（PM）のカーボンスーツ（すす）と窒素酸化
物（NOx）がディーゼルエンジンから排出される主要汚
染物質であり、その本体内部浄化技術もPMとNOxを対象
としたものだ。主にはディーゼルエンジン電子制御技術、
排気ガス再循環技術、過給・中間冷却技術及び均一混合
気圧縮着火技術がある。
1.1　ディーゼルエンジン電子制御技術
電子制御システムは1970年代に開発されたもので、近

年、国外の自動車用ディーゼルエンジンに広く応用され
ている。エンジンの燃焼システムの一層の向上を図るた
め、通常は電子制御燃料噴射ポンプ、電子制御インジェ
クタ、高圧コモンレールシステム、マルチバルブ、マル
チシリンダヘッド、中央インジェクタ等を採用している。
これらの措置を通じ、エンジンの性能を改善し、汚染物
質の排出を低減することができる。電子制御燃料噴射シ
ステムの採用はディーゼルエンジンの性能を高め、汚染
を減らすための主要な手段である。コモンレール式の電
子制御燃料噴射システムは圧力時間制御システムとも呼
ばれ、高圧コモンレールと中圧コモンレールの二つのシ
ステムに分かれる。コモンレール式の高圧燃料噴射シス
テムを採用すれば、オイルミストを一段と細分化し、ま
た、シリンダに入る空気の量を増やして混合気の質を高
めることができ、これにより、燃焼性能が著しく改善さ
れ、有害ガスの排出が効果的に削減される。
1.2　排気ガス再循環技術
排気ガス再循環（EGR）はエンジンの排気ガスの一部

を吸気管に戻し、新鮮な空気と混合した後、シリンダに
送り込み、作動物質としてシリンダ内の熱サイクルに参
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ディーゼル車排出汚染抑制技術の新たな進展
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そこで排気系の後処理浄化技術と組み合わせる方法によ
り、NOxとPMの排出を十分に低いレベルまで引き下げる
ことが必要となった。近年、国内外ではディーゼル車の
PMとNOxによる環境公害を減らすため、多くの後処理技
術が開発されている。例えば、粒子酸化触媒（DOC）、微
粒子フィルタ（DPF）、NOx吸着還元（LNT）、NOx選択
的触媒還元（SCR）等のPM又はNOxの単一汚染物質に的
を絞った浄化技術であり、そのうちNOx吸蔵－還元触媒
技術は応用面で大きな可能性を秘めている。この他、PM-
HC-CO-NOxの四元触媒技術とPM-NOx同時触媒技術も重
視され、広く研究が進められている。
2.1　NOx吸蔵－還元触媒技術
NOx吸蔵－還元触媒技術（NOx Storage and Reduction 

Catalysis，NSR）はリーンNOxトラップ（LNT，Lean 
NOx Traps）と呼ぶこともできる。用いるNOx吸蔵触
媒は三元触媒をベースにしたもので、最初はリーンバー
ンガソリンエンジンを対象に研究開発が進められ、現在
ではシリンダ内直噴式ガソリンエンジンへの応用に既に
成功している。その活性成分は貴金属とアルカリ土金属
（例えばNa+、K+、Ba2+等）又は希土類金属（例えば
La2O3）である。反応原理は図1に示す通り。エンジンが
希薄燃焼の状態下で作動する時、排気は酸化雰囲気にあ
り、貴金属（Pt）の触媒作用の下で、NOとO2が反応し
てNO2を生成し、硝酸塩MNO3（Mは吸着材料を示す）の
形でアルカリ土金属の表面に吸蔵される。エンジンが理
論混合比又は濃混合気の状態下で作動する時は、硝酸塩
MNO3が分解してNOxを放出し、触媒上でCO、HC、H2
と反応してN2、CO2、H2Oを生成すると同時に、アルカリ
土を再生させる。

酸素富化の条件の下、この技術をNOxの浄化に応用す
る上で、解決の待たれる根本的問題は触媒の耐硫黄性を
いかに向上させ、その耐硫黄・再生メカニズムを簡略化
するかであった。この技術はNOxの吸蔵容量、NOxの吸
着・脱着速度が非常に重要なものとなる。これまでの研
究が示しているように、上記のNOx吸蔵の特性を持つ多
くの材料は同時に又、SOxを吸着し、硫酸塩に転化する強
い能力を備えている。硫酸塩は硝酸塩よりも熱安定性が
高いため、材料の表面に次々と蓄積され、NOxの吸蔵容
量が次第に失われ、最後には触媒全体の活性が失われる
ことになる。

加させることを指す。EGRはNOx排出抑制の有効な措置
としてますます重視されており、ディーゼルエンジンへ
のEGR応用は既に一定の研究成果を収めた。EGRは吸気
の過程で酸素含有量を減らし、排気の熱容量が増え、最
高温度を低くする。このため、HCとPMの排出量が著し
く増大することのないように、部分負荷又は空燃比が十
分に大きい運転状態下で採用するしかない。EGR技術の
カギはNOxを最大限低減し、その一方、エンジンの経済
性及びHCとPMの排出にも影響が及ばないようにするこ
とである。
1.3　過給・中間冷却技術
ディーゼルエンジンの過給・中間冷却技術はコモンレー

ル式電子制御燃料噴射システム技術とも呼ばれる。過給・
中間冷却技術を採用すれば、エンジンの動力性と経済性
を著しく向上させるだけでなく、排出指標特にNOxとPM
の指標を飛躍的に改善することができる。この技術を採
用すると、吸気管内の空気圧力・温度、着火遅れ、燃焼
速度、空気過剰率に相応の変化が生じ、NOxが生成され
にくくなる。また、過給によりシリンダ内の濃度が増し、
混合気の形成と燃焼を改善するための条件が作り出され
る。それと同時に、吸気温度を高めて、液体燃料の蒸発
気化を促し、微粒子の生成を減らすことができる。
1.4　均一混合気圧縮着火技術
均一混合気圧縮着火（Homogeneous Charge Compression 

Ignition，HCCI）の燃焼方式は、内燃機関の第三の燃焼方
式と呼ばれ、現在、ホットな研究テーマとなっている。
HCCIエンジンは均一混合気を利用するもので、圧縮比を
高め、排気ガス再循環、吸気加温、吸気過給等の手段を
用いることを通じ、シリンダ内の混合気の温度と圧力を
高める。こうして圧縮による混合気の自然発火が促され、
シリンダ内に多くの火炎核を形成し、燃焼の安定性を効
果的に保ち、火炎伝播距離と燃焼持続時間が短縮される
ことになる。HCCIの過程において、理論上は均一の混合
気と残留ガスが混合気体全体の中で圧縮により発火・燃
焼する。燃焼は自然発生的で、均一的なものであり、火
炎の伝播もなく、その燃焼はそれ自体の化学反応動力学
と関係があるだけである。このため、NOxと微粒子の形
成を効果的に阻止することができる。国外の一部の機種
は部分負荷においてHCCI燃焼モデルを採用しているが、
国内ではまだ研究開発の段階にある。

2．ディーゼル車の後処理浄化技術
エンジン本体での措置、例えば排気ガス再循環（EGR）、

タービン過給・中間冷却、マルチバルブ、燃料噴射シス
テム改善等の技術を採用すれば、ディーゼルエンジンか
ら排出される汚染物質はある程度低減することができ
る。しかし、エンジン本体内部のPMとNOxにはtrade-off
の関係が存在するため、本体内部の抑制措置だけで厳格
な排出法規を満たすことはますます難しくなっている。

◎図1　NOx吸蔵－還元メカニズム
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トヨタ自動車は2002年に四元触媒コンバータの一種で
あるDPNRシステム（Diesel Particulate-NOx Reduction 
systems）を発表した。この技術のベースとなったのは、
トヨタが開発したリーンバーン（希薄燃焼）ガソリンエ
ンジン排気浄化用のNOx吸蔵還元浄化技術である。DPNR
システムは主にNOx吸蔵還元触媒と多孔質セラミック
フィルタから成り、多孔質セラミックフィルタはディー
ゼル微粒子フィルタ（DPF）システムに相当する。この
フィルタはディーゼルエンジンのすす微粒子（PM）を捕
集するのに用いられると同時に、NOx吸蔵還元触媒の担
体となる。PM、CO、HCを一段と低減するため、DPNR
触媒器の下流には酸化触媒が取り付けてある（図2を見る
こと）。エンジンが希薄燃焼状態下で作動する時は、排
気中の過剰な酸素とNOx吸蔵過程で放出される活性酸素
が、セラミック担体で濾過された微粒子を直接酸化する。
エンジンが理論混合比又は濃混合気の状態下で作動する
時は、NOx吸蔵過程で放出される活性酸素が微粒子を酸
化するだけである。言い換えるなら、PMはどの状態下で
も酸化されるのであり、一方、NOxは濃混合気の状態下
でしか還元されない。DPNRシステムを低硫黄（質量分率
は50×10-6未満）ディーゼル車に応用すれば、高い浄化率
を長期間維持することができ、その浄化効率は95％以上
に達する。起動条件の下においても、PMとNOxを同時に
除去する効率は80％以上に達する。
DPNRは簡単でコンパクトな触媒転化システムであ

り、最近開発されたコモンレール式電子制御燃料噴射技
術とセットにすることができる。トヨタ自動車はDPNR装
置を「画期的な浄化技術」と呼び、2003年からこの浄化
システムをディーゼル車に取り付けるようになった。こ
の技術はNO2を酸化剤として、粒子状のすす成分の触媒転
化を促進し、その後、各種の方式でNOxをN2に還元し、
NOx、PM及びHC、COを同時に取り除くものである。現
在、この技術は硫黄への適応性が比較的弱いため、低硫
黄ディーゼル油を使用しなければならない。
2.3　PM-NOx同時触媒技術
先に述べた通り、ディーゼル車から出される排気ガス

の主な汚染物質はPMとNOxである。PMを除去する効果
的な方法はディーゼル微粒子フィルタ（DPF）を採用す
ることである。また、NH3、尿素等の還元剤の添加によ
り、酸素富化の環境下でのNOxを還元除去することが現
在、排出ガスの触媒浄化を目指した主要な研究内容の一
つとなっている。DPFで捕集したPMを利用してNOxを還
元し、両者から無害のCO2とN2を同時に生成できるなら、
それは簡単かつ理想的なディーゼルエンジン後処理技術
となるであろう。Yoshidaが炭素粒子をフィルタで集め、
酸素富化の条件下でNOxを還元するとの理念を初めて打
ち出した後、PM-NOxの同時触媒は研究者の間で強い関
心を呼んだ。その最初の研究方法は、ディーゼルエンジ
ンの排気環境をシミュレートして、「触媒－乾燥すす」

現在、NSRシステムは急速な発展を遂げ、その効率の
高さから、工学技術の段階を経て実用化に移りつつある。
この技術はまず日本で商業化が実現された。代表的な製
品はトヨタのPt/BaO/Al2O3システムであり、その開発し
たNSR触媒は完成車の50,000km耐久性試験という目標を
既にクリアしている。近い将来、米国も厳格なNOx排出
基準を満たすため、NOx吸蔵－還元触媒システムを実用
化する計画である。しかし、この技術を実施に移すには、
エンジンの運転状態を精確に制御しなければならず、希
薄燃焼、濃厚燃焼の雰囲気を周期的に作り出し、この触
媒のNOx浄化効率を最大限高めようとすると、エンジン
制御の難度が増すことになる。同時に、濃厚燃焼の雰囲
気を作り出すと、燃料の消費が増え、ディーゼルエンジ
ンの燃油経済性を低下させることになる。
2.2　四元触媒技術
ガソリンエンジンの排気を浄化する最も効果的な方法

は、三元触媒浄化器（TWC，Three-Way Catalyst）を採
用し、CO、HC、NOxを互いの酸化剤と還元剤にして反
応を起こさせ、3種類の汚染物質を同時に除去することで
ある。一方、ディーゼルエンジンの燃焼過程は一般に希
薄混合（酸素富化）の状態下にあり、COとHCの濃度が低
く、NOxとPMが主な汚染物となる。酸素富化のため、三
元触媒器では効果的な還元によるNOxの低減を実現する
ことができない。
1999年、Cerxy社はQuad CAT/TMという四元触媒コ

ンバータを開発した。この装置はCDPF触媒フィルタと
NOx-SCR触媒から成り、スウェーデン政府の認証を得
た。日本の三菱自動車はディーゼル乗用車の排気の浄化
に用いられる四元触媒コンバータを開発した。これは二
つのセラミックハニカム触媒器から成り、前の部分が
Pt基NOx選択的還元触媒（HC-SCR）で、後ろの部分が
HC、CO、SOFを酸化させるPt基酸化触媒である。2000
年、Johnson Mattheyは大型ディーゼルトラック、バスの
エンジン排気を浄化するのに用いられるSCRTコンバータ
技術（SCRTTM System）を公開した。J.M.社が保有する
連続再生微粒子濾過技術（CRT）と選択的触媒還元技術
（NOx-SCR）を結合したもので、この技術は既に商業化
されている。

◎図2　DPNRシステムの概要図
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緊密接触混合物（tight soot/catalyst mixture）の触媒反
応を観察し、PMの燃焼開始温度（Tig）とNOxの還元転
換率（SN2/C）又はこの反応におけるN2生成量（V[N2]）
によって触媒活性を評価するというものであった。ペロ
ブスカイト型複合金属の酸化物はPM-NOxを同時に触媒
除去する高い活性を示した。図3からわかるように、Pt/
Al2O3と遷移金属の酸化物触媒（MnO2、CuO、Co3O4、
V2O5等）に比べ、ペロブスカイト型複合金属の酸化物触
媒はN2を生成する高い選択性を備えている。アルカリ金
属のK部分でMn基ペロブスカイトのLaを置換すれば、
活性は一段と高まるであろう。最近の研究結果によれ
ば、La0.8K0.2Cu0.05Mn0.95O3は54.8％のNOx還元転化効率と
260℃の燃焼開始温度を持つ。

最近、上海交通大学はプラズマ技術の助けを借り、酸
素富化のディーゼルエンジン排出環境をシミュレートし
て、PM-NOx同時触媒除去に関する試験研究を行った。
その結果が示しているように、プラズマはPM-NOx同時
触媒の中で燃焼開始温度を下げ、NOx転換効率を高める
促進作用を持つ。プラズマの補助触媒反応の中で、OH、
HO2､RO2等の活性基グループが大量に発生し、それらは
後に続く触媒反応に有利なものである。このため、NOx
－すす間の触媒反応活性を高めることができる。
PM-NOx同時触媒除去は応用の可能性を秘めた有望な

ディーゼル車排出浄化技術の一つである。しかし、触媒
とすすの固相間の良好な接触をいかに実現させるか、ま
た、実際の排出ではPM-NOxの割合が一定でなく、そう
した状態下で触媒効果を一段と高め、持続させるにはど
うすればよいか等の面でなお大きな課題が残っている。

3．クリーンな代用燃料技術
この数十年来、国内外の研究者はディーゼル車の排出

汚染を低減するため、より理想的な代用燃料の模索・研
究・開発を進めてきた。新配合ディーゼル油（RFD）
又は低硫黄ディーゼル油（LSD）を採用する他、バイオ

ディーゼル油やジメチルエーテル（DME）等をディーゼ
ル油の代替とする研究が重視されている。その中でDME
をディーゼル車の燃料とするクリーンな代用燃料技術の
発展には目覚ましいものがある。
ジメチルエーテル（Dimethyl ether、DMEと略）の化

学分子式はCH3OCH3となる。毒性のない酸素含有燃料で
あり、常温常圧下では気体の状態にある。常温の時は5
気圧で液化し、貯蔵と輸送に便利である。研究結果によ
れば、DMEはディーゼル油の代替燃料として主に次の
ような長所を備えている。①DMEはセタン価が高く、蒸
発潜熱が大きく、表面張力が小さく、圧縮弾性率が小さ
く、粘度が低く、極性が強い等の特徴を持ち、圧縮点火
エンジンの優良な代替燃料である。②DMEは噴射遅角が
ディーゼルエンジンより大きく、エンジンの燃焼を引き
起こす爆発圧力が低く、且つ変化が緩やかで、最高燃焼
温度が低い。エンジンの性能から見るなら、機械的負荷
及び熱的負荷が低く、燃焼が穏やかで、機械効率と熱効
率が高い。③DMEエンジンは低速で負荷の大きい時、有
効な熱効率が一段と高いものになる。NOx、HC、COの
排出はいずれも従来のディーゼルエンジンより少ない。
④他の代替燃料に比べ、DMEはHCCI燃焼が実現されやす
い。専用のDME酸化触媒後処理技術を採用すれば、この
エンジンは厳格な排出法規の基準を簡単に満たすことが
できる。⑤DMEエンジンの排出物の中に硫酸塩、多環式
芳香族炭化水素（PAH）及びベンゼン、メチルベンゼン、
ジメチルベンゼン（BTX）はない。アルデヒドの排出が
通常のディーゼルエンジンより若干多いが、適切な酸化
触媒を用いれば簡単に取り除くことができる。
誰の目にも明らかなように、DMEは圧縮点火エンジン

の良質な代替燃料であり、エンジンの新しいタイプの燃
焼方式を実現する可能性が高く、エネルギーと環境の分
野でホットな研究テーマとなっている。中国政府はこの
研究を重視し、積極的に支援している。上海交通大学、
西安交通大学、天津大学、吉林大学、華中科技大学等は
DME燃料の噴霧と燃焼の特性、エンジン性能の研究で進
展を得た。2003年、上海交通大学と上海汽車工業（集団）
公司は国の科学技術難関攻略プロジェクトを引き受け、
新型DME燃料の特性に合ったエンジン燃料供給・噴射・
燃焼システム及び自動車用DMEエンジンを開発した。こ
れらは全て自前の知的財産権となる。2005年、わが国初
のDME都市バスを開発することに成功し、国家科学技術
部の検収にパスした。2007年9月、上海交通大学、上海柴
油機股分有限公司、上海汽車工業（集団）総公司、上海
華誼集団公司、新奥九環車用能源有限公司等から成る産
学研連携チームはDME公共交通車両の開発に成功し、上
海市の147号バス路線で実証のための試験運行が行われ
た。それと同時に、中国初の自動車用DME補給スタンド
が上海に完成した。DME燃料車の分野で収めた成果は、
代替燃料が将来、ディーゼル車に新たな環境保護革命を

◎図3　NOx-Sootを同時に触媒除去する一部触媒の効果
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もたらすであろうことを予見させるものだ。

4．結び
燃料電池車等の技術は可能性を秘めた解決手段とし

て、ホットな研究テーマとなりつつある。しかし、この
技術を実際に応用するには、今後も多くの研究・開発を
進める必要がある。それまでは、環境保護に役立つ高効率・
省エネのディーゼルエンジン技術を発展・普及させるこ
とが、エネルギー不足と環境公害の問題を解決する重要
な道となるであろう。過去十数年にわたる一連の技術改
良を経て、現代のディーゼルエンジンは既に成熟したハ
イテク製品となり、排ガス排出量と騒音公害を大幅に減
らした。また、出力が低く、黒煙を吐き出すというディー
ゼル車の以前のイメージも一新された。同じクラスのガ
ソリンエンジンに比べ、現代のディーゼルエンジンは排
気ガスの排出総量が45％削減され、燃料が15％～ 30％節
約される。その一方で、より大きな動力を生み出すこと
ができ、機動性にも優れている。
中国のディーゼル車技術は比較的立ち遅れていたが、

その後、急速な発展を遂げた。現在、約100の企業が国の
Ⅱ排出レベルに合致する1,100タイプの自動車用ディーゼ

ルエンジンを生産し、また、約50の企業がⅢ排出レベル
に合致する320タイプの同エンジンを生産することができ
る。このため、汚染物質の排出を短期間で効果的に抑制
し、法規の要求を満たそうとするなら、エンジン本体外
部での浄化を一層重視すべきである。近年、中国政府は
環境保護への科学技術投入を増やし、ディーゼル車の排
気ガスに対する効果的な抑制技術を大いに発展させると
同時に、関係する排出法規の制定と整備を積極的に進め
てきた。2003年、国家環境保護総局（現在の国家環境保
護部）等の省庁は「ディーゼル車排出汚染防止技術政策」
を合同で認可・公布した。この技術政策はディーゼル車
について、2004年前後に欧州の第2段階の排出規制に相当
するレベル、また、2008年には欧州の第3段階の排出規制
に相当するレベルにそれぞれ到達させ、2010年以降は国
際的な排出規制のレベルに合わせることを目指すとして
いる。その他、この技術政策は農業用運搬車に対する排
出規制を徐々に厳格にし、最終的にはディーゼル車の基
準に合わせることを明確に要求している。科学技術と法
規の二重の後押しを受け、中国のディーゼル車業界がよ
り良くより速い発展を遂げるものと信じている。
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中国北方の農村における低炭素適合技術の研究とその実用化

鄧　小文　Deng Xiawen　●天津市環境保護科学研究院固形廃棄物・環境安全室主任
天津市環境保護科学研究院固形廃棄物・環境安全室主任、高級技師。1976年12月生まれ。2007年、中国科学院瀋陽応用生態研
究所を卒業し、理学博士の学位を取得。固形廃棄物の資源化利用、生態系の物質循環、低炭素技術の開発等の研究に主に従事。

共著：馬建立、周濱、袁雪竹

要旨：
「低炭素経済」は低エネルギー消費、低公害を基礎と

するグリーン経済であり、これは気候温暖化に対応する
ための必然的な選択である。農業は温室効果ガスの大き
な排出源であり、その排出の抑制は中国の温室効果ガス
排出削減における主要な措置の1つとなる。本論文は温室
効果ガス排出削減の視点から、中国北方の農村地域で普
及と研究開発が進められている多種の低炭素適合技術を
紹介する。主には有機廃棄物嫌気性発酵技術、家畜・家
禽糞尿好気性堆肥技術、農村太陽エネルギー利用技術、
農村有機廃棄物集中処理技術、バイオマスエネルギー利
用技術、土壌検定・配合施肥技術等が含まれる。

1　前書き
現在、地球温暖化は世界的に広く注目される話題となっ

ている。最新の気候変動データによれば、過去100年の間
に、世界の年平均地上気温は0.3℃～ 0.6℃上昇しており、
2100年にはその平均気温が1.0℃～ 3.5℃上昇する見通しで
ある。地球の気候変動を招いた主な原因は人為的な活動
で排出されるCO2、CH4、N2O等の温室効果ガスによるも
のだ。こうした背景の下、温室効果ガスの排出を減らす
経済成長モデル－－低炭素経済がますます重視されてい
る。
低炭素経済は低エネルギー消費、低排出、低公害を基

礎とする全く新しい経済モデルである。それは技術革新、
制度刷新及び発展パターンの転換を進め、再生可能エネ
ルギーを主要なエネルギー源とし、エネルギーの利用効
率向上とクリーンエネルギー構造の確立を中心に据えた
ものである。中国科学院が先頃発表した「2009年中国持
続可能な発展戦略報告」には、低炭素経済の発展を図る
中国の戦略目標が示されている。即ち2020年末までに、
単位GDP当たりの二酸化炭素排出量を50％前後削減する
というものである。その中の1つの重要な戦略的措置が低
炭素技術システムを徐々に確立・整備することである。
農業は温室効果ガスの大きな排出源である。IPCC2007

の報道によれば、2005年に世界が人為的に排出した温室
効果ガス（GHG）のうち、農業が排出したN2Oは60％、

CH4は50％を占めており、農業管理を改善するだけで
260MtCO2e/年に上るGHG排出削減の潜在力を引き出すこ
とができるという。中国の農村地域は広大であり、農業
生産は温室効果ガス（CO2、CH4、N2Oを含む）排出の中
で大きなウエートを占めている。中国政府は農業の温室
効果ガス排出抑制を国の温室効果ガス排出削減の重要な
措置とし、一連の行動を起こした。本論文は低炭素経済
の理念を踏まえ、現在、中国北方の農村地域で普及と研
究開発が進められている低炭素適合技術を系統的に紹介
する。

2　中国北方の農村地域における低炭素型技術の普及の
現状

2.1　家庭用の農村有機廃棄物嫌気性発酵技術
有機廃棄物の嫌気性消化は有機廃物（例えば人・家畜

の糞尿、食品ごみ）を処理するシステムであり、微生物
が酸素欠乏の条件下で有機物を分解し、メタン（沼気）
及び良質な肥料となる流出液を生成すると同時に、原料
中の大部分の病原体を破壊する。家庭用の有機嫌気性発
酵技術は、農家を基本的な生産単位とする中国農村の経
済成長モデルに基づき、通常の嫌気性発酵システムを小
型化、単純化したもので、家畜・家禽の糞尿、作物の茎、
台所ごみ等の農村有機廃物を処理する。設計が簡単で、
コストが低く、取り扱いやすく、これは現在、中国の農
村地域で主に普及している低炭素適合技術の1つとなって
いる（図1）。この技術をよりよく普及させるため、国は
「家庭用メタンガス発生タンク標準図面集」（GB/T4750-
2002）、「家庭用メタンガス発生タンク品質検査・検収基準」
（GB/T4751-2002）、「家庭用メタンガス発生タンク施工取
扱規程」（GB/T4752-2002）、「農村家庭用メタンガス管路
設計規範」（GB/T7636-87）、「農村家庭用メタンガス管路
施工・据付取扱規程」（GB/T7637-87）等の一連の規格と
技術規範を公布し、農民がこの技術を採用するのを指導
している。
この技術が普及すれば、農村の有機廃棄物を処理し、

農民に安価でクリーンなエネルギーを提供するという二
重の目標を達成することができ、比較的良好な排出削減



24 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

好気性堆肥が完成した後、有機物はかなり安定した腐
植質物質となり、分解速度が大幅に低下する。肥料が土
に返った後は、土壌炭素の蓄積に有利である。同時に又、
有機肥料を使用すれば、化学肥料の使用量を大幅に減ら
し、化学肥料の生産過程でのCO2排出量を削減することが
できる。
2.3　農村の太陽エネルギー利用技術
中国北方は地理的に見て太陽エネルギー資源が非常に

豊かである。大部分の地域は年間日照時間数が2,000 ～
3,000時間に達し、太陽エネルギーの放射量は約1,000 ～
1,800kWh/m2となる。特に農村地域は土地が広々とし、
基本的に日光を遮る高層建築がなく、太陽光の照射を十
分に受けることができる。農村の各家庭には広い庭と比
較的大きな屋根があり、小型のソーラー設備を取り付け、
自家用とすることができる（図3）。
現在、農村地域で主に普及しているのはソーラー温水

器とソーラー暖房システムである。ソーラー温水器は操
作が簡単で、価格が安く、技術が成熟し、多くの農家で
使われている。現在の技術水準と価格から計算すると、
ソーラー温水器は5年前後でコストを回収することができ
る（その耐用寿命は15年以上）。天津市寧河県エコ農村モ
デル基地のデータによれば、1日当たりの生活用温水必要
量を100リットルとして計算し、初期水温を10℃、温水温
度を40℃に設定すると、ソーラー温水器の使用で1日当た
り3.5kWhのエネルギーを節約することができる。年間で
は1,277.5kWhの節約となり、これは標準炭426kgの燃焼で
放出される熱量に相当する。

ソーラー温水器に対し、ソーラー暖房システムの応用
は中国の農村ではまだ始まったばかりであり、試みの段
階にある。ソーラー暖房システムに必要な集熱面積はソー
ラー温水システムよりもずっと広く、取付位置に対する
要求が比較的高い。このシステムは北京と天津の幾つか
の新しい農村建設の中で既に応用されている。ソーラー
暖房システムの現在の主な問題点は冬季の暖房保証率が
比較的低いことであり、一般にはその他の手段を講じて

効果を持つ。天津薊県大巨各荘を例にとると、この村の
農家戸数は254、人口1,150人で、分散飼育・繁殖の方式を
採用し、豚2,100頭、牛8,000頭、アヒル1,400羽をそれぞれ
飼っている。クリーン開発メカニズム（CDM）理事会（EB）
が承認した方法論AM0006－糞尿管理システムにおける温
室効果ガスの排出削減及び、AM0016－畜舎内での動物飼
養における改良型動物糞尿管理システムを利用し、プロ
ジェクト活動による毎年の排出削減量を計算すると、そ
の推定値は1,296.19tCO2eとなる。

2.2　農村の有機廃棄物好気性堆肥技術
嫌気性消化技術は廃棄物の処理量に制限があることか

ら、家庭用嫌気性発酵技術を採用するだけでは、農村で
の有機廃棄物処理要求を満たすことが難しい。このため、
好気性堆肥技術も農村有機廃棄物のもう1つの管理方法と
してかなり広く普及している。好気性堆肥プロセスは実
質的に炭素・窒素循環の中で腐植質を形成するプロセス
であり、堆肥材料中の炭素物質は主に微生物の活動のた
めの炭素源を提供するのに用いられる。天津寧河県農村
の豚糞堆肥を例にとると（図2）、豚糞：稲わら：フライ
アッシュ＝3：1：1の割合である。堆肥化処理の過程で、
CO2の発生量は明らかな減少傾向を示し、特に堆肥ができ
る前の35日間で急速に低下し、その後、緩やかに減少し
ていく。豚糞堆肥が完成すると、水溶性有機炭素含有量
は堆肥前に比べて50％～ 70％減少する。

◎図1　中国北方の農村における嫌気性発酵反応施設

◎図3　農村の家庭用ソーラー温水器

◎図2　農村の好気性堆肥プラント概要図
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熱供給を補う必要がある。一方、夏季はソーラーシステ
ムで生成される生活用温水が実際の消費量を大幅に上
回っており、ソーラー集熱システムは密閉、遮蔽等の方
法により太陽から得る熱を減らさざるを得ないという。
このため、冬季と夏季の熱量バランス問題の解決は農村
にソーラー暖房システムを普及させる上での重要な技術
問題となっている。
2.4　農村の有機廃棄物集中処理技術
この技術は主に農村の家畜・家禽集中飼育地区で採用

されている。集中飼育方式は中国北方地域に広く見られ
る。一般には村落を単位として共用地に動物飼育・繁殖
団地を設け、村民がこの中で豚、アヒル等の家畜・家禽
を飼養している。団地は担当責任者を置き、少額の使用
料を徴収する。この団地は公衆衛生と公共環境を改善し、
専門的管理を実現しており、大規模な農村にとって、集
中飼育・繁殖は良い選択だと言える。
集中飼育・繁殖団地では家畜・家禽の糞尿が大量に

発生するため、完全混合式嫌気性反応器（CSTR）を採
用するケースが多い。この反応器は通常の嫌気性反応器
内に攪拌装置を取り付けており、発酵原料と微生物が完
全な混合状態に置かれる（図4を見ること）。通常の嫌気
性反応器に比べ、活性ゾーンが反応器全体に広がり、効
率が著しく向上する。この反応器は普通、恒温連続原料
装入又は半連続原料投入の方法を採用している。反応器
の内部では、新しく入った原料が攪拌作用によって発酵
器内の発酵液と素早く混合され、その結果、発酵基質濃
度は終始低い状態に保たれる。また、排出される原料液
も発酵液の基質濃度と等しくなる。成長が遅いメタン生
成菌の増殖速度と流出速度のバランスを維持するため、
一般的に滞留時間が長く、4 ～ 10日間を要する。中温
発酵時の負荷は3 ～ 4kgCOD/m3･dで、高温発酵は6 ～
10kgCOD/m3･dとなる。
家庭用の嫌気性発酵システムに比べ、この反応器は規

模が大きく、生成されるメタンガスは飼育・繁殖団地と
村落に熱源を提供でき、また、小型発電装置を駆動し、
同団地の電力供給問題を解決することもできる。

2.5　バイオマスエネルギーの利用技術
バイオマスエネルギーは植物の光合成により地球上に

固定される太陽エネルギーである。光合成で生成される

物質は年間1,730億tに達し、その中に含まれるエネルギー
は世界のエネルギー総消費量の10 ～ 20倍に相当するが、
現在の利用率は3％にも満たない。バイオマス燃料の成分
の中では硫黄と窒素の含有量が少なく、その燃焼で生じ
るSOx、NOxの量も少ない。中国の北方地域で既に利用
されているバイオマス燃料は農業廃棄物と林業廃棄物の2
種類に分かれる。農業廃棄物はトウモロコシ、小麦、大
豆の茎が中心となっており、生長周期が短く、再生速度
が速く、燃料の燃焼が十分である等の顕著な利点を持つ。
林業廃棄物の主なものは森林の伐採木、木材加工の端材
及び林木の剪定枝である。

現在、バイオマスエネルギーの主な利用形態には熱分
解ガス化技術、ブリケッティング直接燃焼技術の2種類が
ある。熱分解ガス化技術はまず農作物の茎等のバイオマ
ス原料をチップにし、酸素欠乏の状態下で不完全燃焼さ
せ、水素、一酸化炭素等の可燃ガスを大量に発生させる。
その後、ガスに対し、冷却、不純物除去、タール除去の
処理を行い、ガスタンクに送り込み、管路網で農家に供
給する。茎ガス化による集中的なガス供給方式は液化ガ
スを使用するよりも価格がずっと安く、その上、使い勝
手がよく、クリーンで衛生的であり、農民に喜ばれてい
る。しかし、この技術は実用の過程でタールが管路を詰
まらせるという問題があり、普及の妨げとなっている。
ブリケッティング直接燃焼技術は農作物の茎等のバイオ
マス原料を粉砕、造粒、固形化し、専用ボイラに送って
燃焼させ、熱を供給したり発電を行うものであり、バイ
オマス資源が豊かな地域での応用に適している。しかし、
原料の供給、価格、輸送面での影響を受け、広範囲に普
及させるにはなお難しい点がある。
2.6　土壌検定・配合施肥技術
中国農業部は2005年から土壌検定・配合施肥技術の全

国的な普及に取り掛かり、2006年に「土壌検定・配合施
肥技術規範（試行）（改正稿）」を公布した。この技術は
配合施肥技術の原理に従い、土壌検定と肥料の圃場試験
を行った後、作物と土壌のタイプ別に配合施肥モデルを
確立し、有機肥料の合理的な施用を踏まえ、窒素、リン、

◎図4　集中式嫌気性発酵反応器

◎図5　農村の茎ガス化炉



26 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

カリウム及び中量元素、微量元素等の肥料の施用品種、
数量、施肥時期と施用方法を示すというものである。そ
の主な目的は土壌の肥沃度を改善し、化学肥料の施用量
を少なくし、農業の面源汚染を減らすことにある。この
技術の普及により、化学肥料の利用率が平均8％以上向上
し、窒素肥料が10％～ 15％節約された。客観的に見ると
化学肥料の使用量が減少し、化学肥料の生産過程での温
室効果ガス排出が削減されたことになる。同時に又、農
地特に水田での窒素肥料の施用量が減っており、これは
水田からのN2O排出量を減らし、温室効果ガスの排出削
減を実現するのに役立つ。

3　結論と展望
中国は70％を超える人口が農村で生活しており、農業

は温室効果ガス排出の中で大きなウエートを占める。経
済発展と社会管理の面で立ち遅れているため、都市及び
工業部門に比べ、農村での温室効果ガス排出削減は比較
的容易であり、幾つかの管理手段と簡単な技術を採用す
れば、良好な効果を上げることができる。
発展途上国として、中国は当面、排出削減の義務を負

わない。このため、現在、中国の農村地域における低炭
素技術普及の主な目的は衛生環境を改善し、クリーン燃
料を獲得し、農業汚染を減らすことにあり、炭素の排出
削減は関連技術の応用過程での副産物にすぎない。2009
年11月末、中国政府は2020年の単位国内総生産（GDP）
当たりの二酸化炭素排出量を2005年比で40％～ 45％削減
することを、拘束性指標として国民経済・社会発展中長
期計画の中に正式に盛り込んだ。これは低炭素経済の発
展と低炭素技術の研究開発が今後、政府からより多くの
資金と政策支援を得られることを意味しており、炭素排
出削減の社会的効果が技術の開発・実用過程で一段と考
慮されることになろう。農村の低炭素技術は向こう10 ～
15年間で高度成長期を迎えるものと見られる。
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急速な経済成長を続けている中国において、環境保護
問題は、避けられない喫緊の課題になっていることは論
を待たない。日本では1960 ～ 70年代の経済高度成長期、
様々な公害問題が発生して社会問題化したが、その後、
それを克服してきた経験がある。そういった日本に蓄積
された環境保護に関する技術やノウハウは、現在の中国
で大いに活用できるであろう、と考えられている。特に、
既に日本国内では、多くの標準的な環境保護機器につい
ては、ひととおり行き渡っていて市場が飽和状態にある
のに対し、中国は環境保護対策はこれから、という企業
等が多く、環境保護ビジネスにとって、中国が魅力ある
市場であることは間違いない。
ただ、環境保護設備や環境保護関連技術は、他の製品

や技術と異なり、政府による環境保護のための各種規制
と密接に関連していることに留意しておく必要がある。
一般の商品ならば、消費者が入手したいと思う製品を安
く製造することができれば、それが直接ビジネスとして
の成功につながる。しかし、環境保護設備や環境保護技
術は、それを使う側の者が「自ら使いたい」と思うケー
スはまれであり、政府による環境保護関連の規制がある
から、それにマッチするような設備や技術を「買わざる
を得ない」というのが実情である。従って、導入側が受
けている規制の状況がビジネスの成否を握る。日本と中
国では環境保護に関する規制は基準やシステムが異なる
のであるから、環境保護分野については、日本でビジネ
スとして成功した設備や技術が中国でそのまま通用する
とは限らない。
また、降水量などの気象条件、大量の淡水が容易に得

られるか、といった環境条件の違いにより使える技術は
異なる。例えば、海の沿岸部や淡水湖の底に溜まる汚泥
を乾燥・固化させて路盤材等に使用する材料を作る技術
を考えた場合、比較的環境問題が解決している日本では
汚泥から重金属を除去する必要はあまり生じないが、重
金属汚染が激しい中国においては重金属を除去する技術
が付加されていないと実際には使えない、といった問題
が生じる。
また、自然環境の違いも十分に考慮する必要がある。

多くの人は、中国の街はほこりっぽく、日本の街は清潔
なイメージを抱く。これは単に日本人は清潔好きなのだ、
日本の環境技術が進んでいる、といった問題ではなく、
おそらくは気候と地形の違いによる影響も大きいと思わ
れる。日本は海に囲まれた島国であるため、陸地と海と
の温度差により、風の吹く日が多いし、降水量も多い。
そのため大気中の粉塵は風ですぐに海上に吹き払われて
しまうし、地上に溜まったほこりも、時々降る雨によっ
て簡単に洗い流されてしまう。それに対して、中国は大
陸性気候であるため、風が弱く、空気がどんよりと淀ん
でしまう日が多く、大気汚染はなかなか拡散しない。ま
た、特に北部・西部地域では降水量が少ないことから、
地上の粉塵等が洗い流される割合も日本よりも少ない。
環境技術を考える場合には、こういった自然条件を含め
た日中の違いを考慮に入れる必要がある。
また、経済社会の発展段階の違いも考慮に入れる必要

がある。発展途上国が工業国へと発展していく過程にお
いては、まず環境に負荷が掛かるがコストの安い方法で
経済発展を図ることが起こりがちである。かつてスモッ
グに悩まされたロンドンに象徴されたイギリスがそうで
あったし、公害が社会的問題となった1960年代末後半頃
の高度経済成長期の日本もそうであった。環境に負荷を
掛け、周辺住民の健康問題に影響が出る可能性がわかっ
ており、環境に付加を掛けない一定のレベルの技術も既
にそろっているのだから、経済効率ばかりを優先させ、
最新の環境技術を導入しないのは社会倫理上不公正であ
る、という主張は、過去に苦い環境汚染問題を経験して
それを克服して既に一定の経済レベルに達している先進
国側だからこそ言える問題であって、まずは空腹を満た
し、最低限の近代化技術を享受できる生活を送りたいと
願っている発展途上の多くの国々からすれば、「それは金
持ちだから言えるぜいたくな発言だ」と見えるのであろ
う。
中国は既にＧＤＰが世界第二になろうとしており、国

内に大きな所得格差は存在しているものの、解放前や大
躍進時代のような飢餓の危機に見舞われることはない。
13億人の人々が、貧富の格差はあるものの、飢餓から逃

渡辺　格　わたなべ いたる　●文部科学省科学技術・学術政策局次長／原子力安全監
1958年生まれ。東北大学理学部物理学科卒業、科学技術振興機構北京事務所長。

環境保護対策に関しての日中協力を考える
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結局は経済成長とともに環境汚染が進んでしまう、とい
う現象である。日本や多くの先進国でこのような問題の
解決へ向けて本格的に進んでいった背景には、環境汚染
の直接の被害を受ける地元住民が環境汚染反対の声を上
げ、ジャーナリズムもこの問題を取り上げて社会問題と
なったことが挙げられる。他の先進諸国でも同様に環境
汚染問題は社会的問題となり、環境負荷を低減させる技
術を備えていない製品は市場では売れない、などの各種
規制も行われるようになり、先進諸国の企業における環
境保護技術は急速に発達した。
現在の中国も環境汚染については、かつて先進諸国が

高度経済成長期に経験した段階にある、と言えるが、先
進諸国と現在の中国との間には決定的な違いがある。一
つは、地方（県、市レベル）における政府と党の幹部に
選挙制度がないことから、環境汚染に苦しむ地元住民が
環境汚染を許している地元政府・党の幹部を住民の意思
で辞めさせることができないことである。もう一つは、
報道の自由が認められておらず、新聞等が個別の環境汚
染問題を告発する記事を書くことが極めて難しいことで
ある。中国政府は、様々な法規制を導入して「上からの
環境汚染対策」に真剣に取り組んでいるが、地方と党と
政府の幹部には「地元住民が反発したら選挙で落選させ
られる」という危機感がないので、環境問題に真剣に取
り組まない傾向があるのではないかと思われる。また、
現在の中国においても、地方政府と企業との癒着が表に
出れば、中央から批判され、地方の党と政府の関係者は
処罰されたり左遷させられたりするが、報道機関も党の
指導に従うことが原則となっている中国では、地元の党
と政府は報道機関をうまくコントロールすることが可能
であり、報道機関をコントロールできれば、そういった
癒着関係を表に出さないようにすることが可能である。
環境問題には、法制度や技術の側面もあるが、こういっ
た政治体制にも根源があるのである。
中国の政治体制改革については、中国の人民が決める

ことであり、外国人がそれをどうこういうことは厳に慎
まなければならないが、日本をはじめとする先進諸国の
経験に照らせば、民主的選挙制度と報道の自由が環境汚
染問題の改善に大きな力を発揮したことは客観的事実と
して間違いがないところである。
もうひとつ問題だと思われるのは、環境問題について、

政府当局者自身が時として科学的ではない態度を取るこ
とがあることである。私が知るところでは、以下のよう
な例があった。
現在、中国の環境保護総局は主要な都市の大気汚染の

状況を「大気汚染指数」として測定して毎日発表してい
る。環境保護総局のホームページには、その値が毎日公
表されている。2008年の北京オリンピックに際して、北
京市は「大気汚染指数100以下の日を『青空の日』とし、
オリンピックの前に大気汚染指数100を超える年間日数を

れて生きていける、という現状は、率直に評価されるべ
きものである。一方で、アジア・アフリカ諸国等には
十億人の単位で飢餓線上をさまよっている人々がいる。
環境問題を考える場合には、当然、地球環境の保護や周
辺住民への健康影響を考える必要があるが、ただ単に環
境浄化のみに心を砕くのではなく、環境に負荷を与えず
に多くの人々を貧困と飢餓から救うために何ができるの
か、を常に頭に入れておく必要があると考える。
こういった環境問題に対する基本的認識に立てば、現

在のように世界的な経済発展を成し遂げた中国において
は、もはや「経済発展のためにある程度環境に負荷を掛
けるのはやむを得ない」としていた時代は終わったと考
えるべきである。むしろ、中国が今の世界において「発
展途上国のリーダー」を自認するのであれば、後に続く
発展途上国の模範となるためにも、現在の中国において
は、経済効率よりも環境負荷低減を重要視する、という
姿勢を示すことが、中国とアジア・アフリカ諸国等との
関係を進めるにあたって中国自身にとってもプラスにな
ると考える。
しかしながら、中国における環境汚染や環境負荷対策

を無視したような企業の横行の現状はなかなか改善され
ない。中国も政策としては、環境保護対策を重視する方
針を打ち出し、厳しい法規制も実行されている。しかし、
現場で作業する企業の方々の話などを聞くと、中国の経
済・社会がまだ発展途上にあるにもかかわらず、欧米並
みの厳しい環境基準が作られているために、例えば、半
分の企業しか環境基準が守れていない、といった実態が
存在する。それだけ環境基準を満たしていない企業が多
いと、「環境基準はあるけれども守らなくても当たり前」
という雰囲気を作ってしまい、真剣に取り組まない企業
が多くなる、とのことである。そのほか、環境法令を遵
守しない場合の罰則には罰金刑が多く、環境汚染をする
ことにより莫大な利益が得られる悪徳企業の中には「罰
金を払ってもなお汚水・排水を垂れ流して操業を続けた
方が儲かる」として、環境保護対策に力を入れない企業
もあると聞く。
さらに、地方の企業の環境汚染を取り締まるのは地

方政府であるが、罰則が罰金刑の場合、罰金が地方政府
に入ることにより地方政府の財源が潤う、というケース
もあり、地元の悪徳企業と地方政府（及びそれを監督す
る地方の党幹部）とが癒着すると、環境汚染が全く改善
されない、というケースもあるようである。この場合、
地方政府は法令に従ってきちんと取り締まりをやってお
り、企業の方も法令に従ってきちんと罰金を納めている
ために、中央政府としては現状の改善命令を出すきっか
けがつかめない、といったこともあるらしい。
日本の高度経済成長期にも大なり小なり似たような現

象はあった。地方の企業は地元経済の中心的存在である
ことから、地方政府も企業に対して厳しいことが言えず、
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年間120日以下にする、という目標を立てた。2007年の北
京の大気汚染が100を超えた日は119日だったので「目標
は達成された。オリンピックは問題ない。」とされた。
私は、毎日発表される北京の大気汚染指数の度数分布

がちょっと不自然なように見えたので、2006年1月1日か
ら北京オリンピック開幕直前の2008年6月30日までの２
年半の北京の大気汚染指数の度数分布グラフを作ってみ
た。そのグラフが下図である。

通常、この手の観測データの度数分布グラフは、なめ
らかな正規分布に近い形になるが、この北京市の大気汚
染指数のグラフは、100以下のところに不自然なピークが
あり、100を超えたところが不自然に低くなっている。北
京オリンピック前、北京市環境保護局が記者会見をやっ
た際、外国人記者から、この大気汚染指数のばらつきの
不自然さについて質問が出た。北京市環境保護局の担当
者は「大気汚染指数が100を超えそうになる日には、観測
点の近くにある工場の操業を止めた。しかし、観測デー
タの改ざん・操作をしていない。」と答えた。この記者会
見について、日本の新聞では「当局が北京の大気汚染指
数を操作」と報じた、中国の新聞では「当局は観測デー
タの改ざんはしていない」と報じた。どちらの報道も間
違いではないが、観測地点近くの工場の操業をコントロー
ルする、というやり方は、データの改ざんがないのだと
しても「科学的」とは言えない。
日本は、高度経済成長期以降、環境汚染による被害

者を出しながら、環境保護関連技術を発展させてきた。
今後、その技術を中国において活用し、中国の環境汚染
問題の解決に寄与することは、まさに日中関係において
「ウィン－ウィン」の関係を築ける分野である。しかし、
環境問題の解決は科学技術だけでできるものではない。
そういった日中協力が順調に進むためには、中国側とし
ても、上記におけるような中国独自の問題を自らの手で
改善していく必要があると私は思っている。

◎北京の2006年1月～2008年6月（912日間）の大気汚染指数の度数
分布
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ポスト2013年において中国の“参加”が、日本政府の
コミットメントの前提条件となっている。しかし、この
“参加”の中身について具体的なイメージを持っている、
あるいは「中国はこういう理由で、このようなコミット
メントを行うべきだ」と論理的かつ定量的に語れる日本
の関係者は皆無に近い。
この不可思議な状況がつづく中、昨年9月に、国家発展

改革委員会エネルギー研究所タスクフォースが報告書『中
国2050年低炭素発展への道：エネルギー需給及びCO2排
出シナリオ分析』（以下ではシナリオ分析報告書）および
国務院発展研究センター・国家発展改革委員会エネルギー
研究所・清華大学が報告書『中国2050年エネルギーとCO2
排出報告』[ⅰ]（以下ではエネルギーとCO2排出報告書）が
発表された。
本稿では、このシナリオ分析報告書の要点、特に具体

的な数値コミットメントの大きさを示唆している二酸化
炭素排出シナリオの内容について紹介する。

1．4つのシナリオ
シナリオ分析報告書では、以下の4つのシナリオを想定

して分析を行っている。

a．レファレンスシナリオ
いわゆるベースラインあるいはBAU（Business as usual）

となるシナリオであり、前提として、2050年に、1）一人
あたりGDP：中進国レベル、2）一人あたりエネルギー消
費量：4tce、3）エネルギー効率：現在の世界トップ水準
より10%低い、4）エネルギー消費量：78億tce、などをお
いている
b．省エネシナリオ[ⅱ]

すでに取り組んでいる省エネ優先の対策を追求する。
炭素隔離貯留（CCS）などの高コストな気候変動対策は
実施されない。
c．低炭素シナリオ
低炭素社会追求シナリオで、炭素税や2020年-2030年に

おけるCCSや石炭ガス化複合発電（IGCC）の導入が前提
となる。
d．強化低炭素シナリオ
先進国からの技術・資本援助および中国の国際貢献を

考慮したシナリオで、炭素税の導入やCCSやIGCCの早期
における高い普及率などが前提となる。
次の表1および表2は、各シナリオの前提や必要となる

政策措置をより具体的に示したものである。

明日香　壽川　あすか じゅせん　●東北大学東北アジア研究センター教授／（財）地球環境戦略研究機関気候変動グループ・ディレクター
1959年生まれ。 東北大学東北アジア研究センター教授（環境科学研究科教授兼任）。 （財）地球環境戦略研究機関気候変動グルー
プ・ディレクター（2010年4月～）。東京大学大学院農学系研究科農芸化学専攻で農学修士号、欧州経営大学院（INSEAD）で経
営学修士号、東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻で博士号を取得。 スイス実験外科医学研究所研究員、（株）ファル
マシアバイオシステムズ管理部プロジェクトマネージャー、（財）電力中央研究所経済社会研究所研究員などを経て現職。ほかに
京都大学経済研究所客員助教授、朝日新聞アジアネットワーク客員研究員などを歴任。専門は、環境科学政策論。 著書に、『地
球温暖化：ほぼすべての質問に答えます！』（岩波書店、 2009年）、 『中国環境ハンドブック2009-2010年版』(中国環境研究会編、
蒼蒼社、2009年、共著)、『地球温暖化懐疑論批判』（東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)、2009年、共著）。論文に、
「日本政府によるカーボン・クレジット活用策の比較評価および発展経路」『環境経済・政策研究』（第2巻第1号、 2009年、岩波
書店）、「中国の意味ある参加とは?：中国政府が掲げる温暖化対策の目標と「低炭素発展」のシナリオを読み解く」『世界』（2010
年1 月号、岩波書店）、「温暖化交渉サミットの成果と今後の展望」『世界』（2008年9月号、岩波書店）など多数。 第32回山崎
賞受賞（2006年）。 

中国の温暖化政策：二酸化炭素排出削減数値コミットメントを中心に

◎表1　各シナリオの内容および前提（要約）

出典：シナリオ分析報告書　p.44 表3-2

シ　ナ　リ　オ 内　　　　　容

レファレンスシナリオ
2050年に、一人あたりエネルギー消費量は現在の中進国と同じレベル。同じく2050年に、2005年時点のエネルギー効率世界トップ水準より10％低
い。工業化は進展し、技術進歩がエネルギー利用効率を若干向上させるものの、エネルギーの消費量は78億tceに達する。

省エネシナリオ

省エネと排出量削減を充分に考慮するものの、気候変動対策だけのための施策は実施しない。経済成長の方式は変化し、短中期的に高効率製品の生産
は増大し、省エネ設備製造業、原子力発電、再生可能エネも一定程度は発展する。しかし、1）速さや快適性を重視するため公共交通システムは十分
に発達せず、2）革新的な省エネと排出量削減に関する技術は開発されずCCSも未普及、3）省エネ型のライフスタイルは普及せず、「先に汚染、後に
整備」という意識が存在する、などの状況が続く。

低炭素シナリオ
持続可能な発展、エネルギー安全保障、国際競争力、省エネ、排出削減ポテンシャルなどが総合的に考慮される。生産と消費のパターンも転換し、技
術進歩によって低炭素化が進む。省エネ設備製造業、原子力発電、再生可能エネ産業の発展が加速・増大。CCSが電力部門で普及。低炭素経済発展
のための投資が拡大し、省エネ型の生産とライフスタイルが普及。

強化低炭素シナリオ
国際協調のもと、高いレベルの低炭素化が実現。先進国と途上国の協力が進展し、新たな技術開発や既存技術のコスト削減がなされ、低炭素技術の普
及度が高まる。研究開発や資金投資が低炭素化を支え、エネルギー多様化も進む。中国政府の低炭素経済への投資も拡大し、クリーンコール技術や
CCSが大幅に普及。
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項目 省エネシナリオ 低炭素シナリオ 強化低炭素シナリオ

GDP成長率
国家「三段階」目標を実現：2005-20年平均
増加率：8.8%、2020-35年：6%、2035-50
年：4.4%

省エネシナリオと同じ 省エネシナリオと同じ

人口成長率 2030-40年に約14.7億でピーク。2050年に
14.6億 省エネシナリオと同じ 省エネシナリオと同じ

一人あたりGDP 2050年、20万 元（2.5万USド ル：2005年
の固定価格） 省エネシナリオと同じ 省エネシナリオと同じ

産業構造 2030年以降、第三次産業が躍進。しかし、
重工業も依然重要な位置を占める。

先進国の現在の産業構造とほぼ同じになり、
工業化と第三次産業の発展が加速し、情報産
業が重要な位置を占める。

先進国の現在の産業構造とほぼ同じになり、
工業化と第三次産業の発展が加速し、情報産
業が重要な位置を占める。

都市化率 2030年：72%、2050年：79% 省エネシナリオと同じ 省エネシナリオと同じ

輸入・輸出
2030年に一次産業産品が国際競争力を徐々
に失い、エネルギー多消費製品の主な市場は
国内のみ。

2020年に一次産業産品が国際競争力を徐々
に失い、エネルギー多消費製品の主な市場は
国内のみ。高付加価値産業とサービス業の輸
出が著しく増加。

2020年に一次産業産品が国際競争力を徐々
に失い、エネルギー多消費製品の主な市場は
国内のみ。高付加価値産業とサービス業の輸
出が著しく増加。

国内の自然環境
改善するものの、「先に汚染、後で改善」の
意識は変わらない。クズネッツ曲線の初期段
階。

改善が見られ、クズネッツ曲線のピーク値が
下がっている。

改善が見られ、クズネッツ曲線のピーク値が
下がっている。

エネルギー技術
2040年に先端的なエネルギー技術が普及
し、中国が世界の技術レベルをリードする。
技術効率は現在より40％高い。

2030年に先端的なエネルギー技術が普及
し、中国が世界の技術レベルをリードする。
技術効率は現在より40％高い。

2030年に先端的なエネルギー技術が普及
し、中国が世界の技術レベルをリードする。
技術効率は現在より40％高い。

非通常的な
エネルギー資源

2040年以後、非在来型（unconventional）
なガスや石油の採掘が必要。

2040年以後、非在来型（unconventional）
なガスや石油の採掘が必要。

非在来型（unconventional）なガスや石油の
採掘は不要。

太陽光発電、
風力発電

2050年に太陽光発電の発電単価は0.39元/
kWh、陸上風力発電が普及。

2050年に太陽光発電の発電単価は0.27元/
kWh、陸上風力発電が普及し、洋上風力発電
も大規模に開発。

2050年に太陽光発電の発電単価は0.27元/
kWh、陸上風力発電が普及し、洋上風力発電
も大規模に開発。

原子力発電
2050年原子力発電総容量3億kW、発電単価
が2005年の0.33元/kWh から2050年には
0.24元/kWh まで低下。

2050年原子力発電総容量3．5億kW、発電
単価が2005年の0.33元/kWh から2050年に
は0.22元/kWh まで低下。2030年から第4世
代原子発電所の大規模的開発段階に移行。

2050年原子力発電総容量4億kW、発電単価
が2005年の0.33元/kWh から2050年には
0.20元/kWh まで低下。2030年から第4世代
原子発電所の大規模的開発段階に移行。

石炭火力発電 超臨界発電と超々臨界発電が主流技術。 2030年まで超臨界発電と超々臨界発電が主
流技術で、その後IGCCが主流になる。 2020年からIGCCが主流技術になる。

CCS 導入されない。
2020年からパイロットプロジェクトが開
始。2050年には、すべての新規IGCC発電所
に導入。

すべての新規IGCC発電所にCCSを導入。同
時に鉄鋼、セメント、アルミニウム、アンモ
ニア、エチレンなどの産業部門にもCCSを
導入、2030年には普及。

水力発電 2050年に発電容量4億kW、発電量が13,200
億kWhを超える。 

2050年 に 発 電 容 量4.5億kW、 発 電 量 が
14,850億kWhを超える。

2050年 に 発 電 容 量4.7億kW、 発 電 量 が
15,510億kWhを超える。

バイオマス 2050年に1億tceのバイオマスを利用。平均
費用は430元/tce以下になる。

2050年に2.6億tceのバイオマスを利用。平
均費用は370元/tce以下になる。

2050年2.7億tceのバイオマスを利用。平均
費用は370元/tce以下になる。

民生分野
省エネ家電が普及し、再生可能エネルギー
（例：バイオマス）を利用した農村でのエネ
供給が商品化される。

省エネ断熱住宅が普及 省エネ断熱住宅が普及

運輸・交通 公共交通が普及。大都市での軌道交通が整備。 環境に配慮した軌道交通が整備。
100万人以上の都市に公共交通が発達。中小
都市から農村へのアクセスが自動車なしで可
能に。

自動車 燃費効率が30%上昇。 燃料効率が60%上昇。 燃料効率が60%上昇。

◎表2　各シナリオの内容および前提の詳細

出典：シナリオ分析報告書　p.44 表3-3
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図1は、低炭素シナリオの場合の2020年までのエネル
ギー消費削減量およびCO2排出削減量を示している。

これより、2020年までは、鉄鋼生産量の生産調整や電
力供給システム改革（電源ミックスの改革および発電技
術効率の改善）の2つが排出削減に大きく寄与することが
わかる。また、冒頭で紹介した『エネルギーとCO2排出報
告書』では、これらを実現するために、すでに進めてい
る政策（非効率生産施設の閉鎖、補助金、エネルギー税
など）の強化と同時に、目標達成費用の最小化という意
味でより効率的な炭素税や排出量取引制度などの施策の
導入を検討すべきという議論を展開している。

2．CO2原単位
図2は、CO2原単位（GDP一万元あたりの炭素排出量）

の変化を示している。

表3は、図2をもとに筆者らが作成した各シナリオのCO2
原単位の変化割合を示している。

3．CO2排出量
図3は、各シナリオのCO2排出量の推移を示している。

表4は、図3をもとに筆者らが作成した各シナリオの
CO2排出量の変化割合を示している。

この図3および表4から明らかなのは、低炭素シナリオ
ではCO2排出量が2035年頃からピークアウトすると予想し
ていることである。ピークアウトは、短中期削減目標の
一つとして国際社会において議論されており、中国への
実質的な“要求項目”の一つであった。したがって、た
とえ報告書という形であっても、ピークアウトの時期が
明示的なシナリオが公式に発表されたことの意味は大き
いと思われる。

◎図1　低炭素シナリオにおける2020年までの対策別エネルギー消費削
減量とCO2排出削減量

出典：シナリオ分析報告書　p.131 図4-55 

◎図2　各シナリオのCO2排出量の推移量

出典：シナリオ分析報告書 p.86 図3-30 

◎図3　各シナリオのCO2排出量の推移

出典：シナリオ分析報告書 p.86 図3-29

◎表3　各シナリオの化石燃料由来CO2原単位（GDP一万元あたりCO2排
出量）

注：図3からの目視での読み取り値なのでプラスマイナス0.01程度の誤差あり。

◎表4　各シナリオの化石燃料由来CO2排出量（億tC）

注：図3からの目視での読み取り値なのでプラスマイナス0.1程度の誤差あり
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•Prof i le•

地球温暖化が陸域生態系に与える影響とリスク評価

伊藤　昭彦　いとう あきひこ　●独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター　研究員
男性、1972年８月生まれ。2000年 筑波大学大学院生物科学研究科単位取得退学、博士（理学）。2006年より独立行政法人海洋
研究開発研究機構・招聘主任研究員を兼任。専門は植物生態学および生物地球化学。独自に開発した陸域生態系モデル（VISIT）
を用いて、温暖化の影響評価や森林伐採に伴う炭素放出の推定などを行っている。

１．はじめに
化石燃料消費に代表される人間活動が、大気中の温室

効果ガス濃度を上昇させ、地球の気候システムに深刻な
影響（いわゆる地球温暖化）を引き起こしつつあることは
社会に広く認められるに至っており、気候変動枠組み条
約をはじめとする具体的な対策が進められている。地球
温暖化の問題で忘れてはならないのは、その影響は人間
社会のみならず地球表層の様々なシステムに及ぶという
点である。温暖化によって海氷が融けたために、北極の
シロクマが住処を失うといったイメージが、温暖化影響
の象徴として引き合いに出されることがあるが、実際に
は熱帯から寒帯・乾燥地までの生物とその居住地（その
総体としての生態系）が深刻な影響を受ける恐れがある。
温暖化影響への脅威が認識されるにつれ、それをリス

ク評価・リスク管理の問題として捉えるアプローチが提
案されている。ここで言うリスクとは、影響の大きさと
発生可能性（頻度）の積であり、不確実な将来に対して
意志決定を行う上での基準となる。一般には、リスク管
理は、悪影響となるリスクの特定、そのリスクに対する
発生可能性と影響の大きさの評価、そしてリスクを回避
し被害を最小化するための対策、という手順で行われる。
地球温暖化に関連するものでは、将来の海面上昇による
沿岸域の水没のリスクと、堤防建設や移住による影響の
軽減などがわかりやすい例であろう。もちろん実際に対
策をとるかどうかは、リスクがコストを考慮した許容範
囲を超えるかどうかで判断される。
しかし、生態系への温暖化影響に関しては、従来のリ

スク評価・リスク管理の枠組みでは扱うことが難しい複
雑な問題がある。本稿では、主に陸域の生態系を対象に、
温暖化の影響評価とリスク管理への課題について述べる。

２．温暖化が生態系に与える影響・リスク
温暖化によって生態系に何らかの悪影響が及ぶことは

容易に想像されるが、それがどのような種類のリスクを
引き起こすかは未だに明らかではない。このことが生態
系のリスク管理を難しくしている一因である。まず、大
気CO2濃度の上昇と気候変動によって生じる影響は、正な

ものと負のものが複合的に生じる。大気CO2濃度上昇その
ものは、植物の光合成生産を向上させる（施肥効果）こ
とが多くの実験から示されている。しかし、温度上昇は
寒冷地では好適な生育期間が延びることで成長を促すと
考えられるが、すでに十分に温暖な熱帯地域では高温に
よる障害が起こることが懸念される。また、たとえ寒冷
地であっても、温度上昇による土壌有機物の分解促進や
凍土の融解は、負の影響となる可能性が高い。概して、
温度が全体的に上昇することで、生物の生育適地はより
高緯度側へあるいは標高の高い方へ移動すると考えられ
る。しかし、将来予測されているような急激な温暖化に
対する生物の応答は、過去の気候変動と生物分布の関係
を単純に外挿するだけでは推し量れない。なぜなら、生
物の移動速度には限界があり、特に植物のような移動性
の低い生物は、年間数十kmに及ぶ生育適地の移動につい
て行けない可能性が高い。一方で、分散能力の高い種は、
現在の生育限界を超えた広範囲に（侵入種として）分布
を広げる可能性がある。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次報告書（参

考文献１）には、現在までの研究で示された温暖化影響
がまとめられている。その中では、産業革命前に比べて
2.2℃の温度上昇により世界の生物種の24％（15～37％の
範囲）が絶滅に瀕する可能性があることをはじめ、高山
やサンゴ礁など脆弱性の高い生態系に関する影響につい
て言及されている。アジア地域の研究例は少ないが、産
業革命前と比べて2.9℃の温度上昇により、中国の北方林
が大幅に消失する可能性について取り上げられている。
日本の生態系における温暖化影響の例では、これはIPCC
第4次報告書以降に出された成果（環境省地球環境研究総
合推進費による）であるが、世界遺産に登録されている
白神山地周辺のブナ林に関する研究がある。そこでは、
温暖化により白神山地周辺のブナ林の相当割合で生育環
境が悪化し、今世紀中にも生育適地でなくなる可能性が
示唆されている。
生態系における生物間の相互作用は非常に複雑であ

り、食物連鎖や動物-植物相互作用（例えば昆虫による花
粉の輸送や動物による種子散布）、植物- 微生物相互作用
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人間社会と関わりのある生態系サービスの変化によって
評価することが望ましい。実際には、生態系サービスに
は多様な側面があるため、その統合的評価（例えば指標
化や価値換算）は簡単ではないが、これは後述する生物
多様性とも関連する問題であり、現在盛んに研究が行わ
れている。
別な評価軸として、温暖化による生態系影響には災害

という観点もある。地球温暖化は、温度や降水を長期平
均的に変化させるだけでなく、短期的に生じる急激な温
度変動や降水変動、いわゆる極端現象の頻度・強度を高
めると考えられる。それは洪水や熱波などにより人間に
直接的な災害を及ぼすが、さらに生態系影響を介した災
害も想定される。例えば、極端な高温乾燥が一定期間続
くと、森林や草原では火災の発生確率が大きく高まるこ
とが知られている。野外での火災は生態系を衰退させ、
大量のCO2放出を引き起こすだけでなく、人家近くで起
こったものは財産や時には人命をも脅かすものとなる。
過去のデータや数値モデルに基づく研究でも、温暖化時
に多くの地域で野外火災の発生確率が高まることが指摘
されている。このように、生態系サービスの低下と災害
防止の観点から、リスク評価の手法を確立することが望
まれる。

４．生態系へのリスクの緩和・適応
地球温暖化問題では、起こりうるリスクを回避したり

被害を最小化したりすることを、適応や緩和という言葉
で表現することが多い。陸域の生態系において、どの程
度の緩和・適応策が可能かは、コスト面の妥当性も含め
て議論が分かれる点であろう。ましてや現在では、温暖
化による生態系へのリスク、そして生態系サービスを介
した人間社会へのリスクを緩和し適応することは、地球
環境問題の中で単独では考えることができない状況であ
る。現在の温暖化対策は、工業活動起源の温室効果ガス
放出を抑制するだけでなく、森林吸収源やクリーン開発
メカニズム（Clean Development Mechanism: CDM）、そ
して途上国での森林減少・衰退防止（Reducing Emissions 
from Deforestation and forest degradation in Developing 
countries: REDD）といった生態系サービスに依拠する部
分が相当に大きい。そのため、単に生態系の現状を保全
するだけでなく、炭素固定による気候調節機能の活用も
加味したより広い視点での生態系管理が求められる。逆
の観点では、大規模に原生林を伐採してユーカリなどの
バイオマス生産の大きい早生樹種を植林する、といった
極端な対策を安易にとるのではなく、生態系の便益面を
総合的に考慮した方策を選択していく上でもこれは重要
な点である。2010年10月には名古屋で生物多様性条約の
第10回締約国会議（COP10）が開かれるように、生物多
様性保全と遺伝子資源の問題はやはり社会的にも喫緊の
問題となっている。そのため、生態系の観点から、多様

（例えば根と微生物の共生による菌根の水・栄養塩吸収）
を通じて、予想外に影響が広がる可能性がある。そのた
め、現状としては主要なリスクが特定されたとはとても
言えない。さらに、実際には、気候変動の影響についても、
自然の変動として発生したものか、人為的な温暖化によっ
て生じたものか原因を特定するのは難しい。前記の生物
種の減少についても、原因は気候変動だけでなく、森林
破壊や環境汚染などによる生息域の減少も重要な要因と
なっている。

３．生態系影響のリスク評価
リスク評価においては、前述のように、リスクの発生

可能性とインパクトを明確にする必要がある。いくつか
の種類のリスクは特定されているものの、その将来（例
えば2100年まで）の発生可能性を知ることは非常に困難
である。一つの試みとして、英国ブリストル大学のグルー
プは、複数例の気候モデルによる予測シナリオを用いた
シミュレーションを実施し、ある影響が生じた例数の割
合からリスク発生の可能性推定を試みている（参考文献
２）。北米やユーラシアの森林消失、河川流出量の増加、
そして森林火災の増加について検討されている。別な研
究として私たちの取り組みを紹介すると、将来の気候変
動に伴う降水量変化と、人為的な土地利用変化が土壌流
亡（エロージョン）に与える影響の評価がある。そこでは、
陸域生態系とエロージョンに関するモデルを用いた数値
シミュレーションの結果として、降水量が多く急峻地が
多いモンスーンアジア地域で強いエロージョンが発生し
ていることが示された。また21世紀中の変化として、降
水増加によって東南アジアなどでは増加する一方、植林
が進むと予想される先進国や中国の一部ではエロージョ
ンが減少する可能性が示された。これまでの研究では、
用いた気候シミュレーション群が将来の気候変動パター
ンを、その不確実性を含めて十分に代表しているかどう
かは十分検討されていない。また、前述のローカルな生
物間相互作用を含めた推定モデルはまだ構築されておら
ず、気候を予測するモデルと生態系のモデルの両方に推
定不確実性が残されている。
リスクのインパクトを明らかにするには、生態系サー

ビスという概念を導入しなければならない。生態系は、
それ自身の営みの結果として、人間社会に様々な便益を
もたらしている。例えば、森林は木材資源を提供するだ
けでなく、土壌の保水による水源涵養機能や大気・水質
の浄化機能、さらにはレクリエーションの提供といった、
様々な便益をもたらしている。森林以外の生態系も、そ
の地方の人々の生活と密接に結びついた生態系サービス
を提供している。また、炭素固定による気候調節機能な
どは、その生態系の周辺だけでなくグローバルな便益を
提供しているといえる。つまり、温暖化のインパクト評
価は、単に生態系のバイオマスや種数の増減ではなく、
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性保全と温暖化影響の適応・緩和を矛盾するものでなく、
調和的な方向で進めていく必要がある。
では、陸域生態系における温暖化の緩和・適応のオプ

ションとしてはどのようなものがあるだろうか。一般的
なものとして、温度上昇に伴う生物移動を助けるための
回廊（コリドー）設置や移植、高山植物など生育適地を
失う恐れがある生物の保全、生育地の復元などが考えら
れる。生態系への影響は、多くの場合で不可逆であり、
一度失われると復元は非常に困難であるため、事前の予
測に基づいて先に対策を講じることで生態系の回復力を
維持する、予見的適応策の必要性も指摘されている。対
策に要する人的・金銭的コストを考えると、広大かつ多
様な生態系でリスクを評価し、適切な緩和・適応策を講
じることは非常に困難であると感じられるだろう。しか
し、前述のように、温暖化のリスク管理だけでなく、温
暖化そのものの抑制手段として生態系機能への期待は大
きくなっている。さらに、生物多様性の拠点としての需
要が加わることを考えれば、総合的な生態系管理実現へ
の社会的要請は今までになく高まっていると言える。そ
のような現状を踏まえると、現在の温暖化と生態系影響
に関する科学的知見の蓄積はまだまだ不十分である。特
に、IPCC報告書に記載されたアジアの研究例が目立って
少ないことからも分かるように、日本・中国を含むアジ
ア地域でのこの分野の研究の余地は非常に大きい。この
研究の空白域を埋めることは、今後の温暖化対策・生物
多様性保全を、科学的知見に基づいて実行する上で必要
不可欠であろう。

５．おわりに
地球温暖化が生態系に与える影響について、リスク評

価の観点から議論を行った（ここでは陸域を扱ったが、
海洋にも酸性化や水産資源枯渇といった深刻なリスクが
ある）。生態系は極めて複雑多様であり、現在の生態学の
水準は定量的予測が行える所には至っていない。それで
も、生態系は私たちの生活に密着した存在であるのも確
かであり、進行しつつある温暖化の中で有効な生態系管
理とリスク軽減のための対策を講じなければならない。
本稿ではほとんど触れなかったが、世界の様々な研究機
関で、このような目的を達成するための実験・観測・解析・
モデルによる研究が日々営々と行われている。温暖化を
はじめとする地球環境問題に取り組む中で、研究者の活
動も必然的にグローバル化しているが、やはり欧米の先
端的な研究と比べると、日本と中国を含むアジア地域で
は遅れている分野も多い。そのことは、アジア地域の温
暖化影響評価とリスク管理において不利なだけでなく、
グローバルなモデルを用いた温暖化予測にも影を落とし
ているかもしれない。今後は、アジア地域の研究者の力
を結集し、ネットワーク的に研究水準を高めていく必要
があるだろう。



38 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版



39

環境･エネルギー特集Part 3－地球環境保護の取り組み

•Prof i le•

省エネ型の下・排水処理は地球環境にやさしい？

大橋　晶良　おおはし　あきよし　●広島大学大学院工学研究科　社会環境システム専攻教授
1958年5月生まれ。1984年長岡技術科学大学大学院建設工学専攻修士課程修了　博士（工学），1984年呉工業高等専門学校土
木工学科助手，1994年ノースウエスタン大学客員研究員，1995年長岡技術科学大学工学部環境・建設系助教授，2006年 同
教授，2007年より現職。
主な研究テーマ：水環境工学，新規な生物学的排水処理技術の開発など。受賞：土木学会論文奨励賞（1992），環境工学研究論
文賞（1999），新潟日報文化賞（産業技術部門）（2004），日本水大賞（国際貢献賞）（2005），日本水環境学会論文賞（2009）

１．はじめに
急速な人口増大と経済発展を続ける途上国や新興国に

おいては，経済発展を最優先するため，環境対策への社
会資本投資がおろそかにされ，都市下水はほとんど無処
理のままたれ流し，あるいは処理効率の悪いラグーン等
が導入されているのみである。そのため，都市域の水質
汚濁問題が深刻化し，生活環境の悪化のみならず，健康
への脅威にもなっている。日本などの先進国で主流となっ
ているお金とエネルギーを存分にかけて処理をするよう
な技術－活性汚泥法－をそのまま途上国や新興国に技術
移転しても根付かないことは明白で，途上国等の地域の経
済構造，社会構造等の実状に応じた“適正技術＝低コスト・
簡易型の処理技術”が求められている（原田，2005）。
上向流嫌気性スラッジブランケット（Up-flow Anaerobic 

Sludge Blanket , UASB）法などの嫌気性処理は，汚泥発
生量を低減でき，排水からメタンとしてエネルギーを回
収できるなどの利点を有しているため，途上国等での下
水処理に最も適していると言える。現在，インドやブラ
ジルなどの新興国ではUASB法により都市下水を処理し
て，エネルギーの回収（有効利用までには至っていない）
が図られている。しかしUASB法を都市下水処理に適用し
た場合，活性汚泥法のような良好な処理水質は得られず，
低コストで維持管理が容易な点を損なわない後段処理プ
ロセスが必要となる。そのUASB法の後段処理としてDHS
（Down-flow hanging Sponge）リアクターが注目されて
おり，インドおよび国内での実下水を供した長期連続処
理運転において活性汚泥法と同等の処理水質が得られる
ことが実証されている（大久保ら，2008）。
UASB法とDHSリアクターなどの後段処理との組合せ

は，メタンとしてエネルギーが回収でき，エアレーショ
ン動力を要しないことから省エネ型であると考えられて
いるが，実際に活性汚泥法と比較して環境にやさしい処
理方法であると言えるであろうか。もし環境にやさしく
なければ，どのように対処すれば良いであろうか。

２．下水処理における二酸化炭素排出量の比較
我が国の活性汚泥法による下水処理エネルギー消費量

は，処理場の規模によって異なるが，1m3の下水処理当
たりおおよそ0.50kWh·m-3であり（下水道新技術研究所年
報，1999），CO2排出量に換算すると0.276kgCO2·m-3であ
る（図１，２）。一方，UASB法で嫌気性処理する場合は，
下水のポンプアップの動力エネルギーだけで済むことか
ら，約0.10kWh·m-3のエネルギーを要し，0.056 kgCO2·m-3

のCO2排出量となる。UASB法の後段にDHSを設けても
UASB処理水がDHS内を重力で流れるため，付加的なエ
ネルギーはほとんど必要としない。また，UASB処理によ
りメタンが生成され，回収してエネルギー利用できる。
下水のCOD濃度は350mg·l-1程度であり，一般的に嫌気性
処理では約60％が分解されるため，１m3の下水処理量当
たり74lのメタンが発生する。エネルギーに換算すると
0.73kWh·m-3になる。したがって，下水という液状のバイ
オマスエネルギー潜在量は，活性汚泥法による下水処理
エネルギー消費量よりも大きく，嫌気性処理を導入すれ
ば，下水処理場からのCO2排出量を実質的にカットできる
可能性がある。

◎図１　下水1 m3を処理した際のCO2排出量

◎図２　下水1m3を処理した際のエネルギー消費量と生成量
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しかしながら，嫌気性処理で発生したメタンすべてが
バイオガスとして回収できず，一部は処理水に溶解して流
出し，大気に放散される。溶存メタン濃度は，物理的に嫌
気性処理でのバイオガス中のメタン濃度（排水の組成に
よって決まり，一般的に70％程度）に比例し，約24.8l·m-3

（=1.03mmol·l-1 =66.2mgCOD·l-1 =0.245 kWh·m-3）（20℃）
である。冬期に水温が低下すると，発生したメタンの半
分程度は溶存し，これらはガス化回収できない。また，
メタンは地球温暖化係数21の強温室効果ガスであり，嫌
気性処理法で1m3の下水を処理した際に溶存メタンが大気
に放出される量はCO2換算で0.346 kgCO2·m-3であり，エネ
ルギー消費型の活性汚泥法のCO2排出量よりも上回ってい
る。すなわち，省エネ型の嫌気性下水処理は，溶存メタ
ンの大気放出を防止しない限り，地球環境にやさしいと
は言えない（表１）。

３．UASBとDHSシステムによる下水処理
下水を嫌気性処理する場合は，上述のように溶存メタ

ンの大気放散の防止が不可欠であるが，これと同時に水
質のポリッシュアップも必要である。まず，DHSによる
UASB処理水の後段処理性能を述べる。
DHSは，長岡技術科学大学で開発された微生物保持担

体にポリウレタン製のスポンジを用いた一種の散水ろ床
である。スポンジ担体は水中に浸漬させないで，気相中
に充填して空気に曝されているため，エアレーション動
力を要さずともリアクター内を好気性に保つことができ
る。一般の散水ろ床法とは異なり，排水は担体表面を流
下するだけでなく内部も流れる。これによって，排水の
基質および溶存酸素がスポンジ担体内部へ移流によって
供給され，スポンジ担体深部にも好気性微生物が生息で
きるため，DHSは浮遊型よりも約１オーダー高い微生物
濃度の保持が可能となる。さらに，スポンジ担体は保水
性があるため，上部から散水した排水が直ちに流下・流
出しないので，水理学的滞留時間（HRT）を自由にコン
トロールすることも可能である。排水処理では，スポン
ジなどの担体は水中に浸漬させるのが常識であるが，浸
漬させないことで思いも寄らなかった機能を有している
ことが明らかになってきている。
インド政府はUASBとDHSのシステムに注目し，首都

デリーの北約150kmに位置するハリアナ州カルナール市
の下水処理場（処理水量40,000m3·d-1のUASB-FPUシステ
ム）に，UASB（設計HRTは8.6hr，実際のHRT約13hr）
の後段処理として処理水量500m3·d-1（処理人口3,500人規
模）のDHS実証プラントを2002年に建造した（図３）。

DHSは直径5.5m，高さ5.31m，有効容積126m3のコンク
リート製カラムで，その内部に長さ2ｍのプラスティック
シート両面に直角三角柱のスポンジメディア（25mm×
25mm）を接着したものを上段と下段の２段に懸垂させて
ある。スポンジの充填率は24.7％であり，スポンジ体積に
対するHRTは1.5hr（コンクリートカラム基準では6.0hr）
である。流入水（UASB処理水）は水頭差で回転する自走
式散水機により，DHSの上部からスポンジシートに散水
される。DHSの下部に沈殿池を設けている。
DHS実証プラントは現在も稼働しており，表２に示す

処理性能は900日におよぶ長期の平均値で，長岡技術科学
大学の水圏環境制御工学研究室の学生達がカルナール市
の下水処理場に数ヶ月単位の交替制で泊まり込んで緻密
にモニタリングした貴重なデータである。BOD154mg·l-1
の下水はUASBで53mg·l-1にまで除去される。BOD除去
率64％であるが，インドを含む東南アジア主要国の放流
基準を満たす水質には至っていない。しかし，DHSの処
理水は6mg·l-1と活性汚泥法と同等の水質が得られる。す
なわちUASB＋DHSのシステムではBOD除去率96％とな
り，活性汚泥法に匹敵する卓越した処理性能を有してい
る。さらにUASB＋DHSのシステムは曝気動力が不要であ
るため，下水処理に係わる消費電力は活性汚泥法に比較
して4～10分の１程度に削減できると試算される（大久保
ら，2008）。今後，活性汚泥法に代替の途上国に適用可能
な下水処理システムとして期待されている。

４．溶存メタンの消長
UASBの後段にDHSを付加することで，良好な処理水

が得られることを上述したが，UASB処理水に溶存してい
るメタンはDHS内を通過する間に，どのような消長をす
るのであろうか。インドでの実証プラントと同じカーテ
ン型のDHSを長岡市の浄化センターに設置し，実下水を

◎表１　活性汚泥法と嫌気性処理法の総合評価

◎表２　インドでのDHS実証実験の900日間の処理結果

◎図３　インド・カルナール処理場に建造されたDHS実証プラントの概要
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処理するパイロットUASB処理水を用いて，溶存メタンの
挙動を調査した。
溶存メタンはDHS上部で速やかに減少し，流下2ｍの位

置では検出されなくなった。DHS内において溶存メタン
の消失が微生物酸化によるものか，物理的放散によるも
のかを検討した結果，DHS上部から1ｍ付近でメタン酸化
細菌の検出が最も高く，メタン酸化活性も最大値を示し，
溶存メタンはDHS内で酸化分解されるが，メタン酸化に
よる溶存メタン消失の寄与度は僅か約5％であり，残りの
95％は酸化分解されることなく大気に放出されていた（江
口ら，2003）。
DHSの特長として，排水がスポンジの表面等を流下す

る過程で，空気中の酸素がスポンジ内へ高効率に供給さ
れることが挙がられる。このことは溶存メタンが速やか
に大気に放散されることも意味しており，DHSで良好に
処理が行えても，地球温暖化の観点からはUASBとDHSシ
ステムが一概に環境にやさしいとは言えない。

５．溶存メタンの回収
溶存メタンの大気放出を防止する方法はないのであろ

うか。開発されてきたDHSは開放型であるため，溶存メ
タンが大気に排出されてしまうが，密閉型にすることで
溶存メタンの大気放出を防止できる二つ方法が考えられ
る。一つは溶存メタンが大気放出される前に，DHS内で
メタン酸化細菌を利用して分解させる方法である。もう
一つは，溶存メタンが直ちに大気へ揮散するのであれば，
この現象を逆に利用して溶存メタンを密閉型DHSにより
ガス化回収することが可能である。しかも，回収ガスは
燃えなければ何の価値も有さず捨てるしかないが，有効
利用可能な自燃ガスとしての回収である。
密閉型DHSによる溶存メタンのガス化回収の原理は次

の通りである。嫌気性処理水を密閉型DHSの上部から散
水すると，溶存メタンは液相からDHSの気相へ気液平衡
に向かって物理的に放散される。その気相部のメタンを
DHS下部から送風する少量の空気と共に上部から回収す
る。気相部は高さ方向にメタン濃度勾配が生じ，上部ほ
どメタン濃度が高くなっている。従って，上部から排出
される自燃する有用なガス（オフガス）として回収する。
バイオガスが自燃するメタン濃度を実験で調べたとこ
ろ，自燃にはメタン濃度30％以上が必要である。
実下水処理UASB（高さ4ｍ，HRT8.8hr）の後段に密閉

型DHSを設置して，溶存メタンの回収実験を行った（図
４）。密閉型DHSはインドの実証プラントと同じカーテ
ン型で，高さ2m，断面0.2×0.2m2，容積80lの直方体形容
器に直角三角柱 (3×3/2cm2×20cm) のスポンジ担体を塩
化ビニール板両面に鉛直方向46列に配置したシートを10
枚設置してあり，スポンジ担体の充填率は44%である。
UASB嫌気性処理水は密閉型DHS上部から散水され，
HRT4.4時間 (スポンジ体積基準2時間)で下部の水封槽から

流出される。空気を下部から供給し，上部よりオフガス
の回収を常温下で行った。密閉型DHSによってメタン濃
度30％以上の有用なガスを１年間季節に係わらず回収す
ることができた。しかしながら，回収メタンガス濃度と
嫌気性処理水中の溶存メタンの回収率はトレードオフの
関係にあり，自燃し且つカロリーの高いガスとして回収
しようとすると，溶存メタンの回収率は低下する。また，
水温（季節）によって溶存メタン回収率は変化し，60～
80％（回収ガスのメタン濃度30％以上）であって，残り
の溶存メタンは大気に放出されてしまう（表３）。
密閉型DHSを高く，あるいはHRTを長くすると，理論

的に溶存メタン回収率を上げることができる。溶存メタ
ンがガス化回収される現象をモデル化し，回収ガスメタ
ン濃度30%でメタン回収率90％すなわち大気への放散を
90％カットする条件を検討した。シミュレーションより，
90％カットすることは可能であるが，例えば高さ4mの
密閉型DHSではHRTが10h，HRTを短く4hにすれば高さ
12mの密閉型DHSとなる。したがって，溶存メタンの大
気放散を防止し高い回収率を得ようとすると巨大な密閉
型DHSが必要となる（大橋ら，2010）。
この溶存メタン回収を目的とした密閉型DHSは，空気

を僅かしか送風しないため，DHSへの酸素供給量は少な
く，しかも酸素はまず硫化物の酸化に利用されるため，
嫌気性処理水の残存有機物はほとんど分解されず，水質
の向上は望めない。また溶存メタンも酸化されることは
なく，このため溶存メタンが回収できる所以である。残
存有機物を除去するには，酸素の供給量を多くする必要
があるが，空気送風量を増やすと回収ガスのメタン濃度
が薄まり利用価値がなくなるため，密閉型DHSによる溶
存メタンの回収と残存有機物酸化の両立は困難である。

◎図４　下水処理UASBリアクターと密閉型DHSによる溶存メタン放散防止

◎表３　密閉型DHSによるポリッシュアップと溶存メタンの回収・除去
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６．UASB＋溶存メタン回収密閉型DHS＋ポリッシュ
アップ密閉型DHSのシステムによる処理

溶存メタン回収の密閉型DHSでは，上述のように嫌
気性処理水をポリッシュアップすることはできず，また
回収率90%以上を達成するための巨大なDHSの設置は実
用的とは言えない。そこで適切な能力の溶存メタン回収
DHSの後段に回収できなかった残存溶存メタンおよび残
存の有機物を酸化分解する装置の付加が必要である。そ
の装置としても，密閉型DHSは有効である。ただし，こ
のポリッシュアップの好気性密閉型DHSは上部から溶存
メタンと有機物の酸化分解に必要な量の空気を供給する。
図４に示すように，高さ4ｍのUASB（HRT8.8hr）

と高さ2ｍの溶存メタン回収密閉型DHS（1st DHS）
（HRT4.4hr）の後段に同一の密閉型DHS（2nd DHS）を
好気性処理用として付加し，残存の溶存メタンおよび有機
物の同時処理の実験を行った。なお，２基の密閉型DHS
の合計高さはUASBの高さ4ｍと同じであり，UASBの処
理水はDHS内を自然流下するため，DHSへのポンプアッ
プは必要ない。1st DHSからの流出水の溶存メタン濃度は
22.5mgCOD·l-1であるが，2nd DHSでほぼ全量除去され，
最終処理水の溶存メタン濃度はわずか0.11mgCOD·l-1で
あった。また2nd DHSの流出ガス中のメタン濃度は0.03%
であり，2nd DHSにおいて流入溶存メタンの約97%が除去

できたことになる。したがって，２つの密閉型DHSを直
列に配置することで，嫌気性処理水から排出される溶存
メタンを99％程度カットすることができた。水質に関し
ても2nd DHSにおいて流入BODの65%，流入CODの48%
が除去され，最終処理水はBOD濃度15 mg·l-1，COD濃度
58mg·l-1であった。気温が低下する冬期においても処理水
のBOD濃度は約20mg·l-1を維持し，DHSを開放型から密閉
型にしてもUASB処理水をポリッシュアップすることがで
きる。

７．おわりに
省エネ型の嫌気性処理を下水に適用する場合，溶存メ

タンの大気放散を防止しなければ，活性汚泥法よりもCO2
排出量が多くなり地球環境にやさしくはない。しかし，
２基の密閉型DHSを後段に設けることで，溶存メタン
の約70％を有用な自燃ガスとして回収でき，残存の溶存
メタンは微生物分解して，メタンの大気放散を99％抑え
ることが可能である。また，活性汚泥法と同等の良好な
処理水を得ることができる。環境にやさしい創エネ型の
UASB法と密閉型DHを組み合わせたシステムは下水など
の低濃度排水処理に対して21世紀の途上国さらに世界の
標準仕様になる素養を秘めている。
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•Prof i le•

砂漠化防止および緑化保全技術の発展

井上　光弘　いのうえ　みつひろ　●鳥取大学乾燥地研究センター緑化保全部門教授
1946年11月生まれ。1986年農学博士（九州大学）中国との研究交流は、蘭州沙漠研究所との共同研究以来25年。日本学術振興
会の海外学術研究で農業水利関係の仕事に６年間従事。その後、農林水産省の日中交流事業や、中国科学院水土保持研究所との
拠点大学交流など４０回以上の訪中。最近では、「水土の知」を語る、Vol.12  海外技術交流を考える　その１（第２章３　農業
水利の課題 51-56、第３章４　乾燥地域における節水灌漑　94-97、第５章１ 河套灌区大規模灌漑　155-158、第５章２　景泰
川灌区大規模灌漑　159-161、中国の農業水利、JIID BOOKS、東京、224 (2007)を執筆。主な著書：乾燥地科学シリーズ１（21
世紀の乾燥地科学、―人と自然の持続性―）、乾燥地科学シリーズ3（乾燥地の土地劣化とその対策）、乾燥地科学シリーズ5（黄
土高原の砂漠化とその対策）、古今書院、東京、(2008)、「沙漠の事典」、丸善、東京、(2009)などの分担執筆。

１．はじめに
世界の人口は2009年に68億に達し、2050年には90億を

越えると予想されています(世界人口白書2009)。この人口
増加に伴い安定した食糧確保が必要で、食糧増産のため、
世界各地で、原野の開墾・開拓による農地面積の拡大、
あるいは高収量で病害虫に強い品種の開発と改良、化学
肥料と農薬の投与、灌漑排水の導入などの農業技術によ
る単位収量の増大が図られてきました。しかしながら、
過剰な放牧、過剰な伐採、過剰な開墾に伴う植被率の低
下、過剰な耕作に伴う土壌劣化は土壌侵食を助長し、過
剰な灌漑は湛水湿害と地下水上昇に伴う塩類集積を起こ
して農地が荒廃し、砂漠化が進行しています。この砂漠
化は深刻な問題で、放牧地の砂漠化を含めると、砂漠化
の影響を受けている面積と人口は、それぞれ世界の陸地
面積の４分の１、世界人口の６分の１まで達しています。
食糧と水資源を確保し、砂漠化を防止するためには、緑
化と適切な灌漑排水が必要です。乾燥地は太陽エネルギー
が豊富で、湿潤地と比較して病害虫が少ないという利点
があるため、適切な遮光と温度制御、適切な灌漑と施肥
技術を導入すれば、作物生産に好ましい環境を作り出す
ことも可能です。しかし、乾燥地は水資源が乏しく、土
壌の発達が未熟で有機物も少ないので、水資源の枯渇と
土壌劣化の危険性を含んでいます。そこで、わずかな降
水量を効率的に集水する、牧畜で産した糞尿を有効に利
用する、防風林で農地の風食を防ぐ、河川水や地下水な
どの水資源を開発し灌漑施設を導入する、灌漑排水の動
力源として水力、波力、風力、太陽などの自然エネルギー
を利用する、などの伝統的な農業技術と近代的な技術を
駆使して、経済的で持続的な農業を行う必要があります。
また、いったん圃場内に塩類集積が生じると、これを回
復するために莫大な時間と費用を要します。そこで、塩
類集積を防止するため、灌漑水の量と質を把握する、圃
場の除塩と地下水位の制御を行う、用水と排水を分離し
て排水を浄化する、そして節水が必要であるという農民
の意識改革を行う、などの多くの砂漠化防止対策があり
ます。ここでは、砂漠化防止と緑化保全技術を発展させ

るための経済的持続的な技術情報を紹介します。

２．砂漠化防止技術
砂漠化は、乾燥地、半乾燥地、乾性半湿潤地で起きて

いて、サハラ砂漠南方のサヘル地域、中東諸国、中国の
西北部などで砂漠化が進行しています。北アメリカやオー
ストラリア大陸でも見受けられますが、人口増加が著し
いアフリカで、最も砂漠化が大きな問題になっています。
砂漠化とは、人が住んでいた所や植物の生えていた所が、
気候変動や人間の活動によって、土地が荒れ、自然の営
みが破壊して、不毛の大地に変化することです。これを
防止することは容易なことではありません。
砂漠化の進行度合を理解する方法に、「リモートセンシ

ング技術」があります。この方法は、ランドサット、スポッ
トなどの画像データを解析し、土地利用区分図を作成す
る基礎的な技術です。最近では、Google Earth IKONOS 
Onlineを用いて植生図を作成した例もあります。対象地
域の数十年前の状況と比較することによって、砂漠化が
どの程度、進行したかを理解することが目的で、図化精
度を高めるためには、現地の土地被覆グラウンドトゥルー
スデータとの比較判別作業が重要になります。
ＵＮＥＰによると、耕作可能な乾燥地の土地面積(51.6

億ha)は、放牧地(45.6億ha)、降雨依存地(4.5億ha)、灌漑農
地(1.5億ha)に分けられ、砂漠化の影響を受けている割合は
全体の70%、約36億haで、日本の面積の95倍に相当しま
す。耕作可能な乾燥地における砂漠化地域の割合を大陸
別にみると、アフリカとアジアで66％を占め、放牧地が
砂漠化の割合も73%と大きな面積(33.3億ha)を占めていま
す。放牧地の砂漠化は、強い季節風による砂の移動、干
ばつ（降水量の減少）、ヤギやヒツジなどの家畜の過剰な
飼育（過剰な放牧）が原因で草原の植被率低下が進行し
ています。過剰な放牧に対する砂漠化防止技術として、
草原を牧柵で区切って順番に家畜を放牧させる「輪番放
牧」が有効な方法で、土地の牧畜キャパシティに見合っ
た飼育技術が必要です。
砂漠化を防止する対象領域が広いので、砂漠化防止は
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たりの収量を増加する「垂直拡大」の大規模な事業が行
われてきました。また、後者の事例に、緑の革命があり
ます。肥料の施用、農薬の投与、品種改良、灌漑の導入
によって、単位収量は2倍以上も増加し、ＵＳＤＡの報
告によると現在の段階で穀物の需要と供給はバランスを
保っています。しかしながら、過酷な耕作によって環境
問題や土壌劣化が深刻です。過剰な施肥によって地下水
中の硝酸態窒素の濃度が増加し、乳児が地下水を飲んで
ブルーベビー症候群の病気で死亡するという事件の原因
と密接な関係がありました。数年以上という長期の栽培
は連作障害を発生させ、作物に病害が発生し、これを防
止するために、さらに農薬の投与が増加し、食の安全の
問題が発生しています。また、乾燥地では灌漑によって
２倍から３倍もの単位収量の増加を可能にしました。し
かし、安価な表面灌漑を採用し過剰な灌漑を行ったため
に、水資源の枯渇が問題になっています。河川灌漑では、
上流側の過剰取水によって下流まで水が流れないという
「黄河の断流」や「アラル海の縮小」が有名です。また、
地下水灌漑では、センターピボットという半径４００ｍ
の散水装置で長期間地下から揚水して、アメリカのカン
ザス州を中心としたオガラガ帯水層の地下水枯渇問題も
有名です。同様に、過剰な灌漑によって、土壌表面に塩
類が集積し、作物の収量が減少する問題も多くの国で拡
大しています。砂漠化防止技術の発展は重要な課題です。

３．緑化保全技術
以上、述べてきた過剰な放牧、過剰な伐採、過剰な開墾、

過剰な耕作、過剰な灌漑は人為的な砂漠化の主な要因で
す。砂漠化防止技術を確立させ普及させるためには、そ
れが経済的で持続的でないと成功しません。伐採や開墾
に対しては、代替エネルギーへの転換、植林やアグロフォ
レストなどの持続的緑化技術があり、環境保全が可能で
す。しかし、過剰な灌漑による塩類集積の問題は簡単で
はありません。
不適切な水管理、つまり過剰な灌漑によって圃場が湛

水し、過湿害が生じ、排水不良と強い蒸発によって土壌

困難な問題です。その中でも効果が認められた防止技術
として、緑化による砂丘固定技術があります。例えば、
中国のトンゴリ砂漠の東南に位置する沙坡頭では包蘭鉄
道が砂で埋まることを防止するために、砂丘に麦わらを
１ｍの格子状に押し込んで砂の移動を止める「草方格」
という方法があります。築５０年以上の今日では砂丘は
固定され、細菌や藻類、地衣類、苔で覆われてない糸状
菌や苔植物類などが組み合って構成された生物結皮（バ
イオクラスト）が形成され、アルテメシアやカラガナな
どの耐乾性潅木が生育しています。地下水が利用できる
場合には、砂丘の風上側にヤナギを防風林として植えて、
「植林による砂丘固定」に成功した例もあります。サヘ
ル地域のグリーンベルト構想、中国における緑の万里の
長城構想など、世界的に緑化事業は進められていますが、
技術的な問題も多く散在しています。広大な地域の緑化
に有効な「飛行機播種」は、ヨモギ、マツ、マメなどの
種子と、保水材、肥料などを粘土で包んだ土ダンゴを空
から散布するもので、土ダンゴの作成、種子の選択、地
形と気象条件などを考慮した適切な散布時期と散布量の
決定が成功の鍵を握っています。また、郷土種を選択す
ることが重要で、利用可能な水資源量を無視した過剰な
植林事業は成功していません。
人口増加に伴って、燃料用の薪や住居用の木材を過

剰に伐採する傾向にあり、砂漠化が拡大しています。特
にアフリカ、アジアの砂漠化は、開発途上国を中心に急
激な人口増加が背景にあり、食事に使用する燃料用薪炭
材の需要は急速に増しています。これに伴って潅木など
も伐採され、ますます植被率が低下し、風食や水食など
の作用で土地が劣化し、砂漠化が進行しています。植林
も重要ですが、消費を減少させる対策も重要です。例え
ば、食事に使用する燃料用薪炭材の消費を抑える方法と
して、「改良かまど」の使用が挙げられます。鍋の周りに
3つの石を置いて薪を燃焼させる従来法（三石かまど）と
比較して、鍋の周りに現地の粘土を固まらせてドーナツ
状のかまどを作り、その上に鍋を置いて、燃焼中の炎を
外に出さないで燃焼効率をあげようと考えた安価な方法
です。その他に、ドラム缶を加工したもの、煙突をつけ
たものなど、多くの改良かまどが考案されています。中
国では、「ヤオトン」という横穴式住居があり、燃焼時の
熱を暖房に利用しています。このように、燃料用の薪の
消費量を抑えることが、砂漠化防止の重要なポイントに
なります。初期投資は高くなりますが、天然ガスを利用
したガスコンロ、太陽光発電や風力発電を利用した電気
クッカー、反射板を有する太陽光集光装置を利用したソー
ラークッカーも普及しつつあり、天然資源や自然エネル
ギーを有効利用する方法が今後、期待されています。
世界の人口は、この100年間に4倍も増加しています。

今後の人口増加に伴って安定した食糧を確保することが
急務で、農地面積を拡大する「水平拡大」と単位面積当
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面に塩類が集積して、農地を放棄している場合も多く見
られます。その問題解決の手段として、土壌中の可溶性
塩類（ナトリウムイオンなど）を吸着する物質を開発し
て散布し塩類を除去するアイデアがあったと仮定してみ
ます。そこで、この方法が経済的で持続的であるか評価
します。例えば、黄河中流部の灌漑水のように、電気伝
導度が水道水の塩濃度（0.2dS/m）の５倍の1dS/m（塩0.5g/
Lに相当）、年間灌漑水量が1000mm（日灌漑水量3mm以
下）、塩の密度が2g/cm3であれば、50年間に1.25cmの白い
塩が一面に堆積する計算になります。長期的に考えると、
用水路から灌漑水によって塩が圃場に入り、さらに肥料
も塩なので、施肥も考慮すると相当量の塩が圃場に供給
されることになります。圃場から系外に排出される塩は、
排水路から排水される塩、作物に吸収消費される栄養塩、
リーチング（溶脱あるいは洗脱）によって根群域から下
方に流出する塩です。地下水へ輸送された塩は、下流の
地下水の塩分濃度を高め、「二次的塩類化」という人為的
砂漠化問題として深刻な問題を引き起こしています。乾
燥地では水資源が乏しいので、できるだけリーチング水
量を減らすことが肝要です。もし、土壌中で塩を吸着す
る物質（塩吸着材）が開発され、これを散布したら、最
初は塩が吸着されます。しかし、塩吸着材が飽和状態に
なれば、さらに塩吸着材を散布することになり、数年後
には、土壌中に塩吸着材が多く含まれる状態になります。
同様な現象が、1980年代に砂丘圃場で使用した保水材の
研究結果からも見てとれます。つまり、砂は保水性がな
いので高吸水性ポリマーを砂に混入して保水性を高めた
結果、野菜栽培の収量増加が得られました。しかし、こ
の保水材は太陽の光で保水能力が極端に劣化すること、
塩を含む灌漑水で保水能力が低下することが明らかにな
りました。保水材は耕耘によって土壌表面に現われ太陽
の光をまともに受けて劣化します。つまり、砂に高い保
水性を維持させるためには、肥料のように栽培ごとに保
水材を追加しなければ効果がありません。数年の実験で、
砂丘圃場は灌漑後にゼリー状になり、人工的な土壌改良
材に限界があることを認識しました。
塩類土壌の改良には費用が嵩みますが、ナトリウムを

多く含むソーダ質土壌には、石膏などのカルシウムを施
用して、土壌に吸着したナトリウムとカルシウムを置換
させ、透水性を良くしてリーチングを行う方法がありま
す。この方法は水資源の確保が問題視される現状では持
続的ではないでしょう。それでは、どのような解決方法
があるのでしょうか？真っ白になった塩類集積地で放棄
された農地は、表層の土壌を剥ぎ取る土木的な方法（表
層剥取除去法）で、その圃場から系外に塩を除去しなけ
ればなりません。莫大な費用と時間が必要です。通常の
栽培圃場では、灌漑し施肥した期間に、与えた塩を根群
域から系外に取り出す方法です。つまり、作物の吸収量
に相当する肥料を施用する。緩効肥料の採用や少量頻繁

施用による節肥方法が塩類集積を増加させない効果が認
められています。また、中度の塩類集積が認められる圃
場では、耐塩性の樹木、例えば、グレートソルトブッ
シュやタマリクスなどを植えて土壌から塩を吸収する方
法（ファイトレメデーション）、ポプラなどの樹木を植え
て、根の吸水によって地下水位を低下させ、地表面への
毛管上昇による塩の移動を少なくする方法（バイオドレー
ネージ）などの緑化保全技術が有効です。興味のある方
は、乾燥地科学シリーズ３「乾燥地の土地劣化とその対
策」古今書院が参考になると思います。

４．まとめ
砂漠化防止対策の多くは持続的な緑化保全事業で解決

でき、緑化は低炭素社会に貢献することは自明です。し
かしながら、使用できる水資源の量や土壌の性質を知ら
ないで過剰に植林すると生態系バランスが崩れて緑化事
業は成功しません。重要なことは、自然と人類の共存を
背景に、21世紀の食糧と水資源を確保するための持続的
な緑化保全技術を発展させることです。「持続性」には、
水資源や土壌などの保全を考慮した「環境的な持続性」
と、対象地の継続的な技術導入が可能であることを考慮
した「経済的な持続性」が含まれます。これらの環境的
持続性と経済的持続性の両者を満足するとともに、近代
的技術と伝統的技術を利用し、経済的持続的なバランス
を保つこと、そして、世界各地で、すでに行われた種々
の緑化保全事業の事例を参照すること、が肝要です。砂
漠化防止のためには、生態環境と農村社会構造をよく理
解し、新たな開発によって環境が破壊しないように、対
象地域に対する最適な持続的開発が必要です。さらに、
植物・樹木の栽培技術の改良、生活改善技術、社会経済
向上技術など、総合的に考えることが重要です。基本的
に、住民参加型の技術支援が大切です。乾燥地の緑化保
全事業は、住民参加のボトムアップ型の開発で、身の回
りの小さなことから改良することが重要です。砂漠化防
止を実践するためには、住民の砂漠化の現状把握、植林
の必要性の認識、女性や子供の意見の反映など、議論が
必要です。すべての事が経済優先で進められている今日
ですが、自然と人間の関わりを相互に理解し、グローバ
ルな立場から持続的な砂漠化防止問題の議論を深めるこ
とが重要です。
最後に、ひとりでも多くの人が砂漠化の問題と持続的

緑化保全技術の発展について理解を深めることができた
ら幸いです。さらに興味のある方は、Googleで「乾燥地
とは」と検索して、ＷＥＢ情報を見るのも良いでしょう。
 



46 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版



151

光触媒技術
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光触媒の基本現象の発見からもう40年すぎた。1966年、
東京大学大学院修士課程一年次生のとき、偶然にも酸化
チタンのルチル単結晶に出会うことができた。図1はルチ
ル単結晶の写真である。この結晶は、透明で硬くて屈折
率が大きく、化学的に安定で、酸・アルカリに溶けない。
ダイヤモンドに近い特性のため、装飾品としても用いら
れる。この結晶は、神戸のナカズミクリスタルが製造し
ていたもので、中住社長に直接手紙を書いて、「結晶を使
わせて欲しい」とお願いしたのが始まりであった。

使わせていただくことができたこの結晶は、ベルヌー
イ法で製造した単結晶で透明であるが、導電性が小さい
ため、私はこれを還元処理して導電性を上げたのち、単
結晶の（001）面を切り出した。それを半導体電極として
用い、対極として白金電極を使用して、図２のような閉
回路をつくった。酸化チタンの表面に光を照射したとこ
ろ、マイナス0.5ボルトから光の強さに比例して光電流が
流れ始め、酸化チタン表面から酸素が発生した。光エネ
ルギーがうまく吸収され、水を還元して酸素発生反応が
起きた。葉の表面に太陽光が当たると、根から吸った水

分を分解して葉の表面から酸素を出す、つまり光合成に
近い反応が人工的に作り出せたことになる。白金側から
は水素が発生した。このように、水を酸素と水素に分解
することができた。

1972年、指導教官の本多健一先生と連名でその結果を
論文にまとめて『Nature』に出したところ、すぐに採択
された。この論文の引用回数は図3に示すように最近著し
く増加している。

光触媒との出会い

藤嶋　昭　ふじしま あきら　●東京理科大学長、日本学術会議会員、中国工程院院士
昭和1942年3月東京で生まれ。1971年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。神奈川大講師などを経て、1986年東大工学
部教授。 2003年東京大学大学院工学系研究科教授退官。2003年財団法人神奈川科学技術アカデミー理事長就任。2008年ＪＳ
Ｔ中国総合研究センター長兼任。2010年東京理科大学長就任。
主な著書：電気化学測定法（上、下）（1984年　技報堂）、光のはなし（1、2）（1986年　技報堂）、光クリーン革命　酸化チタ
ン光触媒が活躍する（1997　シーエムシー）、図解光触媒のすべて（2003年、工業調査会）、くらべるシリーズ１（2004年　丸
善）、光機能化学　光触媒を中心にして（2005年　昭晃堂）、ナノテクとエネルギー（2006年　丸善）、アサガオはいつ、花を開
くのか？（2007年　神奈川新聞社）、絵でみる光触媒ビジネスのしくみ（2008年　日本能率協会マネジメントセンター）など多数。
受賞歴
・1975年 日本化学会進歩賞 ・1983年 朝日賞 ・1998年 光化学協会賞 ・1998年 井上春成賞
・1999年 電気化学会学会賞 ・2000年 日本化学会賞 ・2003年 第1回The Gerischer Award
・2003年 紫綬褒章 ・2004年 日本国際賞 ・2004年 日本学士院賞 ・2004年 内閣総理大臣賞
・2005年 APA Award ・2006年 恩賜発明賞
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◎図1 ルチル単結晶

◎図２　Nature（Fujishima, K.Honda,1972)に発表した水の光分解

◎図３　引用回数の推移（Nature　238（1972）37-38）
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その翌年の1973年に第一次オイルショックが起こっ
た。われわれの論文はとくにヨーロッパの方々により注
目された。「日本人の論文によれば、水を原料にして、酸
化チタン表面に光を当てると水から水素ガスという夢の
燃料がとれる、石油がなくなっても大丈夫ではないか」
とたいへん評価された。朝日新聞の科学部が取材に来て、
元旦に朝日新聞の一面のトップ記事で紹介された。その
とき、この現象は朝日新聞によって「本多・藤嶋効果」
と命名され、現在に至っている。
太陽光を使って水から水素を取り出すことはできた

が、残念ながら、太陽光に対するエネルギー変換効率は
0.3%ほどにすぎなかった。そこで、なぜ効率よく水素が
発生しないのかを考えた。水１モルは18グラム、そこに
は６×1023個の分子がある。しかし、酸化チタンが感じ
る太陽光の光子数は１平方メートル当たり１秒間に1019
個しかない。１秒間では１平方メートルでも水１モルの
分子の数よりも５桁も少ないわけである。つまり、１モ
ル（18グラム）の水を分解して水素1モルをとるのに、１
メートル四方の大きさの酸化チタンを用いても、10 ５秒
が必要である。このように太陽エネルギーの変換は難し
いことを実感した。
そこで「水を分解できるほどの強い力を用いて、微量

でも問題になっているものを相手にした方がよいのでは
ないか」と思い立った。何をターゲットにするか。やはり、
快適な空間を作るためのもの、たとえば、大腸菌を殺す、
徐々に生ずる油汚れを分解してきれいな表面をつくる、
タバコのにおいをとる、など微量物質を相手にするのが
最適ではないかと考えた。酸化チタンの表面に大腸菌が
百万個（106個）あるとしても、光子１個に対して１個の
大腸菌を殺すことができれば、百万個の光子があれば十
分である。いま、酸化チタンが吸収できる太陽光の中に
は、１平方センチメートル当たりでも１秒間に1015個の
光子もある。水から水素を発生させるケースに比べて、
光子数は十分に多い。細菌などの光触媒反応による分解
に用いることに方針を変えた。２０年近く前、図４のよ
うにまず殺菌効果を調べた。大腸菌、MRSA、緑膿菌を
酸化チタンにコーティングしたタイルの上につけて蛍光
灯の光をあてた。すると、すべての菌が死滅した。微量
のものを相手にすれば、すぐに応用できそうであること
が分かり、光触媒の環境問題への応用としての研究を始
めた。

いまから１５年ほど前に、鏡のガラス上に酸化チタン
をコーティングしたところ、鏡が曇らない現象を見つけ
ることもできた。最初は、目に見えない油汚れがなくなっ
たことによって曇らなくなったのではないかと思った
が、しかし、その反応機構は、強い酸化力ではなく、も
う一つの新しい機構が酸化チタン表面にあることが分っ
た。それは、強い光をあてると表面の酸素が一部とれて、
そこに水が吸着しやすくなり、水に馴染みやすい、水滴
がフラットになるような表面になるということである。
これも1997年に『Nature』に発表した。この超親水性と
いう反応機構については図５に示している。

建物の外装が汚れなくなるセルフクリーニングは、酸
化分解反応による汚れや病原菌の分解とともに、超親水
化効果による水膜の形成と洗浄効果を利用している。そ
の方式は図６に示している。

横浜みなとみらいのMMタワー
ズの表面に貼ってあるタイルすべ
てに、透明な酸化チタンがコーティ
ングされており、晴天時の日光
と雨天時の雨水によって汚れを分
解・洗浄して、メンテナンスを必
要とせず、汚れない建物になって
いる（図７）。また、いろいろな建
築業者が光触媒タイルを使った建
物を販売している。たとえば、パ
ナホーム（株）は年間で光触媒付
タイルを使う家を約8000棟建てて
おり、非常に評判が良いというこ

◎図４　光触媒タイルでのバクテリアなどの分解実験

◎図５　超親水性効果の反応機構

◎図６　光触媒によるセルフクリーニング

◎図７　横浜みなとみらい
21MMタワーズ
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とである。また、2005年、２月にオープンした中部国際
空港の２万平米あるガラスすべてに光触媒がコーティン
グされている（図８）。つい最近では、関東地方では、田
園都市線、東横線の駅でもホームに光触媒付テントを用
いている。外装材としての応用はますます広がっている。

もう一つ、この超親水性効果は、自動車のサイドミラー
にも使用されている。このとき、酸化チタンだけをコー
ティングすればよいかという問題があった。酸化チタン
表面に水が平らにつくという状況は不安定なので、暗い
ところに置くと、また本来の酸化チタンの表面状態に戻っ
てしまう。数日間、たとえばガレージに入れておいても
この超親水性の状況を保つためにはどうすればよいのか
を考えた。思いついたのはシリカと酸化チタンを同時に
コーティングする技術であった。シリカは水を蓄えやす
いので、酸化チタンと同時にコーティングすると相乗効
果が得られる。この超親水効果の発明で、2006年6月19日
に恩賜発明賞をいただくことができた。
現在、光触媒は主に4つの領域に応用されている。つま

り空気浄化、セルフクリーニング、水浄化、そして抗菌･
殺菌である。その光触媒製品の実用化例を表に示す。

最も応用が進んでいるのが、セルフクリーング作用の
外装建材への応用である。空気浄化への応用が展開しつ
つある。2007年から営業運転を開始した東海道新幹線の
新型車両N700系に、光触媒技術を応用した脱臭装置が
喫煙デッキに設置されたことも大きなインパクトを与え
た。その天井に、光触媒式空気清浄機が設置され、タバ

コ臭に含まれるアセトアルデヒドやアンモニアなどは光
触媒によって分解され、客席に到達しないようになって
いる。また、光触媒系と電解系とのハイブリットによる
水処理の分野でも活躍ができる。水汚染が重要な問題に
なっている。特に中国での工場排水問題は深刻であるこ
とはしばしば、報道されている。我々は北京の中国科学
院の研究所や南京の東南大学の教授達と共同で、光触媒
系を用いた水浄化の課題に取り組んでいる。光触媒系に
さらにダイヤモンド電極系を付加して用いたハイブリッ
ト系を組み、しかもこれらを作動させる電力源として太
陽電池を用いる自律型水処理システムを開発している。
この装置は光触媒コーティングしたガラス繊維を回転筒
に充填し、その中を排水が循環する構造である。導電性
ダイヤモンド電極による電気分解は、高濃度の難分解性
化合物も迅速に分解できるため、浄化対象となる廃水を
ある程度処理したのちに、光触媒反応によって完全に分
解することができる。
そのほか、私がいる神奈川サイエンスパークの光触媒

重点研究室では光触媒によるガン治療の研究も行ってい
る。つまり、酸化チタン上のガン細胞が光を当てると殺
されるという研究である。これらの研究成果および光触
媒の製品をすべて神奈川科学技術アカデミーにある光触
媒ミュージアムに展示している。光触媒という言葉は、
近年テレビ、新聞・雑誌のほか、中学校や高校の教科書
にも登場するようになり、だんだんと一般にも知られる
ようになってきた。また、今年開催する上海万博の日本
館では、光触媒による放熱・浄化作用を利用する最先端
技術が利用されている。

最近、地球温暖化対策の国際的枠組みの構築が求め
られる中、鳩山首相は昨年の気候変動サミットでの演説
で日本は２０２０年までに１９９０年比２５％の温室効
果ガス削減の中期目標を「国際公約」として表明した。
これは、オバマ大統領の環境エネルギー政策への取組み
への強い決意と呼応するものである。日米両国が世界的
な地球温暖化の脅威が深刻かつ切迫していることを共通
認識とし、科学技術の総力をあげてこの人類の直面する
未曾有の危機に立ち向かうことに対して強いイニシアチ
ブを発揮しようとしている。酸化チタン光触媒の研究は
再び脚光を浴び、産業への応用に追い風になり、一段と
注目されている。新エネルギー・産業技術総合開発機構

◎図８　光触媒付ガラスの中部国際空港

出典：日本館公式サイト
　　　http://shanghai.expo-japan.jp/jp/exhibition/pavilion/eco_tube.html
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特許庁から出された光触媒の特許出願数の推移は図１０
に示している。この推移グラフから超親水性が発見され
た１９９４年から出願件数が急増し１９９９年には国内
で１０００件を越える出願件数に達している。２００１
年までは日本への出願件数が９０％以上占めていたが、
２００２年以降は海外への出願件数が増加している傾向
にある。

二十一世紀は環境の時代と言われている。光触媒の大
きな特徴は主なエネルギー源として太陽光や雨を利用す
ることで、環境に負荷をかけないということである。ま
た、高性能な可視光型光触媒の開発の成功に伴い、光触
媒への関心がますます高まっている。酸化分解力によっ
て大気汚染物の分解除去・無害化や室内空気中の揮発性
有機化合物（VOC）や悪臭の分解除去、感染症パンデミッ
クの防止など日本国内だけではなく、広く世界的に光触
媒技術の利用拡大に大いに期待している。

（NEDO）は「光触媒高機能住宅用部材プロジェクト」
につづいて、「省エネ循環社会構築型光触媒産業創成プロ
ジェクト～国際競争力のある光触媒新産業の育成」をス
タートさせた。酸化チタン光触媒技術を国際競争力のあ
る産業に育成する狙いだ。いままで、酸化チタン光触媒
は波長の400nm以下の近紫外光しか応答しないので、紫
外光が微弱な室内では光触媒効果が十分発揮できなかっ
た。しかし、２００９年NEDOは従来の10倍以上の活性
を持つ可視光（波長領域：400nmから800nm程度の光）型
光触媒の開発・量産化に成功した。新しい光触媒は、酸
化タングステンに銅イオンを添加して製造された。酸化
タングステンから銅イオンへ電子が移動し、銅イオンが
電子を貯蔵して効率的な還元反応を行うと考えられる。
高性能な可視光型光触媒は、室内において、空気浄化・
防汚・抗菌・抗ウイルス等の機能を発揮でき、さらなる
実用化への拡大が期待される。近年、住宅外装材、内装
材、道路関連、車両関連、医療関連、電気製品、生活用
品など多様な分野で製品開発が進み、日本国内のみなら
ず、海外にも市場が広がりつつある（図９）。光触媒の市
場は世界で年間1,000億円になっている。光触媒の可視光
化が実現されると3兆円規模の市場になる可能性があると
NEDOが予想している。

酸化チタン技術を利用する製品が増えるにつれ、まが
い物が出ていることは問題となっている。たとえば、造
花の葉の上に酸化チタンをコーティングすれば、部屋の
空気中のタバコの匂いが取れるというふれこみの造花が
たくさん出ている。ほとんどがまがい物である。それを
防ぐため、経済産業省が主体となって光触媒製品性能評
価試験方法についてJIS標準化つくりが２００２年度から
開始され、わたくしがJIS規格を決める委員会の委員長に
なり、２００８年末までにJIS標準化を完了させた。同時
に、JIS規格のISO標準化が進められ逐次制定されつつあ
る。
　また、光触媒市場の拡大に伴い特許出願数も年々

増えている。光触媒技術は日本で発見され主に日本で製
品化が進んだことから、日本のオリジナル技術として、
光触媒市場および特許申請は国内が大半を占めている。

◎図９　光触媒市場動向　（出典：光触媒工業会資料2008年度）

◎図10　光触媒に関する特許出願推移　
出典：特許庁　特許出願技術動向調査報告書（光触媒）
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1．はじめに
18-19世紀に起こった産業革命以来，現代社会は急速に

発展し，人々の暮らしは豊かになった．その反面，自然
界が長年かけて蓄積してきた化石燃料が大量に消費され
たため，その化石燃料の枯渇と地球環境破壊が深刻な問
題となっている．これらの問題解決のために，化石燃料
に替わる新たなクリーンエネルギーの開発が重要かつ早
急な課題となっている．
　現在，太陽光エネルギーを使って水素などの燃料

を合成する科学技術の開発が世界中で盛んに行われてい
る．このようなプロセスで得られた燃料は，「ソーラー
フュエル」と呼ばれている．この代表的な科学技術とし
て，光触媒を用いた水分解による水素製造が注目されて
いる．この光触媒を用いた水分解の研究の発端となった
のが，本多・藤嶋効果である1)．二酸化チタン半導体電極
に紫外光を照射すると，その電極表面から酸素が，対極
から水素が発生する．この現象が発表されて以来，世界
中で水分解光触媒や光電極の研究が行われてきた．そし
て，近年になって，この研究分野が再び脚光を浴びるよ
うになってきた．粉末光触媒を用いた水分解による水素
製造技術の特徴は，シンプルさである．たとえば，水が
入った反応槽に光触媒粉末を敷き詰めておけば，太陽光
が当たることにより水素が自然と生成してくる．ソーラー
水素製造の大面積化において，この簡便さが有利に働く．
図１に示したように，水分解反応においては，光エネ

ルギーが水素という化学エネルギーに変換される．これ
は，緑色植物が行っている光合成と同じ光エネルギー変
換反応である．そのため，光触媒を用いた水分解反応は，
人工光合成と呼ばれている．この人工光合成を実現する
ことは，学問的にも価値のあることである．

本稿では，粉末光触媒を用いた水分解の原理について
述べた後，筆者らのグループで開発した水分解および水
素生成のためのユニークな光触媒を紹介する2)．

２．粉末光触媒による水分解のメカニズム

工藤　昭彦　くどう あきひこ　●東京理科大学理学部教授
1961年3月生まれ。1988年東京工業大学大学院総合理工学研究科電子化学専攻（理学博士）、1988年University of Texas at 
Austin・博士研究、1989年東京工業大学大学院総合理工学研究科・助手、1995年東京理科大学理学部応用化学科・講師、1998
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問題の解決を目指す。受賞歴：1990年度井上研究奨励賞、2000年度触媒学会奨励賞、2009年度光化学協会賞

光エネルギー変換を目指した光触媒技術の開発

Jia Qingxin　ジア チンシン　●東京理科大学院総合化学研究科修士課程2年
1982年8月生まれ。2009年東京理科大学理学部卒業。理学学士。

◎図１　光触媒を用いた人工光合成

◎図２　光触媒による水の分解反応のメカニズム
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図2に粉末光触媒を用いた水分解反応が進行するために
必要な過程を示す．第一の過程(i)では，半導体光触媒に
バンドギャップより大きなエネルギーを持つ光を照射す
ることにより，電子が価電子帯から伝導帯に励起され，
価電子帯に正孔が生じる．ここで，水分解反応が進行す
るためには，伝導帯に励起された電子が水の還元電位よ
りも卑側のポテンシャルを，価電子帯に生成した正孔が
水の酸化電位よりも貴側のポテンシャルを持っているこ
とが不可欠である．また，可視光を利用するためには，3 
eVより狭いバンドギャップを持つ光触媒の開発が要求さ
れる．第二の過程(ii)では，光照射により生成した電子お
よび正孔が粒子表面へ移動する．ここで，光触媒粒子の
結晶性などが，光生成したキャリアの寿命などを支配す
る．より良い結晶性を有する粒子では，再結合中心とし
て働く欠陥が少ないため，電子および正孔が表面へたど
り着く確率が高くなり，光触媒反応効率が増大する．第
三の過程(iii)では，光触媒粒子の表面に到達した電子が水
を還元して水素，正孔が水を酸化して酸素を生成する．
光触媒粒子の表面特性としては，それらの酸化還元反応
活性点の存在が不可欠である．また，表面積も重要な因
子となる．これらの過程が完結することにより，初めて
水分解活性が発現する．

3．水分解に活性な半導体粉末光触媒の紹介

表1に示すように，これまでに筆者のグループは数多くの
新規水分解光触媒材料を開発してきた3)．次に，これらの
中から代表的な光触媒を紹介する．
3-1．水分解に高活性なNiO/NaTaO3:La光触媒
ペロブスカイト構造を有するタンタル酸ナトリウム

（NaTaO3）は高活性な水分解光触媒である．さらに，
Laを数%をドーピングすることにより，その活性が十数
倍向上する．図3に示した走査型電子顕微鏡観察からわか
るように，このNaTaO3:La光触媒は，特徴的な表面ナノ
ステップ構造を持つ数百ナノメートルの微結晶である．
このナノステップ構造の形成により，水の酸化および還
元のための高活性な反応場が構築されている．実際に，
ガラス基板に塗布されたNiO/NaTaO3:La光触媒に紫外光

を照射することにより，目視でも確認できる水素と酸素
の泡が発生する（図3）．ここに存在するものは，水と粉（光
触媒）と光だけである．このように，非常にシンプルな
系で水から水素を作り出すことができるのである．この
NiO/NaTaO3:La光触媒の開発により，粉末光触媒を用い
ても高効率な水分解が可能であることがはじめで実証で
きた．しかし，NaTaO3:La光触媒のバンドギャップは4.1 
eVであり紫外光しか使えないことが，大きな欠点である．
地球に届いた太陽光の有効利用の観点から，可視光で応
答する光触媒の開発が重要である．

3-2．ソーラー水分解に活性なZスキーム型光触媒

図4に示すように，水素および酸素生成に活性を示す２
つの可視光応答性光触媒を組み合わせることにより，水
の可視光分解が可能となる．この系では，2つの光触媒間
で電子のやり取りをする電子伝達剤が必要である．この
電子伝達剤は，酸化還元を繰り返すだけで，それ自身は
消費されない．この系は，緑色植物の光合成に見られる
ような2段階の光励起で働くことから， Zスキーム型光触
媒と呼ばれている．
Ru/SrTiO3:RhとBiVO4を組み合わせた系が，Zスキーム

型光触媒として働く．ここで，SrTiO3:Rhは，ワイドバン
ドギャップ光触媒であるSrTiO3への遷移金属ドーピング
によって開発された可視光応答型光触媒である．これは，
可視光照射下で水素を生成することができる数少ない金
属酸化物光触媒である．また，BiVO4は，Bi(III)の性質を
利用した酸素生成可能な可視光応答型光触媒である．Ru

◎表１　光触媒ライブラリー

◎図3　NiO/NaTaO3:La光触媒による水の分解反応

◎図3　NiO/NaTaO3:La光触媒による水の分解反応
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助触媒を担持したSrTiO3:Rh粉末とBiVO4粉末を鉄イオ
ンが溶けた水溶液に懸濁させて可視光照射すると，水が
分解して水素と酸素が2:1で生成する．この光触媒系は，
520nmまでの可視光を利用できるという特徴を持ってい
る．さらに，太陽光を用いても反応が進行することが確
認されている．これで，効率が低いながらも粉末光触媒
を用いた水からのソーラー水素生成が実証できたわけで
ある．しかし，粉末光触媒を用いた水分解では，水素と
酸素が混合気体（爆鳴気）で得られるという大きな欠点
がある．ここで，このZスキーム型光触媒では，水素と酸
素が異なる粉末上で生成する．したがって，粉末を分離
し，電子メディエーターだけが，それらの光触媒粒子間
を行き来できるようにすれば，水素と酸素を分離して生
成することが可能となる．実際に図5に示すように，適当
な穴のサイズを持つフィルターで仕切ることにより，水
素と酸素が別々の反応槽から得られることも実証できて
いる．一方で，図４に示したZスキーム型光触媒において，
電子伝達剤を用いなくても，光触媒粒子間の電子移動に
より可視光水分解が進行する系の開発にも成功している．

3-3．太陽光と水と廃硫黄化合物から水素を作り出す金属
硫化物光触媒

硫化水素や亜硫酸ガスは還元力が強いため，光触媒的
水素生成反応における還元剤に使うことができる．これ
らの還元剤を用いた光触媒反応では，酸素が生成しない。
これは，図2中に示された酸素生成反応の代わりに，これ
らの還元剤の酸化反応が進行するためである。これらの
硫黄化合物は化学工業における副生成物や自然界から多
量に得ることができるため，この光触媒反応によって常
温常圧下における二酸化炭素を排出しない新たな水素製
造プロセスを開発できる可能性がある．筆者らは，この
光触媒的水素生成反応に高活性を示すCuInS2-AgInS2-ZnS

固溶体光触媒を開発してきた．図6の写真は，亜硫酸カリ
ウムと硫化ナトリウムが溶けた水溶液中にこの光触媒を
沈め，疑似太陽光（AM-1.5）を照射している実験の様子
を示したものである．このように，水素の細かい泡が激
しく発生することがわかる．この光触媒は，700nmまで
の可視光を利用することができる．この実験条件下で8L/
h•m2の速さで水素が発生している．この光触媒系の特徴
は，その固溶比を変えることにより，バンドギャップを
自由にコントロールできることである．このことを利用
して，近赤外光を使える黒色の光触媒も開発されている．
このように，犠牲試薬存在下においては，幅広い可視光
を使える高効率な水素生成光触媒が開発されている．

４．今後の展望
水素はクリーンエネルギーとしてだけではなく，化学

工業においても重要な基幹原料である．特に，多量の水
素が，農業に不可欠なアンモニア合成に使われている．
今後，光触媒を用いた水分解による水素の製造法が確立
すれば，エネルギー・環境問題のみならず，食料問題に
おいても，クリーンに解決できる可能性がある．このよ
うに，光触媒を用いた水の分解反応は，人類にとっての
究極的な化学反応である．現在，光触媒による水分解の
効率はまだ不十分であり，実用化するためには数十倍の
高活性化が必要である．しかし，エネルギー戦略にける
世界各国のロードマップでも示されているように，人工
光合成によるソーラーフュエル製造は，クリーンエネル
ギーシステムを構築する上での最終的な科学技術として
位置づけられている．したがって，さらなる継続的な研
究が必要である．一方，光触媒を用いた二酸化炭素の還
元反応の研究も行われている4)．太陽光と水と光触媒を用
いて二酸化炭素を工業的に有用な物質に変換できれば，
さらなるクリーン技術が展開できると期待される．

◎図5　Z-スキーム型粉末光触媒を用いた水の分解反応における水素およ
び酸素の分離生成

◎図6　擬似太陽光を利用した固溶体金属硫化物光触媒による水素発生
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１．はじめに
光触媒材料は、光照射によって励起された電子・ホー

ルの酸化還元作用で有害化学物質を分解・除去、さらに
は水を分解して水素を生成できる材料である。常温で太
陽光エネルギーのみを利用して反応が進むため、新たな
環境への負荷も少なく、新エネルギー創製技術＆環境保
護技術として大変注目されている。しかし、既存の酸化
チタン光触媒材料は紫外光にしか活性を示さないため、
応用範囲及び市場規模の拡大を制約している。飛躍的な
市場拡大を実現するためには、太陽光や室内照明光をよ
り有効に利用できる可視光応答型光触媒の開発が必要不
可欠である。また、ナノテクを駆使した高機能化研究も
重要な鍵を握っている。本稿では本研究室における高効
率光触媒材料の研究開発に関する最近の取り組み及び成
果を紹介する。

２．新規可視光応答型光触媒の開発
従来の可視光化研究は紫外光応答型酸化チタン材料の

改良（異種金属元素或いはアニオンのドープ等）を中心
に行われてきたが、格子欠陥を伴うため、光照射で生成
した正孔と電子のトラップ・再結合中心となりやすく、
大幅な活性向上が期待できなかった。
より高機能な光触媒材料を求め、我々は酸化チタンの

枠組みに囚われない、新規複合酸化物光触媒材料の開発
に取り組んできた。理論計算を導入しながら、構成元素
の価数、外殻電子配置、スピン状態、結晶場の影響など
を総合的に考慮し、特にキャリアの移動度に深く関連す
る軌道の局在性について検討した上で、材料設計・開発
を行っている。その結果、可視光照射下において水及び
各種有機有害化学物質を分解できる新規光触媒材料の開
発において幾多の成果を収めた1-10)。本稿では伝導帯の
位置が比較的に高く、光照射下の安定性が良いとされる
Nb系複合酸化物について異なる手法で開発した新規可視
光応答型光触媒について紹介する。
2.1．可視光応答型固溶体光触媒
　　　(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3 6-7)
固溶体合成法は、二種類以上の酸化物半導体を原子レ

ベルで溶解させる方法である。この方法は、母物質であ
る個々の酸化物半導体の電子構造を光触媒反応用に最適
化することが可能であり、個々の母物質では実現されな
い特性が得られる点で興味深い。また、ドープ等の手法
で見られる活性低下を引き起こす欠陥準位の抑制の観点
からも有望な手法と考えられる。今回我々は、第一原理
計算の結果を参考に、ペロブスカイト系酸化物SrTiO3と
AgNbO3を母物質として選択し、この両者の固溶体は適量
な可視光を吸収しながら、有機有害物質の分解に十分な
ポテンシャルを有すると予測した。
図１に合成した(AgNbO3)1-x(SrTiO3)x固溶体における組

成制御に伴う吸収スペクトルの変化を示す。AgNbO3の成
分が増えることに伴い、バンドギャップが徐々に狭くな
り、固溶体の吸収端が長波長側にレッドシフトすること
が分かった。ドープによっても幾らかの可視光吸収をも
たせることができるが、固溶体との大きな違いは吸収端
の明らかなレッドシフトの有無にある。これらの固溶体
材料を用いてシックハウス症候群の原因物質であるアセ
トアルデヒドの酸化分解実験を試みた結果、分解最終生
成物CO2の発生量を母物質であるSrTiO3やAgNbO3でのそ
れと比較すると、固溶体ではいずれも優れていることが
明らかである。それらのなかでも、前者を25％、後者を
75％含む固溶体半導体(AgNbO3)0.75 (SrTiO3)0.25が、最も優
れた性能をもつ可視光応答型光触媒となることを示して
いる６）。
実際、その固溶体での分解反応をアセトアルデヒドと

CO2濃度の時間変化として図２に示している。400nm以上
の可視光を約100分照射すると、ほぼ100%のアセトアルデ
ヒドがCO2に変換された。また、微弱な可視光光源として
知られているブルー LED光（波長：430 ～ 510nm／光度：
0.01mWcm-2）の照射下でもイソプロピルアルコールなど
の有機化合物をCO2に分解できることが確認された。従来
最も活性が高いとされている窒素ドープ型酸化チタンと
比べ、この固溶体光触媒材料の比表面積が数十分の１し
かないにもかかわらず、活性が3倍以上も高く、非常に有
望な可視光応答型光触媒材料であるといえる。今後合成
方法にナノテクノロジーを利用し、超微粒子化による比

葉　金花　よう きんか　●(独)物質・材料研究機構 光触媒材料センター長
1963年生まれ、1990年東京大学大学院理学系研究科卒業、理学博士。大阪大学産業科学研究所教務職員、科学技術庁金属材料
研究所主任研究官、物質・材料研究機構物性解析グループ主任研究員、ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究センター主幹研究員、主席研究員、グループ
リーダーを経て、2006年より現職。2007年世界トップ研究拠点PI（併任）、2008年北海道大学連携大学院教授（併任）。
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る。同時に、焼成後は酸素が一部窒素に置換され、可視
光吸収を有するHNb3O8-Nが得られた。ドープした窒素が
新しい価電子帯を形成するため、N-HNb3O8は可視光を吸
収できるようになったためである。
N-HNb3O8の光触媒活性を評価したところ、可視光照射

下においてローダミンＢなどの色素を高効率で分解する
ことが確認できた。その活性は窒素ドープ酸化チタンよ
りも優れていた。また、異なる酸性を有するH2Ti4O9につ
いても同様な手法を用い、比較検討を行った結果、窒素
ドープ固体酸材料の可視光光触媒活性は固体酸の酸性に
強く依存していることも判明した（図４）。酸性の強い固
体酸材料においては、溶液中の水分子が，より多く存在
する層間の水素に吸着され，さらに可視光によって励起
したホールは吸着した水分子をラジカルに変換できる。
これが最終的には有機色素のより迅速な分解をもたらす
と考えられる。なお、本研究で用いた手法は他の固体酸
物質だけではなく，多くの物質群においても適切に応用
できれば、さらに活性の高い可視光応答型の光触媒材料
の開発に繋がることが期待できる。

表面積の大幅な増大を図ることによって飛躍的な性能改
善も可能であり、室内での環境浄化への用途も開けるこ
とが期待できる。

２．２　Nb系固体酸化合物光触媒の可視光化8-9)

固体酸材料は、有機物に対し選択的な吸着特性を有す
るため、有機物質の効率的な吸着に有利である。また層
状構造は光励起キャリアの分離に有効的に働くのみでな
く、イオンの層間へのインターカレーションを容易にす
ることができる。しかし、Nb系固体酸化合物はバンド
ギャップが広いため、可視光を吸収できない。そこで、
本研究では上記固溶体形成法とは異なる窒素ドープ法に
より、Nb系固体酸層状化合物の可視光化を試みた。
従来の窒素ドープ法として、窒素ガスやアンモニアガ

スを利用した高温での加熱処理がよく用いられてきた。
しかし、固体酸単体では概ね200℃程度の加熱により，容
易にNb2O5へと分解してしまうため、従来の窒素ドープ
法は適用できない。そこで我々は、層状Nb固体酸のもつ
構造的な特徴および層間の酸性度を利用し、アルカリ性
を有する尿素を用いて固体酸への窒素置換を試みた。図
３にNb固体酸化合物HNb3O8への窒素ドープの概念図を
示す。アルカリ性を有する尿素(の断片)が固体酸の層間に
入り込むことにより，400℃という十分高い温度において
も固体酸は分解されることなくその結晶構造が保持され

◎図１　(AgNbO3)1-x(SrTiO3)x固溶体の組成変化に伴うUV-Vis吸収ス
ペクトルの変化。x=0と1とはそれぞれAgNbO3及びSrTiO3にな
る。

◎図２　(AgNbO3)0.75(SrTiO3)0.25固溶体による可視光照射下（Xeラン
プ、L42カットオフフィルター使用）のアセトアルデヒドの分解
の結果。

◎図３　Nb固体酸への窒素ドープ概念図

◎図４　窒素ドープ固体酸光触媒材料によるローダミンＢ色素の分解
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をもたらした。なお、本研究で開発したこの中空構造の
作製手法はWO3に限定することなく、他の光触媒材料の
作製および高機能化にも適用することが期待できる。

４．バンド構造と光触媒活性の関連
我々はこれまでに、物性解析的な実験手法と第一原

理計算理論を総合的に駆使することにより、光触媒反応
の活性制御因子の究明にも取り組んできた。これまでの
研究から、光吸収量を決めるバンドギャップと酸化・還
元力を決める伝導帯・価電子帯の位置、特に価電子帯の
位置の制御が高活性材料の開発にとって非常に重要であ
ることが明らかとなった。今回はさらにバンドの拡散性
の影響について同じ組成を持ちながら異なる結晶構造を
するα-AgGaO2相とβ-AgGaO2相を用いて研究を行った
16)。その結果、α-AgGaO2相とβ-AgGaO2相が同様な組
成をもつため、バンドギャップおよび伝導帯・価電子帯
の位置には大差がなかったにもかかわらず、有機物質（イ
ソプロパノール）分解における光触媒活性としてはα
-AgGaO2がβ-AgGaO2の８倍以上も高い活性を示すことが
判明した（図７）。

上記光触媒活性の違いの本質を究明するために、α
-AgGaO2相とβ-AgGaO2相の結晶構造ならびに電子構造
について詳細な検討を行った。図８にα-AgGaO2相とβ
-AgGaO2相の結晶構造を示す。α相においてはGaO6八面

３．ナノテク応用による高機能化
光触媒反応が材料表面で行われるため、ナノテクを駆

使した高比表面積化、高結晶性化が極めて重要である。
我々は微粒子作製技術の開発にも積極的取り組み、様々
な成果をあげてきた11-15)。その一例として、可視光応答
型光触媒材料として最近注目を集めているWO3材料につ
いて、中空構造を有するナノ多階層構造の作製による高
機能化研究ついて紹介する11)。
WO3光触媒材料の作製においてはまずSrWO4やPbWO4

などの前駆体をソルボサーマル法を用いて作製し、得ら
れた前駆体材料を硝酸溶液（４Ｍ）に48時間ほど浸けた
のち、電気炉にて500℃で2時間熱処理を行うことによっ
て得られた。前駆体材料の選択および合成条件の最適化
を行うことによって、枝状、ダンベル状、球状などの中
空構造WO3が得られた（図５）。なお、中空構造の壁の厚
さはいずれも250nm前後である。

これら中空構造の表面をさらに透過型電子顕微鏡を用
いて調べたところ、どの形態の材料においても表面はい
ずれも格子欠陥の少ない (020)ナノ板状WO3単結晶（サイ
ズ：10nm x 100nm x 100nm）によって構築されているこ
とが分かった（図６）。このようなナノ構造を有する材料
は一般的に良い結晶性、高い比表面積、さらには高い光
透過性が期待できる。光触媒反応のプロセスから考える
と、結晶性の良い微粒子は格子欠陥が少なく、光励起キャ
リアの移動に有利なだけではなく、移動する距離が短縮
する分、表面へ辿り着く確率を上げる。また、高い比表
面積は、表面での酸化・還元反応における反応活性点を
増やすことになる。さらに、中空構造は壁が薄いため、
試料の中まで光の浸透を可能とする。これらの特性が総
合的に作用した結果、中空構造における光触媒材料の活
性が、色素分解ならびに気相有害物質ＩＰＡ分解のいず
れにおいても、市販のWO3材料より大幅に向上すること

◎図５　溶液法で作製したナノ多階層中空構造を有するWO3光触媒のＳＥ
Ｍ写真。上段：枝状WO3、中段：ダンベル状WO3、下段：球状
WO3。

◎図６　ナノ多階層中空構造を有するWO3光触媒の透過型電子顕微鏡写真
および電子回折パターン

◎図７　可視光照射下におけるα-AgGaO2相とβ-AgGaO2相の光触媒活
性の比較。イソプロパノールの分解により発生したアセトンの量
で評価。
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ことも分かった。α相においてはAg4d軌道が分裂せず、
ブロードな軌道になっていることに対し、β相において
はAgO4四面体の結晶場においてAg4d軌道がAg4d-t2と
Ag4d-eに分裂したため、フラットな価電子帯トップを形
成している。光励起したホールの有効質量はバンドの湾
曲性と逆比例するため、ブロードで拡散性の良い価電子
帯を有するα-AgGaO2相におけるホールは軽く、移動し
やすいことが理論計算から裏付けることができた。その
結果、α-AgGaO2相においては光励起したキャリアが素
早く表面に移動できるため、光触媒反応の高活性が実現
したと考えられる。

５．おわりに
光触媒科学やその関連産業が更なる発展を遂げるため

には高感度な可視光応答型光触媒材料の開発が重要な鍵
を握っている。我々はその目的を実現するためにバンド
構造制御による新規可視光材料の開発、活性向上を図る
ための表面・界面のナノ構造制御、さらに活性制御因子
に関する実験と理論計算の両方からの究明などの研究に
取り組んできた。今後は理論計算を取り入れた材料設計・
創製を行うと共に、表面・界面での酸化・還元反応経路
の解明、メソポーラス材料などの吸着材料との複合化を
行うことによって、より高機能材料の開発を目指してい
く予定である。
光触媒材料は、現在低負荷型浄化技術として、環境保

全分野への応用に広がりを見せているが、太陽光エネル
ギーを化学エネルギーに変換・貯蔵する「人工光合成技
術」としても多大な可能性を秘めている。水から水素燃
料を製造したり、二酸化炭素をメタンなどに還元・資源
化するなど、まさに夢のような技術を提供することも可
能である。持続可能な社会の実現に向けて、我々の挑戦
は続く。

体が一辺を共有した層を形成し、その層の間をAgで繋
がっているような構造となっている。一方、β相の場合
はGaO4とAgO4四面体が繋がっている構造となっている。
特にAgの周りの酸素の配置に着目すると、α相において
はAgが二つの酸素と一直線に並び、β相にはAgが４つの
酸素とAgO4四面体を形成している。

一方、これらの材
料のエネルギーバン
ド構造を精査した結
果、図９に示すよう
にα-AgGaO2相の価
電子帯のトップが非
常に拡散的であるの
に対し、β-AgGaO2
のそれは非常に平坦
であることが判明し
た。これらバンド構
造の特徴は化合物の
結晶構造、特に価電
子帯のトップを構成
するAgを囲むAg-O
多面体による結晶場
でのAg軌道の分裂様
相の違いに由来する

◎図８　α-AgGaO2相（左）とβ-AgGaO2相（右）の結晶構造

◎図９　α-AgGaO2相（左）とβ-AgGaO2相
（右）の電子構造（上）及び状態密度（下）
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日本における光触媒の応用

１．はじめに
光触媒は日本で発見され、日本で主に商品化が進んで

きたことから、「日本発のオリジナル技術」と言われ、現
在も日本が世界の光触媒技術を牽引し続けている。光触
媒が世の中に広く普及したきっかけは、40年前に藤嶋ら
が水中の酸化チタン単結晶に紫外線を照射すると、水が
分解して水素と酸素が発生する「本多・藤嶋効果」を発
見したことに端を発する。これまでの研究から、酸化チ
タン以外にも光触媒としての性質をしめす物質は数多く
発見されてきたが、酸化チタンは化学的に安定で、繰り
返し使用することができ、安価であるため、光触媒に関
連する製品は、ほとんどすべてが酸化チタンベースとなっ
ている。現在の市場規模は国内だけで800億円にも及び、
住宅関連、電化製品、車両、道路関連、農業、水処理、衣料、
生活用品、医療分野など、酸化チタン光触媒に関する製
品はこれまでに数多く登場してきた（図1）。

これほどまでに光触媒が普及したのは、酸化チタンが
「酸化分解力」と「超親水性」という魅力的な二大機能
もつからといってよいだろう。これらの性質が発現する
詳細なメカニズムの説明は他書に譲るとして、その酸化
分解力は強力であり、ほとんどすべての有機物を分解し
て、最終的には二酸化炭素と水にすることができる。そ
のため、消臭や除菌、防汚等に役立つ。一方、超親水性は、

水の接触角が5°以下になる現象であり（光誘起超親水性）、
防曇機能をもつ鏡・ガラスや、防汚性をもつ住宅の外壁
や窓ガラス等へと応用できる。
ここでは日本における光触媒の応用例について紹介し

ていきたい。

２．空気浄化への応用
はじめに、光触媒の強力な酸化分解力を利用した空気

浄化への応用について、その経緯から最近の展開までを
紹介したい。
2.1　光触媒空気清浄機の開発
本多・藤嶋効果が報告されて以来（1972年）、酸化チタ

ンがもつ強い酸化分解力を利用した水やアルコールの光
分解が研究者たちの間で盛んに研究されてきたが、1980
年頃からは有機物の分解反応にも研究の範囲が広がっ
た。やがて、こうした基礎研究は、臭いの原因にあたる
有機物を光触媒によって分解することで空気浄化へと応
用できるのではないかというアイデアへとつながり、空
気清浄機という形で実用化されるようになっていった。
1990年代から2000年代になると、いわゆるシックハウス
症候群と呼ばれる家屋などの製造の際に利用される接着
剤や塗料などに含まれる揮発性有機溶剤が原因の健康被
害が増加したため、光触媒技術を応用した家庭用空気清
浄機が開発されるようになった。従来の空気清浄機はフィ
ルタによる吸着を主体としているので、吸着が飽和に達
すると性能が落ちてしまうが、光触媒技術を応用した空
気清浄機では、吸着後の物質を光触媒によって分解する
ため、吸着物が飽和することがなく、原理的にはいつま
でも効果的な浄化性能が得られる。さらに、空中浮遊菌
などをも除去することができる。そのため、家だけでな
く病院やペット店、ホテル、レストラン、食料庫など様々
な場所で使用されるようになった。また最近では、2007
年から営業運転を開始した東海道新幹線の新型車両N700
系に光触媒技術を応用したタバコの脱臭装置が設置され
ている。N700系は全席禁煙となっているため、デッキに
は喫煙者のための喫煙ルームが設けられており、その天
井に光触媒空気清浄機が設置されている。空気清浄機に

中田　一弥　なかた かずや　●神奈川科学技術アカデミー　常勤研究員
1977年2月生まれ。2005年東京都立大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了。東北大学大学院理学研究科化学専攻（日
本学術振興会特別研究員（PD））、米国マサチューセッツ工科大学（同研究員）を経て、2007年より現職。博士（理学）。専門は
光機能材料、材料科学。著書は「絵でみる光触媒ビジネスのしくみ」（日本能率協会マネジメントセンター , 2008, 共著）。

◎図１　光触媒技術の応用分野
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３．セルフクリーニング製品への応用
ここからは、光触媒の第2の性質である光誘起超親水化

の応用について例をみていこう。
3.1　光触媒タイル
光触媒がはじめて応用化されたのはセラミックタイル

である（1992年）。当時は院内感染の問題が深刻化して
社会的に大きな問題となっていたため、病院の手術室の
壁などに使用されるタイルに光触媒をコーティングして
空中浮遊菌などを除去するアイデアが生まれた。実際に
手術室の壁と床を光触媒タイルにすると、光触媒の酸化
分解力により空中浮遊菌の数が激減することが明らかに
なっている。この光触媒タイルは、他にもトイレ、浴槽
などの内装にも使用され、主に抗菌、防かび、防汚等の
用途に使われている。
一方、1995年に光誘起超親水化が見いだされ、防曇や

セルフクリーニングといった新たな応用展開が始まり、
光触媒が本格的な市場化に至るきっかけとなった。セル
フクリーニングは光触媒表面をいつまでもきれいな状態
を保つ機能であり、強い酸化分解力と超親水性という二
つの機能の相乗効果によって達成される。セルフクリー
ニング機能により、光触媒表面についた有機物の汚れは
分解されつつ（酸化分解力）、雨水などによって洗い流さ
れる（超親水性）。そのため、家屋や高層ビルの外壁・窓
などに光触媒を用いると、付着した汚れが自然と除去さ
れるため、清掃作業の手間が少なくなるだけでなく、清
掃にかかる費用が削減され、高層ビルでの清掃作業に伴
うリスクが解消される。セルフクリーニング機能をしめ
す光触媒タイルが実際に数千棟ものビルで使用されてい
ることから、その有用性が認められている。
こうして光触媒タイルは「内装用の抗菌タイル」と「外

装用のセルフクリーニングタイル」として現在普及している。
3.2　光触媒ガラス
光触媒がコーティングされた窓ガラスは、光触媒の酸

化分解力と超親水性によって汚れが除去され、その美観
は長く保たれる。加えて、超親水性により雨の日でも曇
らず、外の外観がよく見える（図3）。光触媒付きガラス
の適用事例としては、中部国際空港や、ビルや一般住宅
の窓ガラスに多くの施工例がある。また、車のサイドミ
ラーにも使用され、雨の日でも曇らず、安全運転に一役
買っている。

は、酸化チタンをコーティングした多孔質セラミックと
紫外線源であるブラックライトが内蔵されており、それ
らを交互に数層並べることで効果的に脱臭できるよう設
計されている。この仕組みによりタバコ臭に含まれるア
セトアルデヒドやアンモニアなどは光触媒反応によって
分解され、客席に到達しないようになっている。
以上のように、光触媒の酸化分解力が空気浄化に応用

され、主に業務用の光触媒空気清浄機として製品化が広
がっていった。
2.2　空気清浄機付造花への展開
一方、家庭向けの空気清浄機としては、光触媒空気清

浄機を組み込んだ造花が普及しつつある。これまでにも
花あるいは葉の部分に光触媒をコーティングしたものが
開発され、光触媒造花などとして販売されてきたが、一
般に空気清浄能は非常に弱かった。そこで、最近では植
木鉢の部分に光触媒空気清浄機を導入したタイプのもの
が開発され、販売されている（図2）。これは、従来の光
触媒造花に比べて、格段に優れた空気浄化能をもつこと
がわかっている。こうした光触媒空気清浄機は消臭だけ
でなく除菌の効果も期待できるため、将来は、病院やオ
フィスなどへと設置されることが期待されている。

2.3　NOx除去性能をもつ道路の開発
屋外に目を向けると、都市部を中心に自動車の排気ガ

スなどに含まれる窒素酸化物(NOx）などが原因となり大
気汚染が広がっている。そこで、大気中のNOxを除去し
ようと、企業が共同で光触媒機能をもつ道路を開発した
（フォトロード工法）。光触媒機能をもつ道路がNOxを取
り除く仕組みは、①NOxが光触媒によって酸化されて硝
酸イオン（NO3-)となり、②道路内部に含まれる光触媒の
固定化剤の主成分であるカルシウムCaと結合して、硝酸
カルシウムCa(NO3)2という無害な物質として道路に蓄積
され、③最終的に雨水によって硝酸イオンとカルシウム
イオンとして洗い流されるというものである。実験室レ
ベルでは二酸化窒素換算で100mg/m2・日以上の処理能力
を有していると報告されている。2003年の段階ですでに
10件以上の施工が行われており、さらなる普及が期待さ
れている。

◎図2　空気清浄機付造花

◎図3　雨の日における通常のガラス（左）と光触媒ガラス（右）
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一方、光触媒ガラスの最先端の研究では、高い光触媒
活性をもつ平滑で緻密な光触媒ナノシートが開発されて
いる。酸化チタンや酸化ニオブをナノサイズのシート状
に加工し、それをガラスにコーティングすることで、高
い光触媒活性をもち、硬度が高く、汚れが付きにくく、
密着性の高い光触媒表面を形成することができる。現在、
新幹線の窓ガラスへの適用が検討されている。
3.3　光触媒テント
東京ドームの屋根には白いテント材が使用されてい

る。また、駅のホームの屋根にも使用されているのを見
かけるようになった。このような白色のテント材が屋根
として使われるのは、雨、風を防ぐだけでなく、昼間は
照明なしでもテントの内部に光が入るために明るく、熱
線の吸収が低いためにテント内部の温度が低く保たれて
省エネに役立つからと考えられている。従来は、白色の
テントはすぐに汚れが目立ってしまうため、あまり使わ
れてこなかった。しかし最近では、光触媒をコーティン
グしたテントが開発され、実用化されると、急速に普及
しだした。光触媒テントはきれいな状態が長く維持され
るからである。例えば、神奈川科学技術アカデミーの光
触媒ミュージアム内にあるテントでは、光触媒をコーティ
ングした部分は、そうでない部分に比べて汚れが付きに
くいことが実証されている（図4）。現在、光触媒テント
は体育館や倉庫の屋根、駅前通路の屋根、アミューズメ
ント施設の日よけテント、商店や住宅のオーニング、一
戸建ての住宅のテラスなど私達の身近な所に普及してき
ている。

４．その他の応用
これまで、光触媒は様々な形で応用され、実用化され

てきた。最後に、実用化の一歩手前まで来ている研究例
について分野別に紹介したい。
4.1　住宅関連
日本では今でも、暑い夏の日に家の周りに水をまく「打

ち水」の習慣が時々みられる。水が蒸発するときに蒸発
潜熱として熱を奪う性質を利用して、周りを涼しくする
ためのものだ。最近、NEDOの「光触媒利用高機能住宅

用部材プロジェクト」において、光触媒を利用した家の
新しい冷却システムが開発された。光触媒をコーティン
グした壁に水を流すと、超親水性によって少ない量の水
でも薄膜となって広がるため、水が効果的に蒸発して家
を冷却できると期待される。NEDOによる報告では、実
際の住宅を用いた実験で、光触媒の打ち水効果により室
内温度が2℃低下し、冷房空調を約20％低減できる結果が
得られている。
4.2　農業関連
養液栽培は作物に必要な養分の管理が容易で、土壌に

存在する病気や害虫の影響を受けにくいため、近年、ト
マトなどの果菜類において利用が拡大している栽培法で
ある。養液栽培では環境への配慮から排水を出さない循
環方式がとられるようになってきている。しかし、連作
を続けていくと、次第に収穫量が減少していくことがあ
る。これは培養液中にバクテリアなどが発生するなどし
て水質が悪くなったり、トマト自体から生育阻害物質が
排泄されるためといわれている。そこで、光触媒によっ
て循環水を処理し、生育に有害な物質を除去するシステ
ムが構築されている。光触媒を利用するメリットは上記
にとどまらず、植物の栄養素である窒素やりん、カリウ
ムなどは無機物であるために分解除去せず、浄化された
処理水をそのまま養液として使用することができる点に
ある。現在、プラント試験結果に基づき、実用化が検討
されている段階である。
4.3　医療関連
ガンは日本人の死亡原因の第一位である。現在、最先

端の研究によって酸化チタン光触媒がガンの治療に応用
できる可能性が強く示唆されるようになってきた。実験
室レベルでは、がん細胞が植え付けられたマウスの患部
に酸化チタン微粒子を注入し、紫外線を照射することで、
がん細胞の増殖の抑制が顕著に見られたことがあきらか
になっている。光触媒を治療に用いるメリットは、紫外
線照射したときにのみ反応を起こすことができるため、
容易に反応を制御できることである。現在、既存の放射
線治療と組み合わせることで新しいがん治療が可能にな
るのではないかという期待が高まっている。
4.4　印刷関連
光触媒のユニークな応用として、印刷分野への応用が

ある。印刷にはオフセット印刷と呼ばれる方法があり、
親水性と疎水性のパターンをもつ基板を利用して新聞や
パンフレットなどの印刷が行われている。光触媒を利用
した印刷では、基板上に光触媒をコーティングし、その
上に有機物からなる薄い自己組織化単分子膜（SAM）を
コーティングする。次に、フォトマスク等を用いた選択
的な紫外線照射を行うと、照射された部分のSAMは光触
媒によって酸化分解され、その表面が超親水化する。そ
の結果、ぬれパターンをもつ基材ができあがり、オフセッ
ト印刷へと用いることができる。従来法になかった特徴

◎図4　光触媒テント（左）と通常のテント（右）の防汚実験
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は、通常は一度印刷に使用された印刷版は廃棄されるが、
光触媒印刷版では、印刷後に紫外線を全面照射してすべ
てのSAMを分解してしまえば、初期状態にリセットでき
るので、何回でも印刷に使用できるというメリットがあ
る（図5）。現在は研究段階であるが、光触媒印刷により、
印刷コストや資源が節約できると期待されている。

５．おわりに
以上述べたように、光触媒はすでに幅広く応用され、

私達の身近にも多くの光触媒製品があることがわかる。
しかし最近では、光触媒の普及に伴い、一部で効果が不
明瞭なもの、光触媒の原理から外れた物も出回るように
なってしまっている。そこで現在、この問題に対応する
ため、光触媒の性能評価方法の「標準化」、すなわち「JIS」
や「ISO」の制定が進められている。また、光触媒工業会
によって、JISに基づく光触媒効果の基準づくりも進んで
いる。こうした「標準化」や「認証制度」ができれば、
魅力ある光触媒製品が広がり、私達の生活の中でますま
す身近なものとなっていくであろう。

◎図5　光触媒印刷によるカラー印刷物：初版（左）、再生後（右）
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共著者：Liu Mingjie

１．はじめに
自然から学ぶとは自然からアイデアを取り入れ、生物

無機材料（生体内鉱質形成）[1]や、生物学の原理からの発
想（バイオインスパイアード）を利用したマルチスケー
ル構造物質（キラル形態）[2]、バイオナノマテリアル（バ
イオナノ粒子）[3]、ハイブリッド有機‐無機インプラント
材料（硬組織複合材料）[4]、及びスマートバイオマテリア
ル[5, 6]と言ったものがそうであったように、自然のコンセ
プトに基づいて新しい機能的な材料を開発することにあ
る。
生物学の原理の発想を利用したスマートマテリアルは

そのユニークな特性によって今、さらにより多くの興味
を集め、生物模倣型目的[7]や、活発に動く高分子[8]、ニュー
ラルメモリ[9]、薬剤配送のためのスマートマイクロ・ナノ
容器[10]、種々のバイオセンサー [11-13]、及びデュアル／マ
ルチ応答性材料[14-16]のように、実世界へのアプリケーショ
ンへの道を数多く開いた。また、これらのスマートマテ
リアルの多くは環境状況の変化に呼応しその物理化学的
性質を動的に変える表面を持っており、固体／水界面上
の界面特性のトリガ制御が、イオンチャネルや方向性表
面動作、及び制御可能な湿潤性と接着性[17-19]を備えたバ
イオインスパイアード・スマート表面に見られる。ハス
の葉の自浄効果[20]や、コメの葉の異方的脱湿潤挙動[21]、
アメンボウの足が発揮する超疎水性力[22]、やもりの付着
メカニズム[23]、及びその他、数多くの自然現象は全て、
表面上のマイクロおよびナノ構造[24-29]と関連性を持って
いる。バイオインスパイアード材料の中のそのような複
雑な機能性の創製は秩序だったマルチスケール構造に依
存している。ここでは、バイオインスパイアード・スマー
ト表面材料の開発についての最近の進捗状況について検
討を行う。

２．生物システムのユニークな特性

生体システムのユニークな特性を選び、バイオインス
ピレーションとして使用することが自然から学ぶための
第一歩である。自然の外部要因に対するスマート応答か
ら多くの科学的な問いが推論できる。一般的に、生体シ

◎図１　生物学のマルチスケール構造。自然には４つの興味深い生物学上
の特性がある。

A) 自浄特性　－　ハスの葉、アヒルの羽、及び蚊の目（左から右へ）、Ｂ）
機械的特性　－　ヤモリの足、タコの吸盤、及びアメンボウ、Ｃ）色彩透過
構造　－　クジャクの羽、チョウの羽根、及び甲虫の甲羅、そしてＤ）光学
特性　－　セミの羽根、蛾の複眼、海綿距。それぞれのケースで、第一列は
生物学的特性の写真を示し、二列目、三列目はそれぞれのマイクロおよびナ
ノスケール構造の走査型電子顕微鏡を示す。
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ステムは嗅覚、視覚、聴覚がそれぞれ匂い[30]、光[31]及び
音[32]に対する応答であるように、外部の刺激に対して応
答する有機／無機ハイブリッド複合物質である。しかし、
これらの生物学的反応システムは直接的に模倣するには
あまりにも複雑である。しかし、最近になって、それほ
ど複雑ではないものの、生物学上で特殊機能であるもの
が大きな注目を集めている（図１）。ハスの葉及びアヒル
の羽の自浄効果[33, 34]、曇らない超疎水性の蚊の複眼[35]、
ヤモリとタコの非常に粘着性の高い足と吸盤を使った動
き[36, 37]、水上で歩くアメンボウの濡れない現象[38]、周期
的微細構造によるクジャクの羽、チョウの羽根、及び甲
虫の甲殻の色彩[39-41]、セミの羽根及び蛾の複眼の中の光
反射防止を行う特殊なナノ構造[42, 43]、そして最後にその
マイクロ構造による海綿の特殊な光反射性[44]といったも
のである。これらの特徴の全ては、バイオインスピレー
ションとして適する。
興味深いことは、多くのユニークな特性は特別なマ

イクロ・ナノ構造に関係していて（図１の２列目と３列
目）、生体システムとそのマイクロ・ナノ規模の構造のユ
ニークな特性との関係を理解することがナノ材料の創生
にとって重大である。「ロータス効果」、ハスの葉及びア
ヒルの羽で観察される超疎水性現象[33, 34]の場合には、最
初、高い接触角（超疎水性）及び低い滑り角度（低付着性）
双方がマイクロンメートル規模の乳頭突起及びクチクラ
外ワックスにより引き起こされる表面の粗さの結果であ
ると思われていた。しかし、最近では、ハスの葉表面上、
つまり、マイクロ規模の乳頭突起上の枝のようなナノ構
造上の新しいマイクロン・ナノメートル規模の階層構造
の発見によって、これらの階層構造がユニークな特性に
起因するのではないかと提案されている。特殊構造及び
それに相応する化学組成の組合せがハスの葉に見られる
ユニークな特性の原因であり、これが次の例の多くのケー
スである。
研究者たちは、図1a（２列目と３列目）の走査型電子

顕微鏡によるイメージで例示するように、生体表面上の
マイクロン・ナノメートル規模の階層構造が、ハスの葉
の自浄効果及び蚊の複眼の高防曇特性[35]のような特殊な
現象を引き起こすと提案した。
やもりは壁を登り天井を走る（密着性の高い「やもり」

の足）優れた能力で、またタコは体を底質に固定し獲物
を維持する（タコの吸盤[36]）能力で知られている。一方、
アメンボウは、その非湿潤性の足から苦も無く水面に立
ち、素早く動き回る。図1bは、超疎水性[38]の源と考えら
れているアメンボウの足の上にある指向性でマイクロン
メーター規模の針形をした肩毛を示している。
クジャクの羽、蝶の羽根、或いは甲虫の甲殻の色彩[39, 

41]は、１次、２次、或いは３次元（図1cの走査型電子顕微
鏡によるイメージ）の波長及び相応の色彩における誘電
率で、周期的な変化を表すマイクロ構造によるものであ

る。色彩透明構造は多くの動物、とりわけ、暗い環境に
住む動物や、例えば甲虫の緑色と言った特殊色素の合成
により、生化学的に非常に高価な場合に見られる[45]。
セミの羽根及び蛾の複眼（図1dの走査型電子顕微鏡に

よるイメージ）に見られるナノ構造は、表面全体で一つ
の媒体の光学インピーダンスをもう一方の媒体に徐々に
マッチさせることで、幅広い領域の角度及び周波数に亘っ
て反射性を最小限にする[42, 43]。これは乳頭配列と呼ばれ
る先細りする要素の配列を限度まで統合することで達成
される。このような乳頭配列は通常、表面が単眼の節足
動物で見られ、現在大きな研究対象のテーマとなってい
る。同様に、海綿の特殊な光反射性はそのユニークなマ
イクロ構造に起因する[44]。
要約すると、自然に見られる多くのユニークな特性は

階層構造に起因すると考えられる。バイオインスパイアー
ド材料における複雑な機能性の実現は、種々の物理化学
的方法で創生された秩序のあるマルチスケール構造（マ
イクロ・ナノ構造）に依存し、新しいバイオインスパイ
アード・スマート材料の設計においては重大なポイント
である。従って、自然から学び、底流にあるアルゴリズ
ムを理解し、それを人工的なプロセスに適用することが
多くの科学者が追求すべき道である[46]。特性と生体シス
テムのマルチスケール構造の相関関係をベースとするこ
とで、自然同様の或いは新しい特性を持った人工的材料
の設計が可能になる。

３．協賛及び補完の二元的な役目を果たす界面
図２は親水性と疎水性、導電性と絶縁性、凸面と凹面、

p型とn型半導体、酸化と還元、及び強磁性挙動と反強磁
性挙動と言った相互に補完し合ういくつかの物理化学的
特性を表している。最近、協賛及び補完の二元的ナノメー
トルスケールの界面材料、言いかえれば、ナノメートル

◎図２　共同補完性を持つナノメータスケールの界面材料の可能性。

相互に補完的な特性を備えたナノ構造が、白黒の四角で提示されている。
バイオインスパイアード、マルチスケールな界面材料の開発という願いが
ユニークな機能的特性を創造する動機である。このようなコンセプトをマ
ルチスケールの固体表面上に適用することで、親水性と疎水性、導電性/絶
縁性、凹面/凸面、p型/n型, 酸化性/還元性、及び強磁性/反強磁性と言った、
相互補完的特性を備えたノ構造が生み出される。



67

光触媒技術

なマイクロ構造は、二つの異なる接触モードが可能であ
り、このことによって、二つの異なる付着力を提供して
いる。マイクロ・ナノ構造の方向の調節により超疎水性
の異なった状態を制御するのである。
さらに、表面の粗さが湿潤性を変えると考えられて

いる。６５度以上の接触角を持つ平坦な基板は粗さが増
加すると超疎水性になり、６５度以下であれば、基板は
粗さが増加するごとに超親水性となる。つまり６５度の
接触角が親水性と疎水性の境界と深く関わりをもつこと
が、最近、表面張力の測定[64]により定義された。一定の
表面の粗さが超親水性と超疎水性を得るために必要なこ
とは、理論的にWenzul式[65]とCassie-Baxter式 （図 3g）
[66]から導き出される。これらの結果から、表面の粗さと
化学組成を組み合わせることで超親水性と超疎水性をス
イッチする表面を創製することが可能になる。
再度、ハスの葉を考えると、親水性或いは両親媒性分

子が同一表面上で、疎水性と親水性を組合わせたハスの
ような超疎水性表面に結合すれば、ハスのような表面は
過渡的なWenzelとCassie超疎水性状態を利用する応答性
を持つスイッチ可能な表面となる。チョウの羽根に関し
ては、付着力が低い分子及び「やもり」状態の表面が組
み合わされると、一つの材料で高い付着力と低い付着力
が同時に可能となる。
次の章では、特殊な湿潤性及び外的刺激に反応するス

マート表面という二つの基本的な特性を持つバイオイン
スパイアード材料を扱う。疎水性と親水性、疎油性と親
油性、及び高付着性と低付着性の原因となる基本的な湿
潤状態をベースにすれば、これらの二つの側面を単に組
み合わせることで、他のどのような表面機能も実現可能
になる。

スケールで二つの補完的特性を示し、一定の条件の下で、
「マクロスケール」でこの二つの特性を可逆的にスイッ
チ出来る材料という新しいコンセプトが提案された[47]。
最近のいくつかの研究結果[48-51]により、このコンセプト
は新しい界面材料の設計に有益であることが示されてい
る。一定の条件の下で、これらの界面は予想もしなかっ
た特性を示し、理論的には新しいアプリケーションへの
大きな潜在力を提供する。親水性と疎水性は表面の湿潤
性において正反対に位置するもので、親水性と疎水性、
或いは、気温やPHや光等の外的な刺激により引き起こさ
れる超親水性と超疎水性の間の人工的なスイッチはバイ
オインスパイアード材料[52-56]の優れた例である。

４．バイオインスパイアード材料設計のいくつかの例
ハスの葉を例に取ると、その超疎水性及び自浄特性は

バイオインスピレーションの役目を果たす。非常に多く
の研究がマイクロ構造とマクロスケール特性との相関関
係に注目し、ハスの葉の表面上のマイクロ・ナノメート
ルスケール階層構造、言いかえれば、マイクロの乳頭突
起上の枝のようなナノ構造がそのようなユニークな特性
を説明してくれる。それ以来、多くの超疎水性の研究者
が自然を模倣することに動機付けられ、種々の人工的超
疎水性表面の開発へと多くの努力を払ってきた[57-61]。一
般的に、１５０度以上の静的接触角を持つ表面は超疎水
性表面と定義されている。図３で示すように、下記の６
つの異なる接触角状態とヒステリシスが超疎水表面とし
て可能である。
・A）Wenzel 状態（水滴が湿潤接触状態で、表面上で

動かない）
・B）Cassieの超疎水性状態（水滴が非湿潤接触状態を

取る）
・C）「ハス」状態（特殊なCassieの超疎水性状態のケー

ス、高接触角及び非常に小さい接触角ヒステリシス）
・D）Wenzel 状態とCassie状態の間の過渡的な超疎水

性状態（ほとんどの実用的なサンプルは一定の滑
り角度を持つ）

・E）「やもり」状態（高接触角と密着性）
・F）Cassieの湿潤状態[62, 63]

もう一つの良い例が、方向密着性[40]を見せるチョウの
超疎水性の羽根である。水滴は体の中心軸から外側に向
かって放射状に羽根の表面から容易に転げ落ちるが、反
対方向の表面に対してしっかりと固定されている。興味
深いことに、これら二つの異なった状態は羽根の位置（下
方向と上方向）と表面全体（外側、或いは反対方向に向
かう放射状）の空気流の方向により制御されている。こ
れは一次元レベルで重なり合う硬いナノストリップとマ
イクロスケール上のナノ針状結晶の方向的調節の結果で
あることを研究が示している。水滴と方向の調節が可能

◎図３　a)-e)は超疎水性表面の異なった状態である。

a) Wenzel 状態、b)　 Cassie状態、c)　「ハス」状態　（特殊なCassie
の超疎水性状態のケース）、d) Wenzel 状態とCassie状態の間の過渡的
な超疎水性状態、e)「やもり」状態（例、PSナノチューブ表面）、f)　
Cassieの湿潤状態。灰色の斜線部分は密封された空気を表し、他のエアー
ポケットは大気と続いている（開かれた状態）、g)　表面の粗さは湿潤性と
共に増加する。
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５．バイオインスパイアード・スマートスイッチ表面
5.1　固体表面のスイッチ可能な湿潤性
最近、超親水性と超疎水性の間のスマートスイッチン

グの研究が世界中で大きな注目を浴び、多くの研究者が
この分野に努力を注いでいる。ここ数年の間に、温度[67]、
光[68, 69] 、電界[70]、pH[52]、溶媒[71]、及び磁性と言った単独
の外的刺激による応答性が大きい湿潤性を、有機及び無
機材料から作ることに成功した。ここでは、異なった幾
何学的性質を持つ無機・有機薄膜上の超親水性と超疎水
性の間の可逆的湿潤性についての最近の進捗状況を検証
する。
5.1.1.　光応答性表面

光応答性材料の一種としての無機性半導体酸化物
（SnO2, TiO2 及び ZnOを含む）は、紫外線照射や暗室で
の保管或いは顕熱を利用して、水酸基吸収（酸素空孔）
[72]に対してより好ましい状態と、酸素吸収（水酸基）に
対してより好ましい状態のそれぞれの状態の間で、表面
の化学的環境を可逆的にスイッチすることでよく知られ
ている。つまり、湿潤性を制御することでスマート表面
の創製が可能になる訳である。これをヒントとし、適切
な幾何学的形態を持たせれば、超疎水性と超親水性の間
で表面の湿潤性を可逆的にスイッチすることが可能にな
る。事実、我々は下記に記述するようにこの種の膜を得
ることができる。
ナノ構造表面、特に超疎水性を提供するマイクロ・ナ

ノ階層構造を持つ表面についての我々のこれまでの研究
をベースとして、我々は酸化物半導体から多くの超疎水
性膜を開発した。紫外線照射を変えたり、一定の期間暗
室で保管したりすることで、表面湿潤性は典型的な光ス
イッチ効果を示し、超疎水性と超親水性の間を可逆的に
スイッチする。Sunにより同様の挙動はすでに観察され
ていたが、そこでは滑らかなZnO膜の水接触角が109度

（超疎水性には程遠い）、また紫外線照射後は10度でしか
なかった。両極状態間の可逆的スイッチングは, ZnOのナ
ノロッド膜[73] 上で我々が初めて実現した。その後、CVD
法（図4a） [68]によるマイクロ・ナノ階層構造をしたZnO
膜、種々の方法[74-76]によるZnOナノロッド膜、水熱法（図 
4b）[77]と光電気化学エッチング法[78]による花の形をした
TiO2ナノ構造膜、及び種結晶法（図4c）[69] により作成さ
れる整列したSnO2ナノロッド膜と言った、異なる表面形
態を持ち、両極状態間で紫外線光の刺激を受けて湿潤性
が可逆的となる（図4d）種々の酸化物半導体膜が創製さ
れた。多機能材料の立案及び制作中、多くのインスピレー
ションを我々に与えるに違いない調整された湿潤性領域
中の半導体酸化物の光触媒作用性を好適に使用すること
は、好結果の例である。
無機化合物に比較して、取扱いが容易で応答が速く、

また化学的な組み換えが可能である等、多くの優位性を
持つことから、有機材料が光スイッチベースの研究や記
憶装置のためだけではなく、幅広く使用されている。好
ましい光応答性有機材料は、表面エネルギーから吸収ス
ペクトル、屈折率、誘電率、酸化・還元力から幾何学的
構造[79]に至るまで、物理的及び/或いは化学的状態の間を
光誘導で可逆的に形質転換する材料である。
光応答性有機化合物として古典のアゾベンゼン及びそ

の誘導体は紫外線/可視光線[80, 81]の照射を受けるとtrans
及びcis異性体の間の可逆的な移行を経験し、幾何学及び
双極子モーメントの変化並びに表面の湿潤性が起こる。
Transは双極子モーメントが小さいことから表面自由エ
ネルギーが低く、逆にcis異性体は双極子モーメントが大
きいことから表面自由エネルギーが高い。このように、
transからcisへのアゾベンゼンの異性化により、湿潤性が
より疎水性からより親水性へと変化する結果となる。
これに関しては、表面湿潤性を制御するためにアゾベ

ンゼン及びその誘導体を使って、多くの技術が開発され、
それらのいくつかは両極状態間で湿潤性をスイッチする
ことができる。平坦な基板上のアゾベンゼン単分子層の
自己集合は単に紫外線照射[82, 83]により１０度以下の接触
角をもたらすだけであり、滑らかな高分子膜上でも紫外
線照射による接触角の変化は１１度までである[84]。しか
し、上記の結果は湿潤性に対する表面の粗さの増幅効果
への取組みが十分になされていなかった時代の平坦な表
面をベースとしたものである。従って我々は粗い基板と
して、整列したシリコン柱基板或いは逆オパール[85]を使
用し、単純な静電自己集合法を通して、アゾベンゼン高
分子電解質単分子層を創製した。適切なテクスチャ構造
をした表面上では紫外線及び可視光線の照射の後で、可
逆的な接触角は６６度まで変化する。超疎水性と超親水
性の間の可逆的な湿潤性を持つ有機膜を得るためにこれ
まで大きな努力が払われてきたが、ほとんど進歩は見ら
れておらず、材料及び化学を研究する化学者にとって大

◎図４　走査型電子顕微鏡のイメージ

(a) 化学蒸着法で作られたZnO膜、(b) 湿式化学法で作られたTiO2、(c) 
SnO2　膜、(d)　紫外線照射及び暗室保管により可逆的にスイッチした超
疎水性と超親水性の間の湿潤性
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クロ流体スイッチや、制御可能分離システム等で使用可
能である。
この点に関し、表面カルボン酸基の脱プロトン化に

よる滑らかな表面上でpH応答挙動が観察できるとする
Whitesideグループの研究[90, 91]をベースとして、Zhang ら
[54]は、マイクロ・ナノ複合構造の粗い金表面に対する電
着法と、HS(CH2)9CH3及び HS(CH2)10COOHからなる混
合単分子層により変化した表面に対する自己集合を組み
合わせてマイクロ・ナノpH応答性表面を創製した。表面
はpH値が１の酸性の液滴に対し超疎水性であり、pH値が
１３の基本水滴に対し超親水性があることから、そこに
落とされた液体のpH特性を示す。さらに、Zhang らは粗
い金表面を1-(11-mercaptoundecanamido)ベンゾイックア
シッドで変化させ、同様のpH応答性特性を観察した[92]。
そのような表面上のpH応答湿潤性は、表面カルボン酸基
の可逆的なプロトン化と脱プロトン化の結果である。
5.1.3.　熱応答表面

ポリ（N‐イソプロピルアクリルアミド）（PNIPAM）[93]
は、いくつかの熱応答性特性[94, 95] に対し、表面開始原子
移動ラジカル重合を媒介して化学的に変化させた種々の
基板として使用される有名な温度応答性高分子である。
これに関して、我々は温度変化[67]により超疎水性と超親
水性の間を可逆的にスイッチできる熱応答湿潤性に革新
的な貢献を果たした。平坦な基板上で温度が２５度から
４０度に上がると、接触角は６３度から９３度に変化す
る（図5A上方）が、これは下部完溶温度である３２度か

きな挑戦となっている。
最近、Kilwon Choら[86]は、紫外線/可視光線の照射によ

り、超疎水性と超親水性の間を可逆的にスイッチできる
湿潤性を持つ有機性光スイッチ型多孔性多層膜を創製し
た。階層構造をした多孔性の有機・無機ハイブリッド多
層膜を、交互堆積法を使ってシリコン基板上に作り、原
子の鎖状を、フッ素原子を持つアゾベンゼン誘導体の一
種である、７－｛（トリフルオロメトキシフェニルアゾ）
フェノキシ｝ペンタン酸（CF3AZO）により部分的に修
正した。堆積サイクルを適切に選び、接触角は可逆的に
152±3°から 5°の間で変化し、有機表面上の超疎水性と
超親水性の湿潤性が実現された。表面の粗さを高めたり、
いくつかの官能基を移植することで表面自由エネルギー
を最大値まで調節したり、全ての影響要因を考慮すると、
これは有機化合物においては驚くべき結果であるが、そ
れでもまだ伝統的なWenzelとCassieの方程式に添ったも
のである。これは光応答性分野だけにとどまらず、表面
湿潤性を調節するための多用途の可能性を提供する。
また、スピロピラン[87]は可視光線（450 - 550 nm）/ 紫

外線（366 nm）で照射されると、閉じた非極型式と開い
た極形式との間の可逆的移行を経験するもう一つの有機
化合物である。既知のように、非極型式は疎水性である
一方、極形式は親水性である。従って、スピロピランも
表面湿潤性の調節に適用可能である。例えば、フラクタ
ル的に粗いシリコンのナノワイヤー表面上で、光誘発の
接触角は２３度まで可逆的に変化する。特に、そのよう
な表面上では紫外線で誘発され前進する接触角は、可視
光線照射で後退する接触角よりも低く、これが紫外線・
可視光線勾配の影響下にある水滴の動きを可能にする。
結論として、これら二種類の典型的な光応答性有機化合
物の他にも、ジアリールエテン誘導体のように、表面の
湿潤性の調節に使用することができる光応答性有機化合
物がたくさん存在すると考えるのが合理的である。 
つい最近、発色性ジアリリールエテン分子の一種を使っ

て、超疎水性（１６３度の水接触角を持つ）と通常疎水
性（１２０度の水接触角を持つ）間の表面湿潤性を、紫
外線と可視光線照射の変化[88]を通して可逆的にスイッチ
することに成功した。しかし、表面化学状態が光に敏感
なアゾベンゼンとスピロピランで使われたメカニズムと
異なり、湿潤性変化を提供するのは表面性状の中の光誘
発による可逆的変化であり、これは光によって誘発され
る光異性化を起因とする、表面上の精密な微細結晶のフィ
ブリル構造の可逆的形成により得られる。
5.1.2.　pH 応答性表面
pH値や電解物等の一定の水の状態に応答する表面湿潤

性は多くの実用分野で非常に重要である。例えば、pH値
の大小如何に関わらず液体に対し超疎水性がある表面は
効果的に耐腐食性分野で使用できる[89]。さらに一定のpH
値を持つ液体に特に応答性を持つ表面は制御されたマイ

◎図５　超親水性と超疎水性応答性スイッチ

(A) PNIPAAm鎖（下方）での分子間および分子内水素結合の可逆的競争
の略図。これはPNIPAAm鎖上の温度応答性スイッチングの分子メカニズ
ムである。上方は平坦な表面上での水適落下の分析データである。(B) 粗
い表面上で超親水性と超疎水性の間の熱応答性のスイッチングの水適落下
の分析データ
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ら３３度（図5A下方）前後での分子内と分子間水素結合
の競争の結果である。しかし興味深いことに、粗い基板
上では粗さが増すごとに、低温で親水性が高温で疎水性
が増加する。粗さが十分に大きな場合には、高温で接触
角が149.3度に達し、低温では0度になる。このことは、超
親水性及び超疎水性（図5B）の間の温度を起因とするス
イッチングが実現したことを意味する。このような増幅
温度応答湿潤性の一種が、陽極アルミナのPNIPAAmを部
分的に変化させたナノ構造基板上でも報告されている。
その後、Qiang Fuらは、ナノ多孔性酸化アルミニウム

表面[96] 上のPNIPAAmのブラシを変更し、この技術を更
に発展させた。同様に、彼らは単に温度を変化させるこ
とで細孔径が適切に選択された場合は、超疎水性と超親
水性間の表面湿潤挙動が可逆的にスイッチされることを
観察した。しかし注目すべきは、彼らがナノスコープで
トポグラフィー変化をも観察したことで、これは原子間
力顕微鏡によるグラフト高分子の伸張および収縮を連想
させるものである。従って、このような熱応答性表面の
メカニズムは表面自由エネルギー変化に呼応するだけで
なく、形態上の変化にも呼応する。
高分子膜に加え、多くの硬質材料もまた熱応答性特性

を示す。例えば、有機溶媒と水の混合液の中で有機トリ
エトキシシランを濃縮し作った硬質の泡沫膜[97]は超疎水
性と超親水性間の可逆的な湿潤性を示すが、温度が上が
ると超疎水性から超親水性へと接触角が変わる傾向を示
す。これは上で述べたことと正反対である。これは可逆
架橋したシリカバックボーンに起因するのかも知れない。
5.1.4.　電場応答性表面
電位を通じて表面湿潤性をスイッチするのは非常に重

要で、近年特に注目されている。電位により引き起こさ
れる構造転移を経験する種々の化合物の自己組織化単分
子膜は電界応答浸潤性を持つ構造物内部で有効である。
これについては、Lahannらが低濃度のカルボン酸末端単
分子層[98]により変化した金表面上で、狭い範囲内で（水
接触角が20度から30度）の湿潤性のスイッチを実現した。
金表面上のイオン性アルカンチオラートの自己集合単分
子層もまた、陰性及び陽性電位[99] の下で、可逆的な構造
再配向のための表面湿潤性の変化を誘発する。
Yanらは電場により刺激される超親水性と超疎水性の

間の可逆的にスイッチ可能な湿潤性を、単純な電気化学
プロセス[56]で作った多孔質の導電性ポリピロール薄膜上
で初めて実現した。これは多孔質の導電性ポリピロール
（図6bの上方）のドーピング（酸化）状態と脱ドーピン
グ（中立）状態の可逆的なスイッチングであり、一般的に、
前者が疎水性であり、後者が親水性である。多孔質構造（図
6a）が導入されると、湿潤性は拡張され、両極状態間で
スイッチされる（図6b下方）。
静電気的作用をベースとしたエレクトロ・ウェッティ

ングが表面湿潤性[100-102]を制御するもう一つの方法だと判

明した。それは動的湿潤性であり、外部から電気がプロ
セス全体で適用される。液体と導電層の間に電圧を加え
ることで液体側と電極側両方に充電をする結果、界面自
由エネルギーが減少する。表面上の水挙動（湿潤と非湿
潤を含む）はその結果、外部の電気の変化により異なり、
電気応答性のある表面となる。電気応答性表面が両方の
極限状態間で可逆的なスイッチングを実現するまでの道
のりは長いが、数種の液晶分子がこの分野で重要な役目
を果たすと期待されている。

5.1.5.　機械力応答性表面 
上述の表面湿潤性におけるスイッチ効果は、外部から

の刺激で引き起こされる表面の化学的状態或いは表面形
状、または両者の変化により得られ、これらは全て一定
の化学的プロセスを経験する。しかし、つい最近まで、
科学者たちは超疎水性及び超親水性間の可逆的な湿潤性
は純粋に物理的アプローチによって実現できると示唆し
ていた。よく知られているように、いわゆる物理的アプ
ローチは表面形状、即ち表面の粗さを変えるだけであり、
表面の湿潤性に影響を及ぼす有効な要因の一つである。
Hanのグループ[103]は最近になって、三角網のような構

造をしたポリアミドフィルム弾性膜に２軸延伸をかけた
り、外したりすることにより、超疎水性と超親水性間の
可逆的な湿潤性のスイッチを実現する手軽な方法を提案
した。弾性のあるポリアミド膜を１２０%以上の伸張率ま
で伸張すると膜は超親水性を示し、そのストレスが除か
れると表面のマイクロ構造は原型を取り戻し、その結果、
湿潤性が超疎水性に戻る。この場合、外部機械力が荷重
された後に形状の変化を可能にする良好なポリアミド膜
の弾性が非常に重要である。さらに、ポリテトラフルオ
ロエチレン（PTFE）が繊維状結晶方向に対して垂直に、
伸張率を５％から１９０％ [104]に変えて伸張されると、弾
性のPTFE湿潤性が、疎水性（１１８度）から超疎水性

◎図６　(a) ポリピロール膜の走査型電子顕微鏡のイメージ、(b)　 ポリピ
ロールのドーピング状態と脱ドーピング状態のスイッチング過程
（上方略図）及び多孔質のポリピロール膜上の水滴の分析データ
（下方略図）
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（１６５度）へと増加する。
外部機械力は効率的に固体表面の表面形状、特に弾性

のある高分子表面を変え、結果的にその表面の湿潤性を
変えることができる。例えば、粗い表面を削ることで高
分子膜固有の湿潤性を高められる。外部機械力を加えた
り外したりすることで形状を変え、二つの状態の間を可
逆的にスイッチすることが可能なら、可逆的な湿潤性が
予見できる。
5.1.6.　二重/多重応答性界面 
可逆的な湿潤性を示す多くの刺激応答性表面が創製さ

れてきたが、それらは一つの外部的刺激に応答性を持つ
だけであった。アプリケーションによっては、二重/多重
の応答性を持つ材料が必要である。例えば、温度やpH及
びグルコース濃度が身体の他の場所と異なる特定の場所
に薬剤を運ぶ必要がある場合、薬剤のキャリアは温度や
pH及びグルコースを含む、いくつもの刺激に対し同時に
応答しなければならない。

我々はこれまでに論議された単体応答の表面をベース
として、温度及びpHに対し同時に敏感な湿潤性を示す
二重/多重の応答性を持つ表面を作った[52]。これらの表
面の設計プロセスは単体応答性の表面の設計プロセスと
同様であるが、二つのタイプの刺激応答性高分子を必要
とする。図７で示すように、粗いシリコン基板上のポリ
(NIPAAm-co-AAc)共重合体薄膜を使ってこのような表面
を実現した。超親水性と超疎水性間の可逆的スイッチン
グは、約１０度の狭い温度域及び相対的に幅広いpH ９
域双方で起こる。この挙動は主にNIPAAm と AAc、及
び水の二つの高分子成分間の水素結合の中での可逆的変
化が原因であり、膜の湿潤性は分子間及び分子内の水素
結合の間の競争に依存する。さらに、これらの表面の下
部完溶温度は疎水性／親水性基を組み込むことで制御可
能になる。下部完溶温度を体温の近似値に調節すること
が特に薬剤送達用アプリケーションにとっては重要であ

る。さらに、二重応答性のポリ（NIPAAm-co-AAc）ヒド
ロゲルは、薬剤キャリアとして有用なマイクロメータ未
満のサイズのケージを含んでいる。最近、超疎水性PANI-
PAN同軸ナノファイバがエレクトロスピニング法とポリ
メリゼーションの組合せで創製された。この繊維はpH応
答性で、超疎水性と超親水性間の可逆的転換が非常に素
早く、プローブ溶液のpH及び/或いはレドックス特性を調
節することで容易に制御可能な化学的応答性を持つ表面
湿潤性を示す。そのような二重応答性を持つPANI-PAN
同軸ナノファイバの制御可能な表面の湿潤性は生物学的
分離システム、細胞培養、センサ等々の分野での多くの
新しいアプリケーションを示唆している。将来的には、
廉価で、機能的な高分子を使用するこの合成戦略はスマー
ト表面の湿潤性を制御する直接的な手法になるかも知れ
ない。
この研究をベースとして、グルコースや温度及びpH

に応えて超親水性と超疎水性間を可逆的にスイッチする
多重刺激応答性表面が創製された[53]。具体的には、温度
及びpHに感応性を持つPNIPAAm、並びにホウ酸基を媒
介としてグルコースと安定複合体を形成するグルコース
感応性ポリ（アクリルアミド・フェニルボロン酸）を表
面に入れた。原子移動ラジカル重合を使って、ポリ（- 
NIPAAM-co-PBA）共重合体膜を平坦なシリコン基板と
粗いシリコン基板に移植した。表面は、温度、pH及びグ
ルコースの三つの外部的刺激の下で、超親水性と超疎水
性の間を可逆的に変化した。例えば、多孔質殻を持つポ
リ（NIPAAm-co-PBA）を移植された空洞の微小球が、新
しい非侵襲性グルコースセンサー及びインスリン自己送
達システムの素晴らしい候補者となるかも知れない。そ
うなれば、糖尿病患者のインスリン注射の回数を減らす
ことができるだろう。
5.2　固液界面上スイッチ可能な接着性
5.2.1.　超疎水性表面上の刺激応答性付着
上で論じたように、Wenzel状態 或いは Cassie状態の超

疎水性表面上の液滴は異なった密着性を示し[105, 106]、二つ
の状態の間の移行を妨げるエネルギー障壁の存在が報告
されている[105, 107]。外部の刺激を媒介として表面の化学的
特性を変えるスマートマテリアルは湿潤状態の移行を妨
げるエネルギー障壁を克服するための有効なアプローチ
を提供する。したがって、超疎水性表面上の固体/液体間
の付着性の可逆的スイッチングは、表面の化学応答と表
面の粗さとを正確に調整することで実現可能である。
この考えを実証するために、我々はシリコン表面[108] 上

の側鎖型高分子液晶であり、また熱応答性高分子である
PDMS-4OCBを部分的に改造した。平坦なPDMS-4OCB膜
上では、温度が２３度から７5度まで上昇した時（相転移
点のすぐ上）に水接触角が92.4 度から 89.3度に変わるが、
これは液晶の等方性相転移への不連続な界面アクション
変化に相当する。最適な粗さのシリコンウエファー上で

◎図７　pH及び/或いは温度の変化により、水接触角及びポリ（NIPAAm-
co-AAc）共重合体薄膜が変化した。
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は静水接触角は全て超疎水性レベルにあるが、水接触角
は温度を調節することで大きく変化する。この超疎水性
表面上での水滴のモビリティはローリング状態（水接触
角が７５度以下）からピン止め状態（図 8A）まで熱制御
が可能である。微視的側面（図8B）からの液体と基板と
の間のわずかなギャップが存在するかどうかにより、水
滴は２３度でCassie 状態にあり、７５度でWenzel状態に
あると判断できる。この結果は密着性のスイッチングが
湿潤状態の移行に依存することを示している。
スイッチ可能な接着性はまた超疎水性の鉄表面上で観

察できる。鉄表面上での超常磁性微小水滴は磁界を変え
ること[109]によって、ローリング状態からピン止め状態を
可逆的に制御することが可能で、鉄表面が帯磁する前、
或いは消磁後に鉄表面の磁気ドメインには秩序がない。
そのような表面は超常磁性微小水滴の中のFe3O4の中の
ナノ粒子の磁化がされないので、粒子間の磁力がなく、
超常磁性微小水滴は低い接着力のCassie状態に存在する結
果となる。鉄プレートが磁化すると鉄の磁気ドメインは
秩序よく配列され、そのような表面はFe3O4のナノ粒子
の磁化をもたらし、磁力が生まれる。その結果、超常磁
性微小水滴は高い接着力を持つWenzel状態に存在するこ
とになる。

上記の技術に比べると、エレクトロ・ウェッティング
法はより成熟した技術であり、液滴のCassie 状態から
Wenzel状態への移行を誘発する。しかし、伝統的なエレ
クトロ・ウェッティング法は常に固液接触エリアで起こ
ることから局部的に制御可能な湿潤状態の移行を実現す
ることは不可能である。最近、我々は光電子協賛湿潤プ
ロセス（図9A）[110]を使って超疎水性配向複合体ナノロッ
ドアレイ(ACNA)上で、正確に制御されパターン化された
湿潤状態移行を実現した。この技術をベースとして、局
部的な固液接触スイッチングが超疎水性表面上で達成さ

れた。例えば、水溶性の赤インク水滴を閾値電圧以下で
ACNA表面上に垂らすと、空気が個々のナノロッドの間
に閉じ込められる。パターン化された光「H」がACNA表
面を照らし、パターン化された場所の湿潤性がCassie 状
態からWenzel 状態へと移行する。こうして赤インクはナ
ノロッドの間に入り込み（図9B）、結果的にインクパター
ンの「H」は表面に接着し、余剰のインクは簡単に除去可
能になる（図9C）。

5.2.2.　調節可能な接着性

固体表面上の液滴粒子の湿潤/非湿潤挙動は二相間では
その接触が明白でなく、三相間で明白となる。魚のうろ
この自浄効果についての模倣研究により、水/空気/固体
システムの中の超親水性表面が、空気相を水相に取り換
えることで[111, 112]、油/水/固体システムの中で超疎水性特
性を示すことが明らかになっている。
油/水/固体システムにおける湿潤挙動の詳細を理解す

るために、滑らかなマイクロ構造表面とマイクロ・ナノ
階層構造のシリコン表面を我々のモデル表面として選択
した。滑らかなシリコン表面は接触角が134.8度の疎油性

◎図８　(A)　摂氏２３度（左）から７５度（右－差し込み図は基板がさか
さまになっても水滴が表面に付着していることを示している）ま
での間のローリングからピン止め状態への水滴のモビリティの可
逆的スイッチング、(B)　摂氏２３度で水滴は複合状態（Cassie
状態）にある。７５度でこれは湿潤状態（Wenzel状態）にある。

◎図９　ナノロッドアレイ表面上の光電子協奏的湿潤

(A)　光の点灯前と後、　(B)　表面湿潤性が、ナノロッドアレイ表面に対し
「H」のパターンをした光を伴って、Cassie状態からWenzel状態に局部
的に移行する。(C)　余分なインクを取り除くと「H」のインクパターンが
残る。

◎図10　異なった基板上－　(A)滑らか、(B)　マイクロ構造、(C)マイク
ロ/ナノ構造のシリコン基板　－　でのNAF測定期間の異なった
段階で撮られた基板及び油滴の走査型電子顕微鏡のイメージ
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であり（図10A）、マイクロ構造をしたマイクロ・ナノ階
層構造のシリコン表面は接触角が150度以上で（図10B 及
びC）、超疎水性を示す。しかし、これらの接着挙動は大
きく異なる。滑らかなシリコン表面は油滴への接着性が
著しく、常に油滴を大きく歪めながら引きつけ、破壊す
る（図10A）。接着力は引っ張り力24.7 μNより大である。
マイクロ構造のシリコン表面にとって、油滴は楕円形（図
10B）に伸張するだけである。測定された接着力はおおよ
そ10.2 μNである。しかし、マイクロ・ナノ構造のシリコ
ン表面にとって、油滴の形は測定の間、球状を維持する。
これは接着力が1 μN （図10C）未満であることを示唆し
ている。油/空気/固体システムでは、接着特性は水/空気
/固体システムの接着特性を維持する。表面が油滴と接触
すると、水分子はマイクロ・ナノ構造に閉じ込められ、
油/空気/固体複合体界面を形成し、閉じ込められた水分
子は油滴と固体表面の間の密着力を大きく減少させる。

最近、我々は油/空気/固体システムをベースとしたin-
situ湿潤性スイッチを開発した[113]。水媒体での油滴の湿
潤状態は導電膜のレドックス化の間に、Wenzel状態と
Cassie状態の間を素早く、そして可逆的にスイッチされ
る。従って、固・液界面状の密着性は密着状態と非密着
状態の間でスイッチされる。in-situ接着力測定では、ポリ
ピロール膜が酸化され、接触が制御され油滴を残すと、
この油滴の形は球状から楕円形へ、そしてまた球状へと
変化する。接着力の測定値はおよそ8.7 μNであった。対

照的に、ポリピロール膜が還元されると、およそ1.6 μN
という低い接着力を示した。全測定プロセスの間、油滴
の形は球状であった。
図11は油滴の動きを制御するために、in-situスイッチを

適用した一つの成功例である。一つの油滴を選択してロー
リング状態或いは止動状態で電気化学的に制御した。図
11aは正電圧を加えられた時に油滴がポリピロール膜に接
着する様子を示している。ポリピロール膜が還元される
と、接触角は増加し、重力の影響で油滴が転げ始めた（図 
11b, c)。これは固体表面と油滴との間の接着力が大きく
低下したことを意味する。一定の距離を転げた後、正電
圧を加えると油滴が止まった（図11d）。これは接着力が
増加し、重力の影響に勝ったことを意味している。最終
的に、負電圧を加えると、表面上を油滴が転がり始めた
（図11e-g）。接着性のスイッチングはポリピロール膜が酸
化・還元されている間のイオン変化が原因である。還元
状態でのドーピングイオンは表面張力を変化させるだけ
でなく、表面構造の粗さを高めるが、これは水性媒体中
でWenzel状態からCassie状態への可逆的な移行を容易に
する。
我々は、水/空気/固体システムでの超疎水性表面と比

較して、油/空気/固体システムでの超疎水性表面は、非
生体接着アプリケーションにとってより興味深く、また
重要であると考える。例えば、我々はシリコンナノワイ
ヤーアレイ[114]からポリマーを移植することで、熱応答性
ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（PNIPAAm）表
面上にナノスケールトポグラフィを構築した。調整され
た表面は水の中の油滴に対し、PNIPAAmの下部完溶温度
の上下両方で超疎水性及び低接着性を示すが、これは相
対的に高い比率の水分子がナノ構造に閉じ込められてい
ることを示唆している。この結果、大きく還元された血
小板粘着が下部完溶温度の上下両方で調整された表面上
で達成されるが、これは、ナノ構造に閉じ込められてい
る相対的に高い比率の水分子が血小板粘着を還元するに
あたって大きな役割を果たすことを証明するものである。

６．１次元システム
6.1　濡れたクモ糸状での方向性のある水収集性

◎図11　電気化学ポテンシャルを調節することでポリピロール表面上の油
滴動きのスマート制御

a)油滴が接着によりポリピロール上に留まろうとしている。b) ポリピロー
ル表面が還元されると、油滴の接触角が増加した。c)油滴が表面上を走り
始めた。d)油滴にブレーキがかかり、ポリピロール表面上に再度、付着した。
e-g)油滴が球状に戻り、転げ落ちた。

◎図12　クモの糸の方向性がある露水収集のIn situ光学顕微鏡観察
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植物界及び動物界の両方で多くの生物学的表面が、
マイクロ及びナノメータ規模で、水との相互作用、つま
り、湿潤性を制御する珍しい構造的特徴を持っている。
不思議な例の一つがデザートビートルである。彼らは背
中にあるマイクロメータサイズの疎水性及び親水性のパ
ターンを使って、湿気を帯びた空気から水を捕らえる。
結露したクモの巣に驚嘆した人は誰でも知っているよう
に、クモの糸もまた効率的に空気から水を集めること
ができる。最近、我々はタイリクウズグモ（Uloborus 
walckenaerius）の水を捕らえる能力を持つ糸がユニーク
な繊維構造の結果であると報告した。この繊維構造は濡
れると、ランダムな方向を向いているナノ繊維からなる
いくつもの紡錘状のこぶが、整列したナノ繊維[115]からな
る接合部で隔てられているという特徴をもつ「湿ると再
構成される」繊維で形成されているのである。この構造
が紡錘状のこぶと接合部の間に表面エネルギー勾配とま
たラプラス圧に差を生じさせ、両要件は、紡錘状のこぶ
のまわりの水滴の連続凝縮及び方向修正をなすように作
用する。図12で示すように、ミリメータ未満のサイズの
液滴が表面エネルギー勾配或いはラプラス圧差により追
いやられていたが、これまではマイクロメータサイズの
液滴の動きをより難しくするより大きなヒステリシス効
果に打ち勝つために何れの力も使われてこなかった。両
方の駆動力に接触して、クモの糸はこの課題を克服して
いる。この発見に触発されて、我々はさらにクモの糸の
構造を模倣する人工的な繊維を作り、これらの繊維が自
然材料の水集荷特性を再生産することに成功した。我々
はこの研究が、大気から真水を集めたり、工業工程で液
体エアロゾルをろ過したりできる機能性表面の設計に寄
与すると考えている。
6.2　ナノチャネルのバイオインスパイアード・スマート

ゲート

通常の身体機能はイオンチャネル内のイオン輸送の制
御に大きく依存する[116, 117]。膜タンパク質からできた生物
学的イオンチャネルが、細胞回路[116]で重要な役割を果た
す[116, 117]。近年になって、人工的なナノチャネルが大き
く研究の対象としてクローズアップされてきた。自然の
イオンチャネルが埋め込まれている脆弱な脂質二重膜と
異なり、合成ナノチャネルは生物学的イオンチャネル同
様の機能と優位性を持つことから、バイオセンシング[118]
や、シークエンシング[119]、及びエネルギー変換[120, 121]分
野での潜在的な可能性を示している。以前作ったスマー
ト表面の延長として、トラックエッチングされたポリエ
チレンテレフタラート膜（PET - 12ミリ厚で、中心に単
一イオントラックを持つ、Hostaphan RN12 Hoechst）及
びプロトン駆動のC4-DNA分子[122] を持つスマートゲート
DNA-ナノチャネルシステムが開発された。ゲート特性
は、生物学的イオンチャネルのゲーティング機構を密接
に模倣するC4-DNA分子を折りたたんだり広げたりするこ
とで発揮される。
プロトン駆動のスマートゲートDNAナノチャネルシス

テムを創製するという考えをベースとして、0から1500×
10-6 M[123]までの濃度のカリウムイオンに対する非線形応
答を得るためにグアニン四本鎖DNAを合成ナノチャネル
に固定し、カリウム応答性コンフォーメーション変化を
させ、カリウム応答性ナノチャネルシステムを実現した。
マイクロチャネルに関しては、その表面特性は応答性

分子の変化から起因し、表面張力との接触角の変化につ
ながる。ナノチャネルについては、そのゲート特性は外
部刺激に応答する機能分子を持つ表面を部分的に修正す
ることで得られる（図１３）。従って、種々のバイオイン
スパイアード・スマートゲートナノチャネルはDNA分子
の代りに応答性分子（pH-[122]、イオン-,[123] サーモ-[124] 等）
を使って構築できる。ポリ（N-イソプロピルアクリルア
ミド）（PNIPAAm）-　ナノチャネルが熱駆動分子ゲート
として働き、作動温度を23‒40℃で調節するだけで遠隔制
御が可能である。同時に、我々は生体内の亜鉛活性化イ
オンチャネルに類似したメカニズムを持つ亜鉛活性化ペ
プチドナノチャネルを作り、さらに、光応答性分子が内
部ナノチャネル壁に固定されると光で開閉する合成ナノ
チャネルが得られた。そのような分子にはアゾベンゼン、
スピロピラン、マラカイト及びそれらの誘導体等[125]があ
る。将来的に複数の応答性分子が同時に導入可能になれ
ば、いくつかの制御可能な機能を持つ二重及び多重応答
性のナノチャネルが得られることになる。

７．展望
我々はこの研究で、生物から学ぶスマート界面材料の

設計と創製についての最近の進捗状況を検証し、特に二
つの相反する湿潤特性を持つスマート表面を提示した。
親水性及び疎水性と言う二つの補完的な特性を生物から

◎図13　マイクロ/ナノチャネルシステムのスマートゲートの図解

中央　－　マイクロ/ナノチャネルシステムのスマートゲート。青い矢は、
マイクロチャネル（円錐チャネルの底部）からナノチャネル（円錐チャネ
ルの先端部）への液体の移動方向を示す。修正されたチャネル壁の二つの
紫の線は外部刺激に応答する機能分子を表し、マイクロチャネルでの接触
角やナノチャネルでのスマートゲートなどの表面特性の変化となる。周囲
　－　応答性分子（光-、熱-、イオン-、等）の典型的な構造及びスタイル。
外部刺激で、分子形態、分子双極子、電荷分布、及び原子配置と言った分
子変化が起こる。
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学び、スマート界面材料の設計に成功したことで、その
他の相互に補完し合う特性、例えば、導電性/絶縁性、凹
面/凸面、p型半導体/n型半導体, 酸化性/還元性、及び強
磁性/反強磁性が将来的にバイオにインスピレーションを
得たスマート界面材料の設計に使用されることになるだ
ろう。いくつかの界面材料が実用化され産業生産への可
能性を示しているが、これらの材料の設計には表面上の
変更を含む多くの複雑な問題があり、新現象の理論的分
析に対して更なる関連課題の研究が必要である。刺激応

答特性を備えた新しい有機或いは無機材料の設計、統合
及びアプリケーションが重要な課題である。特に複雑な
実生活条件が、温度、pH溶媒、光、電界等と言った環境
からの二重或いは多重の刺激に対して対応するスマート
界面材料を求めている。自然から学ぶことは不変的な原
則である。何百万年に亘って進化してきた自然には多く
の不思議な特性があり、我々が新しい機能的な界面材料
を開発するにあたって自然はインスピレーションを与え
てくれるのである。
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中国の光触媒技術応用の現状及び展望

付　賢智　Fu Xianzhi　●福州大学副学長・教授、光触媒研究所所長、国家環境光触媒エンジニアリング研究センター主任、
中国工程院院士（工学アカデミー会員）

1957年7月生まれ。1991年、北京大学化学学部物理化学学科を卒業し、理学博士の学位を取得。1991 ～ 1993年、北京大学で
触媒分野のポスドク研究に従事。1993 ～ 1997年、米ウィスコンシン大学マディソン校で光触媒分野のポスドク研究に従事。
1997年以降は福州大学に勤務。中国国務院学位委員会化学学科評議グループメンバー、中国再生可能エネルギー学会光化学専門
委員会主任委員、中 国化学学会触媒専門委員会委員等を兼任している。

1972年、日本の著名な学者である藤嶋と本多は
「Nature」に極めて革新的な論文を発表し、半導体TiO2
の単結晶電極で水が光分解され、水素と酸素が発生する
との現象が報告された。この重要な発見は、人類が太陽
エネルギーを開発・利用するための全く新しい道を開く
ものであり、不均一系光触媒の応用研究がこの時から始
まった。
中国の光触媒研究は1970年代中・後期にスタートした

が、当時は少数の科学研究者が関連の研究に従事するだ
けであり、その研究内容は光触媒による水の分解と水素
製造が主なものであった。1990年代後期から、中国の政
府関係部門は光触媒の基礎・応用技術の研究開発に対す
る支援を強化するようになり、国家重大科学技術難関攻
略プロジェクト、973計画プロジェクト、863計画プロジェ
クト、国家自然科学基金重点プロジェクト等を含む多く
の科学研究プロジェクトが相次いで手配・実施された。
その結果、中国では近年、光触媒の基礎研究と応用技術
開発の水準が全体的に著しく向上し、一連の重要な研究
成果が得られ、光触媒技術の幅広い実用化が大いに促さ
れ、この技術を基礎とする新興の環境保護産業が初歩的
に形成された。
中国では光触媒の研究規模が拡大し、福州大学、北京

大学、清華大学、南京大学、吉林大学、浙江大学、西安
交通大学、武漢理工大学、中国科学技術大学等を含む百
校近くの大学及び、中国科学院化学研究所、理化技術研
究所、大連化学物理研究所、上海珪酸塩研究所、プロセ
ス工学研究所等を含む数十の研究機関が光触媒の基礎・
応用研究を進めている。また、数百社の企業が光触媒製
品の開発と生産に従事しており、光触媒の工業生産を牽
引役とし、空気浄化、水浄化、環境調和型建材等の分野
での光触媒技術の応用を導き手とし、製品の研究開発、
生産、サービスを一体化したハイテク産業チェーンがほ
ぼ出来上がった。初歩的な見積もりによれば、現在、光
触媒を利用した中国の環境保護技術・製品の市場規模は
百億元前後に達する。本論文は中国の光触媒技術応用の
現状、存在する問題点及び発展の見通しについて簡単に
説明し、その展望を示すものである。

１．中国の光触媒技術応用の現状
本論文は、1．中国のエネルギー構造の現状を説明する

とともに、集中型低炭素エネルギー、分布型低炭素エネ
ルギー及び個別低炭素エネルギーの研究と技術の進展状
況を整理・分析し、2．大気、固形廃棄物、水環境及び炭鉱・
油田の視点から低炭素エネルギーに関係する環境汚染防
止研究の現状を分析し、
１．光触媒の工業生産
光触媒は光触媒技術を応用するための基礎となる。光

触媒技術の応用規模の拡大に伴い、光触媒の調製も実験
室段階の調製からロット生産へと次第に拡大し、さらに
は大規模な工業化生産も行われている。大まかな統計に
よれば、2009年末現在、光触媒を生産・販売する中国企
業は300社近くあり、全国各地に広く及んでいる。現在、
生産されている主な光触媒はTiO2をベースとするナノ光
触媒である。具体例は次の通り。福州桑莱斯科技開発有
限公司は主にTiO2をベースとするナノ固体超強酸光触媒
の生産に従事しており、その生産規模は100t前後に達す
る。広州奥因光触媒有限公司は先進水準をいくナノ光触
媒材料の自動化生産ラインが既に完成しており、TiO2の
粒径は5 ～ 10nmの範囲内に抑えられ、年産規模は1,000t
以上に達する。広州市光チタン環保科技有限公司はナノ
光触媒材料の研究・生産・応用を進めており、年産規模
は1,000tを超える。江蘇河海ナノ科技股分有限公司はTiO2
ナノ酸化物の粉体光触媒を中心とする年産500tの生産ラ
インを建設し、シリーズ製品を発売している。山東莱陽
子西莱環保科技有限公司はナノ二酸化チタンの光触媒粉
体、液相光触媒等の製品を生産している。同公司は年産
能力300tのナノTiO2生産ラインを持ち、年産額は5,000万
元余りとなる。
２．空気浄化分野における光触媒技術の応用
現在、空気浄化は中国の光触媒技術の主な応用分野で

あり、光触媒を利用した空気浄化技術製品には光触媒室
内空気浄化器、建物内空気集中浄化光触媒設備、工業廃
ガス（トリフェニル廃ガス、有機系廃ガス、悪臭ガス）
光触媒処理設備、特殊密閉キャビン光触媒浄化システム
等が含まれる。
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光触媒を利用した空気浄化の分野では、中国の多くの
大学や研究所が応用研究に取り組んでいる。そのうち最
も代表的な研究は福州大学、清華大学、北京工業大学、
華南理工大学、華東理工大学等によるものであり、実用
化のための一連の研究成果が得られた。光触媒技術と他
の先進的技術（O3酸化技術、低温プラズマ技術、吸着技
術等）を結合した室内空気浄化技術・製品の研究開発成
果は既に関連企業との協力で産業化が実現されている。
光触媒室内空気浄化器と建物内空気集中浄化設備を生産
している中国の代表的企業には福建漳州万利達光触媒科
技有限公司、武漢玉立奥博科技発展有限公司、北京中西
遠大科技有限公司、迪美国際集団環保科技（中国）有限
公司、上海華明高技術（集団）有限公司、東莞市宇潔新
材料有限公司、江陰嘉頓環保設備有限公司等がある。
3．環境調和型建材分野における光触媒技術の応用
光触媒膜材料が持つ光酸化還元、超親水性、殺菌等の

機能に基づき、セルフクリーニング抗菌塗料、セルフク
リーニング抗菌磁器タイル、セルフクリーニング防曇ガ
ラス等を含む一連の環境調和型建材が既に開発され、産
業化と実用化も進んでいる。光触媒膜機能材料はさらに
電力分野の防汚・フラッシュオーバー防止高圧碍子及び
一部の医療器械等に応用されている。
光触媒を利用した環境調和型建材の分野では、福州大

学、上海復旦大学、武漢理工大学、中国科学院理化技術
研究所等が一連の新しい生産技術・製品を研究開発し、
関連企業との協力で製品の産業化と実用化を進めてい
る。セルフクリーニング抗菌磁器タイルを開発・生産し
ている主要企業には蘇州宏盛陶瓷業有限公司、晋江騰達
陶瓷有限公司、広西北流市環球陶瓷有限公司、中商世紀
ナノ公司、明天ナノ科技有限公司等がある。また、セル
フクリーニング防曇ガラスを開発・生産している主要企
業には中科ナノ技術工学センター有限公司、中国耀華股
分有限公司、湖北三峡新型建材股分有限公司等がある。
中科ナノ技術工学センター有限公司が生産しているセル
フクリーニングガラスは常温常圧吹付け塗装の方法を採
用し、工程が簡単であり、この技術の応用に対するハー
ドルが引き下げられた。これにより、ナノセルフクリー
ニングガラスはコストダウンが実現し、市場のキャパシ
ティーが確保され、メーカー側も十分な利益を得られる
ようになった。中国国家大劇院のドームガラスには同社
の製品が採用されている。中国耀華股分有限公司は化学
気相析出技術を採用し、フロートガラスの生産過程にお
いて、二酸化チタンナノ膜をガラス表面に直接メッキし
ており、ガラスにセルフクリーニング機能を持たせた。
国家建築材料試験センターが検査測定した結果、その製
品の性能は英国ピルキントン社の同類製品の水準に達
し、東北、華北、華東等の市場に既に投入されている。
湖北三峡新型建材公司が武漢理工大学と共同開発した
TiO2基薄膜セルフクリーニングガラスはかび止め、防曇、

殺菌、消毒の機能を備えており、建物のガラスカーテン
ウォール、ガラス照明器具、自動車ガラス、車用バック
ミラー、太陽電池カバープレート、ソーラー温水器ガラ
ス等に用いることができる。これらの製品開発の成功に
より、中国では光触媒セルフクリーニングガラスの生産
への応用が急速に進み、市場も活発に動き始めている。
4．廃水処理の分野における光触媒技術の応用
中国の水質汚濁問題は非常に深刻である。特に石油化

工、捺染、製紙、製薬、コーキング、農薬等の重度汚染
業種の有機系廃水が大量に排出され、広域汚染源となっ
ている。その特徴は有毒の残留性有機汚染物質（POPs）
を大量に含んでいることであり、現在の生化学技術、吸
着技術等では徹底的に除去することができず、自然界で
も分解しにくい。研究結果が示しているように、有毒の
分解しにくい有機汚染物質の多くは光触媒作用により効
果的に除去又は分解することができる。このため、光触
媒酸化技術及びこの技術と他の技術をミックスした統合
技術を採用し、被汚染水域の高度浄化を進めることは近
年、水質汚濁処理におけるホットな研究テーマとなって
いる。現在、光触媒技術を基礎とする新しい水質汚濁処
理技術の研究が大きく前進しており、石油化工、捺染、
製紙、製薬、コーキング、農薬等の有機系工業廃水の浄
化処理及び富栄養化水域の藻類除去、飲用水の消毒等の
面で小規模な実証的応用が既に行われている。当面と今
後の一時期において、中国政府が水質汚濁防止の重点対
策を強力に推進し、また、光触媒技術を基礎とする新し
い水質汚濁処理技術が成熟・向上するのに伴い、この分
野における光触媒技術は大規模な実用化が進み、水質汚
濁処理産業の発展を大きく後押しするものと思われる。

２．存在する問題点及び発展の見通しと展望
1．光触媒技術の応用における問題点
光触媒技術は新しい先進的な環境保護技術として多く

のユニークな優位性を備え、空気浄化、環境調和型建材、
水質汚濁処理等の環境分野で既に応用が始まっている。
しかし、目下の所、二酸化チタンをベースとする半導体
光触媒にはなお幾つかのカギとなる技術的難題があり、
工業面での応用がひどく制約されている。特に際立つ問
題点は次の通り。
①光触媒及びその反応プロセスの効率が低過ぎ、大量で
高濃度の工業廃ガス・廃水を処理することは難しい。

②太陽エネルギーの利用率が低い。可視光に誘導され、
且つ高い量子効率を持つ実用的な新型光触媒の開発
が待たれる。

③光触媒エンジニアリング化のカギとなる技術・設備
で突破口を開く必要がある。これには不均一系反応
工学とその制御技術（例：大型・高効率光触媒反応
器の設計、反応制御、光源制御システムの設計及び
そのシステム統合）、光触媒の有効負荷と有効分離技
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術、光触媒不活性化の抑制及び原位置再生技術等が
含まれる。

上記のカギとなる問題を解決すれば、光触媒技術の大
規模な実用化が進み、新興の光触媒環境保護産業の飛躍
的発展が力強く後押しされることになろう。
２．中国の光触媒技術応用の見通しと展望
環境汚染問題の解決は今や、中国が国民経済・社会の

持続可能な発展を実現し、国民の生活・健康水準を高め
る上での差し迫った戦略的かつ現実的な要請となってい
る。中国政府は環境保護問題を大いに重視しており、環
境保護を基本的国策に据え、その技術開発を国の科学技
術発展の戦略重点の一つとしてとらえ、環境保護への資
金投入を大幅に増やした。政策と巨額の投資による強力
な後押しのお陰で、中国の環境保護産業は近年、飛躍的
な発展を遂げた。新しい先進的な環境保護技術に対する

大きな市場需要は、中国の光触媒技術の発展と応用を力
強く後押しし、また、新興の光触媒環境保護産業を急速
に発展させるためのかつてない歴史的チャンスを与える
ことになろう。
同時に又、光触媒の基礎・応用研究が深まるのに伴い、

光触媒の基本プロセスを主な特徴とする水分解・水素製
造、染料増感太陽電池等のカギとなる技術のネックが解
消される見通しである。そうなれば、エネルギー分野に
おける光触媒技術の応用及びその関連産業は活発化する
に違いない。これは中国がエネルギー不足問題を解決す
る上で重要な意義を持つ。
今後、光触媒技術を基礎とするハイテク産業が中国に

出現し、これが関連産業の技術の進歩と発展をリードし、
顕著な社会的・経済的効果を生むものと予想される。
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中国は資源、エネルギー、環境の大きな圧力を前に、
中央から地方政府に至るまで新しい材料と資源、エネル
ギーと環境の調和の取れた発展を非常に重視し、環境に
優しい新型材料の研究と開発に大いに力を入れ、その普
及を図るとともに、政策、資金等の面からこれに力強い
支援を与えている。光触媒材料技術は中国ではまだ発展
途上の段階にあるが、環境整備面でメリットがあること
から、1997年以降、この光触媒技術は863、973等の国の
重大科学研究計画プロジェクトに何度も組み込まれてお
り、2005年には光触媒産業を国が当面優先的に発展させ
るハイテク産業化の重点リストに入れた。2009年、初の
国家光触媒重点実験室が福建省に設立され、2010年には
国家標準化委員会が光触媒の4つの機能の検査測定に関す
る国のシリーズ規格を発表した。好ましい政策環境が光
触媒材料業界の速やかな発展を後押ししている。現在、
国内の各主要科学研究機関にはいずれも光触媒関連の研
究チームがあり、多くの重要な研究分野を切り開いた。
中国の光触媒材料は建材、環境保護、家電等の各業界

で産業化への応用が実現され、その材料を利用して研究
開発した製品は多くの分野に及んでおり、製品のタイプ
は100種に達する。深圳、広東、北京、上海等では多くの
企業が光触媒関連製品を生産・経営し、その中には海爾
（ハイアール）、聯想（レノボ）、聖象、吉利のような有
名企業も含まれ、この機能を自社製品に次々と取り入れ
て製品の付加価値を高めている。大まかな統計によれば、
2009年末現在、中国内で光触媒材料を取り扱う企業又は
その関連企業は4,000社近くを数え、その中には国際的に
有名な企業も少なくない。
全体として言うなら、中国独自の産業と市場の優位性

が業界の発展を引っ張ってきた。しかし、わが国はまさ
に発展途上の段階にあり、1人当たりのGDP水準はまだ高
いものでなく、このため現在、ほとんどの生産企業の主
要業務は単純な加工製品の製造、又は外国ブランド（例
えば日本、韓国等）製品の代理販売となっている。それ
と同時に、光触媒産業に従事する関連企業の製品は品質
が不揃いで、企業規格が十分でなく、権威ある検査・測

定認証を欠いている。これらは中国の光触媒業界が改善・
解決すべき問題である。

中国の光触媒製品及び産業の概況
近年、中国市場では光触媒材料の関連製品が急速な発

展を遂げた。しかし、結局の所、新興産業であり、現在、
中国の市場で多く見られるのは光触媒抗菌、空気浄化製
品及び一部の建築材料等である。2010年に入るまで、わ
が国にはこの業界を対象とした必要な検査測定基準及び
評定基準がなく、一部の企業は目先の利益に突き動かさ
れ、光触媒プロジェクトを次々と立ち上げ、一時期、市
場には光触媒の製品ブランドが溢れ、玉石混交の状態で
あった。

中国の光触媒産業の現状および応用

只　金芳　Zhi Jinfang　●中国科学院理化技術研究所教授
中国化工学会化工新材料委員会光触媒材料・応用分会秘書長。1984年、南開大学化学科で学士の学位を取得。1987年、南開
大学化学科（有機化学）で修士の学位を取得。1987年～ 1991年、南開大学化学科有機化学専攻の助手、講師を務める。1991
年、国の公費で日本の東京大学工学部に派遣され、博士号を取るために学ぶ。1995年4月、東大工学部応用化学科で工学博士の
学位を取得。光触媒の発明者である藤嶋昭教授に師事した。1995年～ 1999年、日本のNOK先端技術研究所で研究員を務める。
2000年1 月～ 2003年7月、日本学術振興事業団で「光電・界面材料研究チーム」の特別研究員（ポスドク研究員）を務める。
2005年4月から12月まで早稲田大学の客員研究員となる。2003年7月、中国科学院の人材導入事業に応じて帰国。光触媒、光電
機能材料の研究開発に長年従事してきた。
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日本の市場に比べるなら、中国は光触媒に対する企業
と消費者の普及・認知度を一段と高める必要がある。国
が2010年初めに光触媒材料のシリーズ規格を打ち出した
ことは、企業の市場参入意欲を高め、消費者の認知度を
強め、市場の秩序ある発展を守る上で非常に重要な促進
的役割を果たすことになろう。
中国の光触媒業界における産業化の規模を2009年時点の

シェア別ランキングで見ると、空気浄化が約70％、セルフ
クリーニングが約20％、抗菌及び水浄化が10％を占める。
主な応用分野は建築類（室内浄化、家具リビング、ガラス
装飾等）が多数を占めており、これ以外に日用品、家電（空
気浄化、セルフクリーニング、抗菌）その他工業、自動車（車
内浄化）、廃水水処理、医療衛生等がある。光触媒の産業
化に専門に従事している企業の多くは中小企業である。
地域分布の状況から言うと、中国の主な光触媒産業分

布は次の通り。華南：広州、深圳、福建が30％を占め、
原料代理業務と製品加工が中心である。華中：上海、浙江、
重慶が20％を占め、主には製品の生産と原料の代理業務
である。華北：北京、天津が30％を占め、産業化が中心
である。その他の地域が約20％を占め、これらの地域は
主に外国製品の代理業務を扱っている。
現在、わが国の光触媒産業に存在する主な問題点は、

新製品の研究開発が立ち遅れ、応用研究の強化が待たれ、
主な参入企業が中小企業だということである。特にこの
産業は本格的にスタートしてから10年前後しか経ってお
らず、基準的な業界規格がまだなく、一部の光触媒関連
製品メーカーは権威ある部門が作成した無毒、滅菌及び
汚染処理の検査測定・検定報告書を手に入れる前から、
製品を市場に投入している。この他、品質の低下により、
多くの製品は光触媒材料が持つ殺菌、汚染物分解等の機
能を十分に生かしておらず、市場に出回る製品は玉石混
交で、消費者の信頼を失いかねない状況にある。

将来の光触媒産業に起こりうる変化と発展動向
2010年1月1日、中国は光触媒関連の初の国家規格（4項

目）を正式に実施し、この分野の関連業界規格の制定も徐々
にスケジュールに上っている。規格の充実は光触媒の技術
と製品の規範を早急に見直し、業界構造を調整する上で非
常に重要な役割を果たすことになろう。我々はこの国家規
格の実施が光触媒材料業界の発展を大きく後押しするもの
と期待している。今後の数年で中国の光触媒材料業界は確
実に産業化の勢いが強まり、専門化を軸に業界の調整が進
むことになろう。
また、光触媒業界の健全な発展に伴い、これに関連する

以下の付帯業種が発展するものと見られる。1．光触媒材
料・応用企業向けのサービスを提供する研究開発センター
（例：産業パーク、産業拠点）、2．光触媒材料の各産業段
階の技術検査測定を担当する検査測定機関、3．川上企業
と川下企業の間にある代理加工（例：生地コーティング）

関連の加工企業及び、4．応用企業向けの付帯サービス（例
えば建築壁体施工）を提供する関連施工企業等。
光触媒の材料応用開発は中国市場で大きな可能性を秘め

ている。中国は21世紀にオリンピック招致とWTO加盟を成
功させた。こうした繁栄の時代において、中国経済の全面
的で急速な発展が促されることは間違いない。国民経済の
支柱産業の1つとして、建築装飾業はかつてない好機を迎え
ている。わが国の権威ある市場調査によれば、1998年に中
国で住宅の内装に用いられた費用は1,000億元に達し、2000
年に1,800億元となり、2002年には2,000億元の大台を突破し
た。向こう10年間、装飾・内装業界の成長率は建築業の平
均ペースを上回るだろうと専門家は予測している。年間成
長率を20％として計算するなら、2010年の内装総額は6,000
億元以上になる見通しである。経済が着実に成長し、居住
環境に対する人々の要求が次第に高まるのに伴い、大量の
新型建築装飾材料が幅広く応用されるようになり、事務用
品、家電及び各種の施設から放出される有害ガスが人々の
心身の健康を蝕んでいる。近年、室内汚染による中毒の事
例が何度も報告され、苦情申し立ての件数が急速に増えて
いる。中国消費者協会は既に警鐘を鳴らし、内装材には深
刻な汚染が存在することを大衆に伝えた。現在、内装契約
を結ぶ時、環境保護条項の追加を求める消費者が増え、住
宅を購入する時はデベロッパーに環境保護検査測定証明の
提示を求める人が増え、さらには室内空気の質を検査する
よう求める人が増えており、環境汚染問題は今や人々の幅
広い関心を集めている。2002年7月1日、「室内装飾・内装人
工板及び同製品におけるホルムアルデヒド放出量」の国家
規格が正式に実施され、2003年3月1日にはわが国初の「室
内空気の質基準」が正式に発効し、室内空気の汚染問題が
改めてクローズアップされた。内装による汚染に注意し、
室内空気に関心を寄せることは国民の共通認識となり、汚
染をどう処理するかが市場の注目点となっている。この他、
SARS以降、人々は環境問題をより幅広い視点からとらえ
るようになった。統計によれば、人々は自らの生存環境の
改善と生活の質向上を切実に願い、専門家が効果的な解決
案を示すよう強く望んでいる。室内環境問題の解決は既に
業界の合言葉となり、しかもこの分野は業界にとって前途
洋々だと言える。現在、中国市場では少数のエアコンが輸
入光触媒材料を使用しているのを除き、ほとんど応用例が
なく、市場の見通しが非常に明るい未開拓分野となってい
る。光触媒材料・製品はこの分野で大いに貢献することが
でき、これには疑問の余地がない。例えば、光触媒壁紙、
光触媒塗料、光触媒カーテン及び各種の装飾用品等である。
日本では既に多くの高層建築に光触媒塗料が使われ、また
現在、日本のJRは全ての電車、新幹線等の交通手段に光触
媒塗料を塗る準備を進めている。わが国にはまだこの方面
のプロジェクトがない。従って、この市場を開拓し、触媒
が国の大型プロジェクトに幾らかでも貢献できるなら、そ
れは人類に幸福をもたらす重要な事業となるであろう。
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中国における光触媒材料の研究開発

劉　興軍　Liu Xingjun　●厦門大学(アモイ大学)材料学院院長教授
工学博士。中国「国家傑出青年科学基金」受給者。中国国家973、863などプロジェクト責任者、担当者。Scienceなど学術論文
130数本発表。

周　忠華　Zhou Zhonghua　●厦門大学(アモイ大学)材料学院教授
工学博士。中国無機化工academic leader。
1998－2007年、コバレントマテリアル(株) (旧名：東芝セラミックス(株))研究所。2005年主任研究員。研究分野：光触媒およ
び応用、合成シリカなど無機材料。

前書き
“Honda ‒ Fujishima Effect”[1]が発表されて以来、光

触媒は幅広い分野の研究者に注目され[2]、その基礎および
応用研究は世界中で盛んに行われている。現在、主要な光
触媒工業化製品はTiO2である[2]。中国にも大学、研究所
における光触媒に関する研究は多い。光触媒分野での中国
National Engineering Research Centerは福建省福州大学に
ある。そこで、TiO2に関連する研究を中心に、福州大学に
おける光触媒材料の研究開発状況について紹介する。

１．基礎研究
（1）TiO2ベース固体超強酸触媒
TiO2ベースのより高活性光触媒の研究はTiO2の実用に

とって重要である。TiO2ベース固体超強酸触媒に関する
研究は、福州大学副学長Fu教授およびFu教授を中心に創
立された福州大学光触媒研究所で行われている。
Fu教授等はTiO2ベース固体超強酸触媒を九十年代後

半に報告した[3-4]。9wt% SO42-含有の硫酸化TiO2 (TiO2/
SO42-)はゾル－ゲル法で得たTiO2凝集体を1M H2SO4に浸
漬させ、110℃ 3h乾燥を経て、最後に500℃ 3h焼成によ
り作製する[3]。TiO2ベース固体超強酸触媒(TiO2/SO42-)は
安定した性能や、吸収端のblue-shiftなどの特徴を持ち、
TiO2より高活性である[4]。以来、TiO2ベース固体超強酸
触媒を中心に、新型、高活性、可視光反応型光触媒のシリー
ズの研究開発が行われている。
福州大学光触媒研究所は光触媒分野で中国National 

Engineering Research Centerになっており、Fu教授は
2009年12月に院士(中国工程院)に選ばれた。
（2）TiO2光触媒と基板との界面作用
TiO2光触媒と基板との界面において、界面の物理化学

状態はTiO2の光触媒活性に影響を及ぼす。
アルミ基板の界面拡散に及ぼすTiO2光触媒活性の影響

はアモイ大学材料学院Liu研究室が報告した[5-6]。Tetra-n-
butyl titanateを前駆体とし、ゾル－ゲル法でアルミ基板
上にTiO2薄膜を作製する。450℃ 30minの焼成により粒径
10-20nmの緻密なTiO2薄膜を得る。TiO2薄膜とアルミ基
板との間に、明確な界面拡散があり、TiO2薄膜中のAl3+
イオンがアルミ基板からの界面拡散によるものであり、
拡散層の厚みは約75nmである。界面拡散はTiO2光触媒活
性を低下させる。TiO2光触媒活性に対して、TiO2薄膜厚
みの増大はアルミ基板に及ぼす影響を小さくする[5]。
（3）TiO2ナノチューブアレー
ミクロンオーダーの長さで規則正しく並べたTiO2ナノ

チューブアレーをアモイ大学化学化工学院のLin研究室
が報告した[7]。作製には電気化学陽極酸化法を用いる。
NaF 0.5%+ Na2SO4 1mol/Lの中性溶液中で、チタン板を
陽極、白金板を陰極とし、印加電圧、反応時間のファク
ターを変えることで、形状とサイズをコントロールした
TiO2ナノチューブアレーの作製が可能になる。印加電圧
20V、陽極酸化時間5hのサンプルは直径100nm、長さ2.6-3.3
μTiO2のチューブから構成され、規則良く並べられたナ
ノチューブアレーを得る。陽極酸化電圧は形状とサイズ
に大いに影響する。500℃の熱処理したサンプルは光触媒
活性が最大になる[7]。その他、窒素ドープTiO2ナノチュー
ブアレー、TiO2ナノチューブアレーを用いるフェノール
分解試験などの研究も行われている。
（4）TiO2ナノ薄膜の低温作製
TiO2薄膜は結晶がよく形成されるために、通常のゾル

－ゲル法において、450-550℃の焼成が必要である。その
ため、低温焼成製造方法の探索は常に科学的興味が高い。
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150℃の低温で、単一anatase結晶型、(101)面優先成長、
粒径10-50nm、均一かつ緻密なTiO2薄膜の改良ゾル－ゲル
作製方法はアモイ大学材料学院のZeng研究室が報告した
[8]。自作TiO2分散液にガラス基板dip-coating後、titanium 
tetraisopropoxide (TTIP) + n-butanolゾルにdip-coatingす
る。改良ゾル－ゲル法の150℃焼成薄膜と通常ゾルーゲル
(TTIP + n-butanolゾル)の450℃焼成薄膜と比較する。改
良ゾル－ゲル法で150℃焼成した薄膜は紫外光－可視光で
より吸収特性を持ち、より高い光触媒活性を示す。
TiO2薄膜の修飾において、遷移金属ドープ、非金属ドー

プなど方法は注目分野である。ゾル－ゲル法で得られた
鉄ドープTiO2 (Fe-TiO2)薄膜をアンモニア雰囲気熱処理す
ることで、鉄、窒素共ドープTiO2 (Fe/N-TiO2)薄膜が作製
できる。関連研究はZeng研究室が行った[9]。結果として、
Fe/N-TiO2 (0.5 mol%Fe)薄膜は良い可視光親水性を示す。
鉄のドープは励起電子とホールとの再結合を低下させ、
窒素のドープはTiO2薄膜の可視光吸収を増強させる効果
をもたらす。鉄、窒素共ドープはシナジー効果を持つ。
（5）TiO2光触媒の失活および再生
光触媒酸化反応により、NH3などN含有化合物の光触媒

酸化最終生成物はNO3-、H2SなどS含有化合物の光触媒酸
化最終生成物はSO42-である。NO3-、SO42-のTiO2表面付着
することで、TiO2の活性が失活する。そのため、TiO2光
触媒環境浄化応用において、TiO2光触媒の寿命予測が解
決しなければならない課題になっており、TiO2光触媒失
活と表面付着との定量関係を明確にすることが必要であ
る。そこで、アモイ大学材料学院Zhou研究室ではそのシ
リーズ研究を行っている。
TiO2光触媒失活再生特性と表面付着NO3-濃度との相関

をZhou等は報告した[10]。TiO2粉末を硝酸液に浸漬するこ
とで、意図的にTiO2にNO3-を付着させる。表面付着NO3-

濃度は硝酸液濃度によってコントロールする。結果とし
て、TiO2の分解能力失活は吸着能力失活により、表面に付
着したNO3-による影響を受けしやすく、TiO2の吸着能力
および分解能力は、それぞれ50％失活に対応する付着NO3-

濃度について10.50wt%と4.24wt%となる[10]。図－1は吸着
能力、分解能力の失活と表面付着NO3-との相関を示す。こ
の結果はTiO2光触媒の寿命予測に有効であろう。
その他、Ag/TiO2、TiO2ナノチューブなどTiO2関連光触

媒高活性化の研究もZhou研究室で行っている。

２．応用研究
TiO2ベース固体超強酸触媒などの光触媒の応用とし

て、光触媒マスクや、光触媒空気浄化器が福州大学光触
媒研究所と企業との共同研究により開発された。これら
は2003年SARSの流行抑制に貢献した。
フィールドテストはTiO2光触媒応用技術研究において

重要なステップである。中国高速鉄道車両の空気浄化に
TiO2光触媒を応用するテストはアモイ大学材料学院など
が行った。車両のトイレなどの密閉空間ではTiO2光触媒
によるアンモニア濃度の低減が確認できた。

３．中日共同研究
例として、アモイ大学と昭和セラミックス(株)との光触

媒共同研究室が2008年に創設された。昭和セラミックス(株)
は大手セラミックメーカより光触媒セラミックフォーム製
造技術移管を2007年に受けた。共同研究室ではTiO2光触
媒高活性化を中心に研究している。2008年光触媒国際展に
も共同出展して、光触媒セラミックフォーム、光触媒脱臭
装置などを展示した。写真－1は当時の様子を示す。
まとめ
光触媒技術はワールドワイドにますます普及している中

で、中国福建省福州大学における光触媒の研究状況をTiO2
に関連した中心に紹介した。基礎研究においては、TiO2
ベース固定超強酸触媒や、TiO2光触媒と基板との界面、
TiO2ナノチューブアレー、TiO2ナノ薄膜、TiO2光触媒失
活再生などの関連研究を行っている。応用研究において
は、一部の光触媒製品も工業化した。中日間の共同研究の
例もある。光触媒技術が更に大いに発展するのを期待して
いる。

◎図1　TiO2吸着能力、分解能力の失活と表面付着NO3-との相関

◎写真1　2008年光触媒国際展共同出展
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1972年、日本の科学者であるFujishimaとHonda[1]は、
近紫外線の作用により、ルチル型TiO2の単結晶電極が
常温常圧下で水の分解反応を起こしうることを初めて報
告した。この記念碑的重大発見は、金属酸化物半導体異
相の光触媒研究において新時代の幕開けを告げるもので
あった。光励起半導体TiO2が初期電荷分離を生み出す原
理にもとづき、TiO2光触媒が太陽エネルギーと空気中の
酸素を直接利用して、有毒有害汚染物質を分解すること
が可能になったのである。こうして、環境汚染物質の処
理に応用出来る可能性の高い緑色酸化技術が登場した。
本論文は、主に光触媒による有毒有機汚染物質の分解

に関する研究の最新状況について論述することを課題と
し、特に可視光線の光触媒が環境親和性酸化剤（O2また
はH2O2）の有機汚染物質分解作用を活性化するという新
しいシステムと、鉄の光化学反応および地球化学的反応
の環境に対する影響を紹介することに重点を置いている。

１．可視光線の光触媒による染料汚染物質分解の原理[2-5]
中国は世界一の染料生産国かつ主要染料輸出国であ

り、2008年の中国の染料総生産量は67.8万トンに及ぶ。し
かし、染料生産の廃水は毒性が高く、生物による分解の
可能性も比較的低いため、すでに生態系に深刻な環境被
害をもたらしている。このことから、染料分解の緑色・
クリーン酸化技術の開発は避けることのできない課題で
あるといえよう。
これに対応して、近年、可視光線を照射して染料汚染

物質を光分解する研究分野において系統的な研究が進ん
でいる。現在すでにフリーラジカル測定、中間生産物分
析、in situ特性など分解メカニズムに関する研究方法が確
立されており、数十種類の染料汚染物質の分解および一
過性生成物と中間生成物のトラッキング測定によって、
従来の紫外線光触媒とは異なる可視光線光触媒による染
料汚染物質分解の詳細なメカニズムが明らかにされてい
る（図1参照）。まず、可視光線が照射されてもTiO2自体
には光反応は起こらないが、染料分子（TiO2ではないも
の）が励起され、励起状態染料（dye*）を生成する。こ
の励起状態染料はTiO2半導体の伝導帯に電子を一つ注入

してフリーラジカルイオン（dye•+）を生成する。すると、
伝導帯の電子は触媒剤表面のO2などによって捕獲され、
O2•-、•OHそして•OOHなどのフリーラジカルを生成する。
そして、さらに複雑な反応を経て染料分子は少しずつ分
解し、最終的にはCO2を生成するのである。
また、研究の結果、TiO2触媒剤が存在するという条件

では、フルオレセイン、ローダミンB、アシッドピンクB、
エオジン、ピーコックブルー、アシッドオレンジ、エチ
ルオレンジ、ローズベンガル、クリスタルバイオレット、
マゼンタ、アリザリンレッド、スクアリリウム、アルカ
リブルー、ジアゾ染料、フェノサフラニン、活性ブリリ
アントレッドX-3B、活性レッド198およびオレンジⅡな
どの染料すべてで感光分解が発生しうることが明らかに
なった。可視領域の主な吸収ピークにおいて光反応が進
むにつれ、大部分の染料は消失し、よく知られている通
り吸収帯が出現する。こうして、染料の共役構造や発色
団はすべて破壊ないし分解され、CO2とH2Oとなるので
ある。有機分解の生産物は、CO2を除けばジエチルアミ
ン、N-エチルアセトアミド、N-エチルホルムアミド、N、
N-ジエチルアセトアミド、N、N-ジエチルホルムアミド、
フタル酸、安息香酸、そしてギ酸などの有機小分子である。

また、ローダミンB、アシッドピンクB、そしてクリス
タルバイオレットのようなN-アスキル基アミン基団を含
む染料には、N-アスキル基または染料発色団を取り除き、
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有機汚染物質の光触媒分解およびそのメカニズムの研究

◎図１　染料の光触媒感化メカニズムの概略図
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直接開環するという典型的な分解反応が二種類ある。こ
の反応の相対的な傾向は、表面上の修飾の類型によって
決定される。例えば、染料アシッドピンクSRBは、未修
飾のTiO2の表面においては主に直接開環されるが、マイ
ナスイオンの表面活性剤（DBS）があるときはまず脱N-
エチル基の方式で分解される。また、近年の研究が明ら
かにしたところによると、F修飾のTiO2（F-TiO2）は染料
分子の吸着モデルと分解反応を改変することができる。
TiO2システムにおいては、ローダミンB（RhB）はカルボ
キシル基によってTiO2表面に吸着し、主に直接鉱化する。
これに対しF-TiO2システムにおいては、染料はN-アルキ
ル基アミノ末端吸着によってすばやく脱エチル基反応を
起こし、そのまま鉱化にいたるのである。また、TiO2表
面吸着貴金属であるPtナノメートル粒子とPtCl62-修飾の進
行も染料汚染物質の光触媒分解速度を加速させることに
有効である。近年の研究によると、TiO2ナノメートル粒
子がAl2O3薄膜を表面的に修飾することは、染料のプラス
イオンのフリーラジカルと注入電子の複合反応を抑制す
ることに有効であり、染料の触媒分解速度は5倍に上昇す
ることが明らかになったのである。
以上のように、染料の可視光線光触媒の基本原理にも

とづいて、可視光線を照射して染料の汚染物質を有効に
分解することが成功裏に実現した。しかし、それだけで
なく、染料のフリーラジカル循環駆動有機触媒剤TEMPO
によって、染料の汚染物質を高選択的に酸化有機溶剤中
のアルコール類化合物と反応するアルデヒドにすること
が可能になった。本システムは、芳香族アルコール、脂
肪族アルコール、α-βの二重結合を含むアルコール、ア
ゼピンを含むアルコールなど、第一級アルコールの選択
的酸化に適用されるもので、選択率は99％よりも高く、
代謝回転数（TON）も600より高いことがある。本システ
ムは室温で進行し、可視光線を駆動力とし、酸素を酸化
剤として行われるものである。すなわち、本システムは
貴金属や中間金属イオンと関連せず、また強い酸化剤や
酸・アルカリを使用しない、染料の可視光線光触媒原理
を利用した緑色選択性酸化法であるといえる。

２．可視光線光触媒活性化O2／H2O2の有機汚染物質分
解新システム[6-8]

太陽光線にはTiO2に吸収されうる紫外線が非常に少な
い（わずか5％前後）。このため、どのようにして波長を
可視光線区域に拡張して光触媒剤に反応させるかが、現
在 TiO2光触媒分野において最も挑戦すべき課題の一つと
なっている。本実験室は非金属元素と金属酸化物の同時
修飾を利用し、新型のNi2O3 ／ TiO2-xBx可視光線光触媒
剤を製造した。図2の通り、BとNiをともにTiO2触媒剤の
吸収帯にドープ処理し、純TiO2の390nmから650nm前後
にレッドシフトする。そして、一定量のNi2O3をTiO2触媒
剤の表面に吸着させることによって、触媒剤の触媒活性

は顕著に向上するのである。これによって、二成分のシ
ナジー改質を通してTiO2の光触媒剤吸収波長を可視光線
区域に拡張し、正孔／電子を抑制するという複合的な二
重目的を達成した。そして、可視光線の光触媒を直接利
用して多価クロロフェノールなどの無色の有毒汚染物質
を分解することが可能になった。このように、この研究
は可視光線光触媒の有機汚染物質分解システムに新たな
構想を提供したと言えるであろう。

従来からの半導体光触媒研究にもとづいて、高い光触
媒活性と安定した廉価な鉄基可視光線光触媒システムが
発展した。これは可視光線の照射、広いpH範囲そして室
温という条件のもとで、活性化されたO2またはH2O2によっ
て有機汚染物質（特に高毒性で新型の難分解性有機汚染
物質）を有効に分解することを実現したものであり、ま
た鉄窒素配合物が可視光線を吸収し、電子の転移を引き
起こすことによってO2またはH2O2を活性化する際の細部
メカニズムを提示したものである。
有機配位子錯体生成のFe（Ⅱ）／ Fe（Ⅲ）触媒剤は、フェ

ントン（Fenton）反応のpH範囲を酸性から中性に拡張
することができ、また紫外線のフォトフェントン（Photo-
Fenton）反応を可視光線区域に拡張することができる。ス
ルホン化フタロシアニン、ビピリジルそしてスルホサリ
チル酸などを配位子とするFe（Ⅱ）またはFe（Ⅲ）配合
物（図3参照）は、可視光線を照射すると水中の有毒有機
汚染物質を有効に分解および鉱化することができるので
ある。このほかに、Fe（Ⅲ）／ Fe（Ⅱ）を直接プラスイ
オン樹脂と交換した場合も、中性条件のもとで有機染料
と小分子汚染物質の光分解の有効な触媒となる。しかし、
基質が存在しない場合には、システムのH2O2は光を照射
しても分解しない。これは、この反応システムにおける
H2O2の分解が基質支配的であることを示している。また、
Fe（Ⅲ）の還元は主に光による電荷転移によって行われ
るものであり、直接過酸化水素との反応によって行われ
るものではない。これによってH2O2の利用率を大きく向
上させることができると言えるであろう。

◎図２　純TiO2（a）、BドープTiO2（b）、そしてB、NiドープTiO2（c）
の紫外線-可視光線拡散反射スペクトル
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効率は極めて低いものである。このため、鉄の光酸化速
度と光還元速度はともに抑制されることになる。しかし、
このシステムに無機クロムイオンを追加すると、Fe（Ⅱ）
／ Fe（t）の光定常均衡はFe（Ⅱ）に有利な方向に移動し、
同時に多価カルボン酸類DOMの光分解過程を抑制する。
また、紫外線の照射によって直接Fe（Ⅲ）／ Fe（Ⅱ）の
転化が生じる以外にも、暗反応、紫外線照射、可視光線
照射において生成された、もしくはDOM光分解中に形成
されたハイドロキノン／キノン類DOMによる転化が存在
する。すなわち、ハイドロキノン／キノン類DOM特有の
ハイドロキノン／キノン循環加速Fe（Ⅲ）の還元が、Fe
（Ⅱ）種に依存する各種還元反応の進行を極大的に促進
するのである。実験の結果、外部からのハイドロキノン
／キノンDOMの追加はターゲットDOMの分解速度を高
めるが、その分解ルートは改変しないことが明らかになっ
ている。

そのほかに、鉄酸化物や富鉄粘土鉱物を含む環境鉄種
に関するやや幅広い研究がなされている。まず、環境に
おいて重要な活性酸素種H2O2は、針鉄鉱（α-FeOOH）と
表面複合物を形成し、紫外線を照射されると光分解して
水酸基フリーラジカルと活性の高い鉄種（FeIV=O）を生
成し、DOMの異相システムにおける分解を加速させる。
そして、環境に普遍的に存在する粘土鉱物は、表面を含
む遊離酸化鉄のほかに、層間交換可能鉄や八面体結晶格
子の構造鉄など異なる類型の鉄種に存在している。結晶
格子鉄種本体は顕著な光化学活性を備えていないが、光
活性の有機物励起後は電子を直接またはシリカ層を通し
て間接にFe（Ⅲ）に伝達し、それをFe（Ⅱ）に還元する
ことができる。そして、それは過酸化水素水の活性分解
反応に関わることになる。両者を比較してみると、層間
交換可能鉄の光化学活性は結晶格子に束縛されている構
造鉄よりも明らかに優れている。
以上から、光を照射した際に起こるFe（II）／ Fe（III）

間の相互転化とその環境システムにおける過酸化水素活

Fe（Ⅱ）の有機配合物は、紫外線・可視光線活性化分
子を利用して有機汚染物質を酸化することもできる。例
えばビピリジル配合物［Fe（Ⅱ）（bpy）3］2+ のような
ポリスチレン樹脂に吸着したFe（Ⅱ）複合光触媒剤は、
可視光線の励起の下で有効に空気中の酸素を活性化さ
せ、生物分解が困難なローダミンB（RhB）、ピーコック
ブルー（MG）そしてN、N-ジメチルアニリン（DMA）
などの有毒有機汚染物質を容易に有効に分解することが
できる。ESRの研究が明らかにしたところによると、反
応において関連するのは分子を酸転化して・OOH／ O2-・

にする部分であり、強酸化中間物（例えば・OHフリーラ
ジカル）には関連していない。すなわち、［Fe（Ⅱ）（bpy）3］
2+をNaY分子にスクリーニングした際に、可視光線と分子
酸素を利用してピーコックブルー（MG）を酸化すること
はできるが、酸化は第一段階の加酸素反応段階にとどま
るのみで、鉱化率はゼロである。

３．環境における鉄触媒の有機汚染物質光分解反応メカ
ニズム[9-11]

周知の通り、鉄は自然界において最大の含量を有し、
その分布も最も広範囲にわたっている元素の一つであ
る。各類型の鉄種は自らの光化学循環反応、すなわちFe
（Ⅲ）とFe（Ⅱ）の間の相互転化を通じて、その環境
において他の元素の原子価転化を引き起こし、有機汚染
物質の分解と活性酸素種の生成と消耗を促進する。すな
わち、紫外線輻射下で酸性の自然水系や大気中の液滴に
溶解性有機物（DOM）を流入させると、Fe（Ⅱ）／ Fe
（t）の比率周期振動を引き起こすが（振動の周期と幅度
はDOMの性質によって決定される）、DOMの消耗にとも
なってFe（Ⅱ）／ Fe（t）は等しく光定常均衡となるの
である（図4参照）。例えば、Fe（Ⅲ）／ Fe（Ⅱ）システ
ムに比較的高濃度のマロン酸（Mal）が存在する場合、Fe
（Ⅲ）-Mal配合物（FMCs）は比較的強い錯体生成強度と
比較的高いモル吸光能力を有するが、そのFe（Ⅱ）生成

◎図３　可視光線光触媒活性化O2 ／ H2O2を利用した金属配合物システ
ム（a）、β-CD-ヘム；（b）、スルホン化フタロシアニン／樹脂；（c）、
Fe（bpy）32+ ／樹脂；（d）、Fe3+吸着；（e）、MTPPS4／樹脂；
（f）、Fe（cbpy）32+

◎図４　電位法観測：有機物が存在するという条件における電位（Fe（Ⅲ）
／ Fe（Ⅱ）と正比例をなす）の光照射時間にともなう周期性の変
化（a）シュウ酸；（b）安息香酸；（c）染料アシッドピンク（SRB）
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性化への関与、有機物の分解そして重金属の酸化／還元
の循環に関する研究は、環境において鉄が関連する生物
地球化学的反応と環境自浄化過程について深く理解する
ために、極めて重要な意義を有していると言えるであろ
う。

４．今後の展望
太陽光は地球にとって巨大なエネルギー源であり、ク

リーンで廉価な太陽エネルギーの利用は、有毒で分解困
難な有機物の分解を可能にしてくれる。これは、間違い
なく最も応用の展望が開けている未来の環境浄化テクノ
ロジーの一つであろう。この点から、半導体光触媒に関
する研究とフォトフェントン反応に関する研究は、もっ
とも幅広く、また水処理過程において実際に応用するこ
とがもっとも期待されている汚染物質処理方法の研究で
ある。現在TiO2光触媒が直面している主な課題は、汚染
物質の濃度と種類が増加した場合に、分解速度が遅くな
り、光効率が低下し、反応過程が予測できないというこ
とである。また、半導体光触媒生産の超酸素や水酸基フ
リーラジカルなどの活性酸素種や価電子帯の正孔が、有
機物の分解過程において果たす作用とその詳細なメカニ
ズムもまだ明らかになっていない。これらの半導体光触
媒の基本原理を深く理解することは、新型光触媒剤を調

整し光触媒効率を向上させるなど、さまざまな面で非常
に有効であろう。このほかに、高効率の可視光線対応の
新しい光触媒剤の開発、太陽光利用率の向上、光触媒の
性質の構造活性相関と光触媒剤の安定性の解明は、依然
として半導体光触媒の領域が直面している最先端の課題
である。
太陽光または人工光源で駆動させるフォトフェントン

テクノロジーは、特に中等汚染濃度の廃水に幅広く応用
されうるポテンシャルを有している。現在研究のホット
イシューは、１）吸着性鉄基触媒剤、２）反応効率また
はpH適用範囲を高めることのできる方法、３）反応動力
学モデルと実験条件の最適化、４）過酸化水素水の用量
を減らす方法である。将来的な発展の方向と傾向は、１）
可視光線に反応し、分離しやすく、少量で反応が得られ、
pH適用範囲が広い新型触媒剤を開発すること、２）フォ
トフェントンテクノロジーおよびその他の水処理エレメ
ントメソッド（例えばオゾン酸化、電化学および微生物
による方法などを集成した製造工程）を発展させ、処理
の総合効率を向上させること、３）過酸化水素水を代替
する新型酸化剤を探し出すことであろう。そして、温か
い条件の下で活性化する廉価な分子酸素について探るこ
とが環境触媒領域の挑戦的課題である。
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•Prof i le•

藤嶋氏らが二酸化チタンの単結晶を利用して水の光分
解を行ったことが1972年に報道されて以来、二酸化チタ
ンは光機能材料として注目を浴び、現在、光触媒による
環境浄化、水の分解、太陽エネルギー変換等の分野に広
く応用されている。筆者は幸いにも2001 ～ 2007年に藤
嶋教授の指導を受け、TiO2光機能材料の研究を行った。
2007年に帰国した後もこの研究を続け、二酸化チタンの
光触媒反応に基づく光機能材料の設計と調製に重点を置
いた。本論文では筆者がグラフェン-TiO2透明導電薄膜及
びパターンの光制御調製、Ag-TiO2薄膜ホログラム材料及
び、TiO2-SnO2ナノ繊維光触媒等の分野で近年進めてきた
研究活動を簡単に紹介する。

１．グラフェン-TiO2透明導電薄膜及びパターンの光制御
調製

透明導電薄膜材料はマイクロエレクトロニクス、光
電子装置及び太陽エネルギー電池等の分野で応用価値が
高く、特にフレキシブル透明導電薄膜材料は有機半導体
デバイスの開発にとって非常に重要なものである。グラ
フェン（graphene）は近年広く注目されている透明導電
材料であり、導電率が高く、フレキシブルで、透明性に
優れるという長所を持つ。シート状のグラフェン酸化物
（graphene oxide）をベースにすれば、化学還元、熱還
元等の方法を利用し、グラフェン薄膜を調製することが
できる。しかし、化学還元は有毒試薬を用いる必要があ
り、また、熱還元方法はフレキシブルポリマーの基底材
料に適さない。この他、これらの方法ではグラフェン導
電パターンを直接調製することができない。我々は研究
の中で、グラフェン酸化物は二酸化チタン（TiO2）の光
触媒によってグラフェンに還元できることを発見した。
この還元プロセスは大気の雰囲気の下で行うことがで
き、穏やかで、素早く、汚染がない等のメリットを持つ。
その他、この方法を利用すれば、フレキシブルポリマー
の基底においてグラフェン-TiO2透明導電パターンを手
軽に調製することができる。
シート状のグラフェン酸化物は石墨をベースにし、

Hummer方法を利用して酸化・調製したものである。横

サイズがμレベルのこうしたシート層は共役構造を持つ
sp2炭素マイクロドメインとヒドロキシル基、エポキシ、
カルボニル基、カルボキシル基等の置換群を持つsp3炭素
マイクロドメインから成る。そのうち、sp2炭素マイクロ
ドメインはsp3炭素マイクロドメインによって仕切られ
ており、このため、グラフェン酸化物のシート層は電気
を伝導しない。適切なpH値と濃度の条件下において、グ
ラフェン酸化物シート層とTiO2ナノ粒子は安定した水相
分散系を形成することができ、簡単な濾過方法によりグ
ラフェン酸化物-TiO2複合薄膜が生成される。こうした
透明複合薄膜は石英、シリコンチップ及びポリマー基底
等の表面に容易に転移させることができる（図1a）。紫
外光（300 ～ 380nm）を照射すれば、グラフェン酸化物
-TiO2の水相分散系及び透明薄膜はいずれも黄色から黒
色へと変化する（図1b）。吸収スペクトルを見ると、可
視スペクトルの波長域での吸収が全体として強まってい
ることがわかる（図1c）。色の変化に伴い、薄膜の導電
性は最初の絶縁から0.5 ～ 2Ωcm-1レベルへと高まる（図
1d）。XPS測定試験も、グラフェン酸化物は紫外光照射
の後、酸素含有量が急激に低下することをはっきり示し
ていた。これらの結果は、紫外光を照射すると、グラフェ
ン酸化物のsp2炭素マイクロドメインが徐々に拡張し、導
電性グラフェンのシート層が最終的に形成されることを
示している。
グラフェン酸化物自体は紫外光の照射に敏感でないた

め、こうした還元プロセスがTiO2によって誘発されたの
は明らかである（図2）。紫外光を照射すると、TiO2ナノ
粒子は励起されて電子－正孔対を生成する。光生成正孔
は粒子表面の吸着水と反応してO2を生成する。一方、光
生成電子はグラフェン酸化物のsp2炭素マイクロドメイン
によって捕捉され、その境界部にあるsp3炭素マイクロド
メインの脱ヒドロキシル基及びエポキシ基との反応が始
まり、これによってsp2炭素マイクロドメインが拡張され、
導電グラフェンのシート層を最終的に生成することがで
きる。我々は、この反応が大気の雰囲気の下で急速に進
行し、また、空気中のO2の光生成電子に対する競争反応
にも影響されないことを観察した。これはsp2炭素マイク

張　昕彤　Zhang Xintong　●東北師範大学物理学院先進光電子機能材料研究センター　教授
男性、1974年6月生まれ。1998年、吉林大学物理化学専攻を卒業し、理学博士の学位を取得。2001 ～ 2007年、日本に留学し、
東京大学工学部JSPS外国人特別研究員及び神奈川科学技術アカデミー常勤研究員を務める。2007年10月に帰国し、東北師範大
学物理学院教授となる。主な研究内容はTiO2光触媒、ナノ構造太陽エネルギー電池、発光材料、フォトクロミック材料等。これ
までに80編余りの研究論文と4編の総説論文を発表。
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ば、パターンの線幅を一段と縮小することができる。同
様に、紫外レーザー・マスクレス法を用い、透明導電グ
ラフェン-TiO2パターンを直接描くこともできる。現在、
こうした方法で調製した導電薄膜は抵抗率（0.5 ～ 2Ω
cm-1）が高過ぎる。この問題はサイズがより大きく、欠
陥密度がより少ないグラフェン酸化物のシート層を用い
ることで解決できる見込み。

２．Ag-TiO2薄膜ホログラム材料
ナノサイズのAg粒子は可視スペクトルと近赤外スペ

クトルの波長域において、サイズと形状を左右する表面
プラズマ共鳴吸収バンドを持つ。2003年、藤嶋氏らは
TiO2薄膜の中に沈積したAgナノ粒子が可視スペクトル
の波長域で多色フォトクロミズムを示すことを発表し
た。立間氏らのその後の研究結果が示しているように、
この現象は光の励起で、Agナノ粒子からTiO2に電子が
注入され、Ag粒子が融解したことによるものである。
我々はAg-TiO2薄膜のこうした現象を利用し、ブロード
スペクトルバンド応答の特徴を持つホログラフィック光
記憶を実現することを思いついた。実験では、「干渉記
録・回折再生」というホログラフィーの基本原理を用い、
Ag-TiO2薄膜にμレベルのホログラフィー格子を書き込
み、この格子に対する紫外光消去を実現させた。伝統的
な有機フォトクロミック記憶材料に比べると、Ag-TiO2
薄膜は応答スペクトルのバンド幅が広く、熱安定性が高
く、調製しやすい等の長所を備えている。
Ag-TiO2薄膜の調製は2つの手順を含む。まず、

doctor-blade法を用い、厚さ4.5μのTiO2ナノ多孔質薄膜
を調製し、燒結後さらに光触媒還元方法を利用し、TiO2
薄膜内にAgナノ粒子を沈積させた（図4a、4b）。調製し
た褐色で透明の薄膜には可視と近赤外の波長域をカバー
するブロードバンドの吸収スペクトルが現れている（図
4c）。532nmのレーザーを照射すると、薄膜は分光ホー
ルバーニング現象が見られ、532nmのスペクトルの周り
で吸収が著しく低下した。この現象はAgナノ粒子が光融
解し、Ag+イオンとなったことによってもたらされたも
のだ（図4d）。633nm赤光さらには808nm近赤外光を用
いても同じように類似のホールバーニング現象を発生さ
せることができる。紫外光を照射すれば、Agナノ粒子は
再生され、分光ホールバーニング部分の吸収も元に戻る。

ロドメインが光生成電子に対し、強い束縛能力を持つこ
とを物語っている。

こうした光触媒反応を利用してグラフェン酸化物を
還元する方法は、各種の透明導電パターンを調製するの
に便利である。紫外光照射の弱熱効果により、こうした
方法はフレキシブルポリマーの基底で透明導電薄膜とパ
ターンを調製するのにも適している。図3に示したのは、
フォトマスク（photomask）紫外照射を通じて調製した
各種の導電グラフェン-TiO2パターンである。その導電
部分は非導電部分より濃い色をしている。パターンは使
用したフォトマスクと完全に一致しており、そのうち最
も細い線状パターンの線幅は10μとなる。図3cの線状パ
ターンのPO方向に沿って、薄膜は導電性を示し、一方、
線状パターンと垂直のOQ方向では、薄膜は絶縁性を示
している。線幅がさらに狭いフォトマスクを使用すれ

◎図１　（a）、（b）紫外光照射の前と後におけるグラフェン酸化物-TiO2混
合ゾル及び、フレキシブルプラスチックと石英の基底で調製した
グラフェン酸化物-TiO2薄膜の写真。
（c）紫外光照射時間を変えた時のグラフェン酸化物-TiO2薄膜の
吸収スペクトル。
（d）グラフェン酸化物-TiO2薄膜の抵抗率及び吸光度（500nmの
個所）の照射時間の変化に伴う傾向図。

◎図２　TiO2の光触媒反応を利用してグラフェン酸化物を還元する時のメ
カニズム概要図

◎図３　フォトマスク法の紫外光制御で調製した3種類の導電グラフェン
-TiO2パターン



95

光触媒技術

本研究におけるAg-TiO2薄膜は多孔質構造をしており、
Ag粒子の光融解で生成されたAg+イオンが膜体内を自由
に移動できるため、紫外光は格子を完全に消去すること
ができない（約10％の回折信号が残留）。この他、薄膜の
透明度を高めて、暗い縞がある所のAg粒子に対する散乱
光の融解効果を弱める必要がある。今後の研究では薄膜
構造の設計に力を入れ、Ag+の拡散を抑え、薄膜の透明
度を高めることに努める考えだ。

3．TiO2-SnO2ナノ繊維光触媒
ナノ繊維TiO2は新しい光触媒材料である。伝統

的な粉体又は薄膜の光触媒材料に比べ、静電紡糸
（electrospinning）技術を利用して調製したTiO2ナノ繊
維マット（nanofiber mat）は比表面積が広く、また、分
離、回収しやすく、繰り返し使用できる等の長所を備え
ている。この他、静電紡糸における前駆体の溶液成分と
後処理プロセスを調節・制御すれば、ナノ繊維複合光触
媒材料を手軽に調製することができる。筆者らが以前発
表したナノ繊維TiO2-SnO2の光触媒によるアセトアルデ
ヒドの分解は、組成が同じ薄膜の光触媒速度の15倍以上
になる。

我々はTiO2ナノ繊維を鋳型とし、水熱反応を利用し
てその上にSnO2を成長させ、TiO2/SnO2異質構造ナノ繊

Ag-TiO2薄膜を図5aに示すホログラム記憶実験装置の
中に入れた。干渉性をもつ2本の532nm緑光を薄膜表面
で交じり合わせ、情報書き込み光とし、1本の632nm赤
光を同一点に照射して情報読み出し光とし、紫外光を
消去光とする。光sensorを用い、ホログラフィー格子の
赤光に対する1次回折信号の変化をモニタリングした。
図5bに示すのはAg-TiO2薄膜表面に形成されたホログラ
フィー格子の成長・消去曲線である。2本の緑光をオン
にした後、格子の赤光に対する回折効率は時間と共に指
数が上昇し、１分前後で安定値に達した。これは2本の
緑光が薄膜表面に明暗交互の干渉縞を形成することがで
きるからである。明るい縞では銀ナノ粒子が酸化されて
大量のAg+イオンを形成し、一方、暗い縞ではAg粒子
が変化しない。こうして明暗の縞がある個所では分光吸
収、薄膜屈折率等のパラメータに差が現れ、薄膜表面に
周期的な格子が生成される。図5cと5dはそれぞれ赤光1
次回折スポットとホログラム記憶画像の赤光再生写真で
ある。格子の回折効率値が安定した後、緑光をオフにし
て紫外光ランプをつけると、二酸化チタンは励起によっ
て光生成電子を発生させ、膜内のAg+イオンを還元す
る。これに先立ち、2本の緑光が生成した格子は徐々に
消去され、その回折効率は下がり始める。こうした書き
込みと消去の実験は何度行っても、似たような傾向が現
れる。紫外光をAg-TiO2薄膜に照射しなかった場合、生
成されたホログラフィー格子は2週間置いた後も75％以
上の格子回折強度を保つことができる。有機メルカプ
トアルコールでAg-TiO2薄膜を処理するなら、ホログラ
フィー格子をさらに安定させることができ、処理後の格
子は赤色又は緑色のレーザーを連続照射してもその回折
信号が変わらず、データを永久に記憶することができる。

◎図４　（a）Ag-TiO2薄膜の走査型電子顕微鏡写真。
（b）Ag-TiO2薄膜の透過型電子顕微鏡写真であり、矢印が示すの
はAgナノ粒子。
（c）Ag-TiO2薄膜とTiO2薄膜の吸収スペクトル。挿入図は吸収
差スペクトルがAgナノ粒子の吸収の特徴に対応していることを
示す。
（d）532nmのレーザーを照射した時のAg-TiO2薄膜の分光ホー
ルバーニングの性質。

◎図５　（a）ホログラム記録実験装置の概要図。
（b）緑光書き込みと紫外消去を繰り返す条件下でのAg-TiO2薄膜
読み出し光の1次回折効率時間変化曲線。
（c）矢印が示すのはAg-TiO2薄膜に生成されたホログラフィー格
子の回折によって形成された読み出し光の1次回折スポットであ
る。
（d）Ag-TiO2薄膜にまず十字形のパターンを書き込んだ後、赤光
が読み出した効果の写真。

◎図６　TiO2/SnO2異質構造複合ナノ繊維を調製する時の概要図
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維の光触媒を調製することを思いついた（図6）。SnO2
と複合すれば、TiO2ナノ繊維での光生成電子と正孔の有
効分離を強め、TiO2ナノ繊維の光触媒機能を著しく高
めることができる。図7に示すように、SnO2ナノ構造は
TiO2ナノ繊維の表面に均一して成長しており、団粒現象
も発生していない。これはTiO2ナノ繊維の表面に存在す
る大量の活性点がSnO2ナノ構造の核形成と成長を助け
るからである。水熱反応条件を調節すれば、ナノ粒子又
はナノ棒状SnO2に修飾されたTiO2ナノ繊維を調製し、
また、TiO2繊維の表面におけるSnO2の被覆度をコント
ロールすることができる。研究結果がはっきりと示すよ
うに、TiO2-SnO2複合ナノ繊維の光触媒はローダミンB
（Rodamine B）染料溶液を分解する時の活性がTiO2ナ
ノ繊維より明らかに高く、ナノ棒状SnO2が活性の向上に

顕著な働きをしている（図7）。こうした光触媒材料の設
計構想を踏まえ、我々はさらにアナターゼ／ルチル同質
構造のTiO2複合ナノ繊維光触媒材料を調製することに成
功した。関連作業の研究が目下進められている。
藤嶋氏らがTiO2の単結晶による水の光分解を発表し

て以降の40年近くの間、TiO2は光機能材料の研究テーマ
として脚光を浴び続け、逞しい生命力を見せている。過
去40年近くの研究活動に比べるなら、本論文で紹介した
研究は取るに足りないものに思われる。しかし、我々の
研究活動はTiO2という単純で古くからの材料が研究者に
とって尽きない魅力のあることを示し、同様に又、TiO2
が光機能材料としてなお多くのユニークな性質と応用の
見通しを持つことを示しており、今後の探究が待たれる。

◎図７　（a）TiO2ナノ繊維の走査型電子顕微鏡図。
（b）TiO2ナノ繊維／SnO2ナノ粒子異質構造の電子顕微鏡図。
（c）TiO2ナノ繊維／SnO2ナノ棒異質構造の電子顕微鏡図。
（d）ローダミンB染料に対する各触媒の分解曲線図。
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核－細胞質間における蛋白質と核酸の正確な分布は真
核細胞の最も重要な生理的活動の1つであり、それはシグ
ナル伝達、遺伝子の転写と制御、メッセンジャー RNA
の分布、リボソームの組立及び分布等の生理過程の中で
カギとなる制御作用を持つ（Tartakoff & Tao, 2010）。
karyopherin β（importin β）ファミリー蛋白質は輸送
受容体として、核－細胞質における高分子の移行シグナ
ル（NLS/NES）を識別し、これらの高分子を細胞核又
は細胞質に運び込む。このため、karyopherin βファミ
リー蛋白質はこの生理過程の中で非常に重要な作用を及
ぼす。世界の多くの実験室は核蛋白質輸送の基本的過
程と参加因子について系統的な研究を進めてきた。例
えば、蛋白質における輸送・識別シグナル、輸送受容
体、輸送受容体と基質の結合部位及びその構造の変化、
RanGDP/GTPの制御、核孔複合体の構造及び機能等が
報道されている。蛋白質の核－細胞質輸送に対する細胞
の制御は基質の修飾、例えば燐酸化、アセチル化等で表
すことができ、また、karyopherin αファミリー蛋白質
の各発育過程に伴う制御で表すこともできる。しかし、
karyopherin β蛋白質ファミリーの時空発現の変化につい
ては余り理解されていない。1998年～ 2000年、私は博士
号を取得するため、米Case Western Reserve University
に留学し、Huntington’s diseaseを引き起こす蛋白質－
huntinginが細胞核に集まる分子機序を主に研究した（Tao 
& Tartakoff, 2001）。また、2001 ～ 2003年にはカナダの
McGill大学でkaryopherin βファミリーの重要なメンバー
であるimportin 13の生物学的機能を研究した（Tao et al., 
2004; 2006）。その時、importin 13遺伝子の発現が発育過
程の制御を受けることを発見し、karyopherin βファミ
リーのその他メンバーの発現も発育に制御されるのでは
ないかと考えるようになった。このファミリーは140近く
のメンバーが真核生物の中に分布しているが、ヒトには
20の蛋白質しかない。このため、この140余りの遺伝子の
細胞周期と生体発育における制御法則を系統的に研究す

ることは、非常に困難な作業である。
2004年、私は朱崇実厦門大学学長の招きに応じて中

国に戻り、同大に自分の実験室を設けた。私はimportin 
13の生理機能を研究対象に選び、karyopherin βファミ
リー蛋白質の発現制御パターンをどう効果的に研究する
かを考えた。幸いなことに、現在の同僚である紀志梁教
授も2004年にシンガポール国立大学から厦門大学にやっ
て来て生物情報学実験室を設けた。たまたま言葉を交
わす機会があり、その時、彼はヒトを含む多くの生物属
種の遺伝子発現チップデータベースが既に公開されてい
ると言った。私達はこのデータベースを分析すれば、
karyopherin βファミリー遺伝子の発現制御パターンに
関する情報を得られるのではないかと話し合った。しか
し、これらのチップデータベースをどう分析するのか。
紀志梁教授との話し合いの末、私達はネット上でこのデー
タベースを分析できるソフトをまず設計することを決め
た。努力の末、私達は2006年にGEPSというチップデータ
ベースオンライン分析ソフトを正式に発表した（http://
bioinf.xmu.edu.cn/software/geps/geps.php）（Wang et al., 
2006）。このソフトを応用し、私達はヒト、ネズミ及び酵
母等の多種の生物を対象にkaryopherin βファミリー蛋白
質をコードする遺伝子について分析を進めた。ヒトとネ
ズミではkaryopherin βファミリー遺伝子の6種類の発現
制御パターンをそれぞれ確定した。その結果、大多数の
karyopherin β遺伝子は発育の過程に伴い、発現量が増加
したが、その後直ちに安定したものになった。RANBP6
とXPO5の遺伝子は発育の中で、その発現レベルが上昇
し、また、IPO9とRANBP17の遺伝子の発現にはほとん
ど変化がなかった。一方、IPO8遺伝子の発現は発育と共
に急激に低下した。これらの発見はkaryopherin βファミ
リー蛋白質の発育に伴う機能の研究を深める上で土台と
なるものだ。同時に又、これらのデータはkaryopherin β
ファミリー蛋白質が発育の中で重要な生理作用を有する
ことを示している。karyopherin βファミリーの遺伝子発

核－細胞質輸送における蛋白質の発現制御と
進化に関する研究の現状
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現の調節機構を解析するため、私達はさらにMAPPERソ
フトを用い、ヒト、ネズミ、ニワトリ、ツメガエル、ゼ
ブラダニオ、ミバエ、線虫、酵母の8種の生物を対象に、
karyopherin β蛋白質をコードする全ての遺伝子の発現制
御ゾーンについて分析を進め、多くの転写因子がこれら
の遺伝子の発現制御に参加していることを発見した（表
1）。これは遺伝子発現レベルにおいて、各種の生物がそ
れぞれ異なる制御パターンを使用している可能性のある
ことを示しており、それらは進化の面で必然的なつなが
りを持たない。

karyopherin βファミリーメンバーは機能面で相似性を
持つため、私達はさらにkaryopherin βファミリー蛋白質
メンバーの進化関係について系統的な研究を行った。原
核生物にはkaryopherin βファミリー蛋白質が存在しない
が、真核単細胞生物の酵母にはkaryopherin βファミリー
蛋白質をコードする遺伝子が14あり、線虫には10、ミバ
エには16、ゼブラダニオには23、ニワトリには17、ツメ
ガエルには18、ネズミとヒトには各20の遺伝子があった。
私達は直接保持、遺伝子複製（gene duplication）、レトロ
ポジション（retroposition）の3つの機構を通じ、このファ
ミリー遺伝子が酵母からヒトに進化し、そのうち8つの遺
伝子は直接ヒトに進化したことを発見した。また、2つの
遺伝子が進化の中で失われ、4つの遺伝子は遺伝子複製の
パターンでヒトに進化していた（表2）。これらの発見は
karyopherin βファミリー蛋白質の構造と機能の研究を
進める上で重要な手掛かりを与えるものだ（Quan et al., 
2008）。
Homeodomain-containingファミリー蛋白質は生体発

育と細胞分化に影響する重要な転写因子であり、胚性幹
細胞（ES細胞）の分化及び多くの器官の発育の中で決定
的な作用を及ぼす。Arxはpaired-typed Homeodomainを
持つ転写因子であり、神経細胞、膵腺細胞及び筋肉細胞
の分化に直接参加し、脳、膵腺、睾丸等の組織の発育に

大きな影響がある。しかし、Arxの機能が正常に発揮さ
れるかどうかは、細胞核におけるその正確な局在と直接
関係している。私達は研究の中でArxが2つの異なる核
局在シグナル（NLS1とNLS2）を持つことを発見した。
NLS1は主にkaryopherin αファミリーメンバーによっ
て識別され、一方、NLS2は主にkaryopherin βファミ
リーメンバーによって識別される。Arx上のNLS2とその
Homeodomainはアミノ酸組成で重なっており、そのアミ
ノ基末端とカルボキシル基末端にある塩基性アミノ酸か
ら成る。構造面では既知の古典的な核輸入シグナルと異
なり、NLS2が介在誘導するArxの核局在は主にimportin 
β1が介在誘導する非古典的経路で行われる。同時に又、
他のkaryopherin β蛋白質、例えばimp9、imp13もArxを
細胞核の中に局在化できることを発見した。私達はさら
に各種のkaryopherin β蛋白質がそれぞれの機構を通じ
てNLS2を識別することを発見した。これは核局在におけ
るArxの経路が発育におけるArxの機能を制御する可能性
のあることを物語っている（Lin et al., 2009）。Arx上の
NLS1は主にkaryopherin α3、α5との相互作用により、
古典的な核輸入経路を通じ、Arxを細胞核に導き入れる。
この核輸入経路はArxの遺伝子転写制御機能に参加してい
る。これはそれぞれの核局在経路が転写制御因子の生理
機能に作用を及ぼすことを示すものだ（図）。

◎表１　MAPPERが予測した8種の核－細胞質輸送受容体遺伝子において
最も可能性の高い転写因子結合部位。

ヒト、マウス、ニワトリ、ツメガエル、ゼブラダニオ、ミバエ、線虫、酵
母を含む。種の略語の後の数字はこの種内の核－細胞質輸送受容体遺伝子
の数を表し、また、転写因子結合部位の後の数字はこの部位によって調節
される核－細胞質輸送受容体遺伝子の数を表す（Quan et al., 2008）。

◎図　細胞分化又は器官発育の各時期に、転写因子Arxは転写後修飾によ
り、さらにはそれぞれの核局在経路を通じて細胞核に分布し、遺伝
子発現を活性化し、細胞の分化を制御している。

◎表２　（ソース：Quan et al., 2008）
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Nkx2.2は非paired-type Homeodomain-containing蛋白質
であり、構造上は1つのアミノ基末端の転写抑制domain、
1つのHomeodomain、1つのNK2ファミリーの特異なSD構
造及び、1つのカルボキシル基末端の転写活性化domain
を含む。Nkx2.2の機能はArxと似た点があり、神経細胞
と膵腺細胞の分化及び関係組織の発育の中で重要な作用
を有する。私達は細胞核におけるNkx2.2の局在もその
Homeodomain上のNLSが決定しているが、Homeodomain
上のアミノ基末端とカルボキシル基末端にはそれぞれ完
全な核輸入機能を持つNLSがあることを発見した。即ちそ
のHomeodomainには2つのNLSがあるのである。構造上、
この2つのNLSは古典的NLSと似ているが、野生型Nkx2.2
はkaryopherin αではなく、karyopherin βsと作用する。
私達はNkx2.2の核局在がkaryopherin βsの非古典的核輸
入経路で行われることを発見した（Lin et al., submitted, 
2010）。
私達は生体の発育に影響するHomeodomain-containing

ファミリー蛋白質がそのHomeodomain上のNLSを通じて
細胞核に分布する分子機序を初めて解析し、同時に又、
それぞれの核局在経路がその生物学的機能を制御してい
るとの仮説を初めて打ち出した。
1990年代以降、中国経済の急速な発展に伴い、生命科

学を含む科学技術に対する政府の資金投入が大幅に増え
た。大学の中で「211」と「985」のプロジェクトを実施し、
科学技術分野において「863」（国家ハイテク研究発展計
画）、「973」（国家重点基礎研究発展計画」等のプロジェ
クトを確定することを通じ、外国に留学していた学者が
大量に帰国し、中国の生命科学研究は飛躍的な発展を遂
げた（Wells, 2007）。ゲノム学研究（Cyranoski, 2010）
であれ、また、プロテオーム学研究（He & Liu, 2008）
であれ、中国の研究陣は既に大きな勢力となっている。
幹細胞生物学、腫瘍病因学、シグナル伝達、発育、進化
等の生命科学の先端研究分野で顕著な成果が得られた。
近年、中国の多くの研究チームが分子進化の分野で一連
の素晴らしい探究を進めてきた。そのうち、張亜平研究
チームは成熟した研究方法・体系を確立し、一連の遺伝
子/蛋白質ファミリーの機能進化分析にこれを幅広く応用
した。彼らは好血性（Hematophagy）と緊密な関係を持
つトリプシン様セリンプロテアーゼ（Trypsin-like serine 
protease, Tryp_SPc）ファミリーを研究対象に選び、ミ
バエとカの中のTryp_SPcファミリーの数及びその食血前
後における遺伝子発現レベルの変化状況を比較分析した
（Wu et al., 2009）。その結果、カのファミリーの中に特
異的増幅を起こすTryp_SPcサブファミリーが存在してお
り、そのメンバーは食血後に遺伝子発現レベルが著しく
増大することがわかった。これとは逆に、特異的増幅の
ないTryp_SPcファミリーメンバーは食血後も顕著な遺伝
子発現レベルの変化が見られなかった。カにおけるTryp_
SPcファミリー遺伝子の増幅と分化は正の淘汰（positive 

selection）の結果であり、それらはゲノムの中に直列に
並んでいる。また、その正の淘汰はプロテアーゼとその
抑制剤が作用する表面部位で起きている可能性が高い。
王文研究チームはミバエの新しい遺伝子の起源と進化に
関する研究で大きな業績を上げた。この研究チームは全
ゲノムスケールでミバエの新しい遺伝子の起源を明らか
にするとともに、新遺伝子が発生する幾つかの可能なパ
ターン及びその構造と機能の関連をまとめた（Zhou et al., 
2008）。宿兵研究チームは東アジア人群の中で、冬の温度
及び紫外線照射がp53の腫瘍抑制経路の遺伝的変更に影響
を及ぼすことを発見した（Shi et al., 2009）。幾つかの器官
の特異的な遺伝子又は蛋白質ファミリーを選び、機能進
化の研究を進めれば、組織・器官の起源、分化及び生理
機能をダイナミックに研究するための啓発的な手掛かり
を得ることができる。張樹義研究チームは感覚器官系関
連の遺伝子と蛋白質ファミリーを分子進化の対象に選ん
だ。例えば、哺乳動物の外耳細胞（OHCs）の中で聴覚系
が高感度、高周波の信号を受信するのにカギとなる作用
を及ぼすSLC26陰イオン－輸送蛋白質ファミリー（SLC26 
anion-tranport family）のモーター蛋白質prestin（Liu et 
al., 2008, 2010）及び、波長に敏感なコウモリの錐体オプ
シン遺伝子（cone opsin gene）（Zhao et al., 2009）等であ
る。反響定位（echolocating）種と非反響定位種の蛋白質
prestinを比較することを通じ、彼らはprestinが辿ってき
たダーウィンの選択による進化と正確な聴覚補正を特徴
とする特殊な固定周波数の反響定位の進化が関連を持つ
ことを発見した。夜行性哺乳動物（nocturnal mammals）
－－コウモリの視覚関連遺伝子opsinファミリーの6,500年
に及ぶ進化の過程を再構築する中で、張樹義研究チーム
は紫外線カラー視覚（UV color vision）が夜行性哺乳動
物の感覚生態においてより重要な役割を演じていること
を発見した。
中国の科学者は遺伝子発現制御が細胞分化、器官発育、

シグナル伝達、病気発生に及ぼす作用等の分野で多くの
業績を上げた。具体例は次の通り。1．iPS細胞を利用し
て、細胞のゲノム再編成及び発育の潜在エネルギーを研
究できることを証明した（Zhao et al., 2009）。2．エネル
ギー代謝を制御する蛋白質RIP3が細胞の衰亡又は壊死に
調節作用を及ぼすことを発見した（Zhang et al., 2009）。
3．蛋白質のアセチル化が細胞の代謝制御に作用を及ぼす
ことを発見した（Zhao et al., 2010）。4．PTB（ポリピリ
ミジントラクト結合蛋白質）がpre-mRNAのそれぞれの
位置に結合して、可変エクソンのスプライシングに対し、
正負の両方向から制御を行うメカニズムを発見した（Xue 
et al., 2009）。5．β-arrestin-1がゼブラダニオの発育初期
の造血器系に対し、カギとなる制御作用を及ぼすこと（Yue 
et al., 2009）、また、β-arrestin-2の機能がII型糖尿病と関
係を持つこと（Luo et al., 2009）を発見した。6．神経膠
星状細胞が小胞放出機構を備えることに関する研究を進
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めた（Zhang et al., 2007）。7．S.cerevisiae細胞の中で、
ヒストンH3のアミノ基末端がDNAメチル化の制御に作用
を及ぼすことを実証した（Hu et al., 2009）。
中国は既に顕著な成果を収めたが、開拓的な仕事は依

然として少なく、蛋白質の発現と制御の研究分野で重大
な影響を与える成果はまだ得られていない。科学研究体
制の充実と多くのハイレベル研究陣の育成に伴い、中国
は世界の生命科学研究により大きな貢献をするものと予
測できる。

謝辞：筆者は本論文の執筆で王晟氏から支援を頂いた
ことに感謝申し上げる。
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トリプトファンtRNA及びトリプトフィルtRNA合成酵
素の種特異性の研究

金　由辛　JIN Youxin　●上海大学生命科学学院 教授・中国科学院上海生命科学研究院生物化学・細胞生物学研究所テー
マグループ・リーダー（研究員）

1944年2月生まれ。1966年、南京大学生物化学科を卒業し、農業部農業生物研究所において1978年まで環境保護の研究に従事。
1981年、中国科学院上海生物化学研究所生物化学科大学院卒業（修士）後、同所にとどまり現在まで勤務。2010年1月より上
海大学生命科学学院教授。長くRNA分野の研究に従事、その重点はtRNAとaaRSの構造・機能研究、小分子コントロールRNAと
核酸のバイオ技術応用にある。発表研究論文 110編（被引用600回）、専門著作1冊『RNAとRNAのゲノミクス』、2005、科学出
版社、北京、pp232。発明特許4件を取得。2002年、中国生物化学・分子生物学会RNA専門委員会を設立し、現在まで主任を務
める。現在、上海生物化学・分子生物学会理事長を務める。中国人民政治協商会議上海市第9期委員会委員（1998 ～ 2003）及
び第10期委員会常任委員（2003 ～ 2008）を歴任。

要旨：
TrpRSとtRNATrpは明らかな種特異性を具えている。

種特異性について研究することは広域スペクトル抗生物
質の開発研究にとって有用である。枯草菌TrpRSのホモ
ロジーモデリングによって、tRNATrpの種特異性エレメ
ントをアクセプタ・ステム領域に位置づけた。突然変異
の方法を用いてtRNATrpの種特異性の反転を成し遂げ、
SELEX技術を使って枯草菌tRNATrpアクセプタ・ステム
中にもう1つのエレメントを見つけた後、ようやく枯草菌
の種特異性の反転を成し遂げた。遺伝子欠失または点突
然変異、結晶構造などの技術を用いて、TrpRS中に種特
異性のエレメントであるアルカリ性/酸性アミノ酸（原核
/真核）XXX酸性/アルカリ性アミノ酸（原核/真核）を見
つけ出し、TrpRSの種特異性の反転を成し遂げた。
アミノアシルtRNA合成酵素（aaRS）と基質tRNAの識

別は、たんぱく質生合成プロセスにおける重要なステッ
プであり、その識別の正確性は生物の生死の問題と直接
関わっている。いくつかのアミノアシルtRNA合成酵素
と基質の識別には種特異性が存在している。例えば、枯
草菌トリプトフィルtRNA合成酵素（TrpRS）は枯草菌
トリプトファンtRNA（tRNATrp）しか識別できず、ヒト
tRNATrpを識別することはできない。ヒトTrpRSは同様
にヒトのtRNATrpだけを識別することができ、枯草菌の
tRNATrpを識別することはできない。このことは、われわ
れが低毒広域スペクトル抗生物質を設計するためのチャ
ンスを与えてくれた。
1988年、香港科技大学の王子暉らは枯草菌（Bacillus 

subtilis）の中からTrpRSをクローン化するとともに、そ
れについてシークエンシングを行い、1990年にはさらに
大腸菌において枯草菌TrpRSを高発現させた。1992年、
アメリカYale大学のD.SollはトリプトファンtRNAのアイ
デンティテイ・エレメントの研究を開始するとともに、
tRNAのアイデンティテイを反転しようと企図。1995年、
原核TrpRSの結晶構造分析によって、それと原核チロ
シルtRNA合成酵素の構造の驚くべき相似を発見した。

2000年、一種の耐熱性枯草菌（Bstearothermophilus）の
TrpRS高解像度（2.9A）結晶構造が析出された。
当研究室は王子暉、薛紅両教授の強力な援助（枯草菌

TrpRs、tRNATrp及びウシtRNATrpの組み換え細菌、複数
ロットのヒトTrpRS製剤を提供していただいた）の下、
1997年、tRNATrp及びTrpRSの種特異性の問題について研
究を開始した。
香港から送られて来る純化したTrpRSはしばしば行

程の遠さのせいで失活しているため、そこで我々はヒト
trpS遺伝子をpET-24a（+）プラスミドにクローン化し、
直接、大腸菌―BL21-CodonPlus（DE3）-RIL菌株（フラ
ンスCNRS H.Grosjean教授恵贈）中に発現させ、Ni-NTA
ワンステップ純化法によって、純化したヒトTrpRSを大
規模に、廉価に、高い品質で発現させ、この事業の展開
のために条件を作り出した。
tRNATrpの種特異性エレメントについて研究するた

め、我々はまず初めに耐熱性枯草菌の結晶構造データ
に基づき、枯草菌のTrpRsについてコンピュータによる
ホモロジーモデリングを行った。図1は枯草菌TrpRSと
tRNATrpのアンチコドンドメイン及びアクセプタ・ステム
の結合を示したものである。真核、原核と古細菌tRNATrp

は、いずれも同じアンチコドンを有している。そのため
tRNATrpの種特異性のエレメントはアクセプタ・ステム領
域にしか存在することができない。

◎図1　枯草菌TrpRSのホモロジーモデリング図（文献[8]より）
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我々は3界の生物起源のtRNATrpアクセプタ・ステムの
配列を比較し、3'-第4位、すなわち73位のヌクレオチドと
アクセプタ・ステムの1位と72位の間の塩基対に明らかな
種の違いがあるのを発見した。原核と真核のtRNATrpにお
いては、この3つのヌクレオチドは各々が非常に保守的だ
が、完全に異なってもいる。たとえば、原核tRNATrpの73
位はGヌクレオシドで、1番目の塩基対はAUである。一方、
真核tRNATrpにおいては、それらはそれぞれAとGC対で
ある。また、原核tRNATrpの5番目の塩基対も非常に保守
的で、GC対である。一方、真核tRNATrpにおいては主と
してCG対である。

上記の分析に基づき、我々は3つの枯草菌tRNATrp変
種―G73A、（すなわち73位のGをAに突然変異させた。
以 下 同 じ ）、G73A・A1G/U72C、 G73A・A1G/U72C・
G5C/C68Gを構築した。同様に、ヒトtRNATrpのA73G、 
A73G・G1A/C72U、A73/G・G1A/C72U・U5G/G68Cの
3つの変種を構築した。然る後に、それぞれ枯草菌TrpRS
とヒトTrpRSを用いてすべての野生型及び変異tRNATrp
の動力学的常数を測定した。結果は表1の通りである。

枯草菌 tRNATrp
野生型
kcat/Km 
(1.0)

G73A
G73A・
A1G/U72C
突然変異

G73A・A1G/
U72C・G5U/
C68G突然変異

枯草菌 TrpRS に
よる測定活性 1.0 0.0056 0.0055 0.0023

ヒト
TrpRS による
測定活性

0.011 0.30 0.48 0.75

ヒト
tRNATrp

野生型
kcat/Km 
(1.0)

A73G A73/G、
G1A/C72U

A73/G、G1A/
C72U、U5G/
G68C 

枯草菌 TrpRS に
よる測定活性 0.0076 0.075 0.11 0.14

ヒト
TrpRS による
測定活性

1.0 0.10 0.091 0.064

上の表からわかるように、原核tRNATrpは真核の方向
へ73位が突然変異すると、原核TrpRSによって識別され
る能力が1%以下まで低下した。原核tRNATrpは真核の方
向へ73位と1番目、5番目の2つの塩基対が突然変異する
と、真核TrpRSによって識別される能力が真核tRNATrpの
75%前後にまで上昇した。すなわち、その種特異性はすで
に反転させられていた。真核tRNATrpは原核の方向へ73
位が突然変異すると、真核TrpRsによって識別される能
力が7.5%まで低下した。また、真核tRNATrpは原核の方向
へ73位と1番目、5番目の2つの塩基対が突然変異すると、
原核TrpRSによって識別される能力が原核tRNATrpの14%
前後にまで上昇し、すなわち、その種特異性は部分的に
しか反転させられていない。したがって、原核TrpRSの
tRNATrpに対する識別は、真核TrpRSのtRNATrpに対する
識別よりも厳格であると考えることができる。これは非
常に興味深い現象である。原核tRNATrpの中にはより多く
の種特異性エレメントが存在しているのである。
枯草菌中のその他の種特異性エレメントを探し出すさ

らに多くの手がかりがないため、我々は体外スクリーニ
ングの方法（SELEX、systematic evolution of ligands by 
exponential enrichment）を採用して、枯草菌のTrpRSを
固相化した。20個のランダム配列を含むDNAデータベー
スを構築し、ランダム配列上にはT7 RNAポリメラーゼの
プロモーターが動いており、下流配列はRT-PCRのプライ
マーとすることができる。ランダムDNAデータベースを
用いて420種の異なる配列 を含むRNAデータベースを転写
し、これらのRNAと固相化したTrpRS（両者のモル比は
10：1）を22℃で30分間インキュベートした。TrpRSに特
異的に結合されることができた分子はよりうまく残して
おくことができ、特異的に結合されることができなかっ
た分子はより簡単に洗い落とされる。十分に洗浄した後、
フェノール抽出の方法を用い、TrpRSに結合されたRNA
を回収する。RT-PCRが初めて濃縮された後のDNAデー
タベースを通じて、2つ目のRNAデータベースが転写され
る。固相化したTrpRSとの結合、洗浄、回収、RT-PCR、
体外転写を繰り返せば、TrpRSと特異的に結合したRNA
分子を濃縮することができる。3回にわたるスクリーニ
ングを経た後、RNAデータベースのシークエンシングで
CCCの特異的バンドが出現しているのを発見した（図1参
照）。枯草菌tRNATrpの配列と対照して、それは2-4の3つ
のGC対の領域に対応していることに気づいた。上記と類
似した突然変異の方法を用いて、ヒトtRNAは原核の方向
へ73位と1-5対の塩基対が突然変異すると、枯草菌TrpRS
による識別が枯草菌tRNATrpの63%にしか達さず、種特異
性が反転させられることを証明した。図4はtRNATrpの種
特異性エレメントを示したものである。

◎図2　10種のtRNATrpアクセプタ・ステムの配列の比較図

すべての既知のtRNATrpはどれもこの法則に合致している。それらは次の
通り。
B-Bs, B. subtilis; B-Ec, E.Coli; B-Hi, H.infuluenzae,; B-Rp, 
R.Prowazekii; B-Uu, U.urealyticum; A-Hv, H.volcanii; A-Af.
A.fulgidus; E-Hs, H.sapiens; E-Sc, S.cerevisiae; E-Ye, yeast。文献
[9]より。

◎表1　枯草菌とヒトのTrpRSをそれぞれ用いて測定した枯草菌とヒトの
tRNATrp及びその各種突然変異体の活性　　文献[9]より。
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生型酵素を用いてGel retardation実験を行った。その結
果、アクセプタ・ステムは野生型TrpRS及び234-238の欠
失した変異酵素としか結合できないこと。また、アンチ
コドン・ステム・ループは野生型酵素及び108-122の欠失
した変異酵素としか結合できないことが実証された。我々
はさらに当該のホモロジーモデリング図中のトリプト
ファン結合ポケットに近い1つのモジュール（149-153）を
検査。枯草菌TrpRsの多くの変異酵素―K149R、K149E、
K149G、E153D、E153K、E153G、K149E/E153Kを 構 築
し、野生型枯草菌TrpRS、野生型ヒトTrpRS、各種変異
酵素をそれぞれ用いて枯草菌とヒトのtRNATrpのアミノア
シル化活性を測定した。結果は表2の通りだが、アルカリ
性アミノ酸K149を酸性アミノ酸Eに改めた後、枯草菌の
野生型TrpRSと比べると、そのアミノアシル化した枯草
菌tRNATrpの活性は56%に低下し、アミノアシル化したヒ
トtRNATrpの活性は13.5倍に上昇していた。酸性アミノ酸
E153をアルカリ性アミノ酸Kに改めると、そのアミノア
シル化した枯草菌tRNATrpの活性は3%に低下し、アミノ
アシル化したヒトtRNATrpの活性は12.9倍に上昇してい
た。一方、この2つのアミノ酸の二重変異酵素（K149E/
E153K）と枯草菌の野生型TrpRSを比べると、そのアミ
ノアシル化した枯草菌tRNATrpの活性は1%に低下し、ア
ミノアシル化したヒトtRNATrpの活性は30.7倍に上昇し
ていた。結果が示しているように、K149とE153は枯草菌
TrpRS分子中の種特異性エレメントである。

その後、我々はTrpRS分子中の種特異性エレメントを
探し始めた。同様に、枯草菌のTrpRSホモロジーモデリ
ングの中から、Rossmannフォールドドメインのトリプト
ファン結合部位のすぐ近くにある108-122領域とtRNATrp

アクセプタ・ステムの結合、SD構造域にある234-238領域
とアンチコドン・ループの結合を推測することができた。
我々は108-122領域と234-238領域が別々に、または同時に
欠失した3つの変種TrpRSを構築し、アクセプタ・ステム
とTステム・ループから成る小螺旋及びアンチコドン・ス
テム・ループから成る微細螺旋を合成した。それぞれP32

で表記される小螺旋と微細螺旋及び3種類の変異酵素と野

◎図3　最初のデータベースと3回のスクリーニングを経た後の配列の比較

オリジナルのデータベースには20個のランダム配列があるが、スクリーニ
ングを3回経た後のランダム配列の中には2個のCがあり、ランダム配列外
の1個のCを加えて、CCC配列の存在があることに注意されたい（文献10
より抜粋引用）。

◎図4　tRNATrpの種特異性エレメント

tRNATrp中の最も主要な種特異性エレメントは3’‐第4位のヌクレオチド
（73位、赤色標示領域）である。サブエレメントは1番目と5番目の塩基
対（黄色標示領域）であり、枯草菌tRNATrpにおいては主要及びサブエレ
メントが同時に突然変異し、すなわちヒトTrpRSによって75%前後もア
ミノアシル化されることができる。同様に、ヒトtRNATrpのA73Gが突然
変異し、すなわちヒトTrpRSによって識別される能力がほぼ完全に失わ
れ、主要及びサブエレメントが同時に突然変異し、枯草菌TrpRSにより
14%もアミノアシル化されることができる。原核tRNATrp中にはさらに3
つ目の種特異性エレメントがある（緑色標示領域）。

◎図5　枯草菌TrpRSとtRNATrpが結合したときのシミュレーション図

K149はG73に接近し（tRNATrpの種特異性エレメント）、E153はA1-
U72塩基対に接近している（同じくtRNATrpの種特異性エレメント）。
文献[12]より。

◎表2　異なるTrpRSを用いて測定した枯草菌及びヒトtRNATrpのアミノ
アシル化活性　　文献[12]より
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我々は同様にヒトTrpRSについて研究を行い、枯
草菌TrpRS 149-153位に対応するモジュール（Lys149 
XXX Glu153）、ヒトTrpRSの314-318位を含むモジュール
（Asp314 XXX Arg318）を発見した。両者の区別は、
前者はアルカリ性アミノ酸が先で、酸性アミノ酸が後で
あり、後者は酸性アミノ酸が先で、アルカリ性アミノ酸
が後だという点にある。それらについて上記と似た突然
変異実験を行ったところ、結果は原核TrpRSの結果と同
じであった（未発表資料。大会報告。国際アミノアシル
tRNA合成酵素会議、ソウル、7月4～ 9、2004）。
種特異性の問題をさらに深く理解するために、我々は

同じ研究所の丁建教授と共同研究を行い、2004 ～ 2006年
にかけて、ヒトTrpRS、ヒトTrpRS‐ウシtRNATrp複合体
の結晶構造を完成させた。我々と同時期にヒトTrpRSの
結晶構造作業を完成させたのは、日本の濡木 理研究室と
アメリカのP. Schimmel研究室であり、我々と同時期にヒ
トTrpRS‐ウシtRNATrp複合体の結晶構造分析を成し遂げ
たのはアメリカのP. Schimmel研究室であった。
我々は多波長不規則回折法を用いて、短縮したTrpRS

（T2-hTrpRS）の結晶構造を析出し、解像度は2.5Aであっ
た。当該酵素はアミノアシル化触媒段階を含んでおり、
かつ大部分の血管新生促進活性を具えている。当該酵素
と枯草菌TrpRSの配列のホモロジーは22%に過ぎない。だ
が、それらの完全な立体構造は驚くほど似通っている。
ヒトと枯草菌の2種類のTrpRSを比較すると、両者の間に
は基質結合ポケット上ならびに結合基質とtRNAに対して
重要な役割を果たす入口箇所に、ともに実質的な相違の
存在することがわかった。このような結果は、哺乳類の
TrpRSと細菌のTrpRSは、基質を識別するメカニズムが
同じではないということを暗示している。研究が示して
いるように、1個のtRNAはアクセプタ・ステムを通じて
リンカー 1と結合し、アンチコドン・ループとa螺旋が結
合する方式によって、TrpRSの2個のサブユニットと結合
する。我々の結果はさらに、血管新生促進活性はa螺旋構
造域にある可能性があり、それは短鎖の細胞因子として
組み立てられているということを暗示している。
ウシtRNATrp‐ヒトTrpRS複合体の結晶構造は中国

で初の核酸‐蛋白質複合体の結晶構造である。我々
は、以前に予測していた部位のモジュール（Asp314 
XXX Arg318） と は 異 な る 別 のTrpRSとtRNATrpの
結合した部位―モジュール（Asp99 XX Lys102）を
発見した。ヒトTrpRSの突然変異・活性検査の実験
を経て、このモジュールは間違いなくヒトTrpRS‐
ウシtRNATrpの識別に対して影響があることを証明した。
TrpRSによるtRNATrpの識別メカニズムにとっての新たな
問題、すなわち、なぜTrpRSにはtRNATrpと結合する2つ
の部位がなければならないのか、という問題を提起した
のである。TrpRSがtRNATrpを識別する過程は、とりもな
おさずTrpRSがtRNATrp上の2つの部位と結合するステッ

プである。そして、われわれが予測した部位はアメリカ
科学アカデミー会員Shimmelの研究室の結晶構造によっ
て実証されたのである。
我々のTrpRSとtRNATrpの種特異性に関する研究結果

が明らかに示しているように、TrpRSは広域スペクトル
殺菌剤のスクリーニングの標的とすることができる。当
研究室はこの種特異性を利用して広域スペクトル殺菌剤
のスクリーニングを行う研究を進めているところである。

◎図6　TrpRSがtRNATrpの種特異性エレメント（A73、G72-G1）に
結合した部位を示す細部構造図（文献[15]より）

◎図7　 A. TrpRSとtRNATrpの相互作用の立体図
B. 真核生物におけるA73とR318の間の水素結合
C. 原核生物におけるG73とE153の間の水素結合
    （文献[17]より）
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•Prof i le•

１．生物の分子構造及び動力学の研究にとってのコン
ピュータシミュレーションの意義

生物巨大分子動力学とは分子の三次元構造が生じる可
能性のある経時的な動態変化を指す。多くの情況下では、
生物分子の機能はその静態構造によって決定づけられる
だけでなく、その構造の動力学的変化によっても決定づ
けられる。生物の分子構造、動力学と機能の関係を解析
すれば、生命活動における重要なプロセスのミクロのメ
カニズムについての理解を深めることができるだけでな
く、生物分子の性質の最適化、機能改造及び生物分子を
ターゲットにした薬物設計等に対しても指導的な役割を
果たすことができる。生物の分子構造と動力学の解析は、
実験による解析とコンピュータシミュレーションの二種
類の手段を用いることができる。
現在、実験手段で測定できる生物分子の観察可能な測

定に含まれる構造及び動力学の情報は非常に重要である
が、タイプが限定される。生物の分子構造の実験情報は
主に結晶回折とMRIから得ているもので、少数は円二色
性、赤外線及びラマンスペクトル等から得ている。これ
らの実験が提供する観察可能な測定が受ける最も重要な
制限とは、即ちそれらが時間或いは空間上での大量の分
子に対する平均であることである。例えば、結晶回折は
結晶中のすべての分子内の各原子の平均の位置を提供す
るが、原子の位置の時空分布（即ち分子の空間構造の経
時的変化、および空間位置の異なる同種分子の構造間の
差異）を反映することはできない。
コンピュータシミュレーションは実験による研究の上

記の不足を補うことができる。分子動力学（molecular 
dynamics、MD）シミュレーションを例に挙げる。分子動
力学シミュレーションの軌跡から、我々は理論上定義で
きるあらゆる観察可能な或いは観察不能な量の平均値を
得ることができるだけでなく、またこれらの量の時間配
列及び特定の熱力学状態下の分布を得ることができる。
例えば、分子のあり得る異なる立体配座の状態及びその
分布、分子中の異なる部分間の相互作用の立体配座に対
する依存関係及びその分布等である。

コンピュータシミュレーションのもう一つの利点は理
論モデルにおけるあらゆるパラメーターの制御も可能な
ことである。理論モデルのパラメーターを順次変えるこ
とによって、そのシミュレーション結果に対する影響を
解析すれば、因果関係の厳密性に供することができる。
それに相応する一連の解析は実験による研究においては
しばしば実現が不可能である。例えば、実験では体系の
ある種の性質だけを変えてその他の実験パラメーターに
は影響を与えないようにすることは非常に難しい、或い
は研究目的に基づいて思うように任意の実験パラメー
ターを変えるとしても、ミクロの物理的相互作用に対す
る制御は不可能である。
コンピュータシミュレーションによって、我々は生物

の分子構造と動力学の下層にある要素、即ち立体配座、
エネルギー、エントロピー、駆動力等の決定について、
その熱力学分布と時間配列等の取得を含めた理論上の定
量解析をすることによって、実験観察データについて理
性的な解釈を行うことができる。例えば予想外の理論予
測の結果を得た場合、また新しい実験を設計して検証す
ることが可能である；一定の条件の下では、理論シミュ
レーションの結果の精度は実験に到達或いは超える可能
性があるので、実験を代替することができる；実験の構
築或いは測定の前の、理論の設計と予測には応用価値の
ある分子体系があり、知的財産権を確立する。

２．コンピュータシミュレーションの基本原理
生物分子のコンピュータシミュレーションの方法は二

つの最も基本的な要素から構成されている。一つの要素
は生物分子体系のエネルギーモデル、即ち数学形式で表
されるもので、分子体系のエネルギーは分子の立体配座
に伴って変化する物理或いは統計モデルで、V(R)と略記
することができる。そのうちVは総ポテンシャルエネル
ギーを表し、Rは分子の立体配座を表す。二つ目の要素
はエネルギーモデルの指導下での分子のあり得る立体配
座に対する試料の採取方法である、即ち一連の立体配座
{R1、R2、…RN}を分子体系の立体配座の特定時空分布の

劉　海燕　Liu Haiyan　●中国科学技術大学生命科学学院教授
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化学実験室、米国デューク大学化学学部、米国ノースカロライナ大学教会山分校生物物理及び生物化学部等でポスドク、客員科
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コンピュータシミュレーションの方法及び応用
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代表試料とする。例えば、最もよく見られる状態は試料
が熱力学の平衡分布を表していることを示す。即ち体系
の立体配座の分布はボルツマン分布に従い、体系はミク
ロ状態[R、R+dR]の確率p(R)dR exp[-V(R)/ kBT]dRにあり，
ここでkBはボルツマン常数で、Tは環境温度である。
MDは最もよく使われる熱力学の平衡分布の試料採取

方法の一つである。そのプロセスは数値の解を求める体
系がポテンシャルエネルギーV(R)の下の古典的ニュート
ンの運動方程式にあり、Rの時間変化の軌跡R(t)を取得す
る。もしシミュレーションされる変化時間が十分に長け
れば、異なる時点における体系の立体配座は熱力学の平
衡分布の試料を構成している。熱力学分布の試料を提供
するほかに、MDは立体配座の経時的な連続変化の軌跡も
提供している。

３．生物分子のコンピュータシミュレーションにおける
方法学の問題

エネルギーモデルの精度と立体配座の空間に対する試
料採取の範囲はコンピュータシミュレーションの質を決
定する二つの重要な要素であり、コンピュータシミュレー
ションの実際問題における応用価値を決定づけている。
MDでは一般的に分子力学の磁場のエネルギーモデルを

使用する。生物分子の磁場の長い時間変化の中で、小分
子体系の構造、熱力学データはエネルギー関数形式とパ
ラメーターを確定する最も重要な根拠とされてきた。計
算能力、実験データ、定量指標等の制限を受けて、分子
の磁場が描写する巨大分子の構造、動力学の正確性は往々
にして最も基本的なテストシミュレーションのみによっ
て定性検査が行われ、立体配座の平衡自由エネルギー等
の定量要素は考慮されない。近年、計算能力の急速な向
上に伴って、現在の生物分子の磁場の正確度不足の問題
は日増しに明らかになってきている。ポリペプチドの異
なる二級構造の立体配座間の平衡を例に挙げる。同一体
系に対して異なる磁場を使用する場合は往々にして結果
は不一致となる。しかし同一の磁場を使用して異なる体
系をシミュレーションすると、結果と実験の一致度合い
も非常に大きな差異を示す可能性がある。磁場の精度不
足は分子シミュレーションの構造生物学における広範な
応用を制限する主要なボトルネックであると思われる。
ひとたびシミュレーション結果と実験観察の比較に

よってモデル或いは磁場の信頼性が確立された場合、す
ぐに実験が測定できない分子の性質を予測して、分子設
計を行う有力なツールとすることができる。コンピュー
タシミュレーションはすでに構造修正、構造予測、分子
設計等に広範に応用されている。しかし、現在コンピュー
タの計算能力の制限を受け、分子動力学シミュレーショ
ンを用いて研究できる生物の分子体系の大きさの上限は
数十万個の原子で、シミュレーションの過程での時間の
スパンは数十～数百nsである。非常に多くの重要な生物

のプロセスについて言えば、この時間と空間の規模では
分子体系の試料採取の範囲は依然として限界がある。コ
ンピュータシミュレーションが実験従事者にとってより
いっそう役に立つツールとなるためには、シミュレーショ
ンできる体系の時間と空間の規模を出来るだけ大きくす
る必要がある。時間尺度においてはシミュレーションが
カバーできる物理的時間の範囲は特定の問題と関係ある
真実の分子運動が必要とする時間をはるかに上回るよう
にしなければならない。空間尺度においては興味あるプ
ロセスに対して影響のある各種の環境要素を出来るだけ
シミュレーション体系の中に含めるようにすることであ
る。
コンピュータシミュレーションの時空尺度の増加に

ついては以下の幾つかの方法がある。一つはスピードが
より速い、並行規模がより大きい、効率がより高いコン
ピュータを使用し、同じ計算時間を費やせば、シミュレー
ションがカバーする分子運動の時間はより長くなる。こ
れは主により先進的なコンピュータハードの使用、より
高効率の計算方法特に並列計算法等の開発に依存する方
法である。二は試料採取計算の増強方法の使用で、同様
の計算量を費やして、より大きな範囲の立体配座の変
化に対して試料採取を行う。これは例えば副本交換動力
学シミュレーション等のように一部の一定の普遍性を持
つ計算方法を含むだけでなく、例えば特定の初期状態と
終止状態の立体配座間の変化の経路の研究に用いるター
ゲット動力学シミュレーション等に用いる一部の特定の
問題に焦点を合わせた特殊な方法も含む。三は異なるレ
ベルで“粗粒化”を用いるシミュレーション技術である。
粗粒化モデルでは、シミュレーションされる体系の各“粒
子”は真実の体系の中の一組の原子を代表し、体系の自
由度が減ると、シミュレーションの各ステップの計算量
が減少する。同時に粗粒化体系のエネルギー曲面はより
平滑になり、より長い積分のステップを使用することが
できる。全体的に言えば、計算量は変わらずに、粗粒化
モデルはシミュレーションがカバーする時間尺度を数レ
ベル上まで高めることができる。

４．中国の一部の研究機関が展開している生物分子コン
ピュータシミュレーションの研究

コンピュータソフト及びハードの普及に伴って、多く
の重点大学、中国科学院傘下の研究所等には、コンピュー
タシミュレーションを主な手段にして生物の巨大分子構
造と動力学の研究を行っている研究者たちがいる。関連
の課題グループは生物学、化学、物理、薬物設計等多く
の学科に分布している。
生物学の学科では、筆者が所属する中国科学技術大学

計算生物学研究グループが前世紀90年代の初めからタン
パク質の分子動力学シミュレーションの研究を始めてい
る。我々の研究は主に分子体系の自由エネルギーの計算
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方法、立体配座の試料採取方法、酵素触媒プロセスにお
ける量子力学―分子力学の結合シミュレーションの方法
等に集中している。2001-2005年の期間では以下の研究を
行った。エネルギー関数方面では、GROMOS分子力学エ
ネルギー関数との結合、半経験緊密束縛密度汎関数モデ
ルと結合した広義のボーン溶剤化モデルのパラメーター
化を完成し、そしてGROMOS/GBSAモデルがタンパク
質の正/誤フォールディング立体配座を区分する能力を検
証した。試料採取方法の研究では、粗粒化したフレキシ
ブルネットワーク動力学モデルと原子レベルの分子動力
学シミュレーションの方法を結合して、集合運動の拡大
（ACM）シミュレーションの方法を発展させ、そして卵
白構造域間の運動及びミニペプタイドフォールディング
プロセスに対するシミュレーションによって検証を行っ
た。ACM方法と分布式計算の結合は卵白構造域BdpA
の物理的ポテンシャルエネルギー面上での連続フォール
ディング経路の試料採取を実現し、経路上の移行状態構
造と当該卵白のフォールディングプロセスのphi-値に対す
る実験解析との間には高い相関がある。また計算とシミュ
レーションの方法を用いて圧力強度/温度のGB1構造域の
フォールディング行動メカニズムに対する調節作用を研
究し、そして低pH下の人由来のprP卵白の立体配座転換
の初期経路の研究を行った。
我々の2006-2009年における研究は二つの方面である。

一つは一次性原理に基づく酵素触媒プロセスの方法の発
展と応用をシミュレーションすることであった。二はタ
ンパク質の一部の立体配座の配列に対する依存関係、及
びそれがどのように物理的化学的環境の調節を受けてい
るかをより正確に描写することによって、現在巨大分子
のシミュレーションに用いている計算シミュレーション
を改善しょうと試みた。第一の方面では、ある反応経路
の最適化方法を改善し、それが巨大分子体系の経路の最
適化問題に適用できるようにした。そしてそれを金属の
加水分解酵素の異なる金属イオンの愛好性の源泉及びセ
リンの脱水素酵素の触媒メカニズムの研究に応用して
いる。第二の方面では、ポリペプチドの溶液中の立体配
座の平衡定量計算における傘型試料採取方法の自主適応
の改善及び発展で、溶液中の立体配座の平衡に対する定
量シミュレーションを実現した。定量計算する立体配座
平衡の自由エネルギー面と量子力学の結果を比較して、
分子の磁場の主鎖二面角に依存するエネルギー項を改善
し、シミュレーションの結果分子力学モデルがタンパク
質の一部の構造に対する描写を改善することによって、
タンパク質の天然構造に対するシミュレーションの結果
を改善することができることを証明した。自由エネルギー
摂動理論に基づきポリペプチドの立体配座平衡とその他
の参考データの結合を分子の磁場のパラメーター化の根
拠とする新しい方法を提出した。また一部の構造字母表
に基づく一部の配列－一部の構造統計エネルギーを樹立

し、当該ポテンシャルエネルギー関数が天然卵白の一部
の構造と配列間の依存関係をうまく定量化できることを
証明した。
筆者の知るところでは、生物学界でその他に比較的長

く分子シミュレーションの研究を行っている研究機関は
以下である。北京工業大学生命学院は長期にわたりタン
パク質複合物構造予測の分子シミュレーションの方法研
究を行っている、そして何度もタンパク質複合物構造予
測コンテスト（CAPRI）に参加している。中国科学院上
海薬物研究所は分子シミュレーションを薬物関連卵白の
構造と動力学の研究に応用し、特に卵白と卵白の相互作
用、澱粉試料の凝集が招く疾患卵白の協同メカニズム等、
そして薬物設計との結合である。
物理学の分野では、比較的早く生物分子のシミュレー

ションを行ったのは南京大学物理学部、中国科学院理論
物理所、復旦大学、華中科学技術大学物理学部等の関連
研究グループである。南京大学の王煒等は近年主に統計
力学理論に基づく全原子シミュレーションを用いてタン
パク質のフォールディングのメカニズムを解析してい
る。彼らは系統的に多数の種類の“自由エネルギーの積
み上げのない”フォールディング特性卵白、二元重合体
フォールディング卵白及び金属卵白等を持つフォール
ディング経路のシミュレーションを展開し、理論面から
フォールディングの自由エネルギー面とタンパク質三次
元構造の位相特性の関係を解析した。復旦大学の丁関紅
等は分子動力学シミュレーションの方法を用いて溶液中
のポリペプチドが凝集する熱力学と動力学を研究してい
る。彼らはまた炭素ナノパイプ等のナノ材料とポリペプ
チド間の相互作用を研究し、両者の溶液中の空間構造の
自主組織現象のシミュレーションを行った。華中科学技
術大学物理学部は分子の磁場を用いてタンパク質の熱安
定性と配列の関係法則を解析した。中国科学院理論物理
所の関連研究グループは現在タンパク質シミュレーショ
ンの粗粒化モデルの発展を行っている最中である。
近年、中国の各研究機関では絶えず新しい研究グルー

プが設立され、生物分子のコンピュータシミュレーショ
ンの研究が行われている。中国科学院大連化学物理研究
所の李国輝などは粗粒化モデルの発展、タンパク質の相
互作用のシミュレーション等の研究を行っている。中国
科学院北京遺伝子研究所の雷紅星等は連続媒体と分子の
磁場の結合モデルの最適化、タンパク質構造域の最初か
らのフォールディングシミュレーション等の問題に関心
を持っている。中国科学院系統所の盧本卓の課題グルー
プは主にタンパク質の静電気モデル及び関連の数値の方
法に関心を持ち、それを基質分子とタンパク質の結合、
イオンの輸送等のプロセスのコンピュータシミュレー
ションに応用している。これらの課題グループの責任者
は2007-2009年に相前後して中国科学院人材導入計画“百
人計画”の支持を獲得している。
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プログラムされた細胞死、即ちアポトーシスは細胞の
基本的な生物過程である。発育過程においては、多細胞
組織・器官の各種タイプの細胞でもアポトーシスが発生
する。アポトーシス調節の異常は癌、免疫障害等の様々
な疾病をもたらすことになろう。免疫系において、アポ
トーシスは潜在的な有害細胞（例えば自己免疫反応のT
リンパ球又はBリンパ球等）を消去するのに欠かせないも
のである。FasはTNF受容体スーパーファミリーの中の
死受容体サブファミリーメンバーに属する。Fasリガンド
（Fas ligand, Fas L）はその受容体Fasと結合すると、リ
ンパ球の中でアポトーシスを誘発することができ、免疫
寛容において重要な作用を及ぼす。Fas受容体又はFasリ
ガンドの点突然変異は深刻なリンパ球増殖性疾患を引き
起こす。Fasリガンド三量体の形成はFas受容体の集合を
もたらし、その結果、アダプター蛋白質FADDがFas受容
体にリクルートされ、FADDはさらにcaspase 8プロトタ
イプと相互作用を生じ、caspase 8を活性化する。caspase 
8はシステインプロテアーゼであり、その活性化は細胞内
に既に存在し、休眠状態にある一連のcaspaseプロトタイ
プ蛋白質の活性化を導く。caspase系プロテアーゼの活性
化は細胞内の一部の蛋白質を分解し、アポトーシスを引
き起こす。FADD蛋白質（Fas－associated death domain 
protein）はFas L→Fas→FADD→caspase 8と伝達される
アポトーシスシグナル経路の中のアダプター分子である。

１．FADD蛋白質の構造及びアポトーシス機能
１．FADD蛋白質及びその構造
ヒトとマウスのFADD遺伝子はFas/CD95の細胞質ド

メインをおとり蛋白質とし、酵母ツーハイブリッドシス
テムを通じて獲得されたものである（Chinnaiyan AM et 
al. Cell 1995, 81:505；Zhang J et al., Mol Cell Biol 1996, 
16:2756）。ヒトのFADD遺伝子は2つのエクソン（286
と341bp）及びその間を隔てる2kbイントロンから成
り、11q13.3に位置する（Kim PK et al. J Immunol 1996, 
157:5461）。この領域は乳癌、頭頸部癌など多くの腫瘍の
中で増幅現象が見られると報道されているが、ここは同

時に又、糖尿病発症の影響を受けやすい部位でもある。
Northernハイブリッド形成と原位置ハイブリッド形成
の結果がはっきりと示しているように、ヒトとマウスの
FADD/MORT1のmRNAは成年と胎児の大部分の組織の
中で比較的高いレベルの発現がある。これは生体が正常
な生理的代謝を維持する上で、FADDが重要な作用を持
つ可能性のあることを示唆するものだ。
ヒトのFADD蛋白質全長には208のアミノ酸が含まれ、

マウスには205のアミノ酸が含まれている。それらのア
ミノ酸の68％は完全に同じであり、蛋白質全長の相同性
は80％に達する。FADDはマウスの各組織・器官の中で
発現が見られる。それは主に2つの構造域から成る。C端
に近い約70のアミノ酸は「死ドメイン（Death domain, 
DD）」と呼ばれる構造域を構成しており、相同Fasの死ド
メインと結合し、膜外のアポトーシスシグナルを受け取
ることができる。また、N端に近い約76のアミノ酸は「死
エフェクタードメイン（Death effector domain, DED）」
と呼ばれる構造域を構成しており、相同caspase-8チモー
ゲンの死エフェクタードメインと結合し、その切断活性
化を促進することができる。FADDのDD構造域はFas及
びTNF受容体ファミリーのその他受容体におけるDD構造
域と結合し、一方、そのDED構造域はcaspase-8チモーゲ
ンの中で線形配列を示す多くのDED構造域との結合を受
け持ち、caspase 8とアポトーシスシグナルをリクルート
し、活性化している。FADDのDEDとDD、FasのDDはい
ずれも6つのα螺旋断片の折り畳みにより同様の三次元構
造をしており、静電・疎水作用で結合し、非対称の複合
体となる。FADDがその2つの構造域を通じて2つの蛋白
質（受容体とcaspase-8チモーゲン）をリクルートするこ
とにより形成されたこの複合物はDISC（Death Inducing 
Signaling Complex） と 呼 ば れ る（Eberstadt M et al. 
Nature, 1998, 392:941；Jeong EJ et al. J Biol Chem 1999, 
274:16337；Berglund H et al. J Mol Biol 2000, 302:171；
Paul E et al. Mol Cell 2006, 22:599）。DISCの形成は膜受
容体が誘導するアポトーシスに対して不可欠の影響を及
ぼす。FADDはリン酸化できる蛋白質の一種であり、そ
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のC末端の20のアミノ酸において1段の連続したセリンを
持つ。それはFADDのリン酸化が生じる主な領域と考え
られ、そのうちSer194（ヒト）及びSer191（マウス）は
FADDの最も重要なリン酸化部位だと同定されており、
FADDの機能に対して非常に大きな影響を持つ（Zhang J 
et al. IUBMB Life 2004, 56:395）。
２．FADDのアポトーシス機能
Death domain（DD）及びDeath effector domain（DED）

は死受容体ファミリーがアポトーシスを誘導するシグナ
ル伝達の中で最も重要な2つの構造域となる。細胞膜上に
位置する大部分の死受容体蛋白質が膜内のDDを持ち、一
方、細胞質の中のcaspaseファミリー蛋白質はDEDを持っ
ている。この2つの構造域を含有する蛋白質は構造域の間
の相同結合を通じ、死シグナルを膜外から細胞質の中に
伝達してcaspaseファミリー蛋白質を活性化し、アポトー
シスを実現させる。この2つの異なる構造域を持つ蛋白質
の間の結合を受け持つ蛋白質があり、それはアダプター
蛋白質（adaptor protein）と呼ばれる。FADDは最も早
く発見された膜受容体ファミリーのアポトーシスアダプ
ター蛋白質であり、膜受容体のアポトーシスシグナル系
の中で不可欠の役割を演じている。
細胞表面の受容体Fasが死シグナルを受け取った後、そ

の細胞内の死ドメインに三量体が形成され、死シグナル
を細胞内に伝達し、アダプター蛋白質FADD/MORT1の
C-末端の死ドメインをリクルートする。さらに死受容体
Fasの膜内DDに結合して、caspase-8チモーゲンをリクルー
トし、死誘導シグナル複合体DISCを形成する。caspase-8
チモーゲンはオリゴ化して自らの触媒作用を活性化させ
る。活性化したエフェクター caspaseはラミン、アクチン
といった多種の死基質の分解及びヌクレアーゼ（DNase）
の活性化を引き起こし、細胞に一連の形態学上の変化を
発生させ、最終的にアポトーシスへと導く。
FADDの欠失性不活性又は顕性不活性の細胞及びマウ

スに対する研究の中で、FADD機能の損傷はリンパ球及
び胚繊維芽細胞のTNFR1及びC95が誘導するアポトーシ
スに対し、致命的な影響を持つことを発見した。それら
のDISC形成が阻害されると、caspase 8はリクルートし、
活性化させることができない（Chinnaiyan AM et al. J 
Biol Chem 1996, 271:4961；Kuang AA et al. J Biol Chem 
2000, 275:25065）。
FADDがその他のアポトーシス経路にとって必要なも

のかどうかについては、現在まだ明確な結論が得られて
いない。FADDの欠失は細胞因子、DNA損傷試薬、Ca2+
イオン担体、ホルボールエステル、グルココルチコイド
に対する幾つかの培養細胞の感受性に影響しないと報道
されている。また、実験で明らかなように、FADDが欠
失した場合、胚繊維芽細胞は過酸化水素が誘導するミト
コンドリアのアポトーシスに対し、逆に感受性が高まる。
しかし、そのメカニズムははっきりとしない（Shen HM 

et al. Mol Cell Biol 2004, 24:5914）。
当実験室は酵母ツーハイブリッド形成技術を利用し

て、FADDと相互作用する多くの蛋白質を得た。その
中にNa/K-ATPアーゼのα1サブユニットがある。Na/
K-ATPアーゼはFas ligandが誘導するJurkat T細胞のアポ
トーシスにおいて重要な作用を及ぼす。Na/K-ATPアー
ゼを抑制すれば、Fas ligandが誘導するアポトーシスシグ
ナルを増幅させ、Jurkat T細胞のアポトーシスを速める
ことができる。FADDとcaspase 8はNa/K-ATPアーゼに
対するFas ligandの抑制作用に参加している。Fas ligand
はNa/K-ATPアーゼα1とβ1の分解を速やかに導くこと
ができる。Fas ligandが引き起こす細胞内GSHの急速な低
下は、細胞膜のNa/K-ATPアーゼ活性を調節する重要な
パターンの1つである。GSHはJurkat T細胞のNa/K-ATP
アーゼ活性を高め、Fas ligandが誘導するJurkat T細胞の
アポトーシスを抑制することができる。Na/K-ATPアー
ゼに対するGSHの保護作用は細胞内の活性酸素レベルと
直接の関係がなく、GSH自体がその保護作用を果たして
いるのである。Fas ligandが誘導するJurkat T細胞のアポ
トーシスではまず細胞膜電位の変化が誘発され、その後
がミトコンドリア膜電位の変化であり、且つ細胞膜電位
の変化とミトコンドリア膜の間には一定の平衡関係が存
在している（Yin Wet al. Leukemia 2007, 21:1669）。

２．FADDの非アポトーシス生理過程への参加
１．FADDの胸腺発育、リンパ球増殖及び先天性免疫へ

の参加
近年の研究で明らかなように、FADDはFasが誘導する

アポトーシスに欠かせないだけでなく、他の受容体（例え
ばTNFRI）が介在誘導するアポトーシス経路にも必要な
ものである。FADDはFas/Fasリガンドが介在誘導するア
ポトーシス経路の中で重要な作用を及ぼすだけでなく、
TNF受容体のその他メンバー、例えばTNF-R1、DR3、
DR4、DR5が介在誘導するアポトーシス経路の中でも
FADD/caspase 8経路を通じ、アポトーシス作用を果たし
ている。免疫系でFADDが特異的に欠失したマウスに対
する研究の中で、FADDの欠失は死受容体が誘導するア
ポトーシスを抑制することを発見した。FADDが欠乏す
ると、Fasリガンド及びDR4、DR5が介在誘導するアポトー
シス経路は阻害され、細胞はアポトーシスシグナルを感
受しなくなる（Zhang J et al. Nature 1998, 392:296）。しか
し予想外だったのは、科学者がFADD遺伝子をマウスか
ら取り除く実験を通じ、FADD-/-遺伝子を取り除いたマ
ウスが妊娠9～ 10日目に心臓の欠陥で死亡したのを発見
したことである。しかも免疫組織化学の染色結果によれ
ば、そのマウスの心臓にはアポトーシスの異常シグナル
が現れなかった（Yeh WC et al. Science 1998, 279:1954）。
さらに驚かされたのは、FADDが欠失しても、Fasの機能
的欠陥で誘発されるようなリンパ球数の増加が見られな
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見された。研究の結果、FADDが欠失すると、哺乳動物
細胞のIFNα/β発現が阻害され、ウイルスの感染に対
する感受性が高まることがわかった。FADDのこうした
影響はPKRとTLR-3に依存しておらず、IRF-3と関係し
ている可能性がある（Balachandran S etal. Nature 2004, 
432:401）。この他、FADDはLPS-TLR4のシグナル経路の
制御にも参加しているとの報道があった。FADDとイン
ターロイキン1受容体関連キナーゼ1（IRAK1）の複合物
が形成され、IRAK1とMyD88の結合を制御し、TLR4の
活性化に対する負の制御を実現したのである（Zhande R 
et al. Mol Cell Biol 2007, 27:7394）。
2．FADDのその他生理過程への参加
FADDの非アポトーシス機能に対する研究の過程で、

それが細胞及び組織レベルの各種生理・病理過程に幅広
く参加していることがわかった。FADDノックアウトマ
ウスは胚致死となり、胚発育の10.5日目前後で死亡した。
その心臓は発育不全で、且つ異常出血を伴っていた。実
験で実証されたように、これは必ずしも全てがアポトー
シスの欠陥によって引き起こされたものではない。しか
し、その具体的なメカニズムはまだ明らかでない（Yeh 
WC et al. Science 1998, 279:1954）。
アポトーシス蛋白質の一種であるFADDは腫瘍組織内

の発現が低いと一般に考えられている。しかし、多くの
場合、全く逆の状況となり、FADDは肺癌、頭頸部癌、
乳癌等の腫瘍組織の中で発現が上昇した。これを示す
証拠も沢山ある（Tourneur L et al. Med Immunol 2005, 
4:1）。しかし、このように上昇する目的はまだ明らかになっ
ていない。
当実験室は近年の研究で、FADDが発育、生理、代謝

等の幾つかの重要な生理・病理過程に参加していること
を発見した。その生物学的機能は我々の現在の理解と認
識を遥かに超えるものである。

３．FADDのリン酸化に関する研究の進展
１．FADDのリン酸化
FADDは発見当初にリン酸化の一種であることが証明

されている（Zhang J et al. Mol Cell Biol 1996, 16:2756）。
その後の研究で、FADDの主なリン酸化部位が一段と確
定された。FADDは2つのセリンクラスターを含んでお
り、1つはその蛋白質分子のN端にあり、もう1つはC端に
ある。ヒトFADDのリン酸化はC末端の位置194セリンで
発生し、一方、マウスFADDに対応するのは位置191セリ
ンとなる。
まとめて言うなら、FADDはアポトーシスを介在誘導

する機能と細胞増殖に代表される非アポトーシス機能を
同時に備えている。このため、FADD遺伝子ノックアウ
トマウスが獲得したのは2つの機能が共に欠陥を被った後
の混合表現型であり、しかもこのマウスは心臓の発育欠
陥により、大部分が胚発育の10.5日目に死亡している。

かったことである。逆に、FADDに欠陥のある胸腺T細胞
の中で、その発育と増殖はいずれも強い抑制を受けた。
その胸腺の中のT細胞発育はCD4－CD8－～ CD4+CD8+の
DN3段階で阻害され、最終的に成熟T細胞の数が著しく減
少した（Zhang J et al. Nature 1998, 392:296；Kabra NH 
et al. Proc Natl Acad Sci USA 2001, 98:6307）。FADDが
欠失したTリンパ球にはバックグラウンド的な活性化が一
部に見られたが、それはCD3抗体とCD8抗体の共同刺激に
うまく応答することができなかった。FADD-/-T細胞は抗
CD3抗体と抗CD8抗体の共同刺激を受けた後も、大多数
の細胞が依然としてG0/G1期に停止し、S期に入れなかっ
た。しかも幾つかの細胞周期制御蛋白質の発現レベル、
例えばp21、cyclin D2、cyclin D3、cyclin E、cyclin A、
cdc2、CDK2、CDK6等は刺激の前後に顕著な異常を示し
た（Zhang J et al. J Biol Chem 2001, 276:29815）。これは
FADDがFas及びTNFR1の経路に参入する他、別の非ア
ポトーシス経路とも関係のあることを示している。当実
験室は最近、胸腺組織の特異性とT細胞発育期間の特異
性に関するFADD条件に基づき、マウスのCD4－CD8－～
CD4+CD8+発育段階のDN2→DN3段階、DN3→DN4段階
でそれぞれFADDの遺伝子ノックアウトを行い、FADD
がT細胞の増殖を制御するのはDN3発育段階だけである
ことを実験によって証明した（Dong XB et al. Molecular 
Biotechnology 2008, 38:129；データは発表していない）。
FADD顕性不活性（dominant negative）突然変異体の

遺伝子組み換えマウス（FADD-DN）もFADDのT細胞ノッ
クアウトに似た症状を示し、胸腺Tリンパ球の発育欠陥と
成熟T細胞増殖の欠陥、抗原等の刺激源はいずれもそのT
リンパ球の増殖を活性化することができなかった。また、
その細胞内のp38、ERK、NF-κBの活性及びTCR/CD3
シグナル経路内のCa2+イオンの流動もほとんど影響を受
けなかった。上記の結果はFADDがこれらのシグナル伝
達経路の川下にあり、或いはこれと平行する、まだ発見
されていない新しいシグナル経路が存在する可能性のあ
ることを物語るものだ（Newton K et al. EMBO J 1998, 
17:706；Newton K et al. Curr Biol 2001, 11:273）。
胸腺の発育及びリンパ球の活性化の他、FADDは先天

性免疫にとっても重要な意義を持つことがその後の研究
で発見された。現在、ミバエには先天性免疫しか存在し
ないと考えられており、その主な経路はImd（immnune 
deficiency）pathwayである。研究の結果、FADDの欠
失又は干渉後、ミバエはグラム陰性菌に対する感受性が
高まった。これは抗菌ペプチド遺伝子の発現が抑制を受
けたためと考えられ、その可能性が高い。このことから
わかるように、ミバエという後天性免疫を持たない下等
生物の中で、FADDはその先天性免疫機能の正常な行
使に対し、代替不能の作用を及ぼしている（Naitza S et 
al., immunity 2002, 17:575）。その後、FADDは哺乳動物
細胞の先天性免疫にとっても重要な意義を持つことが発
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これはその非アポトーシス機能を研究する上で大きな障
害をもたらすことになった。また、FADD蛋白質のリン
酸化機能の研究という視点から見ると、FADD蛋白質に
はリン酸化と非リン酸化の2種類の形式が必ず存在してお
り、同時に存在するこの2種類の形式を区分することは難
しい。この難題を解決するため、我々は2種類のFADD突
然変異モデルマウスを作製し、FADDの位置191セリン
をアラニン（FADD S191A）とアスパラギン酸（FADD 
S191D）にそれぞれ変異させた。FADD S191Aは非リン
酸化のFADD形式を、FADD S191DはFADDの永久リン
酸化形式をそれぞれシミュレーションする方法を通じ、
FADDのリン酸化と非リン酸化の2種類の形式を分離し
たのである（Hua ZC et al. Immunity 2003, 18:513）。変
異マウスの出現により、FADD遺伝子ノックアウトマウ
スに存在する多くの問題をうまくカバーすることができ
た。FADD S191Aマウスは表現型が正常であり、FADD 
S191Dマウスは個体が比較的小さい。FADDリン酸化部
位の変異はFADDが介在誘導するアポトーシス機能に影
響しない。FADD S191Dマウスの胸腺細胞は対照マウス
に比べて3倍の低下が見られ、FADD S191Aは正常であっ
た。FADD S191Dの胸腺T細胞の発育には顕著な阻害が
現れ、DN～ DPのDN3転換期に停滞していた。その原因
は増殖中のCD25+CD4－CD8－L細胞が著しく減少したこ
とにあり、これはT細胞の発育が細胞増殖段階で阻害され
たことを示している。末梢リンパ器官における成熟T細胞
の数もやや減少し、そのB細胞の発育にも阻害が現れ、こ
の阻害も細胞増殖段階で現れた。FADD S191Dマウスは
生存できただけでなく、そのT細胞の活性化と増殖、細胞
周期、B細胞の発育等にもFADDノックアウトの時のよう
な症状が現れた。このため、FADDの位置191セリンのリ
ン酸化修飾は、FADDがそれぞれの機能を発揮する上で
重要な作用を及ぼす。位置191セリンのリン酸化はFADD
の欠失で現れる増殖・発育関連の現象をうまくシミュ
レーションすることができ、これがそのアポトーシス機
能の発揮に影響することはない（Hua ZC et al., immunity 
2003, 18:513）。この部位がリン酸化変異すると、細胞周期
の乱れとp130、p27、p-Rb、CDK2、FoxMl等の細胞周期
関連蛋白質の発現及び活性化を引き起こすことができる
（Osborn SL et al. J Biol Chem 2007, 282:22786）。
生物情報学による分析で明らかなように、アポトーシ

ス蛋白質のFADDが持つDDとDEDの2つのアポトーシス
関連構造域は大部分の種の中で高度に保存されている。
しかし、そのリン酸化部位を含むC末端はゼブラダニオ、
ミバエ、マラリア蚊等の下等生物においては失われてお
り（Hua ZC et al., Immunity 2003, 18:513；Zhang J et al. 
IUBMB Life 2004, 56:395）、保存的なC末端を含有するの
は哺乳動物だけである。これはFADDが進化の過程でこの
C末端を獲得し、より高次の、より精密な発育・増殖制御
を実現した可能性の高いことを示している。哺乳動物にお

いて、FADDはアポトーシス機能と細胞増殖に代表される
非アポトーシス機能という二重の機能を同時に備えた蛋
白質として進化し、それによってアポトーシスと細胞増殖
という正反対の運命を持つこの2つの生物機能を同じ1つ
の分子の中に整合・統一したのである。リン酸化はその中
で重要な制御作用を及ぼす。FADDのリン酸化はそのアポ
トーシス機能に影響しないことを前提に、非アポトーシス
機能を効果的に制御することができ、リン酸化はFADDの
非アポトーシス機能にとって重要な調節的意義を持つ。
FADD S191Dは我々がFADDの非アポトーシス機能を研
究するための力強い手段を提供するものであり、このモデ
ルにより、FADDが受け持つアポトーシス機能と非アポ
トーシス機能が効果的に分離・分割された。
生理的条件下において細胞がG2/M期に入るのに伴い、

FADDのリン酸化形式が著しく増大することを人々は
既に発見している（Alappat EC et al. J Biol Chem 2003, 
278:41585；Scaffidi C et al. J Immunol 2000, 164:1236）。
この他、T細胞が活性化した後でも、FADDのリン酸化形
式が増えるという。
２．FADDのリン酸化に関係するキナーゼ
FADDをリン酸化するキナーゼを探すことは、FADD

の非アポトーシス機能を研究する上で非常に重要な手掛
かりとなる。マウスFas変異体のGST融合蛋白質をおと
りとして利用し、人々はFADDのリン酸化に関係する幾
つかのキナーゼ蛋白質を得た。その中の分子量約43kDa
の未知キナーゼはFADDをリン酸化することができる
（Kennedy NJ et al. J Immunol 1998, 160:4881）。その後
の研究でさらにFADDが分子量70kDaのキナーゼによって
そのC末端でリン酸化を起こすことが発見された（Scaffidi 
C et al. J Immunol 2000, 164:1236）。Tschoppチームにも
似たような報道があり、彼らはFADDのリン酸化を促進
できるFIST/HIPK3（Fas-interacting serine/threonine 
Kinase/homeodomain-interacting proteinkinase）という
名前のキナーゼを発見したのである（Rochat-Steiner V 
et al. J Exp Med 2000, 192:1165）。また、FADDがKGI細
胞の中でPKC-ζとの相互作用によりリン酸化されること
を示す証拠も得られた（Thonel Ade et al., Blood 2001, 
98:3770）。その他、CKI-αは体内でも体外でもFADDをリ
ン酸化できるとの報道もある（Alappat EC et al. Mol Cell 
2005, 19:321）。このリン酸化はFADDの細胞周期への参加
にとって重要な意義を持つが、それが他の生理過程に参
加することの意義はまだはっきりとしていない。上記の
キナーゼは結局の所、FADDのリン酸化及びその機能制
御の中で調節作用を果たすのかどうか、また、どのよう
な条件の下で調節機能を発揮するのか、或いはこれらの
キナーゼの間におけるFADD調節の違いはどこにあるの
か。これらはいずれも未解決の謎である。
３．FADDのリン酸化と腫瘍
FADDのリン酸化はタクソールが誘導する細胞周期
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阻害に対する前立腺癌等の腫瘍細胞の感受性を高め、
前立腺癌の進行過程と予後に影響を与えることができ
る（Shimada K et al. J Pathol 2005, 206:423；Yoshiaki 
Matsumuraa Y et al. Pathobiology 2009, 76:293；Morgan 
Mj et al. 2001, 8:696）。タクソール自体はFADDの位置
194セリンのリン酸化とG2/M期の阻害を促進すること
ができ、一方、細胞内で過剰発現するリン酸化されない
FADD蛋白質はこうした効果を抑制することができる
（Alappat EC et al. J Biol Chem 2003, 278:41585）。
FADDのリン酸化はさらに肺癌患者の予後不良、生

存率の低さと深い関係がある。実験で明らかなように、
FADDのリン酸化とNF-κBの活性向上、細胞周期の乱れ
は強い協同作用が働いている。永久リン酸化FADDの過
剰発現をシミュレーションすれば、NF-κBの活性向上と
G2期の細胞数の減少を誘導することができる。肺癌中の
リン酸化FADDのレベル上昇は、NF-κBの活性向上と細
胞周期の乱れを引き起こすが、これは腫瘍の悪性行為増
大に関する潜在的な分子機序を表している可能性がある
（Chen G, Proc Natl Acad Sci USA 2005, 102:12507）。

結びの言葉
研究の過程で、我々はFADDがほぼ全ての組織の中

で発現し、発育の初期に発現を始めることを発見した。
FADD蛋白質のアポトーシス関連構造域（DD、DED）は
下等生物から高等生物に至るまで高度に保存され、また、
リン酸化部位を含むFADD蛋白質のC末端は哺乳動物で高
度に保存されている。FADD蛋白質はアポトーシス機能
の他、細胞増殖を含む非アポトーシス機能も同時に備え
ており、これらの非アポトーシス機能の生理的、病理的
意義が次々と発見されている。上記の現象は、FADDが
発育、生理、病理過程で重要な作用を及ぼす蛋白質であ
ることを改めて証明するものだ。しかし、我々が既に得
たFADDに関する知識ではこれまでに発見されたFADD
の上記の機能と作用をまだ説明することができない。こ
のため、FADD蛋白質の構造と機能の関係について今後
研究を深め、掘り起こす必要がある。FADDの構造と機
能に対する深い理解は、人類がFADDを病気診断の手段
又は病気治療薬のターゲットポイントとして、その健康
に寄与するのに役立つであろう。
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•Prof i le•

要約：
チオールはタンパク質の酸化・還元状態を適切に維持

するために主要な役割を担っている。チオールの酸化感
受性は酸化還元感受性の機能的スイッチとして機能し、
ジスルフィド形成、及びその他の酸化物形成につながる、
或いは有害な結果につながる。ここで、私はタンパク質
チオール修飾の位置、動的変化及びその機能に対する我々
の理解を大きく高めた、最近開発されたタンパク質チオー
ル修飾のイメージ及びプロテオーム技術、並びに酸化的
タンパク質チオール修飾に果たすミトコンドリアの中心
的な役割を明らかにする研究の進歩について検証する。

はじめに
システインは大抵の生物のタンパク質中、滅多に使用さ

れることがない保存度の高いアミノ酸の一つである（1）。
システインの遊離チオール基の反応性及びレドックス性
はこれらの生物のタンパク質の構造、機能、及び制御に
とって有益である。システインチオール基は求核性が高
く、酸化還元反応、金属配位、及びチオール・ジスルフィ
ド交換にとって最適であるが、活性酸素種（ROS）及び
活性窒素種（RNS）による酸化に非常に弱い。
ミトコンドリアの一番の役割はアデノシン三リン酸

（ATP）の形で細胞の生体エネルギーを生産し、その供
給を制御することであるが、同時に種々の細胞傷害に応
答して、活性酸素種及び活性窒素種の産生に極めて重要
な初期事象を内蔵し制御する。実際、ミトコンドリアの
エネルギー代謝は、大多数の真核細胞の活性酸素種及び
活性窒素種にもっとも量的に重要な機能であるとして認

識されている。ミトコンドリアの活性酸素種及び活性窒
素種は細胞機能、信号伝達、及び種々の病状の起因とな
る酸化ストレス、並びにニトロソ化ストレスと関係する
ことが知られている。ここで、我々はタンパク質チオー
ルの酸化修飾においてミトコンドリアが果たす中心的な
役割を明らかにする最新のタンパク質チオール修飾のイ
メージング法及びプロテオミクス技法、並びにその分野
の進歩を検証する。

タンパク質チオール修飾の多様性
チオールはタンパク質の適切な酸化・還元状態の維持

に主要な役割を担っている。チオールの酸化感受性はジ
スルフィド並びにより酸化性の高い生成物の形成につな
がる。全てのチオール修飾の中で、ジスルフィドが修飾
されたチオール基のもっとも一般的な形であり、表面膜
タンパク質、或いは分泌タンパク質の折り畳み、輸送及
び機能にとって重要な構造要素であると主に考えられて
いる（2-3）。この１０年、ますます多くのタンパク質がそ
の活動を制御するために活性酸素種或いは活性窒素種を
利用することが特定された（4）。タンパク質チオールの
活性酸素種及び活性窒素種との反応がスルフェン酸、ス
ルフィン酸、スルホン酸、並びにジスルフィド、グルタ
チオン化、及びS-ニトロソチオールと言った様々に異なっ
た修飾形成につながる（5-7）。活性酸素種及び活性窒素種
の毒性による酸化修飾は細胞のアポトーシス及び機能喪
失を引き起こす（8）。しかし、準毒性の活性酸素種及び
活性窒素種の生成から始まって、チオールはレドックス
感受性スイッチ（9）として働き、遺伝子発現（10-11）、

楊　弋　Yang Yi　●華東理工大学特別客員教授
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分子酵素学実験室において、タンパク質のスルフヒドリル基修飾、および亜鉛における酵素の構造と機能に対する影響を研究。 
1999-2002 ハーバード医科大学院 生物化学・生物物理・医学センターにおいて、リサーチフェロー（Research fellow）として、
金属タンパク質の機能研究に従事する。2002-2005 さらに、ボストン医科大学院 心臓血管研究センター、およびエバンスメディ
カルセンターにおいて、博士研究員(Research Associate) として、一酸化窒素遊離基の生物学、タンパク質スルフヒドリルグルー
プ、および心臓血管疾患に研究を進める。2005-2006 ハーバード医科大学院、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院において、
生物化学の副研究員および医学講師(Associate Biochemist & Instructor of Medicine)を勤める。継続して上記の一酸化窒素遊離
基の生物学、タンパク質スルフヒドリルグループおよび心臓血管疾患を研究。2006-現在　華東理工大学特別客員教授。
主な研究成果：
主に、タンパク質のスルフヒドリル基酸化的修飾についての細胞内in-situ画像技術において実績を上げる。スルフヒドリル基修
飾は、酸化還元シグナル伝達研究における世界的なホットスポットであるにも関わらず、長期にわたり分析技術が伴わないため
研究が非常に困難であるとされてきた。私は、タンパク質ニトロソ化と、ジスルフィド結合の細胞内in-situ画像という、2種類の
重要なタンパク質のスルフヒドリル基酸化的修飾についての技術を確立した。世界初の、細胞内におけるタンパク質のニトロソ
化in-situ蛍光ラベリング画像を得たうえ、ミトコンドリアにおけるこれらの修飾を観測し、画像構築の方法によって細胞内のジ
スルフィド結合の位置とレベルを観察することに成功した。以上の技術は、スルフヒドリル基酸化的修飾研究における障害も解
消し、更に研究を進め、これらの修飾の細胞内における定位と調整機能を示した。ニトロソ化の形成メカニズム、および細胞が
タンパク質のジスルフィド結合を調整することによってタンパク質の機能を調整するという仮説を提出し、その複雑な生命活動
と疾病における作用をさらに示すため、新たな発想を提供した。

ミトコンドリアはタンパク質チオールの
酸化修飾に中心的な役割を担う
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エネルギー代謝（7、12-14）、リン酸化反応（15-17）、タ
ンパク質転移（18）並びに他の多数の事象（19-23）を含
む活性酸素種及び活性窒素種を介した多様な細胞過程の
要因となる。これらのタンパク質のシステイン残基は、
酸化ストレス及びニトロソ化ストレスにさらされると素
早くそして可逆的に修飾される。タンパク質のリン酸化 / 
脱リン酸化と同じように、ほとんどの酸化的チオール修
飾は素早く、未知の調節因子及び代謝フラックスにより
可逆的な性質であることが示唆されている（6）。

タンパク質チオール修飾の検出とイメージング
酸化的チオール修飾、ジスルフィド、S-ニトロソチオー

ル、及び、特にスルフェン酸は最近、日増しに注意の的
となり、より高度な検出方法が必要とされている。タン
パク質チオール修飾の分析方法は、修飾過程の中で修飾
信号の転移或いは喪失をさけるために、素早く、明確で、
in situに効果的であることが理想的である。化学者たちは
in vitroでのタンパク質のチオール修飾検出のために様々
な方法を使用した。たとえば、全体的なS-ニトロソチオー
ルのレベルは、先ず光分解開裂或いは化学反応によりS-ニ
トロソチオールを一酸化窒素に変換し、間接的に測定す
る。その後、一酸化窒素選択電極、化学発光分析法、或
いは、オゾン、又は一酸化窒素検出用蛍光試薬（24-25）
との反応生成物の蛍光発光により直接、電気化学的に検
出する。チオールにより還元されると吸収スペクトルが
変化するEdman試薬は、タンパク質の遊離チオール及
びジスルフィド濃度の測定のために幅広く使用されてき
た。質量分析技術（マススペクトロメトリー）はin vitro
でタンパク質のチオール修飾を検出するための強力な方
法であるが、技術的な難しさのために、生理的条件下で
タンパク質のチオール修飾を検出する目的で質量分析技
術が直接に使用されたという報告は数えるほどしかない
（26-27）。
これらのin vitro生化学的検出法は幅広く使用されてき

たが、チオール修飾のプロテオームを研究するには、よ
り正確なラベリング方法が必要とされる。in situでのこれ
らの修飾の検出及びイメージングは位置の特定並びに動
的変化についての重要な情報を提供するが、in situのタン
パク質チオール修飾状態を測定するには、生きている細
胞内及びサンプル処理過程におけるチオールの酸化状態
の複雑性、不安定性、及び可逆性と言った多くの難問が
ある。タンパク質S‐ニトロソ化、グルタチオン化、スルフェ
ン酸形成（28-29）の免疫ブロット法及び免疫化学では
修飾チオールに対していくつかの抗体が使用されてきた
が、チオール修飾の不安定性、及び抗体の特異性の欠如
により、その適用範囲は限られている。現在、チオール
修飾のプロテオームの研究では、タンパク質チオール修
飾を化学的に特異にラベリングする方法がもっとも成功
している。一般的に遊離細胞内のタンパク質チオールは

アルキル化試薬によりブロックされていることから、S-ニ
トロソチオール、スルフェン酸、及びジスルフィドを含
む、標的のチオール修飾フォームから遊離チオールを産
生するために特定の還元剤が使われた。そして、最後に、
新しく産生されたチオール（22,30-33）を検出するために、
種々の異なったチオール特異の蛍光プローブ或いは親和
性プローブが使用された。タンパク質のスルフェン酸へ
の酸化を測定するには、新しく合成された蛍光プローブ
（34-37）を使ってタンパク質スルフェン酸を直接的にラ
ベリングすることが可能である。グルタチオン化タンパ
ク質は放射性のグルタチオン（38）により標識化できる。
一旦標識化されたら、親和性プルダウン、1D或いは 2Dの
電気泳動/ ブロッティング、及び質量分析（22,30-32,38-41）
の組合せによりチオール修飾は分析可能となる。
近年、チオール修飾に特異な標識方法が開発されたお

かげで、研究者たちは細胞中のタンパク質チオール修飾
を視覚化することができ、チオール修飾の全体的な位置、
分布及び動的変化についての情報収集が可能となった。
我々はin situで細胞内のS‐ニトロソタンパク質を素早く
イメージングするための特異な方法を開発した。その方
法では遊離チオールのアルキル化、次いでS-ニトロソチ
オールからの還元によりチオールを産生し、蛍光プロー
ブのTexas redメタンチオスルホン酸誘導体で標識化す
る（32）。驚くことは、これらのS‐ニトロソタンパク質
が主にミトコンドリア内、及びミトコンドリアの区画周
囲に存在することをはっきりとイメージが示し、ミトコ
ンドリアタンパク質が一酸化窒素の存在下で修飾され、
又、機能的に制御される傾向があることを示唆している
事実である。細胞内のタンパク質ジスルフィドのラベリ
ングと同様の方法を使って、我々は哺乳動物細胞の中の
タンパク質ジスルフィドプロテオームのイメージを取得
した。イメージは、ゴルジ装置ではジスルフィド信号が
強く、ミトコンドリアの中ではその信号が弱いことを示
している（33）。これらの画像データは、通常の生育状態
ではジスルフィドを含むほとんどのタンパク質は表面膜
たんぱく質、或いは内分泌タンパク質であることを示す
プロテオミクス解析と一致する。

ミトコンドリアはタンパク質チオール修飾で中心的な役
割を担う
ATP合成に必要とされる電気化学的なH+膜電位を構築

するために継続的に酸素（O2）を還元するミトコンドリ
アにある電子伝達鎖には、恒常的な活性酸素種（42）の
産生という大きな副作用がある。ミトコンドリアによっ
て産生される本来の活性酸素種はスーパーオキサイド
（O2-）であり、マトリックスMn-SOD、及びミトコンド
リア中のCu/Zn-SOD（43-44）の活動を通して、より安定
した膜透過性のH2O2に形質転換する。H2O2はその後細胞
内に拡散し、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダー
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化反応は一つのチオールから他のチオールへの一酸化窒
素の再分布を容易にし、ミトコンドリアの 膜間腔（60）
の低チオール酸化還元環境がSニトロソ化を進める遊離チ
オールの反応性を制限する
チオールのジスルフィドへの酸化の主要源は最初、酸

素による自発的な酸化だと考えられていた。グルタチオ
ンは強力な中間体候補（61）であったが、ジスルフィド
形成のために酵母にとって必要不可欠な遺伝子であるER
貯留チオールオキシダーゼEro1（62）により酸化されて
いることが発見されたことにより、最近、ジスルフィド
形成における役割が最小限なものであるとされた。哺乳
動物細胞では、ERo1L或いはもう一つのタンパク質チオー
ルオキシダーゼであるQsoxが細胞の製造に必要不可欠で
ある、又はタンパク質チオールオキシダーゼのダウンレ
ギュレーションが哺乳動物細胞でのジスルフィド形成に
影響を及ぼすという事実はこれまでに示されていない。
タンパク質ジスルフィドにも同様の蛍光標識方法を使っ
て、我々はミトコンドリア由来の活性酸素種が、哺乳動
物細胞における細胞表面タンパク質ジスルフィド形成を
容易にするために活発に使用されること、並びにジスル
フィド形成、ミトコンドリアの抑制、還元電位、及び細
胞密度（33）の間に非常に強力な相互関係が存在するこ
とを発見した。これらの証拠により、これまでに理解さ
れていた以上に、ジスルフィド結合のミトコンドリア酸
化還元制御が広範囲であることが示された。ミトコンド
リア呼吸及びミトコンドリア由来の活性酸素種産生の障
害は、大きくタンパク質ジスルフィド形成を減少させ、
細胞表面ジスルフィド含有受容体の亜群の機能障害を
誘導した。この研究は他のいくつかの報告と共に、タン
パク質ジスルフィドプールは構造的要素であるだけでな
く、制御要素でありまた細胞の酸化還元センサーである
ことを示唆している。

展望
ATP生産及び細胞の代謝制御という支配的な役割の他

に、最近の多くの研究が示唆するようにミトコンドリア
はタンパク質チオール修飾及び酸化還元信号においても
重要な役割を果たしている。しかし未解決の疑問がたく
さんある。例えば、ミトコンドリアによるタンパク質チ
オール修飾の制御の生理学的重要性は何か？　ミトコン
ドリア活性酸素種の標的タンパク質は何か？　どのよう
にミトコンドリアはチオール修飾レベルを感受し制御す
るのか？　現在ではタンパク質チオール修飾に特異な標
識方法を使って、生物学的プロセスと疾患状態の細胞の
酸化還元の帰結を探ることは可能であるが、これらの方
法のほとんどには厄介な閉塞ステップと還元ステップが
含まれている。我々は現在、タンパク質チオール修飾に
必要な高感度に改善されたイメージ及びプロテオーム技
術を開発中である。我々は、新しい技術の助けを借りて

ゼ、及びチオレドキシンペルオキシダーゼ（45-46）と言っ
た細胞質性抗酸化システムによって除去される。興味深
いことには、軽度なアンカップリング経路の活性化の中
で（47-48）、H2O2がミトコンドリアの活性酸素種産生の
制御役をも務めることである。H2O2はまた、遊離基（フリー
ラジカル）のHO-（49）を産生する。反応性が高く、細胞
の主要な高分子の全てを標的とするHO-は本質的にダメー
ジ役（50）を担うと信じられている。ミトコンドリアは又、
誘導型一酸化窒素シンターゼ２（51）の酵素活性を通じ
て生産される一酸化窒素（NO-）由来の活性窒素種の源の
一つと考えられている。活性窒素種は一酸化窒素（NO-）
と酸素（O2-）の反応で始まり、ペルオキシナイトライト
（ONOO-）（52-53）を形成する。活性窒素種のもう一方
の形である二酸化窒素（NO2）は炎症に重要な役割を果た
している可能性が高い（54）。呼吸鎖依存の亜硝酸還元酵
素活性（55-57）を含む活性窒素種の代替エネルギー源は、
ミトコンドリアの中に記述されている。ミトコンドリア
では活性酸素種及び活性窒素種のレベルは、酸化的損傷
からミトコンドリア及び細胞自身を保護するため、効果
的に管理・制御されている。ミトコンドリアの中にある
一連の防御酵素（スーパーオキシドジスムターゼ－超酸
化物不均化酵素、カタラーゼ、及びペルオキシダーゼ）
が局部的な酸素濃度の制御に重要な役割を果たし、こう
して活性酸素種及び活性窒素種のレベルを制御している。
細胞の中のミトコンドリア及びその代謝作用による活

性酸素種及び活性窒素種の生産はこれまで長期間研究さ
れてきた。日ごとに増す文献の結果から、それらが関与
する多数の病態生理学プロセスについてより多くの有益
な情報が手に入るようになった。活性酸素種及び活性窒
素種は多様な反応性試薬と接触すると、ミトコンドリア
とサイトゾル間の通信を提供するシグナル伝達分子とし
て機能する。このように、活性酸素種及び活性窒素種の
生産は細胞内レドックスバランス（58）を維持する信号
の一つであり得る。全体として、活性酸素種及び活性窒
素種は単一エンティティとは捉えられず、その存在が産
生の種、割合、数量、蓄積及び微小環境に依存する多様
な化学種を包含する（59）。
共焦点顕微鏡での観察及びin situのS-ニトロソチオール

蛍光標識によって、我々はS‐ニトロソタンパク質が、主
に静止細胞（32）における主要なスーパーオキサイド源
であるミトコンドリアに存在することを発見した。本質
的にミトコンドリアが欠如している細胞はS‐ニトロソタ
ンパク質の形成が極端に少ない。細胞がスーパーオキサ
イド産生を減少させる電子伝達阻害剤で処理されると細
胞内タンパク質S‐ニトロソ形成も又減少する。これらの
研究はスーパーオキシドアニオンが内因性一酸化窒素、
或いは外来性一酸化窒素と反応して、ニトロソ化種であ
る ペルオキシナイトライト、或いはN2O3を形成すること
を示唆している。さらに、細胞とのS-トランスニトロソ
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これからの更なる研究により、タンパク質チオール修飾
及び機能制御においてミトコンドリアが果たす中心的な
役割を明らかにすることが可能であると信じている。
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はじめに
2003年4月14日、国際ヒトゲノムコンソーシアムによ

り、ヒトゲノム完全解読宣言がなされた。この日を境に、
従来のライフサイエンスの研究スタイルに、想像もでき
ないほどの変革がもたらされた。ゲノムには生命をコン
トロールする基本情報が刻まれており、ゲノム解析によっ
てその有限ではあるが広大な情報の全体を、人類はやっ
とスコープの中に入れることができたのである。有限で
あると分かった対象は、全体をとらえることで、必ずや
全体を理解することができるようになるであろう。たと
えば、地球の果てがどこだかわからなかったときと、「地
球は球である」と認識したあとでは概念が全く変わり、
地球規模でものを考えることができるようになる。この
対象はゲノムだけではない。生体分子の情報は、そのす
べてにおいて有限であると考えられ、それらを網羅的に
収集・解析するアプローチがオミックスである。
ヒトゲノムプロジェクトにより、ゲノム配列はわかっ

たが、生命現象のメカニズムはまだまだ未知である。生
命活動とは、ゲノムを基本設計図としつつ、環境との相
互作用というダイナミズムの中で営まれている。生命現
象における階層、たとえば、ゲノムＤＮＡをもとにＲＮ
Ａが作られ、ＲＮＡをもとにタンパク質が作られる、と
いう流れの中で、ゲノム配列は一番下の階層であり、生
命現象を理解するには、高次の階層へ向かって、網羅的
な解析を進めていく必要がある。このようなオミックス
研究における、日本の現状と展望について考える。

世界のポストゲノム研究
2001年、ヒトゲノムプロジェクトが最初のドラフトシー

ケンスを発表した際、日本は行政レベルでヒトゲノムに
関する研究は終了したと科学技術政策上の誤った一般的
解釈がなされたために、日本はヒトゲノム分野のプロジェ
クト型研究に対する推進力を失った感が否めない。その
後、日本独自の機能的な解析に焦点を当てた「ゲノムネッ
トワークプロジェクト」などのプロジェクト研究を推進
したものの、全体の規模などを考えると、中国、米国か
らゲノムプロジェクトそのものの推進から一歩引いた位

置にとどまっている。一方、米国ではヒトゲノム研究の
在り方が国家レベルで検討され、ヒトゲノム多様性解析
研究や、トランスクリプトームやエピゲノミクスなどの
研究推進策が決定された。また、それだけでなく、個人
のゲノム解析を推進することにより、遺伝的背景をもと
にした個人差の解明が期待され、テーラーメード医療へ
の展開が示唆された。しかし、個人のゲノム解析など、
これらの研究を推進するためには、当時においては膨大
な予算が必要であった。そのため、米国ではコストや労
力を抑えることを目指し、国をあげて次世代シーケンサー
開発へ乗り出した。このような状況下で、米国はヒトゲ
ノム解析完了宣言を契機として、ゲノムのアノテーショ
ン（注釈づけ）をスタートすると同時に、1000ドルゲノ
ムを目指しはじめた。その結果、現在では次世代シーケ
ンサー技術開発は、一部の例外を除いて、すべて米国に
中心がある。このような背景を持って、その後、米国主
導のポストゲノム研究プロジェクトが次々と立ち上げら
れている。また、最近では中国の北京ゲノム研究所（BGI）
が、多数の次世代シーケンサーを導入し、「1000 plant/
animal プロジェクト」など、シーケンシングを積極的に
展開している。以下、主要な国際ポストゲノムプロジェ
クトを挙げる。

●1000人ゲノムプロジェクト：異なる民族グループから
1000人分の匿名者のゲノム配列を決定することによ
り、ヒトの遺伝的多様性を解析する。イギリス、米国、
中国が中心。
●がんゲノムコンソーシアム：主要ながんのゲノム変異
カタログを作成する。米国、欧州、オーストラリア、
インド、中国、日本など、数多くの国々が参加。
●ゲノム10Kプロジェクト：脊椎動物一万種のゲノム解読
を目指す。米国、欧州、シンガポール、カナダ、日本
などが参加。
●ヒト微生物群ゲノムプロジェクト：体内の1000の微生
物ゲノムを解読。米国国立衛生研究所(NIH)が主導。
●ENCODEプロジェクト：遺伝子発現解析。米国NIHが
主導。米国、欧州、シンガポール、日本などが参加。

林﨑　良英　はやしざき よしひで　●独立行政法人理化学研究所 オミックス基盤研究領域領域長
1957年大阪生まれ。1986年大阪大学医学部大学院博士課程修了（医学博士）。1992年より理化学研究所ライフサイエンス筑波
研究センタージーンバンク室研究員、1995年ゲノム機能解析研究グループプロジェクトリーダー、1998年ゲノム科学総合研究
センター遺伝子構造・機能研究グループプロジェクトディレクターを経て、2008年より理化学研究所オミックス基盤研究領域領
域長。生体分子の網羅的データ解析によるトランスクリプトームおよび遺伝子制御ネットワークの解析に取り組んでいる。2004
年文部科学大臣賞、2007年紫綬褒章受章。

オミックス研究の現状と展望
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●パーソナルゲノムプロジェクト：米国ハーバード大学
が主導。参加した個人のゲノム情報に加え、顔写真や
医療情報をともにウェブ上で公開する。一万人を募集、
解析する予定。

●ヒトエピゲノムコンソーシアム：1000のエピゲノムマッ
プの構築を目指す。米国、欧州が主導。

●ゲノム疫学プロジェクト「P3G(The Population Project 
in Genomics)」：数十万人のゲノム解析データとともに、
生活習慣などの疫学データをデータベース化する。各
国で進行中のプロジェクト間の連携をとり、共同でデー
タ解析を行う。数多くの国々がメンバーとして参加し
ているが、日本は参加していない。

●ヒトヴァリームプロジェクト：人類すべての遺伝子変
異を一覧にして、世界中の研究者、医師、患者がアク
セスできることを目指す。オーストラリア、米国など
が参加。

●国際エピゲノムコンソーシアム：あらゆるエピゲノム
マーカーを探索し、さまざまな組織細胞で、国際分業
で解析を行う。

日本の貢献
ゲノム配列だけではわからなかった生命活動のメカニ

ズムを理解するため、より高次な分子情報を網羅的に解
析するオミックス研究には、以下の３つの要素を欠かす
ことはできない。

１．次世代シーケンサーの発展
２．新しい戦略に基づくサンプル調整技術
３．情報を知識に変えるバイオインフォマティックス技術

シーケンス技術の開発や、次世代シーケンサーの導入
実績の点において、日本は欧米に比して出遅れたと言わ
ざるを得ないが、日本には独自のサンプル調整技術を活
かし、バイオインフォマティックス技術を駆使した、ト
ランスクリプトーム解析を展開してきた実績がある。
たとえば、2004年度から文部科学省が開始したゲノム

ネットワークプロジェクトでは、遺伝子の発現調節機能
やタンパク質等の生体分子間の相互作用の網羅的な解析
を行い、生命活動を成立させているネットワークを明ら
かにしたので、以下にその概略を紹介する。
筆者のグループでは、CAGE（Cap Analysis of Gene 

Expression）法と呼ばれる、ゲノムワイドな転写開始点
の同定や遺伝子発現プロファイルを得ることができる独
自技術を開発し、トランスクリプトーム解析に活用した。
CAGE法では、mRNAのcapサイトを補足し、その5’
末端をタグとして回収し、そのシーケンス解読をし、既
知のゲノムにマッピングすることにより、ゲノム上のプ
ロモーターを同定することができる。このCAGE法を活
用し、マウスの完全長cDNA解析を行った結果、ゲノム

の70％が転写されていることを発見した。また、転写産
物の半分以上はタンパク質をコードしないノンコーディ
ングRNA（ncRNA）であることがわかり、次々と新規
のncRNAが発見され、その機能解明が進んでいる。こ
のCAGE法を次世代シーケンサーと組み合わせることに
よって、転写開始点の情報に加えて、その定量的情報も
得られるようになり、ゲノムワイドなプロモーター活性
の解析が可能となった１）。最近では、この技術をもとに、
バイオインフォマティックスを駆使し、ヒト白血病由来
細胞株をモデルとした、細胞分化に伴う転写因子の制御
ネットワークを描出することに成功した２）。このトラン
スクリプトーム解析は、米国主導のENCODEプロジェク
トのトランスクリプトーム解析とは違う。ENCODEプロ
ジェクトでは、ゲノム上のそれぞれの遺伝子がどのよう
な役割を果たしているかを解析しているが、我々のプロ
ジェクトでは、遺伝子間の相互作用、つまり、どの遺伝
子がどの遺伝子を制御しているか、というネットワーク
の解析を行っている。転写因子間のネットワークを解明
することにより、細胞の状態、たとえば分化などのメカ
ニズムを理解することにつながる。
米国が開発してきた次世代シーケンサーがライフサイ

エンス研究に与えたインパクトは２つある。ひとつ目は、
驚くべきシーケンシングのスループット（処理能力）の
進化である。これにより、大規模なデータ生産が短時間
で可能となり、網羅的解析の速度が向上された。そして
ふたつ目は、用途の多様化である。次世代シーケンサー
では、ゲノムのシーケンス解析はもちろんのこと、前述
したように、それ以外にも、サンプル調整技術のデザイ
ンなどにより、以下のような分子情報のゲノムワイド解
析が可能である。

１．トランスクリプトーム解析：mRNAやタンパク質を
コードしないncRNAを含む、転写物（トランスクリ
プト）の総合的な解析

２．転写開始点の同定や、ゲノムワイドな遺伝子発現パ
ターンの解析、転写制御ネットワークの解析（CAGE
法の適用）

３．DNA-タンパク質の相互作用の解明（Chip-seq）
４．ゲノムDNAの修飾やヒストンのメチル化・アセチル

化などのエピゲノム解析
５．タンパク質間相互作用の解明（２－ハイブリッドシ

ステムの適用）
６．ゲノムが細胞内で折りたたまれた際の、３次元的な

配置の解析（3C/5C　3C：chromosome conformation 
capture, 5C: chromosome conformation capture 
carbon copy）3)

このように、次世代シーケンサーの多様性を活用する
ことにより、工夫次第でより高次の生体分子情報を抽出
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シーケンサーを用いたアプローチを取らないとその分野
の競争に生き残れなくなってきている。しかし、一旦こ
れらの技術を使おうとすると、情報処理技術などのスキ
ルと経験が必要な大規模な解析であるだけに、一般の個
人ユーザーである研究者にはこれらのシステムを使いこ
なすのが難しい。シーケンス拠点の大きな意義の一つと
して、技術と経験のあるエキスパートたちが、一般の個
人ユーザーである研究者のサポートをして、日本の研究
コミュニティーの基礎体力を上げる役割が、最近クロー
ズアップしてきた。常に新しい原理に基づく新型のシー
ケンサーが次々とめまぐるしく発売されている環境下で
価格も高額なシーケンサーに対応するのは、一般の個人
ユーザーである研究者には、極めて難しい実態がある。
これらの次世代シーケンス技術を研究者がサービスとい
う形で利用できるということも、拠点の重要な役割であ
る。わが国のシーケンス拠点では、最新のシーケンサー
を多数導入するだけではなく、独自のサンプル調整技術
とバイオインフォマティックス技術を対応させ、シーケ
ンス情報からより高次の情報を引き出すことができる解
析パイプラインとして機能することが期待されている。
シーケンス拠点がオミックス研究を向上させる基盤とし
て機能するには、こうしたユーザーである研究者との連
携を密に取りながら、サンプル調整からデータ解析まで
一貫したプロセスを効率的に運用し、ユーザーが最も効
率の良い研究戦略をとれるように配慮する必要がある。
また、目の前の競争に負けない研究成果を出していくこ
とと同時に、これからの発展を考えた上での、より革新
的で基本的な原理に基づく技術開発と、その技術を育て
ていく努力が大切である。

するための技術を開発することができるのである。

今後の展望
ゲノム科学の発展により、ライフサイエンスの研究分

野にはパラダイムシフトが起こった。研究スタイルは「仮
説駆動型」から、大規模データ解析のような「データ駆
動型」へ移行しはじめた。この大規模なゲノムデータは、
たとえば発生生物学や免疫学など、様々な研究分野で使
われることとなり、今後ますますライフサイエンス分野
の研究スタイルは横断的になっていくであろう。その場
合、一極集中型で大規模解析ができるシーケンス拠点を
整備することは、スケールメリットへとつながる。世界
各国の主要なゲノムセンターでは、シーケンス拠点が設
置されているが、わが国においても2009年度より、シー
ケンス拠点の構築が開始された。現在のわが国の研究予
算規模などを考慮すると、シーケンス拠点の整備は、国
際競争力を強化するためにも重要である。
最近、中国は、2000億塩基／台／ランという驚異的な

容量をもつイルミナ社のHiSeq2000を128台導入すると発
表し、世界を驚かせた。まさに、世界のシ―ケンシング
の生産を一極集中型で中国が担う様になりつつある。わ
が国は、次世代シーケンサーの開発には出遅れたが、一
方で、シーケンサーの技術以上に研究の質を左右するも
のは、サンプル調整技術と情報処理技術で、これらの点
では、様々な利用方法をあみ出してきた。これらのシー
ケンサーを利用する技術は、研究の独創性と質そのもの
に影響するため、今後ますます日本として力をいれてい
く必要がある。
一方で、従来の分子生物学的アプローチをとり、個々

の生命現象を研究しているグループにとっては、次世代
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子変異 (EGFR, c-KIT, BRAF等)、染色体転座 (BCR-ABL等)
といったゲノム異常であり、がんのゲノムを詳細に知る
事で新たな治療法を生み出すための基盤となる情報を手
に入れる事ができると思われます。

２．新しいゲノム解析技術によって大きく変わるがんゲ
ノム研究

今世紀初頭にヒトゲノム全解読が終了し、我々はよう
やく自分のゲノムがどういったものであるかについて研
究を始めることができるようになりました。にもかかわ
らず、数年前まではがんゲノムを完全に解読することは、
費用や時間の面から非常に困難と考えられていました。
ところが、新しい大量シークエンス技術が登場したこと
によって、こうした状況が大きく変わることになりまし
た。いわゆる次世代シークエンサーと呼ばれる技術によっ
て、ヒトゲノムのような巨大なゲノム（約３０億塩基対）
全体を直接解読することが可能になり (4)、がんゲノムも
同様に全解読が可能な時代が幕を開けました (5, 6)。更に
ペアーエンド解析という方法の開発によって、配列情報
に加えて、両者の配列の距離や方向も一緒に解析に加え
ることができるようになり、これまでのゲノム解析では
同定が困難であった染色体の再構成までも網羅的に検出
することができるようになりました（図１A）。
こうした技術進歩によって、従来型の個別解析型がん

ゲノム解析から、ゲノム解読型がんゲノム解析への大き
なパラダイムシフトが起こっています。従来型の解析で
は、がん家系の連鎖解析やLOH解析等からがん関連遺伝
子が存在すると思われる領域を絞り込み、そこから標的
遺伝子を単離していくという戦略が主体でしたが、これ
からの研究は、まずがんゲノム全体を解読してしまい、
その中で見つかった体細胞ゲノム異常の中から重要なが
ん関連遺伝子を見つけるという逆向きの方向に大きく変
わっていくと思われます（図１B）。こうした新たなパラ
ダイムでは、１．まず全体を解読してしまうので、個別
遺伝子研究と比較してより効率的にがん遺伝子の同定が
可能になる、２．理論上全ての変異を同定できるので、

１．がんはゲノムの病気であり、その克服にはゲノムの
理解が重要である。

がんは、先進国だけでなく発展途上国でも急速に患者
数が増加しており、その克服は世界共通の目的となって
います。2007年には、全世界で約760万人以上ががんで死
亡し、1,200万人以上が新たにがんと診断されました。が
んの解明と克服に何らかの進歩が見られなければ、2050
年には2,700万人ものがん罹患と1,750万人ものがん死亡に
まで増加するものと予測されています (1)。日本において
も、1990年にがんは虚血性心疾患や脳血管疾患を抜いて
死亡原因の第１位となり (2)、年間３０万人以上の方が亡
くなっています。しかし、多くのがんではまだまだ有効
な治療法は少なく、新しい診断法・治療法や予防法が強
く求められています。
一方で、がんはゲノムの異常が原因で起こる疾患であ

ることがすでに明らかになっています。すなわち正常の
細胞の遺伝子（ゲノム）に、何らかの原因（発がん物質
等）によって後天的に傷が入り（体細胞異常）、特定の遺
伝子が活性化（がん遺伝子）あるいは不活性化される（が
ん抑制遺伝子）ことによって、無秩序な増殖や転移を起
こすものががん細胞となるのです。ゲノム異常ががんの
発生の根本的な原因であり、がんの発生過程や浸潤転移
の獲得において重要であることがわかると、がんにおけ
る遺伝子異常の解析ががんの本態解明の重要な柱となり
ました。しかも、近年の分子標的治療の開発とその成功
によって、がんの遺伝子異常解析はがんの治療において
も大事な役割を果たすことになりました。分子標的治療
とは、正常細胞とは異なるゲノム異常を持ったがん細胞
にある特異的な分子を標的として治療するもので (3)、例
えば慢性白血病におけるBCR-ABL染色体転座に対するグ
リベックやEGFR変異肺がんに対するイレッサ等が有名な
例です。この治療法によって、１．正常細胞への障害、
すなわち副作用、が従来の抗がん剤に比べて少なく、２．
特異的な異常分子を標的とするために、より正確な治療
反応性を予測することが可能になりました。これまで成
功している分子標的の多くは遺伝子増幅 (HER2等)、遺伝

ゲノム解析新時代における国際がんゲノム共同研究
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2003年　国立がんセンター研究所病理部　実験病理室長
2005年より 現職
主な研究：肝臓がん・肺がん・膵がん等におけるゲノム異常解明とその臨床応用が研究テーマ。国際がんゲノムコンソーシアム
に参加している国立がん研究センターグループの研究リーダー。
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個々の遺伝子変異の関係性についてもより包括的な議論
ができる、といった長所がある一方で、３．がんで起こっ
ている遺伝子変異には、直接的に発がんに寄与している
のではなくゲノム不安定性の結果として偶然起こった変
異も含まれていることから、機能的にがんの発生や進展
に寄与している真のがん遺伝子を同定していくための最
適な方法論の確立、などといった問題点を解決していく
必要があります。

２．ネットワーク型のがんゲノム研究
更に次世代シークエンサーの整備やそこから生まれ

る大量のデータ解析を扱うためには、大規模なゲノムセ
ンターが中心となって、こうしたプロジェクトを進行し
て行く必要があり、そのため新たなネットワーク型のが
んゲノム研究プロジェクトの動きが各国で始まっていま
す。その先駆けとして、2005年から米国でNIHのパイロッ
トプロジェクトとして始まった大規模ながんゲノムプロ
ジェクト（The Cancer Genome Atlas (TCGA) プロジェ
クト: http://cancergenome.nih.gov ）は、全米の主要なが
ん研究機関をネットワークで結び、３つのがん（肺がん、
脳腫瘍、卵巣がん）について、多施設からサンプルを集
積し、いくつかの基幹研究施設で網羅的なゲノム解析を
体系的に進めるというものです (7) 。２００９年には、パ
イロットプロジェクトの結果から、NIHが本格的にこのプ
ロジェクトを支援していくことが正式に決まりました。
このように、がん組織と正常組織や血液といった臨床サ
ンプルを収集する部門と、大量のサンプルについて新型
シークエンサーを含めた包括的なゲノム解析を効率よく
進める部門を合わせた大型プロジェクトが、がんゲノム
研究の一つの形になってゆくものと思われます。
またこうした国ごとのがん研究機関のネットワーク

を更に国際的に結んだがんゲノム解析プロジェクトが開
始されています。前述したようにゲノム解析技術の革新
的な進歩によって、多数のがん検体における遺伝子異常

を包括的に明らかにすることが可能になりましたが、そ
れをより効率よく進め、また世界中のがん研究者が速や
かにその成果を利用し、更なるがん研究を推進するため
には、国際的な分担とデータ品質やデータベース構築の
標準化が必須であると考えられます。というのも、それ
ぞれの研究プロジェクトが異なった基準で個別にデータ
を発表してしまうと、それを比較し、統合的な解析を行
う場合には、病理診断や臨床情報などに関する用語の統
一等、非常に困難が生じるからです。そこで、あらかじ
め病理診断・臨床情報・がんゲノム解析に関する国際的
な基準を提唱し、それに則った形でデータベースを構築
することで、異なるがん、あるいは同じがん種でも人種
間における相違などといった解析を容易にすることがで
きると考えられます。これまでのヒトゲノムプロジェ
クトやハップマッププロジェクトといった大型ゲノムプ
ロジェクトにおいて、欧米・日本などの複数の国が共同
参加した結果、品質が保証され、多くの研究者にとって
有用なデータベースを構築できたという経験に基づき、
がんゲノムについての国際標準データベースを構築する
という、国際がんゲノムコンソーシアム (International 
Cancer Genome Consortium: ICGC, www.icgc.org)　が提
唱されました (8)。

３．国際がんゲノムコンソーシアム (ICGC)とは
国際がんゲノムコンソーシアムでは、５０種類のがん

（亜型を含む）についてそれぞれ５００症例のゲノム異
常（体細胞異常）を、広く(3%以上の頻度で起こる変異
まで同定することを目指す)、高精度に（シークエンスレ
ベルで）解読し、病理診断や解析技術については共通し
た基準に従い、そのデータを速やかに研究者共同体に公
開すること、並びに、がんゲノム解析の方法論やサンプ
ルやデータの品質・データベース構築・個人情報保護と
いった様々な問題点について国際標準的なルールを提唱
し、世界中の研究者と共有することを目的としています。
このプロジェクトを国際的な共同研究で行なうことによ
り、対象となるがん種の重複を解消し、解析技術の共有
でコストを下げ、解析結果を共通のデータベースで公開
することで他の研究者も迅速に再解析・評価を行なえる
ようにし、プロジェクト外の研究者も含めて世界のがん
研究全体に貢献することがコンソーシアムの基本的な方
針となっています。２００８年４月に１０カ国（カナダ、
中国、フランス、インド、日本、イギリス、米国、オー
ストラリア、欧州委員会、シンガポール）が参加表明して、
正式にコンソーシアムの発足の運びとなりました。日本
からは、国立がんセンターと理化学研究所が創立メンバー
として参加しています。その後も参加表明国は増加し、
現在１２カ国（欧州連合を含む）のがん研究機関が共同
してこの国際コンソーシアムを運営しています (8)。そ
れぞれの研究機関では１つないしは２つのがん種に関し

◎図１



131

ゲノムおよび機能分子解析の進展

あることから、複数の国を結んだ国際共同研究を促進し、
稀少ではあるが臨床的に重要ながんの解明も支援してい
くことも、コンソーシアムの使命の一つと考えられ、現
在その枠組みについての議論が始まっています。
ICGCはがんゲノムの全貌解明に向けた大きな国際プロ

ジェクトですが、最も重要な使命は全てのがん研究者に
とって有用な情報基盤を提供するという点だと考えられ
ます。ヒトゲノムプロジェクトの終了によって、個々の
遺伝子のクローニングや塩基配列決定、あるいはその類
縁遺伝子群の同定といった作業は極めて簡便になり、そ
の分機能解析やゲノム全体の制御機構といった研究が飛
躍的に進歩しました。がんゲノム解読とそのデータベー
スの公開によって、おそらくがん遺伝子の同定という作
業は簡便になり、むしろゲノムの全体像からがんという
生命現象を新たに問い直すといった試みや、その結果を
どのように臨床へ応用していくかという研究が加速され
ることになるでしょう。がんゲノム解読研究はもちろん
それ自体これまでにはない新しい研究成果を生み出すと
同時に、がんの臨床研究を推進する基盤構築という点で
も将来大いに評価されるのではないかと考えられます。

て、上に述べたような解析を行うことになっています。
日本のグループは、日本人に特徴的ながんの一つである
ウイルス関連肝臓がんについて、現在解析を進めていま
す。

４．国際がんゲノム共同研究の目指すところ
この国際プロジェクトによって、多くのがんにおける

ゲノム異常のカタログが作成されれば、新しいゲノム異常
の発見やそれに基づくがんの予防・診断・治療の革新が大
いに期待されます。と同時に、今回の試みから、新しい国
際協調型のがん研究の枠組みができ上がることも重要だ
と考えられます。現在コンソーシアムでは、サンプルの品
質・解析技術・情報解析・データベース構築並びにデータ
アクセス・ゲノム倫理の5分野について、コンソーシアム
参加国のみならず世界中から各分野における専門家に参
加してもらい、それぞれ小委員会を組織し、具体的な標準
ルールの策定を進めています（図２）。日本からも何人か
の専門家の方に参加をお願いしておりますが、こうした標
準化の手順は、今後がんエピゲノム解析やがんプロテオー
ム解析など、同様の国際共同研究を行う際にも基準となる
重要なものと考えられます。今回のコンソーシアムの中
でも、できるだけゲノム解析を行った同じ検体での発現
解析やメチル化異常解析について推奨されており、将来
的にはゲノム情報にエピゲノム情報、RNAやタンパク質
の発現を組み合わせたがんのOMICS解析データベースの
構築へ進むことが予想されます。その場合でもゲノム情
報は様々な分子の動きや異常を考える上で必須となる重
要な情報基盤であり、その点からも今回のコンソーシア
ムの設立の意義は大変大きいと思います。また小児腫瘍
や肉腫といった、比較的稀ながんについての研究の推進
についても、コンソーシアムでは注目されています。１
つの研究機関では十分な症例数を集積することは困難で

◎図２
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•Prof i le•

１．はじめに
筆者は、バイオインフォマティクスと呼ばれるゲ

ノムの基礎研究に携わる者である。最近小さいながら
も、いくつかの面で中国とご縁があり、また常々その
国土と科学の著しい発展ぶりに驚嘆させられてきたの
で、今回この執筆のお話をいただいて、うれしく思う。
たとえば、筆者は昨年（2009年）、北京で開催された 
The3rd International Conference on Bioinformatics and 
Biomedical Engineering (iCBBE2009) と、 上海で開催
さ れ た International Conference on Computational and 
Systems Biology (iCCSB2009) において、招待講演をさせ
ていただいたが、特に上海では、杭州などの近郊都市を
含め、訪問するたびに街並が目に見えて変貌していくこ
とに強い印象を受けた。また、私の研究分野では例えば 
BGI（旧称 Beijing Genomics Institute）という研究所の目
覚ましい活動に目が離せないでいる。私の研究室には現
在、中国からの留学生が２名いるが、今後ともいろいろ
なチャンネルを通じて、中国の研究者と関係を深めてい
きたいと考えている。本稿では、筆者が大学院生の頃か
ら関わってきた研究課題（中国にも何人か専門家がいる）
を説明し、そこに潜む問題点を論じることから出発して、
より一般的にゲノム配列情報解析の今後について論じる
ことにする。

２．細胞内局在部位予測
もう20年近く前のことになるが、筆者の学位論文のテー

マは、タンパク質の細胞内の運命をそのアミノ酸配列か
ら予測することであった。つまり、タンパク質が細胞内
で翻訳された後、どのような翻訳後修飾を受け、どのよ
うなオルガネラに局在し、またどのような寿命で分解を
受けるのかといった情報は、基本的には個々のアミノ酸
配列中にコードされており、細胞内でその情報が適切な
レセプタータンパク質などに認識されることによってデ
コードされるので、コンピュータ解析によっても同様に
そのような情報を読み取れるはずであるというのが、そ
の主張の骨子であった。その中でも、博士課程では主に
細胞内局在の部分を研究したが、そのとき構築した予測

システムPSORTは、それまで類似のシステムがなかった
こともあり、当時広まりつつあったインターネット経由
の予測サーバの一つとして、広く知られるようになった。
実際、後に発表したその改訂版と共に、二つの報告論文
の引用数は1000回を超えている1),2)。それほど引用数が伸
びたのは、第一には実験研究者が研究対象の機能未知遺
伝子を解析する手がかりとして利用してくださったため
と思われるが、第二には、（実は筆者の予想を裏切って）
現在でも新しい予測プログラムが開発され続けているか
らである。多分偶然であろうが、タンパク質の細胞内局
在予測の研究は、中国を含む、東アジアの国々で特に盛
んであるように思われる。ともあれ、筆者は局在部位予
測研究の現状に若干不満をもっている。そしてその不満
は、ある意味では、局在部位予測にとどまらず、配列に
基づく予測という枠組み全体にも当てはまるような気が
するのである。以下の内容に興味をもっていただけた場
合は、筆者らが最近執筆した別の総説も参照されたい3)。

３．なぜ予測するのか
筆者が当時、タンパク質の細胞内局在部位の予測に

着目した理由は、それ以前からよく研究され、その困難
さが指摘されてきたタンパク質の立体構造予測を意識し
て、それとは別の、できれば生物学的に有用な情報を取
り出したいと考えたからであった。もちろん、立体構造
予測が生物学的に有用でないという意味ではなく、実は
タンパク質の立体構造予測には、「第二の遺伝暗号」を
解くという、根本的に重要な意味があることは理解して
いた。しかし、あまり当たらなかった二次構造予測など
は、当時「やらないよりはマシ」などと、自嘲的に言わ
れる存在であった。その当否はともかくとして、「第二の
遺伝暗号の解読」が「（立体構造の）予測法の開発」とい
う形で定式化されていたことは、大いに参考となった。
筆者の目標も、実用性を目指すというよりはむしろ、「配
列という形でコードされた遺伝情報の解読はどこまで可
能か？」という、いわばゲノム配列情報科学の根本の疑
問にアプローチするためのテストケースのつもりであっ
た。そのような理由で、筆者も研究を細胞内の局在部位

中井　謙太　なかい けんた　●東京大学医科学研究所教授
1963年8月生まれ。1989年京都大学大学院理学研究科退学、京都大学化学研究所助手、1992年理学博士号取得。同年基礎生物
学研究所助手、 1995年大阪大学細胞生体工学センター助教授。1999年東京大学医科学研究所助教授を経て、2003年より現職。
平成18, 19年度日本バイオインフォマティクス学会会長。
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の予測法の開発という形で定式化したのである。

４．予測法としての定式化の光と影
ゲノム情報の解読を予測法という形で定式化すること

のメリットは特に詳しく論じるまでもないだろう。これ
によって、入出力の論理が明確になり、性能評価が客観
的にやりやすくなった。従って、いろいろな研究者が開
発した予測法の性能比較がやり易くなった。しかしその
後、以下に示すような定式化によるいくつかの弊害が、
徐々に顕在化してきたように思われる。難しいのは、そ
れらは定式化の利点と表裏一体のところがあり、簡単に
回避できるものでもないことである。
4.1　第一のデメリット
まず、単にできあいの（質の悪い）学習用データを使っ

て、予測性能を従来法より上げることだけが重視される風
潮を招いてしまったように思われる。配列に基づく予測法
は、いわゆるパターン認識法という形で一般化して考える
ことができる。まず入力される配列から適当な特徴群を抽
出し、その配列を特徴ベクトルという形で表現すれば、後
はさまざまなパターン認識アルゴリズム（たとえばサポー
トベクターマシン）を適用することができる。その中で、
筆者が重要視する特徴抽出の部分が、ともすれば軽視さ
れがちな気がする。そもそも、アミノ酸配列に基づいて、
タンパク質の細胞内局在部位がなぜ予測できるのかという
点についての何の反省もないように思える研究が多いのは
残念である。上述のように、筆者が局在部位予測というも
のをそもそもやろうと考えたのは、タンパク質の細胞内局
在部位の情報がシグナルという形でそれぞれのタンパク質
の配列中に書き込まれていることを知ったからである。も
し予測にこのシグナル情報とは無関係の情報を用いる場合
は、それでなぜ予測ができるのか（あるいは、その情報に
よって原理的にどの程度までの予測が可能なのか）に関す
る考察が必要であろう。
4.2　第二のデメリット
定式化によって生じた、行き過ぎた予測性能競争の影

響の第二点は、上の指摘とはある意味では逆に、新しい
特徴量を導入しようとするあまり、本末転倒とも言うべ
き情報を利用した予測法が増えてしまったことである。
たとえば、予測に局在部位既知タンパク質のデータベー
スに対する相同性検索結果を用いたアルゴリズムがかな
り一般的になっている。いわゆるプロテオーム研究の進
歩により、酵母等においては、大半のタンパク質の局在
部位が実験的に決定されているので、他の真核生物でも
多くのタンパク質が酵母に相同なタンパク質を持つこと
を利用して、相同性を頼りに予測を行うことができる。
実際、UniProt などのアミノ酸配列データベースにおいて
も、タンパク質の局在情報として、相同性のみに基づく
アノテーションを加えることが行われていたので、この
方法の実用上の有効性は明らかであるが、筆者の考えで

は、予測に相同性を用いることはある種の禁じ手と考え
るべきで、これを許してしまうと、それこそ新しいアル
ゴリズムなどを考えなくても、相同性がある場合は誰に
でも予測ができてしまうし、予測性能を検証するデータ
に、どれだけの相同タンパク質が含まれているかによっ
て、評価結果が大きく左右されてしまうのは明らかであ
る。さらに極端な場合として、予測に用いるデータが既
知データベース中のエントリーである場合は、そこにあ
るGene Ontologyなどの注釈情報まで入力に取り入れる
アルゴリズムも複数発表されている（あるいは、相同配
列データのアノテーション情報を利用するなど）。Gene 
Ontology の情報の中には、局在情報も含まれているの
で、それを用いるというのは、筆者には本末転倒に思え
るが、そのような研究論文がそれなりに有名なジャーナ
ルで発表されたりもしている。ともあれ、相同性やアノ
テーション情報を利用すれば、局在部位だけでなく、デー
タベースに書かれているどんなことでも予測できるとい
う意味では、この問題は普遍的であるが、反面、問題点
の所在がわかりやすい、特殊な問題とも言えるので、こ
れ以上はふれない。
4.3　第三のデメリット
局在部位予測問題という定式化によって顕在化した問

題点の第三は、ゲノム配列解析に関わる多くの予測問題
にも共通する、客観的評価の難しさについてである。一
般にパターン認識の分野では、それぞれの方法の予測能
力を評価するとき、予測法を構築するのに用いるデータ
（学習用データ）と、予測法を評価するのに用いるデー
タ（テスト用データ）をはっきり分けるのが原則である。
これは、一般に予測法は学習用データをうまく認識でき
るように最適化されるので、必ずしも未知データには最
適化されておらず、従って学習用データの認識性能は未
知データのそれより高くなりがちだからである。下手な
試験勉強で例題を丸暗記してしまって、応用力が付かな
いような状況である。このデータ分離（独立性）の原則
は、もちろん局在部位予測でも表面的には守られている。
しかし、ゲノム研究に用いられるデータの有限性、相同
性による冗長性という問題がここに表れる。通常のパター
ン認識問題、たとえば手書き文字の認識、であるなら、
サンプルに用いられるデータは無限に存在するのに対し
て、局在部位予測に代表されるゲノム配列解析において
は、データの有限性が問題になってくる。もとよりヒト
ゲノムには、せいぜい２万種類余りのタンパク質コード
遺伝子しか存在しないし、それらの遺伝子も、進化的に
は遺伝子重複でできたものを多く含んでいる。他の生物
種のデータを追加してデータ数を増強しようとしても、
たいていは相同性をもっているので、データ相互の独立
性を保つのは容易ではない。さらに、生物のもつ多様性
に起因する問題もある。細胞内局在の例でいえば、ある
局在部位（オルガネラ）に局在することを指示するシグ
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うな多様性を持つようになったと考えられる。そのような
生命現象を詳細に理解するには、原理的アプローチでは自
ずと限界があり、現象や個々の分子メカニズムの記述がそ
の基本にならざるを得ない。実際、生命を理解するこれま
での数々の試みの中で、生命現象を遺伝子の振る舞いに還
元して理解する分子生物学的アプローチのみが例外的な成
功を収めてきたと言っても過言ではない。しかし、生命体
を構成する全遺伝子が明らかになった今日、それらの遺伝
子が織りなすネットワークという形で、どこまで生命現象
を理解できるのか、たとえば生活習慣病等の複雑な疾病を
どこまでうまく理解し、治療指針を得ることができるのか
が、問われ始めている。たしかに、これまでのような要素
還元主義一本槍ではどこかで行き詰まってしまうのかもし
れない。しかし、それがどの段階になるのかは誰も答える
ことはできず、少なくとも他に適切な方法論がない以上
は、試行錯誤的にやれるところまでやってみるしかないだ
ろう。要素還元主義ではうまくいかない（ように見える）
現象が見られるからと言って、短兵急に「世界は分けても
わからない」（福岡伸一氏の著書のタイトル）と結論して
しまうのは、やはり現段階では適切ではないのではなかろ
うか。このようなことを書いたのは、ゲノム配列解析とい
うものが、ある意味で遺伝子中心主義、要素還元主義の典
型と言えなくもないからであり、ゲノム配列解析の未来を
考えようとすると、避けては通れない問題であると考える
からである。

７．おわりに
筆者が関わってきたタンパク質細胞内局在部位予測に

まつわる研究の問題点を概観し、その中のいくつかの問
題がゲノムを研究する上で本質的であることを指摘して
きた。さらに、そこから話を飛躍させて、ゲノム（配列
情報）科学の未来についても考察した。最後の議論に興
味をもたれた読者は、筆者の過去のエッセイも参照され
たい4)。もし、ゲノム配列解析学の未来が、ここで論じた
ような形になっていくのであれば、それをサポートする
研究体制や、望ましい研究の方向性なども自ずと絞られ
てくるだろう。本稿が、日中の研究者やJSTなどの研究施
策を扱う機関の方々にとって、少しでも参考になれば幸
いである。
謝辞
草稿を読んで、適切な助言をくれた今井賢一郎氏（産

総研）に感謝したい。

ナルは決して一種類ではなく、いろいろ例外的な局在化
機構が存在するようである。これを細かく調べていって、
それぞれを場合分けしていくと、それぞれのデータ数が
統計処理に耐えられるほど集まらなくなり、結局のとこ
ろ、上述の学習データの丸暗記とあまり変わらないこと
になってしまう。

５．再び、なぜ予測するのか
これまで述べてきたように、ゲノムデータの解釈を予

測法という形で定式化し、パターン認識問題として扱おう
とすると、ゲノムデータのもつ有限性、歴史性、多様性な
どの本質的問題のために、数々の無理が生じてしまう。そ
もそもゲノムのように有限なものを扱うのに、予測法とい
う、未知の入力に対する性能を問題にする定式化が本当に
適切なのかという疑問が起こる。たとえば、ゲノム研究で
は、遺伝子の構造をモデル化して、未知のゲノム配列が与
えられたとき、モデルに適合する領域を探すという「遺伝
子発見問題」があるが、主要なモデル生物の遺伝子の研究
が進み、異種ゲノム間の比較解析が盛んな今日において
は、少なくとも表面的には、遺伝子発見プログラムはその
実用的価値を失ったとも言える。しかしながら、我々は決
して、遺伝子の構造についてすべてを知ったわけではな
く、たとえば選択的スプライシングのメカニズムなど、知
らないことの方が多い。従って、現在わかっていることを
モデル化・定式化して、そのモデルで手持ちのデータをど
こまで説明できるかを探るアプローチは、今後ますます重
要になるかもしれない。私見によれば、ゲノム研究は今
後、どうしても細かい知識の記述に終始せざるを得なくな
ると思う。タンパク質コード領域やその制御領域の構造を
モデル化する試みも、どんどん細かく、美しくなくなって
しまうかもしれない。しかしその場合でも、簡単なモデル
から出発して、順々に近似の程度をあげていったとき、そ
れぞれ既存のデータのどれをどこまで説明できるのかをモ
ニターし、どの遺伝子がどのような意味で「例外」なのか
を明らかにしていくことで、ゲノムや遺伝子の進化に洞察
を加えていくことは可能だと思われるし、それこそが今後
ゲノム配列解析学の進むべき道なのではないかと考えるの
である。

６．「世界は分けてもわからない」のか？
生命は長い進化の過程で、多くの偶発的な外部の影響

に対して、その場限りの対応を続けてきた結果、今日のよ
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グを行い、代表的な構造を予測構造とする。
現在のところ、100残基程度までの比較的小さなタンパ

ク質で、場合によっては、結晶構造とのRMSD値が数Å程
度の精度の高い予測構造が得られている。ただ、テンプ
レートを用いた比較モデリングに比べて精度は低く、100
残基以下のタンパク質でもトポロジーが異なった予測結
果が得られることもある。また、200残基を越えるタンパ
ク質についてはほとんど予測ができていないのが現状で
ある。しかしながら、de novo法は、既知の構造によらず、
新規フォールドの予測を可能とするという特徴がある。
比較モデリングでも、タンパク質のアミノ酸配列全長に
わたってテンプレートが得らないケースは比較的多く、
その場合はde novo法が有効となる場合がある。例えば、
図1において、(1)の結晶構造（PDB ID:1VM0）をターゲッ
トとして予測したとき、比較モデリングツールModeller
では、テンプレートが得られないC末26残基部分の構造が
結晶構造と大きくずれてしまう、(2)のようなモデル構造
が得られる。これに対し、C末部分にABLEを適用するこ
とで、(3)のように全体として精度の高いモデル構造を得
ることができる。

はじめに
タンパク質の立体構造を知ることは、タンパク質の機

能の解明に重要な手がかりとなる。現在、さまざまな生
物種のゲノムの解読が進み、塩基配列、アミノ酸配列の
データが急速に増大している。しかしながら、タンパク
質の構造を実験によって決定するには多くの時間と費用
を必要とするため、タンパク質構造データの増加はそれ
ほど高くないのが現状である。このため、タンパク質構
造予測の役割は、ますます重要になっていると言える。
本稿では、我々のグループで開発しているタンパク質の
構造予測、高精度のモデリング、フォールディングシミュ
レーション、タンパク質-タンパク質複合体の構造予測の
概要について述べる。また、日本におけるこれらの研究
の動向についても合わせて紹介する。

タンパク質の構造予測
タンパク質構造予測の手法は、大きく比較モデリング

とde novoモデリングに分類することができる。比較モデ
リングは、構造未知のタンパク質（ターゲット）の構造
を、構造既知のタンパク質の中から鋳型（テンプレート）
となる構造を選んで、それをもとに予測する手法である。
計算時間もそれほど必要とせず、良いテンプレートがあ
れば高い精度で予測できる可能性があり、現実によく用
いられている。de novoモデリングは、タンパク質の構
造を特定のテンプレートを用いずに予測するというもの
で、その手法は、エネルギー関数を最小化することでモ
デル構造を構築するというものである。
我々は、これまで、de novo構造予測システムABLEを

開発してきた[1]。この手法の概要は以下の通りである。
まず、構造を予測したいタンパク質のアミノ酸配列を長
さ5～ 9残基の部分配列に区切り、それらがとり得る局所
構造を、構造データベースを探索してあてはめ、全体構
造を構築する。次に、構築した構造を統計ポテンシャル
で評価し、ポテンシャルの低い構造を予測構造の候補と
する（統計ポテンシャルとは、データベースに蓄積され
た構造情報をもとに設計された人工的なポテンシャルで
ある）。最後に、候補となる構造に対して、クラスタリン

◎図1　比較モデリングとde novo法を組み合わせた構造予測の例
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高精度のモデリング － モデル構造の精密化
我々は、寺田ら開発したマルチカノニカル分子動力学

法（MD）[2]を用いて、比較モデリングで得られたモデル
構造をさらに精密化する研究に取り組んでいる。
具体的な問題として、FNIII10 (PDB ID:1FNA)とXlp 

SAP (PDB ID:1D4W)をターゲットとし、Modellerによっ
て得られた予測構造を精密化することを試みた。FNIII10
では、Modellerによる予測構造とネイティブ構造との
RMSDが3.0Åであったが、マルチカノニカルMDを用いた
構造サンプリングにより、生成した構造の68%で予測精度
の向上を達成し、そのうち、ネイティブ構造とのRMSD
が0.7Åの構造を得ることができた（図2）。

また、立体構造が多く決定されているSH2ドメインの
うち、とくにhuman p56 lck (PDB ID:1LKK)の構造をもと
に、同じくSH2ドメインのXlp SAP (PDB ID:1D4W)の構
造を予測した。SH2ドメインは100アミノ酸残基程度から
なりリン酸化チロシンを含んだペプチドを認識する機能
をもつが、ペプチドを認識するループ部分がホモログ間
で大きく変化している。とくにXlp SAPは、human p56 
lckと比較して、ペプチド認識ループに10残基もの挿入配
列があるため、既存の比較モデリングのみでは構造予測
は困難である。我々は、比較モデリングツールModeller
により作成したモデル構造を初期構造とし、効果的な構
造サンプリングを行うためマルチカノニカルMDを用い
て、その精密化を試みた。その結果、結晶構造（PDB 
ID:1D4W）に近い構造群を得ることができた。また、結
晶構造を初期構造として、マルチカノニカルMDを実行
し、モデル構造を初期構造として実行したMDとの比較を
行ったところ、それぞれのシミュレーションで得られた
最も大きな構造のクラスタが一致することがわかった。
このことは、我々の精密化の手法が、比較モデリングに
おける信頼性の低い部分の精度の向上に効果的であるこ
とを示している[3]。

タンパク質のフォールディングシミュレーション
タンパク質のフォールディングシミュレーションは、

タンパク質構造が構築される過程を計算機上で再現し、
その原理を解明することを目的とする。タンパク質の構造
を一から予測するものであり、究極の構造予測と言える。
我々が対象としたタンパク質の一つはchignolinであ

る。chignolinは、Protein GのB1ドメインの42-52残基に
基づいて人工的に設計・合成された10アミノ酸から構成
されるポリペプチド鎖で、水溶液中において安定なβ- 
hairpin 構造を維持し、最小のタンパク質として知られて
いる。我々は、完全に伸展した構造を初期構造としたマ
ルチカノニカルMDを実行し、伸展構造からフォールドし
た構造を求めることに成功した。とくに、CαRMSD が
0.19Å、芳香環の配向を含むNOE距離拘束条件数を99%再
現する構造を見出すことができた。引き続き行ったフォー
ルディング自由エネルギー地形の解析からは、フォール
ディングの駆動力となる重要な相互作用を同定すること
ができた。さらに、我々は、chignolinの配列を様々に改
変して、立体構造形成に関わる各残基の役割を明らかに
するとともに、NMR実験も行って、MDで得られた結果
を検証した[4]。
MDによるフォールディングの再現には、サンプリング

問題、ポテンシャルエネルギー関数の精度の問題、膨大
な構造空間の探索に長時間のシミュレーションを必要と
する問題がある。これらの問題を解決するため、二次構
造を有する主鎖骨格の二面角を拘束するというMDの新た
な手法を開発した。staphylococcal protein AのBドメイン
とその変異体（46残基）、およびFSD-EY（28残基）に適
用し、実験結果と比較することで、天然の立体構造を天
然の二次構造が形成されるコンフォメーション空間にお
ける自由エネルギー最小構造として正確に予測できるこ
とを示した。またこれらの分子のフォールディング過程
を原子レベルで詳細に解析した[5]。図3は、staphylococcal 
protein AのBドメインのフォールディングシミュレー
ションの行ったときの様子を示したものである。四角で
囲まれた構造が最も大きなクラスタ（存在割合7.0%）の
代表構造で、結晶構造との CaRMSD値は1.65Åであった。

◎図2　分子動力学計算による高精度モデリングの例

◎図3　staphylococcal protein AのBドメインのフォールディングシ
ミュレーション
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(2)は予測構造である。この予測構造は第1位にランクされ
た構造で、結晶構造とのI-RMSD値（インターフェースを
形成する残基（他方の分子に属する原子の10Å以内に一つ
でも原子を持つ残基）のCα原子のRMSDの値）は2.70Å
であった。

日本における研究の動向について
タンパク質の構造予測については、比較モデリングの

研究で優れた成果を挙げているシステムとして、北里大
学の梅山、竹田-志摩らによるFAMSがある。タンパク質
構造予測コンテスト（Critical Assessment of Techniques 
for Protein Structure Prediction, CASP）でも常にトップ
クラスの成績を挙げている。比較モデリングの核となるモ
デル構造の構築のプログラムを独自に開発しており、ター
ゲットとテンプレートのアラインメントにおいても複数
の手法を組み合わせて、予測の自動化を行っている[7]。
また、産業総合技術研究所生物情報工学研究センターの富
井らは、比較モデリングにおけるターゲットとテンプレー
トの配列アラインメントにおいて、構造類似性の認識感
度の向上による予測可能範囲の拡大と、アラインメント
精度の改善を目指した、FORTEというプロファイル比較
によるアラインメント手法を開発している[8]。FORTEを
用いた構造予測も、CASPで優れた成績を挙げている。
MDを用いたタンパク質の構造精密化は一般に広く行わ

れているが、その方法論の開発まで行っているところは
限定されている。フォールディングシミュレーションに
ついては、大阪大学の中村春木教授を中心とするグルー
プ、名古屋大学の岡本祐幸教授のグループなどで、世界
的なフロンティアの研究が行われている。また、粗視化
モデルに基づく手法も、フォールディングシミュレーショ
ンの重要なアプローチであり、名古屋大学の笹井理生教
授らの研究などが挙げられる。
タンパク質複合体の構造予測システムについては、東

北大学の木下、大阪大学の中村らによるsurFit [9]、東京
工業大学の秋山らよるMEGADOCK、北里大学の梅山、
竹田-志摩らによるSKE-DOCK [10]などがある。surFitで
は、evolutionary trace法による進化スコアと形状相補性
の両方からドッキングを行う手法で、MEGADOCKは、
FFTライブラリの高速化によりドッキングの速度を向上

タンパク質複合体の構造予測
タンパク質複合体構造予測とは、タンパク質の単体構

造をドッキングさせ、複合体構造をモデリングするという
ものである。これまで、複合体構造予測の手法としては、(1) 
相互作用面の形状のマッチングを調べる手法、(2) タンパ
ク質間の相互作用エネルギーが最小となる構造をエネル
ギー最小化計算により求める手法、(3) タンパク質間の相
互作用エネルギーが最小となる構造を網羅的に探索する
手法が提案されており、とくに、(3)の手法は、効率的で
精度も比較的良いため、他の手法と組み合わせる場合も、
基盤となる手法としてよく用いられてきた。網羅的な探
索手法としては、高速フーリエ変換（FFT）が一般に用
いられており、FTDock、ZDOCKなど、現実のシステム
でも利用されている。しかしながら、結合時の構造変化
を考慮した精度の高い予測を行うには、多数の予測構造
の候補を高速に生成することが重要であり、従来の手法
では十分に対応できているとはいえない。
そこで、我々は、FFTに代わる手法として、球面調和

関数と新規に設計した正規直交基底関数の級数展開によ
る高速内積計算を使ったアルゴリズムを開発した[6]。本
アルゴリズムでは、タンパク質の相互作用を表すスコア
関数を、各分子から定義されるスカラー場の関数f, gの内
積の線形和

として表し、これを最小にする変換関数Tを求める。各コ
ンフォメーション（単体構造の結合のしかた）においてこ
のスコア関数の値を計算し、その値が低いものから順に、
上位のものを候補コンフォメーションとする。各スカラー
場は、その内積が、表現したいエネルギーもしくは性質
を反映するように柔軟に定義でき、例えば、分子形状の
相補性や各種ペアポテンシャル、静電相互作用などを表
現することが可能である。また、本手法では、スカラー
場を上記正規直交基底関数で展開することにより、スコ
ア関数の計算に必要な内積計算を高速に行うとともに、
配座空間の探索に必要な座標変換操作も高速に行うこと
ができる。
また、我々は、展開係数によるスカラー場の表現能力

が、中心からの距離rの増加に従って劣化するという、球
面調和関数に基づく基底関数を用いた方式の問題点を解
決するため、とくに分子の表現空間を階層的に定義し、
それぞれの階層において異なる動径基底関数を適用する
手法を新たに開発した。これにより、比較的少数の係数
でスカラー場を効率的に表現することができるようにな
り、我々が調べたタンパク質の約7割で予測精度を改善す
ることができた。FTDockと比較しても、同程度の精度で
予測するのに、16倍から160倍以上の高速化を達成してい
る。図4は、我々の複合体構造予測の実行結果を示したも
のである。(1)はターゲットの複合体構造（PDBID:1UGH）、

(1) 複合体の結晶構造（PDBID:1UGH）

◎図4　ドッキングシミュレーションの結果の例

(2) 複合体の予測構造
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させている。SKE-DOCKは、形状マッチングによるドッ
キング、構造評価による候補構造の選択の後、FAMS 
Complexを用いた側鎖の再構築を行っている。
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臨床を離れ既に20年以上が過ぎましたが、難治がんや原因不明とされる遺伝疾患の病態を明らかにする研究に注力し、得られる
成果が少しでもこれら患者さんのためになるようにとの思いは持ち続けています。

はじめに
ゲノム情報を基盤に疾患の新しい診断、治療、予防法

の開発、ならびに基礎研究で得られた成果を臨床医学に
展開する「トランスレーションリサーチ」に多大な期待
が寄せられている。私たちは、ゲノム構造変化、エピゲ
ノム遺伝子制御機構、体系的遺伝子発現解析など統合的
ゲノム解析研究を推進し、がんや遺伝疾患の原因遺伝子
探索と病態の解明、さらにこれら難治疾患における画期
的な診断、治療、予防法の開発を目指しています。

研究紹介
特に疾患特異的ゲノム構造異常を標的にした疾患遺伝

子の同定アプローチを体系化し、新規のがんや遺伝疾患
の関連遺伝子の探索を進めてきました。これらはがん個
性診断のバイオマーカーとして、あるいは創薬の標的分
子候補として注目されています。さらに、６年を超える
歳月を経て実用化した高精度・高密度の自作ゲノムアレ
イのシステムを開発することができました。国際水準か
らも高精度のBAC(Bacterial Artificial Chromosomeの略 )
クローンを配置したゲノムアレイとしてMCG (Molecular 
Cytogeneticsの略) アレイの呼称で認知され、これらMCG
アレイプラットフォームで展開するゲノム、エピゲノム
解析はがんと遺伝疾患の病態解明に威力を発揮していま
す。特に先天異常症の潜在的染色体異常診断ツールとし
て開発したGenome Disorder Array（通称、GDアレイ）
は2009年9月28日に富士フイルム株式会社より販売、ビー
エムエル社で受託検査化されています。最近の具体的な
成果を以下に紹介します。

１．高精度ゲノムアレイの開発
独自にゲノムアレイシステムを開発した。その内訳は、

①4523個のBACクローンを配置した全ゲノムをカバーす
る高密度アレイ、②染色体1p36の20Mbを間断なくカバー

したアレイ、③がん関連遺伝子800種類の解析を可能と
する「がん個性診断」用アレイ、④X染色体を1003個の
BACで埋め尽くした高密度アレイ、⑤既知遺伝疾患、染
色体異常症の診断アレイ、⑥ヒトcopy number variation 
(CNV)検出アレイである。これらは、JST新学術創成事業
「高精度ゲノムアレイの開発と疾患遺伝子の同定（平成
14年度採択）」研究の支援を受けて基盤研究を実施し、
さらに、さらに平成平成18年度からは、ゲノムアレイの
実用化を目指し、独立行政法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構 (NEDO) プロジェクト「個別化医療実現
のための技術融合バイオ診断技術開発／染色体解析技術
開発」プロジェクトの支援を受けることにより、①アレ
イデータ解析の専用ソフトの開発、②各種がんの基本ゲ
ノム構造異常データベースの構築、③全自動解析装置等
の開発研究を進めています。2009年度には、さらに高精
度のBACアレイである、⑦Cancer Array-1500､⑧Whole 
Genome Array-15000を完成させることができました。こ
れらのBACアレイを用いた比較ゲノムハイブリダイゼー
ション(comparative genomic hybridization, CGH)法によ
り、がんや原因不明の先天異常症を対象に従来型の染色
体分析法では決して検出することができなかった微細染
色体断片の欠失や重複などのゲノムコピー数異常の解析
を進めました。

２．がんゲノム構造異常の網羅的スクリーニング
1）CGHデータベースの構築
25種類のがん腫の総計1700例以上においてCGH解析を

実施し、がんのコピー数異常のデータベースを構築し公
開しています（CGH Data Base:　http://www.cghtmd.
jp/cghdatabase/　index.html)　【図1】。　本データベース
は米国NCBI統合データベースにおいて“CGH database 
Japan”としても紹介されており、国内外のがんゲノム研
究者に利用されています。
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2）がんのゲノム解析
現在、本邦では国民の二人に一人ががんに罹患し3人に

一人ががんで死亡するという状況です。食道扁平上皮が
ん(ESCC)は、日本人男性のがん死亡の第7位（2008年）
であり、その適切な診断、治療、さらに予防法の開発は
喫緊の課題です。私たちは、高精度ゲノムアレイを用い
た食道扁平上皮がん(ESCC)細胞株のゲノムコピー数解析
により第1番染色体長腕1q32-q41に遺伝子増幅領域を見出
し、その新規増幅の標的遺伝子候補としてSMYD2遺伝子
を同定しました(Komatsu et al., Carcinogenesis  2010)。
SMYD2はヒストンH3K36やがん抑制遺伝子p53のK370を
メチル化することで遺伝子の転写活性の調節やp53の不
活性化作用を持つことが報告されています。食道がんの
手術検体を用いた検討からSMYD2は高頻度に発現が増強
し、かつ発現亢進の症例では明らかに予後が不良である
ことがわかりました【図２】。また、SMYD2の機能をノッ
クダウンさせた場合の細胞増殖能の検討から、SMYD2が
ESCCの治療標的分子候補であることが示されました。 

また、同様にESCC細胞株のアレイCGH解析から新たに
13q21.2ホモ欠失を見出し、その標的がプロトカドヘリン
ファミリー遺伝子の一つであるPCDH17であることを見
出しました(Haruki et al., Carcinogenesis  2010)。PCDH17
はホモ欠失が検出されない場合であっても、ESCC細胞株
や手術検体においてプロモーター領域にDNAメチル化が
起こり高頻度に発現低下することを見出しました。さら
に、PCDH17の発現低下がESCCの潜在的リンパ節転移に
関連している可能性が示され、またその機能解析から、
PCDH17が新規のESCC抑制遺伝子であることが明らかに
なった。
3）がんのエピゲノム解析
自作BACアレイをプラットフォームにDNAメチル化

領域をゲノムワイドにスクリーニングする方法として
BAC array-based MCA method (BAMCA法)を確立した
（Inazawa et al., Cancer Sci, 2004, Review）【図３】。この
方法を用いて、DNAメチル化によって遺伝子機能を消失
する神経芽腫(NB)のがん抑制遺伝子をスクリーニングし
た。

NBは小児固形腫瘍のなかで最も頻度が高い子どもの
がんである。しかし、NBの中には治療をすること無しに
腫瘍が自然に消退する予後良好のものがある。この「NB
の自然退縮現象」の分子メカニズムは不明であり、これ
を明らかにすることはNBのみならずその他においても
応用できる「がんの自然退縮」のメカニズムを探る端緒
ともなることが期待できる。私たちは、BAMCA法によ
るスNB細胞株のDNAメチル化クリーニングを端緒に、
LAPTM5 (Lysosomal-associated  protein multispanning 
membrane 5）遺伝子が、NB細胞においてメチル化によ
り発現低下することを同定した。LAPTM5は予後良好NB
腫瘍内に存在する退縮部位の変性NB細胞では高発現して
いることや、NB細胞株へのLAPTM5の強制発現により
細胞死が誘導されることが明らかになった。LAPTM5誘

◎図１　がんＣＧＨデータベースのトップ画面
（http://www.cghtmd.jp/cghdatabase/index.html）

◎図２　SMYD2は正常食道上皮には発現を認めず、腫瘍では浸潤部で特
に強い陽性所見を認めました。また、生存曲線で示しますように、
SMYD2高発現患者群では極めて予後不良でありました。

◎図３　Methylated-CpG-Island Amplification (MCA)法をBACアレイ
に応用することでDNAメチル化領域のゲノムワイドスクリーニン
グを可能とするBAMCA法を開発した。
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(13.6%)がpathogenic CNVを有すると判断した。これらの
解析から、独立した複数の患児に共通の新規のpathogenic 
CNVを見出し、さらにこれらの患児では一部に共通の症
状（表現型）が見出せることから、新しい染色体異常症
候群の可能性も示唆されており、モデル動物を用いた詳
細な病態解析を進めているところである。

導性細胞死はリソゾーム膜不安定性に基づくリソゾーム
細胞死である可能性を示すとともに、NB自然退縮に深く
関与することを明らかにしました(Inoue et al., PLOS One  
2009)。

３．先天異常症のゲノム解析
私たちは、2005年より国内遺伝外来を設けている23医

療施設と連携して「アレイCGH診断法実用化コンソーシ
アム」を組織して、臨床的に診断のつかない多発奇形を
伴う発達遅滞 (MCA/MR)を対象に、疾患成立の原因とな
るゲノム異常の解析を進めてきた。1次スクリーニングと
して当研究室で開発した染色体微細欠失症候群診断アレ
イ"Genomic Disorder Array" (通称GDアレイ)による解析
を、現在までに536例を解析して56例 (10.4%)に疾患に関連
すると考えられるゲノムコピー数変化 (pathogenic CNV)
を検出した【図４】。更に、GDアレイでの陰性症例に対し
ては2次スクリーニングとして全染色体をターゲットとし
たBACアレイである “Whole Genome Array-4500”で詳
細に解析した。現在までに353例を解析し、66例にCNVを
検出した。これらのCNVと病態との連関を、両親解析や
既存のデータベースとの照応などを通じて評価し、48例 

◎図４　先天異常症の染色体検査では約10％に疾患関連性がある染色体
異常が検出されるが、残りの90%は原因不明である。染色体検
査で異常なしの症例534例を対象にした自作ゲノムアレイによる
CGH解析で約３０％にpathogenic CNVを検出した。
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1980年代から、腫瘍の治療手段が一層豊富になり、腫
瘍の治愈率も大幅にアップしてきている。これは多種類
のターゲット治療薬の研究開発のほかに、支持的療法に
よる患者の生活の質の改善、患者の生存期間の延長が大
いに貢献しているおかげである。特筆すべきは、中国で
は腫瘍患者の大半は正規の手術、放射線療法、化学療法
を施行後、漢方医学の扶正治療（抵抗力や免疫などを助
ける）によって生体の各器官のバランスを取り戻して、
西洋医学治療による様々な有害反応を緩和していること
である。
免疫治療とは支持的療法の内の比較的急進的な方法で

ある。免疫学の原理に基づき設計された各治療方法は生
体の免疫システムのバランスを取り戻して、変異細胞を
除去するための生体の能力を回復させることができるだ
けではなく、直接腫瘍細胞を殺傷することもできる。従っ
て、免疫治療は漢方医学の扶正（抵抗力や免疫などを助
ける）という理念に合致しており、西洋医の医学的理論
にも適合する治療方法である。免疫治療を中国で充分に
周知拡大することができれば、腫瘍治療の分野で大きな
市場の将来性が期待できるはずである。

１．中国の腫瘍免疫治療の現状
中国では、各省、市にほとんど腫瘍専門病院が設立さ

れている。現在、これらの専門病院で腫瘍患者に施す治
療方法は主に、外科切除→薬物治療および／または放射
線治療である。免疫治療を実施している腫瘍専門病院は
多くはない。主に専門の人材が不足しているからである。
中国の病院は医療サービスを主体とし、従業員は医者、
看護師がメインとなっている。医療資源の配分が不均衡
なため、各省、市の腫瘍病院の診療が非常に繁雑で負担
が大きくなっている。医療スタッフの継続教育において、
比較的大きな問題が存在している。免疫治療は実施者に
対して高い免疫学のバックグラウンドを求めており、医
者は研修、訓練が足りず、病院に研究者を配置すること

ができない現状では、多くの病院が免疫治療に取り組む
基礎を備えていないのはまぎれもない事実である。
学術活動が活発に行われている第一線の都市、例えば

北京、広州、上海、天津などでは、科学研究の水準が比
較的高いため、免疫治療が比較的うまく進められている。
また、経済における先進地域の一部では、腫瘍の免疫治
療に対する関心が比較的強く感じられる。次に中国医学
科学院腫瘍病院を例に挙げて免疫治療の発展状況を説明
する。

中国医学科学院腫瘍病院の免疫治療の発展について
１．抗体類ターゲット治療薬
このような薬物は腫瘍内科で広範に使用されている。
主に免疫学の原理によって取得した数種のモノクロー

ナル抗体薬物である。これらの薬物は腫瘍細胞表面のター
ゲットに結合して、腫瘍細胞をアポトーシスさせる。現
在普通に使われているのは、下記のようなものがある。
・リツキシマブ（Mabthera）：
B細胞表面のCD20抗原を識別する。主に非ホジキンB型
リンパ腫の治療に用いられる。

・トラスツズマブ（Trastuzumab）：
ヒト上皮成長因子受容体-2(HER2)を識別する。主に
HER2陽性の乳がんの治療に用いられている。

・セツキシマブ（Cetuximab）：
血管内皮成長因子受容体（EGFR）を識別する。主に結
腸直腸がんの治療に用いられている。
上記の抗体薬物の治療は本当の意味での免疫治療では

ない。これらの薬物は免疫学の原理を利用してターゲッ
トに結合することができるにすぎず、患者の生体の免疫
機能の調整は全く実質的に実現できていない。
２．インターロイキン2（IL2）
末期腎がん、悪性黒色腫の治療に用いられる。合併症

がよく見られるため、現在この種の薬物の臨床での使用
は比較的限られている。

中国での腫瘍免疫治療現状

馬　潔　Ma Jie　●分子腫瘍学国家重点実験室研究員、博士課程指導教官
アメリカがん協会会員、人事部に特別招聘され中国で働く専門家。北京免疫学会理事、「がん進展雑誌」の編集委員。1994年に
日本の札幌医科大学にて医学博士の学位を取得。その後カナダに渡り抗腫瘍薬物キャリアの研究を行う。2000年に中国医学科
学院の世紀を越える導入人材として招聘に応じて帰国し、主に腫瘍のターゲット治療研究に従事。国家人事部の優秀選抜支援重
点プロジェクト、国家「863」プロジェクト、国家自然科学基金プロジェクトを担当。国家第11次5ヵ年計画および重大な新薬
創製計画に参加。現在主な研究のテーマは下記のとおりである。免疫系を活性化させる生物因子を作製し、発現し、腫瘍の早期
発育に影響を及ぼす免疫学の要因を示し、腫瘍の免疫治療及び予防のために理論的な根拠を提供する。腫瘍のターゲット治療を
するために、複数の抗腫瘍薬のナノ製剤学の研究を行い、ナノキャリアの技術プラットホームを確立する。その内、薬物新剤型
ダウノマイシンのリボゾームの製造工程は2005年に国家の発明特許権を取得。腫瘍関連のmicro RNAの研究。腫瘍抗原関連抗
体の腫瘍の発生発展における作用。ターゲット抗原提示の抗腫瘍免疫治療における研究。2005年から、日本の国立研究院及び
アメリカのスタンフォード大学と提携して、中国医学科学院腫瘍病院で体細胞治療の研究に取り組む。研究成果をSMALL、Clin. 
Cancer Resなどの雑誌で発表。国内外の研究誌に学術論文を42編発表し、国家の特許権を2件獲得。
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３．活性化自己リンパ球移入療法
腫瘍の手術、放射線療法、化学療法という3大治療方法

はいずれも基本的に腫瘍細胞の直接殺傷に着眼している
が、腫瘍細胞を徹底的に殺すことはできず、正常の組織
を損傷しやすい。特に抗腫瘍メカニズムで重要な位置を
占めている生体免疫システムを損傷してしまう。生物治
療は腫瘍治療の第4の方式である。主に腫瘍の宿主の防御
メカニズム或いは生物製剤の作用により生体自身の生物
学的反応を調整することによって、腫瘍を抑制或いは除
去する。活性化自己リンパ球移入療法は腫瘍の生物治療
の方法の一つであり、免疫活性細胞の点滴を通じて腫瘍
患者の免疫機能を増強し、抗腫瘍の效果を図るものであ
る。患者に自己の或いは同種の特異的或いは非特異的な
腫瘍殺傷細胞を受動的に受け入れさせ、体内の細胞の免
疫機能を補充することができるだけではなく、患者自ら
の特異的および非特異的な抗腫瘍メカニズムを直接また
は間接的に賦活することができる。初期段階での移入免
疫治療では、リンパ因子で殺傷細胞（LAK）を賦活して
エフェクト細胞にしていた。しかしこの方法ではLAK細
胞の増殖が遅く、IL-2への依存量が多く、殺傷において腫
瘍に対する特異性がないため、人々は更に高い効果があ
る特異的抗腫瘍免疫活性細胞を探し求めている。
1）TAK（tumor antigen activated killer cell）
1993年、中国医学科学院腫瘍病院は現代免疫学と

腫瘍免疫学の理論によってTAK細胞（tumor antigen-
activated killer cell）を研究製造して免疫治療を行った。
TAKは特異的な腫瘍殺傷細胞の細胞毒性T細胞（CTL）
で、TAKの培養では腫瘍可溶性抗原（TSA）、抗CD3モ
ノクローナル抗体およびIL－2を用いて共同で患者の末梢
血リンパ細胞を刺激し、CD8＋CTLを主とする異質細胞群
の生成を誘導する。TAK細胞の作製プロセスは複雑では
ないが、新鮮な組織の標本を取得するために外科手術医
の協力が必要である。その具体的な流れは下記のとおり
である。GMP実験室において手術で切除した腫瘍組織を
破砕し、細胞膜可溶性抗原（TSA）を抽出する。腫瘍患
者或いは同型異体健康ヒトの末梢血からリンパ細胞を分
離し、TSA、抗CD3モノクローナル抗体およびIL-2によ
り共同でリンパ細胞が必要な数量に増殖するまで刺激す
る。臨床応用においては、TAK細胞を生理食塩水（ヒト
の血清蛋白2%と適量のrhIL-2を含む）の中に懸濁させる。
普通術後7～ 9日から患者に静脈注射を始め、3～ 5日間
おきに1回実施し、1クール4回とし、移入する細胞の総数
は2×109から3×109とする。TAK細胞は体外での増殖が
速く、IL-2に対する依存量が少なく、TSAターゲット細胞
を選択的に殺傷するのが特徴である。研究を深めていく
中で我々は、TAK細胞2 ～ 6×109数量による殺傷水準は
Steven Rosenbergが1011LAK細胞を使って得た殺傷水準
に相当することが分かった。TAK細胞治療の末期腎がん
に対する有効率は23.5％に達することができる。論理から

言えば、TAKはLAKより良い特異性を持っている。
中国医学科学院腫瘍病院は1993年5月から1996年7月の

間に同方法で延べ259名の患者を治療した。胃がん、腎が
ん、副腎腫瘍、黒色腫、リンパ腫、肝がん、結腸直腸がん、
子宮頸がん、卵巣がん、肺がん、乳がん、食管がん、す
い臓がんなどを含む多くの腫瘍の型に及び、その内47％
の患者は2クール以上治療を受け、3％の患者は5クールの
治療を受けた。免疫実験室、生物治療科および腫瘍外科
の関係部署の協力によって、手術、化学療法等の治療方
法と併用して、TAK細胞での腎がんと胃がんの治療にお
いて比較的良い結果を上げた。成果は何回にもわたって
「中華泌尿外科雑誌」と「中華微生物学と免疫学雑誌」
に掲載された。
臨床の治療効果：腎がんの例
1993年5月から1994年10月まで、移入TAK細胞免疫療

法で末期腎がんを17件治療した。患者の年齢は38－74歳
で、平均年齢58.5歳であった。その内男性は15件、女性は
2件であった。Robsonステージによれば、ステージⅢは2
件、ステージⅣは15件であった。11件は単一臓器転移で、
6件は多発的臓器転移が発生していた。15件の患者は根治
的腎摘出術を受けた。8件は術後10日間からTAK細胞免疫
治療を加え、7件は術後のフォローアップで遠隔転移が発
生した後本治療を始めた。その他2件の患者はTAK治療の
みを受けた。根治的腎摘出術を施した後直ちにTAK細胞
治療を行った件は、CR 1件、PR 2件で、有効率は37.5%に
なった。その他9件はPR 1件で、有効率は11.1%であった。
全部で17件の患者の内、CR 1件、PR 3件で、総有効率は
23.5%になった。有効と評価された4件の患者は治療前の
Karnofsky評点は69-90点で、腫瘍転移部位は下大静脈腫瘍
血栓が1件、両肺多発的転移が3件（その内1件は脳転移が
伴った）であった。TAK治療を施した後、CR患者の両肺
多発的転移病巣は完全に消滅し、3件のPR患者は転移病巣
が51-96%縮小した。その内、下大静脈腫瘍血栓の患者は
腎臓切除術後5ヶ月以内にTAK治療を2クール受けた。患
者は両下肢の浮腫が無くなり、B型超音波検査で下大静脈
腫瘍血栓の最大直径の積が83%縮小したのが分かった。も
う一つのPR症例は腎臓切除術後の47日間以内にTAK免疫
治療を連続して2クール受けた。胸部撮影で両肺転移腫の
数量が減って、腫瘍体積が著しく縮小し、転移腫の最大
直径の積の和は96%減少したことが分かった。本グループ
17件の患者は1995年2月時点で、治療後の生存期間は最短
で2ヶ月間、最長で20 ヶ月間、平均生存期間は既に10 ヶ
月間になっている。死亡は7件であった。本グループの患
者は治療後、CD3、CD4、CD8およびIL-2α受容体の測定
を行ったところ、免疫機能の測定指標はすべて治療前よ
り著しく高くなっていた。
毒作用・副作用：腎がんの例
上記17件の腎がん患者は合計TAK治療を36クール受け

て、TAK細胞を144回点滴注射した。生物化学検査で、治
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療前後の肝腎機能、電解質、ビリルビンについては著し
い変化はなかった。治療期間に患者の体重に著しい変化
はなかった。点滴注射後、延べ72件の患者（50%）に不調
の訴えはなかった。一部の患者は注射後発熱、寒気によ
る震えが現れた。その内、グレードⅠの発熱は34.7%を占
め、グレードⅡの発熱は13.9%を占め、グレードⅠの震え
は6.9%を占め、グレードⅡの震えは6.9%を占め、グレー
ドⅢの震えは1.4%を占め、グレードⅣの呼吸困難は2.8%
を占め、皮疹と液体貯留はそれぞれ0.7%を占めた。治療
後体温が38℃を超えた患者に消炎鎮痛坐剤50mgを用い
て、対症治療を施し、3～ 4時間後に体温は正常に回復で
きた。寒気による震えが発生した患者にはプロメタジン
を25mg筋肉注射すると、30分後に緩和できた。
2）RAK（RetroNectin activated killer cell）
2005年に、中国医学科学院腫瘍病院は日本のTakara 

Bio社と提携合意書を締結し、中国医学科学院腫瘍病院で
Takara Bioの特許製品のRetroNectinの使用を推進し、腫
瘍患者の細胞治療を行った。RetroNectinはフィブリンの
一つで、多種類の細胞の増殖を促進することができる。
RetroNectinはrhIL-2、抗ヒトCD3抗体と組み合わせて、
ヒトのリンパ細胞を300倍以上に増殖させることができ
る。このような培養条件で得た細胞をRAK（RetroNectin 
activated killer cell）と言う。RetroNectinによって培養
して得られるRAK細胞の数量はCD3AK培養条件（rhIL-
2、抗ヒトCD3抗体のみで刺激）によって得られる細胞数
量より遥かに多い。
RAK細胞はCD3+CD8+を主とする殺傷細胞である。体

外機能検査によれば、RAKは腎がん細胞に比較的高い殺
傷性があることが分かる。体内治療の結果によれば、1×
108RAK細胞／匹を静脈注射したところ、腫瘍のあるヌー
ドマウスの腫瘍の成長が遅くなり、腫瘍を得て35日時点
での腫瘍の体積が対照組より著しく小さかった。安全性
評価実験では、RAK細胞注射が生体に対し比較的安全で
あり、使用分量の範囲内で毒作用・副作用反応が発生し
ないと分かった。
RAKは現在の、戻す自己リンパ球の数量不足というボ

トルネックを解決した。腫瘍患者は大体免疫低下の状態
にあるため、患者から採取した末梢血リンパ細胞は以前
の培養条件下ではなかなか予期する数量を達成できず、
細胞治療によって得られる治療効果に限界があった。
RetroNectinを用いて、患者に活性化した自己リンパ細胞
を大量に点滴することにより、患者の腫瘍に対する免疫
力をアップする可能性がある。現在、この治療案は既に
中国国家食品薬品監督管理局に申告され、専門家の検証
にパスしている。
3）CIK（Cytokine induced killer cell）
これは現在国際的に比較的成熟しており、治療効果が

比較的良い腫瘍免疫治療の手法である。CIK細胞は多種の
生物活性因子（インターフェロンγ、CD3モノクローナ

ル抗体、インターロイキンⅠ、インターロイキンⅡなど）
が体外で誘導し、大量に増殖した、腫瘍を殺傷する活性
を持つ細胞である。そのメインの成分はCD3+CD56+細胞
（約30%）とCD8+Tリンパ細胞（約70%）である。この2
種類の細胞、特に前者は、正常な体内に存在する数量が
比較的少ないが、腫瘍を殺傷する要となる。
CIK細胞は増殖が速く、腫瘍殺傷の活性度が高く、腫

瘍殺傷のスペクトルが広い。放射線療法、化学療法の副
作用を軽減し、腫瘍の増殖を抑制し、病状を安定させ、
再発を予防し、患者の生活の質を改善し、生存期間を延
ばすことができる。CIK治療法は簡単で実施しやすいた
め、外来診療で行うことが可能である。患者はクール毎
に末梢血を1回だけ採取し、CIK細胞を3回戻す。毎回の治
療時間は2時間で、治療の間隔は1日間である。CIK治療
の副作用は軽く、ほぼ正常の造血に影響を及ぼさない。
治療期間においても患者は通常どおり仕事をしたり生活
したりすることができる。小数の患者は細胞を戻し点滴
した後数時間に渡って注射反応或いはIL-2による不良反応
がある。例えば発熱、寒気、脱力、皮疹がでることがあ
るが、皆一時的な症状で、普通医師が解熱剤或いは抗ア
レルギー薬物を投与することにより緩和することができ
る。中国医学科学院腫瘍病院でCIK治療を施す患者は大半
が肺がん、婦人科腫瘍、胃腸腫瘍などで、すべての腫瘍
患者は中期、末期で、大半はリンパ或いは血行転移を伴っ
ている。CIK細胞治療を受けた後、大半の患者は精神状
態が良くなり、食欲が増して、脱力の症状が緩和し、生
活の質がアップしたと自ら述べている。一部の患者の腫
瘍が縮小した。血液像検査を受けた5件の患者の内、4件
は程度の違いはあるもののCEAが下がり、2件は治療前の
半分になった。7件の患者はリンパ細胞タイプのフローサ
イトメトリー検査を受けた。治療の前後を比較すると、
CD8+CTL細胞（CD3+CD8+）の比率が著しく増え、増加
幅は50%-300%に達した。

２．中国の腫瘍免疫治療上の問題点
中国では、腫瘍免疫治療は非常に混乱している状況に

ある。本来は科学的な根拠が十分で、腫瘍患者に有益な
治療法であるにもかかわらず、政策上、医薬利益上の種々
の矛盾から、患者は分からない、政府は管理しない、医
者は触れたくないという困惑した局面になっている。現
在北京で腫瘍免疫治療を行っている病院は主に中国医学
科学院腫瘍病院、北京腫瘍病院、北京三零一病院、北京
人民病院などがある。これらの有名な病院においても、
免疫治療は下記の問題点を抱えている。
１．免疫治療の効果が未確定
2009年12月の中国腫瘍生物治療年会では、この分野の

沢山の専門家が学術報告を行ったが、普遍的に存在して
いる問題点は、臨床治療効果の報告は個別案件が主であ
り、立証できる確実な科学的データがなかったことであ
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る。免疫治療を実施している多くの病院はきちんと患者
をグループ分けしてコホート研究を行わず、患者の追跡
調査報告もなく、個別案件だけによって治療の効果を判
断しているため、あまり説得力がなかった。
２．高料金、かつ医療保険未指定
北京で、北京市物価局の許可を得て、CIK治療の料金は

3万元／回に定められている。この治療は医療保険に組み
込まれていないため、平均年収が5万元である北京市民に
とってかなりの医療負担になり、中国の腫瘍患者の家庭
を尻ごみさせている。中国医学科学院腫瘍病院では人も
お金もなくした痛ましい光景をしばしば目にすることが
ある。免疫治療が医療保険に組み込まれなかった根本的
な理由はやはり治療効果が明確でないからである。医者
及び科学研究者が厳密で科学的な態度で、この治療法に
ついて検証を行えば、医療保険の門が開かれると考えら
れる。
３．医師の協力性不足
免疫治療は補佐的な治療であり、現有の治療法と有機

的に結びつけなければならない。そして、新しい治療法
として、腫瘍医に受け入れられ、認められなければなら
ない。しかし、人間の本性は変更や、新しい事物を拒否
することがある。また腫瘍免疫治療の性質を誤解し、免
疫治療を提唱する専門家が免疫治療を現在の薬物治療の
代替とさせたがっていると思い込んでいる医者も多くい
る。従って、現在の臨床腫瘍医に新しい治療方法を受け
入れさせるにはプロセスが必要である。もし医者がこれ
を拒否する、より深い理由を指摘するとすれば、それは
利益配分の問題だと考えられる。例を挙げると、CIKは自
費治療であり、患者の資金は限られている。患者に資金
を自費の薬物に投入するように指導するだろうか、それ
とも免疫治療に投入するよう指導するだろうか。周知さ
れているように、中国で医薬に関して医者に与えられる
リベートは10 ～ 20％である。だからよくこういうブラッ
クユーモアがある。お医者さんは毎日処方箋を書いてい
るわけではなくて、自分宛の小切手を書いているという
ものです。細胞治療は病院が主導する新しい治療技術で、
製薬会社の参与がないため、医者のペンがどちらに傾く
かは誰でも分かるであろう。免疫治療を医療保険に組み
入れることができれば、この問題を緩和することができ
るであろうが、それは表面的な対処であって、根本的な
措置にならないと考えられる。

３．中国の腫瘍免疫治療の将来性
現在人類が腫瘍の原因を研究してきた結果によれば、

遺伝、環境、飲食、ウィルス感染などが生体の細胞に悪
変が発生する主要な原因と考えられている。正常の状況
下で、人間自身の免疫系はこのような非正常な細胞を監
視して発見することができる。また自身の免疫機能を利
用してこれらの細胞を体内から排除することができる。

但し、生体の免疫機能が低下した状況下では、腫瘍細胞
は一連の方法によって免疫系の監視を逃れることができ
る。腫瘍患者の体内に、腫瘍細胞を識別できるリンパ細
胞が存在するが、これらのリンパ細胞は数量が足りない
或いは抑制状態にある。腫瘍の免疫治療を通じて、人為
的にこれら自己の攻撃細胞を増加、活性化させ、生体の
腫瘍に対抗する免疫力を強めることができる。
免疫治療は手術、放射線療法、化学療法という3大療法

の次に挙げられる補佐的治療手段であり、将来の腫瘍治
療分野で大きな発展性が見込まれる。免疫は非常に複雑
な分野であるため、現在既に存在する多くの治療方法は
更に評価する必要がある。中国がこの分野において創造
と功績をうち立てようとするならば、下記の二点におい
て思想と知識上の革命を行うことが基本となる。
まず、医療の行政管理を強化することが必要である。

2009年に中国衛生部は免疫治療を第三類医療技術類に組
み入れた。これは食品薬品監督管理局が免疫治療申請の
受理をしなくなったことを意味している。しかし、仕事
の引継ぎが問題になり、従来薬品監督管理局が受理して
いた申請は白紙となり、この部分の申請は放置された。
政府の行政管理が行き届かないため損失を蒙っている会
社が沢山ある。また、衛生部医療行政司と科学技術司は
第三類医療技術の許認可において、役割が今でも定かで
はない。このため、第三類医療技術の許認可規定は2009
年初に公表されて以来、実際に実施されていない。免疫
治療は誰も管理していない無人地帯に置かれている。地
方の病院では、行政管理もされていない免疫治療は必然
的に無責任的なものとなり、非常に濃い営利の色を帯び
ている。従って、政府は国民の健康に責任を負う姿勢で、
医療改革を加速し、免疫治療の管理を科学的観点で制度
化しなければならない。
その次は医者の再教育の問題である。これは技術とモ

ラルという二つの側面の内容を含んでおり、モラルの方
はより重要かもしれない。中国の改革開放に従って、人々
の考え方がどんどん変わっており、中国人は全人類の幸
せのために奮闘するという一つの極端から、極度に利
己的というもう一つの極端に変わった。現在、中国は世
界で拝金主義が最もひどい国の一つになっている。沢山
の医者はこの業界に入る前に既に自分自身を見失ってお
り、医者は彼らにとってすでに高尚な職種でなく、金儲
けの職種になっている。医者と患者の目標が一致しなく
なる時、日常の診療行為にかたよりが出るのは避けられ
ない。このため、中国全体で医療業界における医療モラ
ルの教育を強化し、医療スタッフに患者の実際のニーズ
に基づいて最大限に自分の医療技能を発揮させるように
すべきである。態度が正されれば、医者は自然にスキル
アップを図るようになるであろう。最大限に努力し患者
にサービスするためには絶えず勉強し、知識を更新しな
ければならないからである。中国医学科学院腫瘍病院が
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現在打ち出しているスローガンは「研究型の病院の確立
へ」というものである。病院は医者を外国に送り出して
先進知識を習得させるチャンスをどんどん作っている。
このことから中国医学の明るい将来が見える。
要するに、腫瘍の免疫治療は苦しみの中で必死にあが

いている新しい方法である。それは腫瘍患者に生きると
いう希望をもたらすことができ、それを本当に揺りかご
の中でつぶすような力は何処にもない。中国の医療衛生
事業がどんどん軌道に乗るにつれて、腫瘍免疫治療の将
来性が大いに期待できるであろうと我々は信じている。
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•Prof i le•

要約
基礎研究は、がん抑制遺伝子p53が放射、異常高熱及び

殺細胞性抗癌剤により誘発されるDNA損傷への細胞応答
に重要な役割を果たし、Adp53を使ってのトランスフェク
ションは悪性形質の抑制及び逆転の結果となり、従来型
治療に対する感作を誘導することを示している。Adp53
（登録商標Gendicine®）は2003年10月に中国のSFDA（国
家食品及び薬品監督管理局）により市場での販売が認可
され、それ以来、Gendicine®は鼻咽頭腫瘍、頚癌、膵癌、
肝臓癌、及びその他の癌に成功裡に使用されている。こ
の検証は中国におけるp53の遺伝子治療の臨床及び基礎的
研究のもっとも包括的な概括評価である。

全文
その構造及び機能がよく知られ、幅広く細胞のゲノム

守護者と見なされているがん抑制遺伝子p53は細胞周期制
御、アポトーシス、及び腫瘍細胞増殖の抑制、特に放射、
異常高熱及び殺細胞性抗癌剤により誘発されるDNA損傷
への細胞応答での転写因子として、重要な役割を果たす。

基礎的実験
p53遺伝子と腫瘍細胞の放射線感受性の関係の研究が

Zhangらによって報告された。p53ステータスが異なる4種
類のヒトの胃癌細胞株（BGC823細胞株）――野生型p53
を含むBGC823-wtp53細胞(W)、変異型p53を含むBGC823-
mutp53細胞（M）、p53遺伝子を持たないBGC823-vect細
胞（neo）、及びBGC823親細胞（823）――がこの研究で
使用された。これら4種類のヒトの胃癌細胞株は4Gyの放
射線で治療された。野生型p53遺伝子細胞（W）のみが、
放射8時間及び24時間後のG1期で強度の細胞周期の停止を
示した（それぞれ、元の個体数の67.9%及び61.1%）。その
他の変異型p53遺伝子を持つ3種類の細胞株は放射8時間及
び24時間後のG1期では細胞周期の停止をほとんど示さな

かった。W細胞ではアポトーシス細胞の代表的なサブG1
ピークが放射8時間及び24時間後に観察され、アポトーシ
ス細胞率はそれぞれ13.0%及び15.3%であった。その他の3
種類の細胞株は放射後、アポトーシス応答を示さなかっ
た。この研究は野生型p53遺伝子が胃癌細胞株の放射の後
に、細胞周期の停止、及び腫瘍細胞のアポトーシスを促
進することを示した。p53遺伝子の変異はこの応答を無効
にし、細胞株の内因性の放射線抵抗性を増加する1,2。
野生型p53遺伝子（Adp53）を含む組換えアデノウイル

スが、異なった遺伝子ステータス（W, M, Neo及び823）
を持つ4種類のヒトの胃癌細胞株に形質導入した。p53タ
ンパク質の発現が、免疫組織化学分析法及びウェスタン
ブロット法で検知された。細胞生存は薬剤感受性テスト
により評価した。アポトーシスの決定にはTUNEL法を使
用した。Adp53に感染している4種類のヒトの胃癌細胞株
に4Gy放射をし、細胞周期分布及びアポトーシス率をフ
ローサイトメトリーで分析した。G2/M停止、アポトーシ
ス、及び腫瘍細胞増殖の抑制は100 MOI（感染多重度）
のAdp53による感染により誘発され、これが野生型p53の
高い形質転換効率及び4種類のヒトの胃癌細胞株の中の
p53タンパク質の強い発現の原因となった。in vitroのア
ポトーシス率により放射線生物学的な有効性を評価する
と、Adp53のアポトーシス増感比は放射量が4Gyでそれぞ
れ、W細胞で3.0、M細胞で3.6、neo細胞で2.2、及び823細
胞で2.5であった。野生型p53（W）細胞及び変異型p53（M）
細胞の腫瘍異種移植をしたヌードマウスにAdp53の腫瘍
内投与を直接行い治療した。48時間後、マウスの腫瘍に
6Gyを放射した。相対的な腫瘍増殖曲線は腫瘍の縮小を示
した。in vivoのAdp53の抗腫瘍増感比は6Gyでそれぞれ、
野生型p53（W）細胞を移植した腫瘍では1.41、及び変異
型p53（M）細胞を移植した腫瘍では1.91であった。この
研究はAdp53の移入は、細胞内因性のp53 status3,4からは
独立して、細胞アポトーシス、in vitroのヒトの胃癌の放

張　珊文　Zhang Shanwen　●北京腫瘤医院主任医師
1947年4月生まれ。1970年北京医学院を卒業。現在北京大学臨床腫瘤学院、北京腫瘤医院主任医師、教授、博士課程指導教員
を務める。中華放射腫瘤学会温熱療法委員会主任委員、アジアハイパーサーミア学会副理事長、国際ハイパーサーミア学会理事、
『International Journal of Hyperthermia』編集委員。1975年から腫瘤の科学研究に従事し、1987年と1993年の二度にわたり日
本に留学し腫瘤温熱療法メカニズム研究に携わり、癌遺伝子が熱抵抗性を生じることを明らかにする研究において成果を上げた。
1996年以降国家自然科学基金の課題を引き受け、野生型p53 遺伝子が胃癌細胞の放射敏感性と熱敏感性の制御に対し重要な調整
作用を果たし、ヒトp53組換えアデノウイルスが胃癌細胞の放射敏感性と熱敏感性を著しく高めることを証明し、臨床試験に信
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中国におけるp53遺伝子治療の基礎及び臨床研究
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射線感受性、及びin vivoの腫瘍の放射線感受性を増加す
ることを証明した。
ウイルスベクターを使用する通常のp53と取り換える

と、悪性形質腫瘍の抑制及び逆転につながり、放射線増
感を誘発する。これは放射線抵抗性の悪性形質を放射線
感受性のものに転換する新しい戦略である。Adp53は腫
瘍治療にとって強い放射線増感剤としての役目を果たす
ことができる。これらの結果は腫瘍臨床試験でのp53遺伝
子治療と放射線治療の併用を裏付ける。

臨床メカニズムの研究
Adp53（登録商標Gendicine®）はヒトのp53遺伝子を

コードするE1置換された複製不全組み換えアデノウイル
スである。Gendicine®は2003年10月に中国のSFDA（国
家食品及び薬品監督管理局）により市場での販売が認可
されたp53遺伝子治療薬である。Adp53特効のp53 mRNA
はAdp53の腫瘍内投与の48時間後に採取された17の評価
可能サンプルの中の16（94.1%）の組織サンプル中でRT-
PCR分析により検知された。Adp53の腫瘍内投与の48時
間後に採取された腫瘍サンプルでのp53遺伝子及びp53標
的遺伝子の発現は、免疫組織化学分析法（IHC）により
分析された。細胞周期関連遺伝子p21とアポトーシス関連
遺伝子Baxの発現量の上昇、及びVEGFの発現量の減少は
IHCを使って、Adp53注射後の腫瘍生検で観察した。免疫
組織化学分析法（IHC）の以前及び以後の陽性細胞スコア
はそれぞれp53（p=0.050)で1.44と2.48、p21（p=0.015）で
それぞれ0.32と0.88、Bax（p=0.088）でそれぞれ0.92と1.63、
及びVEGF（p=0.308）でそれぞれ2.80と1.50であった5。

臨床研究
2001年10月から2003年5月までの間、Adp53遺伝子治療

と放射線治療を組み合わせた治療を受けている上咽頭癌
（NPC）患者（GRTグループ）42名と、放射線治療のみ
を受けている40名の対照NPC患者（RTグループ）に対し、
無作為化対照臨床試験の比較を行った。GRT及びRT、い
ずれのグループも約70%の患者はIII期或いはIVa期の進行
した段階にあった。GRTグループでは、1x1012 vp（ウイ
ルス粒子）の一回用量のAdp53の腫瘍内投与を1週間に一
度、8週間に亘って直接的に、或いは放射線の前の鼻咽頭
内視鏡検査または超音波検査機の誘導に従い行った。こ
れと並行して放射線治療（35回に分けて70Gy）を鼻咽頭
腫瘍及び頸部リンパ節に対し、GRT及びRTのいずれのグ
ループにも行った。患者及び腫瘍の有害事象及び有害反
応をそれぞれモニターした。治療2カ月後の時点で、GRT
グループの完全奏効率はRTグループの2.73倍（66.7% vs 
24.4%）であった。6年間の追跡調査データは好結果を示
した。Adp53は、GRTグループの5年の局所腫瘍制御率
を、RTグループ（P=0.002）で治療した患者と比べ、有
意に25.3%増加した。GRTグループの5年間の全生存率及

び5年間の無病生存率はRTグループより、それぞれ7.5%
（P=0.34）及び11.7%（P=0.21）高かった。用量制限毒性
及び有害事象はAdp53投与後の一過性の熱以外は観察さ
れなかった5。
頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）患者に対する放射線治療

を組み合わせたAdp53の安全性と有効性を研究・評価し
た。2001年10月から2003年5月までの間、Adp53遺伝子治
療と放射線治療を組み合わせた治療を受けている36名の
HNSCC患者（遺伝子治療及び放射線を受けているGRTグ
ループ）と、放射線治療のみを受けている33名の患者（放
射線治療のみを受けているRTグループ）に対し、多施設
無作為化対照臨床試験の比較を行った。GRTグループで
は、患者たちに1x1012ウイルス粒子量のAdp53の腫瘍内投
与を1週間に一度、8週間に亘って実施し、並行して放射
線治療も施した。何れのグループにも1回2Gy、週5日で照
射を行う通常分割照射を実施し、7～ 8週間、35回の分割
照射で全体量70Gyが原発腫瘍、或いは頸部リンパ節に照
射した。治療期間中及び治療後に患者たちの有害事象を
モニターし、腫瘍はその有害反応をモニターしチェック
した。我々はまたCTを使って、40Gy、70Gy、及び検証
（治療の2カ月後）点での二つのグループの間の即時応答
率を比較した。研究は、Adp53がGRTグループ（P < 0.05)
の患者に有意な放射線増感作用を誘発したことを証明し
た。検証点では、Adp53で治療した腫瘍の完全奏効率は
RTグループの腫瘍の3.31倍（64.3% vs 19.4%）であった。
用量制限毒性及び有害事象はAdp53投与後の一過性の熱
以外は観察されなかった5。Adp53の腫瘍内投与は頭頸部
扁平上皮癌患者においては安全で有効であり、Adp53が
頭頸部扁平上皮癌治療において潜在的に有効な遺伝子放
射線増感剤であることを示唆している6,7。
Adp53は、2004年4月から中国のSFDA（国家食品及び

薬品監督管理局）により市場販売が認可された。製品は
主に鼻咽頭腫瘍及びその他の頭頸部癌で使用されるが、
頸部、膵臓、肝臓、及びその他の末期段階の癌、特に従
来の方法では安易に治療出来ない軟部肉腫でも、承認適
応症以外であるが使用されている。局所動脈内注入及び
胸腔内／腹腔内注入療法も用いられるが、Adp53は通常、
固形腫瘍に直接注射する。我々は静脈内注射はしない。
現在、p53遺伝子治療は大抵の場合、放射線治療、温熱療
法、或いは化学療法と併用されている。これまで中国で
3000人以上の癌患者がAdp53で治療を受けた。これは世
界中で最大の遺伝子治療グループである。
腫瘍抑制遺伝子p53の機能低下は様々な解剖組織上の癌

に頻繁に起こる事象である。子宮頚癌はリスクの高いヒ
トパピローマウイルス（HPV）による感染と非常に関係
がある。ウイルスの癌蛋白質E6はp53遺伝子機能に作用
し、中和することが出来た8

子宮頚癌は、世界中の女性の間で二番目に日常的な悪
性腫瘍である。疾病末期の予後は芳しくない。化学療法
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ている。ヒトの膵臓癌細胞株の成長抑制が、組換えAd-
p53ベクターで形質導入後、培養液中で観察された。同様
の成長抑制現象が、Ad-p53の腫瘍内投与を受けた後のマ
ウスのヒトの膵臓癌皮下腫瘍モデルで発見された11。これ
らの発見はAd-p53が臨床における膵臓癌治療に有効であ
ることを裏付けている。
2002年の5月から2008年の6月まで、切除不能の膵臓癌

患者9人（4人は原発性癌で、5人は転移性癌）を北京ガン
病院で放射線治療と併用してGendicine®を使って治療し
た。いずれの患者も一回1x1012ウイルス粒子量のAdp53
の腫瘍内投与を1週間に一度、6週間に亘り超音波ガイダ
ンスを使って行った。Gendicine®注射後の患者に対し、
1回2Gy、週5回の通常の分割法で、全体用量50から55Gy
の放射線療法を並行して行った。9人の患者の平均生存期
間は14.7カ月であり、これは手術を受けている初期段階
の膵臓癌患者の平均生存期間に匹敵するものであった。
9人の患者の中の一人がまだ治療後3年以上生きていた。
これらの予備的な臨床データは、放射線治療を併用した
Gendicine®治療が治療困難な膵臓癌に対して有益な成果
を挙げることを示唆している。
進行肝癌（HCC）に対するAdp53と経カテーテル肝動

脈化学塞栓術（TACE）の併用療法の有効性と安全性を
評価するために、82人の進行HCC患者グループを対照群
としてTACEのみで治療し、68人のHCC患者で構成され
るもう一つの群を、p53治療グループとして、Adp53注射
を併用したTACEで治療を行った。p53治療グループの総
有効率（CR+PR）は58.3%、他方、対照群のそれは26.5%
で、有意差（P<0.05）が認められた。p53治療グループの
生存率は、3カ月、6か月及び12カ月でそれぞれ、89.7%、
76.1%、及び43.3%、他方、対照群はそれぞれ68.2%、
37.0%、及び24.0%であった。このことは、p53治療グルー
プの生存率が対照群（p=0.0002）と比較して有意に増加
したことを示唆している12。
1997年から2001年まで中国国家自然科学財団（National 

Natural Science Foundation of China）の支援を得て、
Zhangらはヒトの胃癌細胞株の温度感受性に対し腫瘍抑制
遺伝子p53が及ぼす効果についての研究を完了し、野生型
p53遺伝子が熱ショック処理の後のS期細胞周期停止及び
腫瘍細胞のアポトーシスを促進し、その結果、腫瘍細胞
の本来の温度感受性を高めることを発見した。
Zhangらはヒトの胃癌細胞株へ移入されたAdp53の温

度感受性の効果の研究を完了した。この準備的な研究は
Adp53の移入がin vitroの細胞アポトーシスと温度感受
性、並びに細胞内因性のp53 statusから独立した、in vivo
の腫瘍温度感受性を増加させることができたことを証明
した。これらの結果は臨床試験でのp53遺伝子治療と温熱
療法の併用の有効性を裏付けている13,14。
2001年10月から2009年12月まで、Shan-wen Zhangら

は北京ガン病院で臨床研究を実施し、末期癌患者の治療

と放射線治療を併用している末期の子宮頚癌患者と放射
線治療だけを受けている患者との比較において、メタア
ナリシス（22の試験、3837患者数）を行った。化学療法
から有意な総合的利益は統計的にはなかった9。
数十年に亘って、放射線治療は代表的な治療法であっ

た。世界中の統合的データの分析で、FIGO（国際産婦人
科連合）のI、II、III、IVa期5年間の全生存率はそれぞれ、
79.4%（36416患者数）、59.8%（52877患者数）、39.8%（45562
患者数）及び8.9%（6476患者数）であった。放射線治療
を受けたFIGOの患者（141331患者数）全体の5年間の全
生存率は55.3%であった10。
2002年3月から2009年9月まで、Zhangらは北京大学付

属北京ガン病院で、FIGOのIIB後期段階（8人）とIIIB段
階（17人）の合計25人の子宮頚癌患者を治療した。患者
たちには放射線と併せAd-p53による治療を施した。放射
線治療を受ける直前に、患者たちには一回1x1012ウイルス
粒子量のAdp53の腫瘍内投与を1週間に一度、6週間に亘っ
て実施した。それと並行して、患者の骨盤全体に対し合
計40 Gyの放射線外部照射（EBR）を20回に分けて行っ
た。子宮周りのブーストは平均10-15Gyで実施した。高線
量率（HDR）腔内照射を放射線外部照射の間、或いはそ
れが終了後に20-25Gyの用量でA点に対して実施した。全
ての患者が治療の後に完全奏功（CR）を経験した。唯一、
治療後41カ月後に肺転移が原因で一人の患者が亡くなっ
た。放射線治療とAd-p53を併用して受けている患者の5年
間の生存率は85.7%で、これは従来の放射線療法のみを受
けている患者よりも30%高かった。臨床結果は後期段階の
子宮頚癌を治療するための承認適応症以外のGendicine®
の使用を支持しているようである。
膵臓癌はアメリカのガン関連死の4番目の原因であり、

膵臓癌のケースは中国でも年々増加している。この疾病
の死亡率は高く、5年間の生存率は2%以下である。診断、
腫瘍細胞生物学、及び薬剤耐性発現に対する理解の進歩
にも関わらず、膵臓癌の末期患者の平均的な全体生存は3
から5カ月しかない。10%から15%の患者の腫瘍のみが膵
臓癌の初期の診断で切除可能である。初期の切除後でも、
これらの患者の平均的な生存は12から16カ月しかなく、5
年間の生存率は10から15%.である。残念なことに、原発
性の膵臓癌の80から90%は、初期の診断の際にすでに血管
内に侵襲が広がっていることから、切除が出来ない。こ
れらの患者の予後は有効な治療法がないことから絶望的
である。現在実施されている第一線の化学療法及び放射
線治療は局部的な疾病の寛解につながるだけである。局
部的に進行した疾病の最適な化学・放射線治療法はまだ
よく定義されていない。強度変調放射線治療や定位的放
射線治療と言った新しい放射線治療、及び分子標的治療
剤の使用も芳しくない。p53癌抑制遺伝子は70%までの膵
臓癌で変異が見られる。p53変異を持つ腫瘍は一般的に非
常に悪性で、従来の数多くの治療法に対して抵抗性を持っ
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のためのAd-p53と温熱療法の併用についての安全性及び
有効性を評価した。50人の末期癌患者が本臨床研究の対
象となった。50人の患者の中、26人は扁平上皮癌、7人
が腺癌、そして17人が軟部肉腫であった。癌が再発した
44人の患者は従来の治療が効かず、6人は原発腫瘍で今
回、この研究の対象となるまでは治療を一切受けていな
かった。44人の患者の中、34人の患者は以前手術が失敗
し、30人の患者は放射線治療が以前うまくいかず、そし
て21人の患者は以前、化学療法が失敗していた。今回の
臨床研究では、ヒト野生型p53（wtp53）遺伝子をコード
するE1置換複製不全組換えアデノウイルスである組換え
アデノウイルス（rAd-p53）を使用した。50人の患者には
1x1012vp（ウイルス粒子）の一回用量のrAdp53の腫瘍内
投与を1週間に一度、合計で4から54（平均7.7）回行った。
毎週、rAd-p53注射の2日から3日後、表在性腫瘍に対して
は温度を43～44℃にセットした915MHzのマイクロ波装
置で1時間、また深在性腫瘍に対しては温度を42～43℃に
セットした41MHzの無線周波数装置で1時間、合計4から
29（平均8.2）回、温熱療法を行った。50人の患者の中、

29人には平均58Gy用量（30から76 Gyまで）の放射線治療
を併用して追加し、6人の患者に対しては平均2サイクル（1
から4の間）シスプラチン化学療法を併用して追加した。
治療の結果、CR率は18.0%（(9/50)、PR率は20.0%（10/50）、
従って、有効率は38.0%、一方、SD率は56.0%（28/50）、
PD率は6.0%（3/50）、従って非効率は62.0%であった。治
療後、9人の腫瘍が消え、その他の41人の中、22人（53.7%）
のケースはCTイメージで、腫瘍壊死で50%以上の低吸収
域（LDA）があった。50人の患者には、rAd-p53投与後の
一過性の熱以外は、用量制限毒性及び有害事象は観察さ
れなかった。平均19.0カ月（3から69カ月）の長期間の追
跡調査で、26人の患者が局所再発、そして12人の患者が
遠隔転移で死亡した。50人の患者の平均生存期間（MST）
は19.0カ月（95% CIは13から26カ月）であった。50人の
患者の1年、2年、3年、4年及び5年間の全生存率（OS）
はそれぞれ、44.7%、18.8%、14.1%、14.1%、及び14.1%で
あった15,16。結論として、末期癌に対し温熱療法を併用し
たAd-p53は安全で、また有効性があり、p53遺伝子治療は
末期癌では温度増感性の面で有効であった。
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世界中で、悪性腫瘍は人類の生命の健康を著しく脅か
す重大な疾病となっている。過去20年来、中国のいくつ
かのよく見られる悪性腫瘍の発病率と死亡率は一貫して
上昇傾向を示してきた。いくつかの大中都市において、
悪性腫瘍はすでに死亡原因の第一位を占めている。一方、
農村の悪性腫瘍死亡率の上昇スピードは明らかに都市よ
りも高く、悪性腫瘍の好発地域も多くは農村にあり、地
元農民が病気がもとで貧困に陥り、あるいは病気がもと
で貧困に逆戻りしてしまう重要な原因となっている。悪
性腫瘍を抑制し、発病率を下げる鍵は有効な予防にあり、
また死亡率を下げる鍵は早期診断・早期治療と個別化治
療にあり、これはすでに共通認識となっている。今日、
悪性腫瘍は個体遺伝子と環境の相互作用が、多段階のプ
ロセスを経て最終的に作り上げる一種の極めて複雑な疾
病だと考えられている。環境要因は腫瘍発生の誘因では
あるが、同じ環境要因または条件下にさらされても、癌
にかかる人間と、一生癌にかからない人間がいるという
ことは、腫瘍の発病においては個体の遺伝要因が重要な
役割を果たすことを示唆している。腫瘍の遺伝感受性要
因（genetic susceptibility factor）について詳しく探るこ
とは、ハイリスクな人群・個体を鑑別するのに役立ち、
有効な予防を行い、悪性腫瘍を抑制するうえで非常に重
要である。
近年、腫瘍の遺伝的感受性要因の研究は非常に大きな進

展を遂げ、特にいくつかの高浸透率（high‐penetrance）
の腫瘍感受性遺伝子（susceptibility genes）の鑑定は、腫
瘍発生のメカニズムを説き明かし、腫瘍の生物学的本質
を認識するうえで重要な貢献を果たし、一部の家族性腫
瘍の選別と予測を行うための可能性を提供した。しかし
ながら、現在すでに鑑定されている腫瘍感受性遺伝子（突
然変異）はどれも比較的希少であり、これらの生殖系列
（germ line）から来ている遺伝学的変化は、5%～ 10%
の充実性腫瘍と、さらに低い比率の白血病及びリンパ腫
の患者においてしか主要な役割を果たしておらず、一方、
90%以上のよく見られる散発性（sporadic）腫瘍について
は説明することができない。では、大多数のよく見られ
る腫瘍の遺伝的感受性要因は何であろうか。今のところ、

ゲノムの遺伝的変異が、よく見られる腫瘍の重要な遺伝
要因だと考えられている。
現在、人々が認識している遺伝的変異の主なものとし

ては、シングルヌクレオチドポリモルフィズム（single 
nucleotide polymorphism, SNP）及びコピー数多型（copy 
number variation, CNV）といったDNAの構造的変化が
ある。SNPと人類の疾患感受性の関係はこの20数年来、
生物医学分野の注目を集める研究テーマであった。1996
年に初めてSNPと食道癌感受性の関係の研究を立件・展
開してから、我々は中国のその他の同僚と一丸となって
協力し、発癌物質代謝、DNA修復、細胞周期制御、アポ
トーシス経路の多くの遺伝子の遺伝的変異と、食道癌や
肺癌などの一般的な腫瘍感受性との関係を詳しく検討し
てきた。これらの研究により、いくつかの遺伝的変異の
生物学的機能及びそれらと環境リスク因子とのインタラ
クション（interaction）の腫瘍の個体感受性における役割
が明らかになった。

遺伝的変異と食道癌感受性についての研究
中国は食道癌（90%以上が扁平上皮癌[squamous‐cell 

carcinoma]）の好発国で、毎年の新規増加病例は20余万に
達し、世界の病例数の半分を占めている。河南省林県、
河北省磁県、山西省陽城等など十数の県・市を含む華北
省太行山地一帯は、世界でも有名な食道癌好発地域であ
り、このほか、広東省南澳県、福建省安渓県、江蘇省淮
安市などといった河南、河東のいくつかの地区もまた食
道癌発病率がかなり高い。
我々の食道癌についての研究事業は、葉酸（folate）

代 謝 酵 素 メ チ レ ン テ ト ラ ヒ ド ロ 葉 酸 還 元 酵 素
（methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR） の 遺
伝的変異に注目したことに端を発している。葉酸の機能
は代謝を経た後にメチルグループ（methyl group）を提
供し、DNAのメチル化、ヌクレオチドのデノボ合成といっ
た細胞内のメチル化反応に用いることである。葉酸が欠
乏し、または葉酸の代謝が弱いと、正常なDNAメチル化
及び（または）DNA合成を阻害することによって、癌
感受性を強める可能性がある。メチレンテトラヒドロ葉
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酸還元酵素は、葉酸の生物転化を触媒し、メチル基供与
体を形成する鍵となる酵素であり、当該蛋白質をコード
しているMTHFR遺伝子には2つの遺伝的変異、すなわち
677C→Tと1298A→Cの変化がある。677T及び1298C対立
遺伝子がコードしているメチレンテトラヒドロ葉酸還元
酵素の活性は、677C及び1298Aのコードしている酵素活
性より著しく低い。我々の研究結果が明らかにしている
ように[1]、MTHFR 677T及び1298C対立遺伝子と食道癌発
病リスクの増加には関係があり、677TTまたは1298CC遺
伝子型を伴った研究対象に食道癌が発生するリスクは、
677CCまたは1298AA遺伝子型を伴った研究対象のそれぞ
れ7.18倍、5.43倍の高さである。日常の食事による葉酸の
欠乏は中国ではかなり一般的であり、とくに改革開放以
前の食道癌好発地域はそうであった。葉酸摂取の不足し
ている状況下で、さらにMTHFR 677T及び/または1298C
変異対立遺伝子を伴っていると、細胞内のメチル基供与
体が著しく減少し、正常なメチル化反応が制限を受け、
こうして変異遺伝子を伴った固体が環境的発ガン因子の
作用の下で食道癌を発症するリスクが高められる可能性
がある。他の研究室のこれに続く研究もまた我々の研究
結果を実証している。
過去の環境生態学と流行病学の研究が示しているよう

に、中国の食道癌好発地域住民の飲食と生活習慣は、地
元の人々がニトロソアミン（nitrosamine）などのような
高レベルの化学発癌物質にさらされる結果を招いた。化
学発癌物質は代謝活性化した後でなければ突然変異や発
癌を招くことはなく、したがってそれぞれの個体の発癌
物質代謝遺伝子の多型が発癌物質に対する代謝能力の差
をもたらし、環境発癌因子に対するそれぞれの個体の感
受性に影響を及ぼしている可能性がある。この仮説に基
づき、我々は発癌物質代謝酵素チトクロームP450（CYP）
遺伝子CYP2E1、CYP2A6及びグルタチオンS‐転移酵素
（GST）遺伝子GSTM1及びGSTT1等の遺伝的変異と食道
癌感受性の関係について研究を行った。我々の河南省林
県人群についての研究結果は、CYP2E1とGSTM1の遺伝
子変異は食道癌にかかるリスクを増やし、しかもこの2つ
の遺伝子変異には顕著な共力作用があるということを示
している[2]。
上で言及したニトロソアミンや多環式芳香族炭化水素

のような多くの発癌物質はDNAの損傷を引き起こし、
DNAの損傷はすみやかに修復されないと、遺伝子突然変
異または染色体突然変異を招いて、最終的に腫瘍を発生
させる可能性がある。個人におけるDNA損傷応答・修復
遺伝子には遺伝的変異が存在し、しかも既存の研究が示
しているように、これらの遺伝的変異は個人のDNA修復
能力に影響を及ぼす。6年前、我々はDNAシーケンシン
グ方法を用いて、漢族人群の中の8つの塩基除去修復経路
の遺伝子のSNPをスクリーニングし、かつ病例対照研究
（case‐control study）の方法によって、これらの遺伝子

と食道癌感受性との関係を詳しく検討した。その結果、
当該経路のADPRT、MBD4、LIG3及 びXRCCIのSNPs
と食道扁平上皮癌感受性には関係があることが明らかと
なった[3]。続いて、我々は噴門癌や肺癌など、その他の
腫瘍の研究においても、ADPRT及びXRCCの遺伝的変異
と腫瘍感受性には関わりがあることを明らかにした[4-6]。
最近の2つのmeta分析では、これら2つのmeta分析の結果
は完全には一致しなかったものの、XRCCIの遺伝的変異
と食道扁平上皮癌感受性には関係があることを証明した
[7,8]。P53経路は細胞周期制御及びDNA修復において極め
て重要な役割を果たしており、P53遺伝子の突然変異は食
道癌細胞の最もよく見られる突然変異の一つである。我々
のもう一つの仕事は、P53遺伝子及びその負の調節因子
MDM2の遺伝子機能性SNPと食道扁平上皮癌感受性との
関係について研究したことだが、その結果明らかになっ
たのは、P53 72Pro/Pro及びMDM2 309GG遺伝子型と中
国人の食道扁平上皮癌の発病リスクは関連が大きく、し
かもこの2つの変異遺伝子には著しい協同作用があり、一
緒になって食道癌感受性を強めるということである[9]。
抗腫瘍Tリンパ球は腫瘍免疫監視（immune survaillance）

において中枢的役割を発揮しており、したがって抗腫瘍T
細胞の生死存亡は腫瘍の発生発育に直接影響を及ぼす可
能性がある。我々は免疫調節の鍵となる遺伝子の遺伝的
変異と腫瘍感受性との関係に非常に興味を覚えた。過去
10年間、我々は大サンプル量の病例対照という研究方法
を採用し、FAS及びFASLが媒介する細胞死経路の鍵とな
る遺伝子（FAS、FASL、CASP8、CASP10、CFLAR等）
及びT細胞の増殖・増殖抑制を調節する共刺激分子の遺伝
子（CD28、CTLA‐4等）の遺伝的変異と、食道癌などさ
まざまな悪性腫瘍の感受性との関係について分析した。
その結果は、FAS、FASL、CASP8、CTLA‐4遺伝子の
遺伝的変異は、食道扁平上皮癌を含むさまざまな悪性腫
瘍の遺伝的感受性要因であることを示していた。同時に、
我々はこれらの遺伝的変異について深く掘り下げた機能
研究を行うことにより、それらと疾病が相互に関連し合
う生物学的メカニズムを説き明かした[10-14]。
炎症は腫瘍の発生発育のもう一つの重要な原因であ

る。炎症は腫瘍の発生発育において重要な役割を果たす
シクロオキシゲナーゼ2（cyclooxygenase‐2、COX‐2）
の過度な発現を誘導する。我々はDNAシーケンシングに
よりCOX‐2遺伝子のプロモーター領域にいくつかのSNP
があるのを発見し、機能分析によって、そのうちの－
1195G>Aと－765G>Cの変異がそれぞれ転写因子c－MYB
とnucleophosminの結合部位を形成し、変異対立遺伝子の
基礎的発現レベル及びタバコの誘導する発現レベルが、
野生型対立遺伝子よりも著しく高いことを証明した。病
例対照関連解析によれば、この2つのCOX‐2遺伝子の機
能的変異と食道癌及び膵臓癌等の癌感受性には関連があ
ることが明らかである[15,16]。最近発表した33の病例対照研



159

悪性腫瘍および治療法に関する研究

BTBD3、STXBP5、BCR等の遺伝子座の20個のSNPは
プラチナ製剤感受性と関係があることを示し、腫瘍組織
の体細胞突然変異のほか、宿主の生殖系列の遺伝的変異
（germline genetic variation）もまた腫瘍の化学療法の有
効性を決定する重要な要因であることを証明した[24]。手
術の不可能な肺癌患者においては、放射線治療は主要な
療法の一つである。だが、放射線治療はよく放射線肺炎
（radiation‐induced pneumonitis）を併発させ、このこ
とは放射線治療の線量を制約するだけでなく、深刻な場
合は患者の死亡を招いている。それぞれの個体の放射線
肺炎に対する感受性の差は大きいが、現在もなお応用可
能な予測指標はない。最近、我々は放射線障害反応の過
程で重要な作用を果たすATM及びP53遺伝子の遺伝的変
異と放射線肺炎の関係について研究したが、その結果は
この2つの遺伝子の変異がいずれも放射性肺炎発症のリス
クを高めることを示しており、ATM及びP53ゲノタイプ
を分析することは、放射線肺炎にかかりやすい患者を鑑
別する上で役に立つと思われる[25]。

さらなる研究の方向
腫瘍は一種の複雑疾患であり、その原因は環境要因

に関係しているだけでなく、遺伝的要因とも関わりがあ
る。遺伝的要因について言えば、数多くの低浸透率の変
異遺伝子の共同作用の結果である可能性がある。したがっ
て、候補遺伝子アプローチによって腫瘍の遺伝感受性要
因を研究することにはその限界性がある。ハイスルー
プットゲノタイピング法（high－throughput genotyping 
method）の絶え間ない発展にともない、高密度SNPチッ
プを用いてゲノムワイド関連解析を行うことは、よりいっ
そう有効な方法となっている。国のハイテク研究発展計
画の支援の下、我々はすでにこれらの技術と方法を応用
して、食道癌、肺癌等腫瘍のGWASを展開し、さらにそ
れを腫瘍のファーマコゲノミクス研究へと伸展させつつ
ある。次世代DNAシーケンシング技術の成熟にともない、
我々はまた当該技術を応用して、腫瘍の発生発育におけ
る低頻度遺伝子の遺伝的変異の役割を発掘、評価してい
るところである。このほか、我々は別のいくつかのタイ
プのゲノムの遺伝的変異、例えばCNVに興味を持ってい
る。中国は人口が膨大で、癌大国でもあり、経済の高ス
ピードの発展、ライフスタイルや環境の変化にともない、
中国人群の腫瘍スペクトラムには、発展途上国で好発し
ている癌（食道癌、胃癌、肝癌）もあれば、先進国で好
発している癌（結腸・直腸癌、乳癌）も見られるように
なっている。したがって、遺伝子と環境のインタラクショ
ンについて研究することは、癌の発生発育メカニズムの
解明にとっても、癌の早期スクリーニングと予防にとっ
ても、非常に重要である。

究を総括したmeta分析は、COX‐2SNPと食道癌、結腸・
直腸癌の感受性との関連を実証している[17]。

遺伝的変異と肺癌の研究
肺癌は中国においてすでに最も死亡率の高い癌となっ

ている。肺癌は一種の複雑疾患で、喫煙は肺癌の公認さ
れた主要な病因だが、喫煙者のうち一部の人々だけが肺
癌を発症していることは、個人的感受性要因の存在を示
唆している。喫煙関連性肺癌の遺伝要因を明らかにする
ことは、一貫して人々が最も興味を持ってきた研究テー
マの一つであった。我々の前期の仕事は主に、発癌物質
代謝、DNA修復、細胞周期制御、アポトーシス遺伝子の
遺伝的変異についての研究に集中しており、その中のい
くつかの遺伝子変異は中国人群の肺癌感受性と関連があ
ることを発見した[5, 6, 12, 13, 18-20]。
最近の多くのゲノムワイド関連解析（GWAS）は、染

色体15q25及び5q15等領域と肺癌の感受性には関連がある
ことを告げている。15q25領域はCHRNA3、CHRNA5、
CHRNB4等のニコチン性アセチルコリン受容体遺伝子
を含んでいる。だが、これらのGWASの結果はすべて
Caucasian人群から来ており、遺伝的背景と連鎖不平衡
（Linkage disequilibrium）の相違により、アジア系人群
の感受性は必ずしもヨーロッパ系人群と完全に同じでは
ない。我々はInternational HapMap Project データベース
に基づき、中国漢族人群の15q25ハプロタイプを構築し、
その連鎖不平衡が文献の報告しているヨーロッパ系人群
と同じではないことを発見した。そこで、我々は漢族人
群のTag SNPを選び出して、肺癌の病例対照研究を行い、
その結果、当該領域の4つの新しいSNPが中国人群の肺癌
発病リスク及び喫煙行動と関連していることを発見し、
さらにrs6495309SNPが転写因子Oct‐1との結合に影響を
与えることによって、CHRNA3の発現活性に影響を及ぼ
すこと証明した。これは変異型ゲノタイプ保有者の喫煙
常習と肺癌感受性を招くメカニズムの一つである可能性
がある[21]。
肺癌の研究の中で、我々はさらに遺伝的変異と肺癌患

者の臨床放射線化学療法の治療効果または毒性の個体差
に的をしぼって研究を行った。我々の過去の候補遺伝子
アプローチを採用した研究が示しているように、DNA修
復遺伝子ERCC1の遺伝的変異は肺癌感受性に影響を与え
るほか、小細胞肺癌（small cell lung cancer）患者のプラ
チナ製剤化学療法の治療効果及び生存期間とも関係があ
る[22]。別の研究は、COX‐2－1195>Aの変異は、晩期局
所の放射線及び/または薬物治療を経た非小細胞肺癌（non
‐small cell lung cancer）の予後要因であることを示して
いる[23]。最近、我々はGWASを活用して、全ゲノムレベ
ルにおいて小細胞肺癌のプラチナ製剤化学療法の治療効
果と関係があるSNP及び遺伝子を探し求めた。セット・
アソシエーション解析（Set Association Analysis）は、
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中国における臨床遺伝子治療の現状及び展望

肖　紹文　Xiao Shaowen　●北京大学臨床腫瘍学院 副主任医師
1969年生まれ。1992年、蘇州大学放射線医学専攻科卒業、学士学位取得。2007年、北京大学医学部を卒業し、腫瘍学博士学
位取得。現在、北京大学臨床腫瘍学院放射線療法科副主任医師、副教授、北京大学医学部労働組合宣伝委員、中華放射線腫瘍学
会温熱療法専攻科委員会委員兼秘書、『中国医薬導報』、『癌症』、『山東医薬』、『基礎医学論壇』等雑誌の編集委員または特別招待
編集委員を務める。1992年より、腫瘍の科学研究、臨床業務に従事し、1998年以降、一貫して遺伝子治療と放射線療法、温熱
療法の併用による腫瘍治療の基礎及び臨床研究業務に従事。主要研究員として、国家自然科学基金テーマ、国家973プロジェク
ト、北京市衛生局科学研究基金等を含む、遺伝子治療に関連した多数の科学研究テーマの研究、及び我が国のⅠ類新薬組換えヒ
トp53アデノウイルス注射液による頭頸部扁平上皮癌のⅡ～Ⅳ期臨床研究に従事し、 p53遺伝子の作用メカニズム、外来p53遺伝
子の複製、純化、伝染、発現及び各種の腫瘍に対する作用について、深く掘り下げた理解を有し、この10年来、関連論文10編余
り、遺伝子治療及び放射線療法に関する章節の編集または翻訳に参加した著作4冊を発表した。

ものである。中国は世界でも比較的早期に遺伝子治療の
基礎研究と臨床試験を展開した国であり、早くも70年代
には、中国医学科学院の呉旻院士が、遺伝子を用いて遺
伝性疾患を予防・治療することを提起していた。わが国
の遺伝子治療臨床試験は基本的に世界と同時に進んでお
り、1991年に中国は初めてB型血友病の遺伝子治療臨床試
験を行った。その後、中国はさまざまな重大疾患につい
て遺伝子治療の基礎研究と臨床試験を展開し、「第9次5か
年計画」及び「第10次5か年計画」期間中は、国家863、
973、国家自然科学基金などが持続的かつ強力に、遺伝子
治療基礎研究及び臨床試験に対する資金援助を行った。
20年近くにわたる発展を経て、中国の遺伝子治療の基礎・
臨床研究はともに目覚しい進展を遂げた。
現在、中国の認可を経て臨床試験を開始している遺

伝子治療プロジェクトは20件近くあり、また10件余りの
プロジェクトがまもなく臨床試験に入ろうとしている。
2004年3月、中国SFDAは世界初の抗腫瘍遺伝子治療薬―
Gendicine（深圳賽百諾基因公司製）の販売を正式に認可
した。大まかな統計によれば、2010年5月現在、国内外で
「Gendicine」を採用して治療を行った腫瘍患者は、外国
籍患者3000人余りを含め、20000人以上に上っている。

２．中国における腫瘍遺伝子治療臨床研究の現状
遺伝子治療の展開は間違いなく、人類のさまざまな悪

性及び難治性疾患、特に悪性腫瘍に対して治療の可能性
と治癒の希望をもたらしてきた。
腫瘍の遺伝子治療において、採用する方法には多くの

種類があり、腫瘍細胞自体にねらいを定めたものも、腫
瘍新生血管にねらいを定めたものもあり、さらには免疫
機能にねらいを定めたものもある。すべての遺伝子治療
研究の中で、癌抑制遺伝子は研究の重点の一つであり、
また癌抑制遺伝子のうち、p53遺伝子はさらに重点の中の
重点である。P53遺伝子は人類の腫瘍の中で突然変異率が
最も高く、平均50 ～ 60%に達し、しかも腫瘍細胞の成長
及びアポトーシスと明らかに関わっていることがすでに

１．中国における遺伝子治療臨床研究の現状
遺伝子治療とはヒトの正常な遺伝子または治療作用の

ある遺伝子を、一定の方式を通じて人体の標的細胞に導
入することにより、遺伝子の欠陥を矯正し、あるいは治
療作用を発揮し、それによって疾患の治療という目的を
達成する生物医学の新技術を指す。作用する標的細胞の
違いにより、遺伝子治療は体細胞遺伝子治療、生殖細胞
遺伝子治療、幹細胞誘導遺伝子治療等に分けることがで
き、遺伝子治療の方法の相違により、体内遺伝子療法と
体外遺伝子療法に分けることができる。現在、遺伝子治
療は主に、人類の健康にとって深刻な脅威となっている
疾患――遺伝病（例えば、血友病）、悪性腫瘍、心血管系
疾患、感染性疾患（例えば、エイズ）などを対象にして
いる。
1943年に科学者たちが、遺伝物質がDNAであることを

実証して以来、遺伝子の研究は一貫して人々の関心の的
となってきた。1990年、アメリカNIHのFrench Anderson
博士は世界で初の本当の意味での遺伝子治療臨床試験を
スタートし、ADA（アデノシンデアミナーゼ）遺伝子を
用いて、ADA遺伝子の欠損により重篤な免疫不全（severe 
combined immunodeficiency, SCID）に陥っていた一人の
4歳の女児を治療し、初歩的な成功を収めた。その後、世
界各国で遺伝子治療の研究ブームが巻き起こった。2000
年、フランス・パリのネッケル（Necker）小児病院は遺
伝子治療を利用して、免疫不全のある数人の嬰児に正常
な免疫機能を回復させた。この結果は、遺伝子治療の深
く掘り下げた展開をさらに促した。
今日、遺伝子治療の応用範囲はすでに相当広く、単一

遺伝子病、腫瘍、心血管系疾患、感染性疾患などに及ん
でおり、そのうち腫瘍治療に的をしぼった試験は2/3以上
を占めている。2007年初めまでに、世界の遺伝子治療臨
床試験ですでに認可を取得したものは1192件に上り、う
ち認可済みのⅢ/Ⅳ期臨床研究事案は26件あったが、中
国の「Gendicine」はその中の一つであり、他の25件はす
べてアメリカの製品を中心として世界中で展開していた
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証明され[1,2]、癌治療の論理ターゲットとなる可能性があ
ることから、p53遺伝子はスタートからすでに、人々が遺
伝子治療を行うにあたり第一に選択する遺伝子となって
いる。
現在、p53遺伝子治療にはその主な方策として、正常な

野生型p53遺伝子を代替として、突然変異型p53遺伝子の
発現を遮断する等の方法がある。
臨床面では、野生型p53遺伝子による代替療法が最も多

く見られる。現在、p53遺伝子治療が採用している方法は
比較的多く、主なものとして腫瘍内注射、腹腔灌流、肝
動脈挿管灌流等があり、静脈注入も部分的に採用されて
いる。使用している遺伝子キャリアの約70%はウイルス
キャリアで、中でも逆転写ウイルスとアデノウイルスが
最も多く見られる。
外国、例えば、アメリカ、ドイツ、イギリス等の国々

では、腫瘍のp53遺伝子治療のほとんどがⅡ/Ⅲ期臨床研
究に入り、多くは一部の晩期の患者の治療に用いられて
おり、その結果は人々を鼓舞している。例えば、Rothら[3]

は96年、気管支下で野生型p53の組換え逆転写ウイルス懸
濁液を直接注射する方法を採用し、通常治療に失敗した9
例の非小細胞肺癌患者を治療し、治療後は3例の腫瘍の体
積が明らかに縮小し、3例の腫瘍が成長を停止した。その
後、さらに試験規模を28病例まで拡大し、評価可能な25
例のうち、8%が部分的に緩解し、64%の病状が安定し、
28%だけが無効であった。Claymenら[4]は98年、難治性の
局所再発または局所リンパ節転移の頭頸部扁平上皮癌患
者33例を選び、p53ウイルス懸濁液の腫瘍内注射（手術併
用または非併用）をたびたび採用し、結果は評価可能な
17例中、2例で腫瘍が50%縮小し、6例の腫瘍が3～ 5か月
間安定し、9例が進行したが、ただし、この進行した9例
のうち1例の切除標本は病理反応を示していた。
単独に晩期腫瘍に用いる治療のほか、p53遺伝子がさら

に人々から有望だと見られているのは、それが放射線・
化学療法と併用されて、腫瘍細胞の放射線・化学療法に
対する感受性を高めることができるということである。
アメリカでは、すでにp53遺伝子治療のⅡ期臨床試験を完
了し、その結果、p53遺伝子は腫瘍の放射線化学療法によ
る治療効果を約4倍に高め得ることを証明した。残念なの
は、アメリカ・テキサス州のIntrogen社が「Gendicine」
のアメリカバージョンAdvexinについて、10年の長きにわ
たり、多くの種類の癌の臨床実験を行った挙句、ずっと
アメリカの新薬証書が取れなかったために、2008年、破
産保護の申請を発表してしまったことである。
腫瘍の遺伝子治療臨床研究の面で、中国はすでに世界

のトップを走っている。中国のp53遺伝子についての臨床
研究はおおよそ2つの段階に分けることができる。1998年
～ 2003年が第1段階で、この段階は研究・模索段階であり、
北京腫瘍医院、北京同仁医院、医学科学院腫瘍医院、福
建省腫瘍医院の4つの病院だけが参加し、北京腫瘍医院が

リーダー機関であった。2004年の「Gendicine」発売後は、
普及段階であり、当時、全国で20軒近くの3級甲等病院（訳
注：市衛生局や国衛生部直轄で、一定の医療環境基準を
満たす病院）が頭頸部腫瘍のⅣ期臨床研究に参加し、北
京腫瘍医院がやはりリーダー機関であった。現在、大ま
かな統計によれば、全国で300軒近くの病院がp53遺伝子
治療プロジェクトを展開している。
十数年来、中国はほとんどすべての充実性腫瘍の遺伝

子治療の面で素晴らしい業績を収めてきており、とくに
一部の難治性腫瘍の治療面における成果はさらに喜ばし
いものである。この方面では、北京腫瘍医院の研究が最
も深く高度である。2003年には、張珊文ら[5]が、北京腫
瘍医院が組換えアデノウイルスp53遺伝子薬（SBN－1、
のちにGendicineと命名）と放射線療法を併用して鼻咽頭
癌を治療したⅡ期臨床試験の結果を報告したが、それに
よると、p53遺伝子は鼻咽頭癌の放射線治療の効果を約
2.7倍に高めることができた。その後、張珊文をリーダー
とする研究チームは、頭頸部扁平上皮癌、甲状腺癌、肝
癌、肺癌、乳癌、胃癌、膵臓癌、軟部組織肉腫、子宮頸
癌、卵巣癌、膀胱癌、前立腺癌、悪性胸腹水等について、
それぞれ深く掘り下げた研究を行ったが、その結果はい
ずれも驚喜すべきものであった。例えば、「Gendicine」
と局所放射線療法の併用によって治療した膵臓癌11例で
は、中位生存期間が14.7か月であり、うち膵臓癌の肝転
移（単発巣）患者の原発巣1例がp53遺伝子の腫瘍内注射
と局所放射線療法によって消失し、肝転移巣は放射線療
法によって明らかに縮小し、現在すでに46か月生存して
おり、今日の通常の治療プランよりもはるかに優れてい
る。また例えば、直視下での子宮頸癌内へのp53遺伝子薬
（Gendicine）の注射と放射線療法を採用して進行期子宮
頸癌を治療した25例は、結果的に5年生存率が85%となり、
同期の通常治療の55%（内部資料、未発表）よりはるかに
高かった。肖紹文[6]らの2007年の報告では、Gendicineと
放射線療法を併用して晩期軟部組織肉腫を治療した13例
は、結果としてCR15.4%、PR30.8%、SD53.8%であった。
7例のSD患者においては、止痛、局所症状軽減という目的
も達成した。1年生存率は61.5%、2年生存率は23.1%で、
SD>6か月は4例、実質的臨床有効率（CR+PR+SD>6か月）
は77%（10/13）であった。2007年、張珊文らはGendicine
と温熱療法の併用によって晩期腫瘍患者を治療した50例
の臨床観察資料を総括したが、その結果によると有効率
は52.1%に達していた。2009年に張珊文らは再び、アメリ
カの『JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY』において、
組換えヒトp53アデノウイルス注射液（Gendicine）と放射
線療法を併用して鼻咽頭癌を治療した5年間の追跡調査結
果を報告したが、それによると、Gendicineと放射線療法
を併用（GTRT）したグループの局所制御失敗率が4.4%で
あるのに対し、単純放射線療法（RT）グループは39.7%で、
局所再発率は約10倍下がった。GTRTグループの5年総生



163

悪性腫瘍および治療法に関する研究

存率は、RTグループよりも13.1%高く（p<0.01）、GTRT
グループの5年無病生存率はRTグループよりも28.7%高く
なっている（p<0.01）。
北京腫瘍医院のほかにも、中国内地の多くの病院がp53

遺伝子治療の臨床研究を展開し、比較的良好な治療効果
を上げてきた。北京同仁医院の韓徳明らは、98年、組換
えアデノウイルスp53遺伝子薬（SBN‐1）と手術を併用
して12例の晩期喉頭癌患者を治療し、その結果、SBN－1
が安全無害であることを証明した。2003年の追跡調査の
結果から、12例の患者は3年間再発がなく（一般に、中・
晩期喉頭癌の術後1年以内の再発率は30%前後）、うち1例
はこの時の治療までに5回の手術を受け（平均して9か月
に1回再発）、6回目の手術後に遺伝子治療を受け、その結
果、当時に至るまで再発のないことがわかった[8]。同病
院の暁東ら[9]は、組換えヒトp53アデノウイルス注射液を
採用して42例の晩期悪性腫瘍を治療し、患者を2グループ
―Gendicine単独使用グループ15例、Gendicine・放射線化
学療法併用グループ27例に分けた。その結果、Gendicine
単独使用グループの臨床有益率は66.7%、Gendicine・放射
線化学療法併用グループの臨床有益率は70.3%で、全体的
臨床有益率は69.4%（29/42）であった。治療後、大部分
の患者は病状が安定し、自覚症状が寛解し、精神状態が
好転した。
北京海淀医院の李定鋼らは、2004年5月、同病院に遺伝

子治療センターを設立し、2007年6月までに、Gendicineと
化学療法、温熱療法などさまざまな治療手段との併用治
療を臨床応用して、アメリカ、カナダ、イタリア等を含
む世界40か国近くから来た268例の各タイプの充実腫瘍患
者を共同で治療した。うち大多数は晩期難治性患者であっ
たが、結果は、一部の患者にかなり良好な治療効果が見
られ、大部分の患者も止痛、局所症状軽減の目的を達した。
福建省腫瘍医院の潘建基らは、2001年から、Gendicine

と放射線療法の併用による鼻咽頭癌治療のⅡ期臨床研究
及びその後のⅣ期研究に参加し、10年近くにわたり、頭
頸部腫瘍の遺伝子治療・放射線治療併用の面で多くの研
究を行い、p53遺伝子が放射線療法の治療効果を著しく高
めることができることを実証した[7,10]。
四川大学華西医院の官泳松らは、2005年から、Gendicine

による肺癌及び肝癌への治療介入を試験的に開始し、比
較的良好な結果を得てきた。2007年10月のヨーロッパ遺
伝子治療学会第15回年会での報告によれば、Gendicineと
化学療法の併用により、気管支動脈を通じて晩期肺癌へ
の治療介入を行ったところ、有効率は46.7%で、93.3%の
患者に臨床症状の緩解が見られた。同時に、官泳松らの
報告によれば、Gendicineの局所注射と化学療法を併用
し、肝動脈を通じて晩期肝癌への治療介入を行った結果、
単純化学療法の治療介入に比べ、併用治療では有効率が
16.4%向上し、1年生存率が19.3%高くなった。
2007年、江蘇省腫瘍医院の陳世晞ら[11]は次のように報

告した――Gendicineと化学療法の併用介入により晩期原
発性肝癌30例を治療し、ランダムに治療グループ14例、
対照グループ16例の2グループに分けた。治療グループの
1回当たりの投薬量は1X1012VP+OPT20mg、毎週1回、3
週間連用を1クールとし、うち12例は3クール以上の治療
を受けた。対照グループはOPT20mg灌流、毎週1回、3
週間連用を1クールとし、うち11例は3クールの治療を受
けた。その結果、治療グループの有効率（CR+PR）は
69.5%、対照グループは50.2%であった。治療グループの
平均生存期間は238.1±119.9日、対照グループは80.7±35.9
日であった。新郷医学院の路平ら[12]は、病理の実証を経
た30例の食道扁平上皮癌をランダムに、p53遺伝子・放射
線療法併用グループ（治療グループ）と単純放射線療法
グループ（対照グループ）の2グループに分けた。治療グ
ループは内視鏡下でGendicineの腫瘍内注射1回/週×6回
を応用し、放射線療法はGendicine注射3d後に開始し、DT 
65Gyとした。両グループの放射線療法の線量と方法は同
じであった。その結果、治療グループの有効率は88.6%、
対照グループは66.6%で、なかでも治療グループのCR率は
対照グループの3.5倍の高さとなった。
2008年に深圳賽百諾基因公司が開催した「遺伝子の発

展動向及びGendicineの臨床セミナー」において、解放軍
第421医院の張衛民らは、Gendicineの静脈投薬と化学療法
の併用により、20例の晩期充実性腫瘍患者を治療した結
果、完全緩解（CR）1例、部分的緩解（PR）4例、安定（SD）
6例、進行（PD）9例となり、有効率25%、有益率55%であっ
たことを報告した。また、遼寧省大連市友誼医院の張躍
偉らの報告によれば、近年、Gendicineの経皮門脈穿刺連
続注入と栓塞化学療法の併用により、門脈腫瘍栓を伴う
原発性肝癌患者16例を治療し、門脈腫瘍栓を観察指標と
して短期的治療効果の評価を行った結果、患者16例の治
療後、CR 6例、PR 9例で、有効率は100%となり、治療後、
すべての患者の臨床症状にさまざまな程度の緩解が見ら
れた。
上記のすべての報告の臨床p53遺伝子治療において、深

刻な有害副作用は発見されていない。有害反応は主に発
熱だか、ほとんどは一過性の中等度・高度の発熱であり、
最も高いものは40℃にも達するが、消炎鎮痛剤の投与に
より、その多くは制御可能である。アナフィラキシー及
び動悸、吐き気といったその他の有害反応は発見されて
いない。その他の治療と併用しても、他の治療の有害副
反応は増えておらず、反対に患者の全身状態が改善され
る傾向が見られた。
上記の野生型p53遺伝子代替治療のほか、突然変異p53

遺伝子に的をしぼった治療もまた、現在の腫瘍遺伝子治
療の焦点の一つである。近年、国内外の研究が比較的盛
んなのはE1B欠損型アデノウイルスOnyx－015である。ア
デノウイルスのE1B（55KDa）遺伝子産物は野生型p53と
結合して、p53を抑制及び/または分解することができる。
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E1Bを除去すると、正常細胞のp53を不活性化してその中
で複製することができなくなり、正常細胞に対して影響
がなくなる。これと反対に、腫瘍細胞には正常なp53機能
が欠損し、複製が依然として行えるので、結果として腫
瘍細胞の溶解死亡を招くことになる。近年、一部の報告
が、Onyx－015も野生型p53を含む細胞中で複製できるこ
とを発見しているが、腫瘍細胞中に比べて、その複製効
率はずっと低い。欧米諸国では、Onyx－015はすでに頭
頸部腫瘍、直腸癌など、さまざまな腫瘍のⅢ期臨床試験
に用いられ、かなり良好な治療効果を上げている[13－14]。
国内の上海三維生物技術有限公司のOnyx‐15に類似した
腫瘍溶解性ウイルスH101も、すでにⅢ期臨床試験を終え、
かなり良好な効果を上げている[15,16]。
もちろん、癌抑制遺伝子のほか、腫瘍血管に的をしぼっ

た治療も腫瘍遺伝子治療の一つの大きな焦点であり、現
在、多くのこの方面の試みがなされている。だが、より
多くの研究はやはり、EGFR、VEGFR等の受容体型チ
ロシンキナーゼに狙いを定めた相応の阻害剤、たとえば
EGFRチロシンキナーゼ阻害剤Iressa、VEGFRチロシン
キナーゼ阻害剤Su5416、Thlidomide等の調合であり、厳
密に言えば、これら受容体型阻害剤の応用は遺伝子治療
と呼ぶことはできない。

３．臨床腫瘍遺伝子治療の不十分な点と反省
以上を要するに、腫瘍遺伝子治療の未来には人々を魅

了するものがある。だが、10年余りの実践を経て、我々
には反省し、注意すべき点も少なからずある。
P53遺伝子治療を例に取れば、まず、p53遺伝子治療は

投薬手段、投薬時期の選択、その他の薬品またはその他
の治療技術と併用する場合の継続の問題等の面で、依然
として不十分な点が存在している。十数年来、中国はこ
れらの方面ですでに多数の研究事業を行い、一連の治療
基準案を一応作り上げたが、多くの細かい面で、まだ検
討が必要である。例えば、放射線療法と合わせて応用す
る場合、放射線治療後にGendicineを使用するのがいいの
か、それともGendicineを24時間使用してから放射線治療
をするのがいいのか、定説がないのである。一般的に採
用されているのは後者だが、だからといって前者がダメ
だというわけではない。投薬手段の面でも、随意性が存
在している。例えば、多くの場所でGendicine静脈治療の
採用が好まれているが、Gendicineのキャリアは組換え欠
損型5型アデノウイルスで、これは肝臓親和性を有し、静
脈注射後は肝臓に拡散しやすく、その他の部位は分布が
比較的少ないこと、そのほかにも、Gendicine静注後はア
デノウイルス抗体が生じやすく、次回の治療に影響が出
る、ということ知らないでいる。したがって、現在の遺
伝子キャリアについて言えば、一般的に静脈使用は主張
していないのである。また、Gendicineと抗生物質または
化学療法薬を同時に、もしくは続けて使用する者がいる

が、これも正しくない。なぜなら、Gendicineはウイルス
キャリアであり、Gendicineを使用してから一定期間内に
抗生物質、抗ウイルス薬または化学療法薬を使用すると、
必然的にその活性と伝染効率に影響を及ぼすからである。
さらに、多くの人々は往々にしてGendicineの環境温度

をおろそかにしている。実際のところ、アデノウイルス
キャリアは温度に相当敏感で、その半減期は温度と密接
に関連しており、一般に使用前は－20℃以下で保存し、
使用時に再解凍することが必要である。腹腔灌流の際は
特にGendicineの環境温度に注意しなければならず、患者
に腹水がある場合は、必ず腹水をきれいにドレーンし、
そのあと低温の生理食塩水（0℃が最適）を先に腹腔に
1000ml灌流し、それからGendicine 1本+100mlを高速で腹
腔に注入し、その後、患者の状況に応じてさらに生理食
塩水500 ～ 1000mlを灌流しなければならない。腹水を抜
かず、直接Gendicineを腹腔に注入した場合は、基本的に
効果がない。筆者はかつて、Gendicineを4本腹腔に注入し
たが効果がなかったという例を聞いたことがあるが、実
際のところ、この薬品に対する理解が欠けていたのであ
る。
次に、腫瘍治療の方法選択の面で、多くの人々にはな

お誤ったやり方が存在している。現在、もっとも常用さ
れているp53遺伝子治療プランは毎週1～ 2回、腫瘍内に
注射し、4～ 8回を1クールとしている。治療投薬量は腫
瘍の種類、大きさと関係があるが、実際の取扱いにおい
て、多くの人々は腫瘍の大きさについてあまり関心を払っ
ていない。中にはGendicineを単独使用して晩期の巨大な
腫瘍を治療し、結果的に腫瘍内部の局所壊死または縮小
だけが出現したが、腫瘍全体はなお増大しつつあったこ
とから、p53遺伝子治療は無効だという結論を出した者も
いる。実際、これは一つの間違った結論である。その間
違いは、Gendicineの治療力価に対する理解が不十分だっ
たことにある。実際には、現在のGendicineの規格は、1本
（2mlの液体中）に1x1012VP（ウイルス顆粒）を含有する
が、ただし、そのうち生ウイルスは≦1×1011VPであり、
一方、実験・研究によって、p53遺伝子の単独治療を採用
する場合は、感染多重度（multiplicity of infection, MOI。
腫瘍細胞1個当たりの平均ウイルス感染数）が50 ～ 100に
達した時に初めて明らかな治療作用があること、放射線・
化学療法と併用する場合は、投与量は相対的に低くてよ
く、MOIは10 ～ 100、極端な場合は10より低くてもよい
ことがわかっている。つまり、1本の薬では直径1cn前後
（腫瘍細胞数 1×109）の腫瘍にしか治療作用を果たすこ
とができず、腫瘍が2cmを超える場合、その作用は明ら
かに弱くなる。一方、翻って臨床における腫瘍について
考えると、直径はほとんど3cm以上を超え、10cmを上回
る場合さえあり、これでは治療効果が芳しくないのも当
然である。したがって、腫瘍が比較的大きい場合には、
Gendicineの単独使用による治療は提案しない。



165

悪性腫瘍および治療法に関する研究

４．腫瘍遺伝子治療の展望
腫瘍治療は今日まで百年余りにわたる発展を経て、

すでに相当完全なものとなっており、通常の手段で更な
る突破口を開くのは非常に難しいと言うことができる。
そのため、人々はすでに希望をますます遺伝子治療に
託すようになっている。「遺伝子治療の父」W. French 
Anderson博士は、遺伝子治療のように、人類の健康を脅
かす重大な疾患（例えば、癌）に打ち勝つために治癒の
可能性を提供することのできる療法は、他に一つもない、
とまで断言している。
腫瘍の遺伝子治療は現在なおスタート段階にあり、

目的遺伝子の有効性及び作用の持久性、キャリアの標的
性と遺伝子転移システムの制御可能性、通常治療手段と
の相互関係などの面には、一連の解決すべき問題が存在
しているが、しかしながら、遺伝子治療はますます人間
に近しいものとなり、特に世界初の癌遺伝子治療製品
「Gendicine」の登場は、疑いなくこのような情勢を大き
く推し進めるに違いないと予想することができる。世界
の権威ある専門家の推計によれば、2020年までに、遺伝
子治療産業はバイオ医薬業界の主力となり、さらに100種
類の遺伝子治療薬が登場するという。我々は、遠くない
将来、遺伝子治療は腫瘍治療において極めて大きな役割
を発揮するに違いないと信じている。

さらに、患者選択の面で、あまりにもいい加減か、そ
うでなければ消極的になる傾向がある。伝統的な倫理原
則は、現段階においても遺伝子治療に対し依然として規
範作用を有しているが、改めて解釈をし直さなければ、
遺伝子治療臨床応用の特殊性に対応することはできな
い。これらの原則には、安全性の原則、インフォームド
コンセントの原則、秘密保護と公正の原則、最終手段の
原則が含まれている。以前は、最終手段の法則が比較的
強調され、やむをえない場合にのみ、患者の同意を得て
初めて遺伝子治療を行うことができるとされていたが、
実際のところ、Gendicineの有害副作用をきちんと理解し
たあとでは、このような選択は消極的に過ぎ、腫瘍の治
療にとって不利である。もちろん、現在の遺伝子治療は
まだあまり完全ではなく、選択を経ずに使用するのでは、
あまりにいい加減であるし、役にも立たない。
最後に、遺伝子治療普及の面で、政府、投薬機関、メー

カーの間に依然としてインタラクションと暗黙の了解が
欠けており、それ以上に、ある種の恒久的な決定策が欠
けている。特に指摘すべきことは、この製品に対するメー
カーの宣伝が、力の入れ具合が足りないか、誇大過ぎる
かのどちらかで、そのためGendicineが今なお決して大衆
に広く受け入れられてはいないという事態を招いている
ことである。もちろん、メーカーの頻繁な変更、再編も
重要な原因の一つであり、この点は熟考に値しよう。
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中国では、腫瘍の発病率に全体的な上昇傾向が見られ、
臨床病理診断は医学診断の「ゴールド基準」として、腫
瘍の診断においてその重要性は際立っている。世界各国
について言うなら、多くの疾病、中でも腫瘍の最終診断
はやはり病理組織学的診断である。腫瘍の一般的な定義
が組織学を基準とするものであるため、現代の科学技術
の発展に伴い、細胞と分子遺伝学的な変化も腫瘍の定義
内容の一つとなっている。腫瘍には、特殊な形態、代謝、
機能、免疫、遺伝子の変化があり、これらの変化は腫瘍
が全身的疾病であることを説明しているとともに、私た
ちが腫瘍を診断する際の根拠となっている。腫瘍の病理
診断は病理科の重点的な日常業務であるとともに、最も
チャレンジングな業務でもある。本文では、中国の一部「三
級甲等」病院（大型総合病院）の臨床病理診断プロセス、
病理診断が直面する課題、私たちの取っている対策を紹
介することによって、医学分野の同業者の方たちと交流
したいと考える。

１．臨床病理診断プロセス
1 診断プロセス　臨床病理診断とは、病理医と臨床医

による相互作用のプロセスであり、立会い診察プロセス
とも言える。病理医は手術標本（組織）の受領後、まず
標本の大まかな変化を観察し、切開して固定する。翌日
資料を採取する際に、病理医は、臨床の求めとどのよう
に資料を得れば病理診断の必要を満たすことができるか
を把握するため、臨床病歴、病変部位（標本の出所）、波
及範囲（画像診断学、核医学検査）、手術範囲（根治的
標本又は局部切除標本）について理解する必要がある。
三日目に包埋、切片、染色を完了した後、病理医は顕微
鏡で組織細胞の形態変化を観察し、診断する。一部の標
本については、続けて組織化学、免疫組織化学染色、分
子生物学検査を行い分析する必要があり、臨床診断、病
歴、画像診断学その他の検査結果と結びつけて病理診断
をし、最終的に、病理医2名が報告を出す。難病例につい
ては科内の立会い診察や、さらには関連分野の他院専門
家による対診を依頼する必要がある。全過程は3～5日間

で完了し、特殊な状況では適宜延長する。[1]以上が私たち
の言う一般的な「病理診断プロセス」である。
2 免疫組織化学技術の応用　免疫組織化学技術の病理

診断への応用は、1980年代中ごろに、まず腫瘍の病理診
断と鑑別診断の分野で行われた。免疫学と病理学の結合
である免疫病理学では、多くの疾病の発病メカニズムを
説明することができ、特に腫瘍の発生、発達において免
疫学は重要な役割を果たしているため、人々は抗原抗体
特異性結合の理論と技術を利用して、各種類型の組織や
腫瘍を標識し、腫瘍の病理診断と類別の正確性を大いに
向上させている。何百もの抗体が現われ、いわゆるバイ
オマーカー産業が形成され、腫瘍とそれ以外の病理診断
の発展が推進されている。バイオマーカーは腫瘍の診断
と鑑別診断（細胞骨格の抗体群など）に用いられるだけ
でなく、さらにエストロゲン受容体(ER)、プロゲステロン
受容体(PR)、Her-2（CerbB2、上皮生長因子2）、CD117、
CD34等の検査など腫瘍の治療、予後にも関連する。免疫
組織化学染色は、病理診断においてすでに不可欠の手段
となっており、腫瘍の診断、類別、予後評価、治療計画
の選択等において重要な役割を果たす。腫瘍のうち特に
悪性腫瘍の病理診断報告では、使用した抗体と発現状況
を明記し、臨床の参考とするよう求められる。実際、中
国における免疫組織化学染色の応用は一部の先進国に比
べて広範に普及しており、その背景には、中国の医療環
境に対応し診断漏れと医療紛争の減少又は回避をねらい
とする要素がある。
3 分子病理学技術の発展と応用　ヒトゲノム技術は急

速に発展、成熟しており、人々は腫瘍を「遺伝子病」と
認識して、分子遺伝子と遺伝学の分野から腫瘍の発生、
診断、治療について模索し、絶えず発展を続けている。
分子生物学技術に基づいて作られる抗腫瘍単クローン抗
体薬物の発見と臨床応用、すなわちターゲット治療（ト
ラスツズマブ［ハーセプチン、Herceptin］は17番染色
体増幅に、イマチニブ［グリベック、Glivec/veenat］は
c-kit遺伝子突然変異の腫瘍に顕著な効果があり、患者の
生存期間を延ばすなど）は、人々の大きな関心を呼んで
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いる。病理診断はターゲット治療の基礎として臨床でま
すます重視されている。ターゲット治療は同様に病理診
断に対して課題を提示している。つまり、いわゆる「ター
ゲット診断」の問題[2]により、病理診断が治療と使用薬の
選択に直接向き合うことになる。臨床では、例えばHer-2
遺伝子の増幅、Ras、EGFR等の遺伝子突然変異といった
分子病理検査の結果が病理診断報告に含まれるよう強く
求められる。
一つの完全な腫瘍診断病理報告には、一般的な病理報

告部分（腫瘍の部位、腫瘍の大きさ、大体の類別、組織
学類別と分化の程度、浸潤範囲［悪性の場合］、血管・リ
ンパ管腫瘍塞栓の有無、切除マージン、リンパ小節転移
状況）に加え、免疫組織化学と分子病理検査の結果が含
まれる。ただ、このような病理診断報告はある程度の規
模の大型総合病院や大型の腫瘍科専門病院でのみできる
ものであり、また比較的長い時間を要する。

２．臨床病理診断が直面する課題
現在、一般的な病理診断とそのプロセスは臨床治療の

必要に適応できていないことが多い。臨床では病理報告
に以下が求められる。①できるだけ時間を短縮すること。
中国の一般病院では小標本で3日、大標本で5日以内に病
理診断報告を出すよう求めており、特殊検査（免疫組織
化学、FISH法、配列等の検査）の場合には適宜期日を
延ばす。しかし臨床は満足せず、病理医に大きな圧力を
かけている。②ねらいを定めて臨床の問題を解決する病
理報告であること。現在、肝穿刺、乳がん標本等通常の
病理報告では、確かに診療科検査の必要を満たせていな
い部分がある。③免疫組織化学、分子遺伝学検査は病理
診断と鑑別診断に利用されるほか、臨床は腫瘍の予後評
価と治療方法選択に役立つ指標を注記するよう求めてお
り、病理診断にさらに高い要求を提示している。④費用
の問題も病理医が免疫組織化学と分子病理学検査を行う
際の悩みとなる。費用が高いためFISH法等の項目は医療
保険の範囲に入っておらず、病理と臨床、病理と患者と
の間で意見の対立が出る問題になっている。[3]このような
状況を引き起こす主な原因については、以下のとおり分
析する。
1 診療科病理の発展が不十分である。臨床学科の診療科

は、乳腺外科、頭頚部外科、腫瘍科、免疫科、器官を主
とする部門など新たな臨床部門に細かく派生分化されて
いる。新しい診療手段の幅広い応用により、腎穿刺病理、
肝穿刺病理、肺穿刺病理等が徐々に形成され、さらに穿
刺、各種腹腔鏡治療等により病理標本の採取源も多種多
様になっている。これらの新興分野からは病理診断に対
してそれぞれに異なる、又はより高い要求があるものの、
この面で病理医の訓練は明らかに不足している。変化に
富む様々な標本に対して打つ手がなく、診断の再利用性
が低く、病理報告が診療科の必要を満たせていない。言

い換えるなら、病理医の関心事項や業務重点が臨床の必
要に完全には符合していない。臨床病理科の発展は相対
的に遅れており、臨床診療科の細分化と診療科による専
門的診療という発展傾向に適応できていない。[2 ～ 4]中国で
は多くの大病院で条件の整った臨床部門が独自の病理実
験室を設立し、病理科に対抗している。
2 標準化のレベルが低い。(1)技術手段の標準化。技術

手段の標準化とは実質的には、標本切片作製全過程の規
範的操作、各種試薬の統一的品質、標本作製の品質判断
のための一致した基準が再利用性を備えており、実験室
間で相互に認め合えることを指す。臨床の実際の業務で
は、標準化を実現することは極めて難しい。これは病理
設備の各種技術パラメーターの認証に関わり、標本作製
の品質を保証できる基準を使用者が大量に提示すること
により確認される。試薬については、各種試薬は厳格な
品質基準を守り、最終的な染色効果の一致を保証しなけ
ればならない。免疫組織化学染色、特に第一抗体、第二
抗体の品質、使用濃度、培養時間、温度、抗原修復、組
織の事前処理等多方面の要素が妨げとなり、染色効果に
はさまざまな影響が出る。FISH法、配列等分子病理学検
査でも同様である。アメリカ病理医協会では実験室基準
を制定しているが、実施上は多くの問題が存在している。
[5-7]中国では実験室技術の基準についてまだ全面的制定・
普及には至っていない。
(2)鏡下観察基準++の規格化（再現性）。技術手段と染

色効果の不一致による影響から、鏡下検査を行う際には
各医師が実験室ごとの経験の違いに基づいて結果を判断
しており、その再利用性は低い。中国では患者が病理切
片を手にして各所に対診に出向くことができるという、
非常に独特な状況が発生している（医師の勧めによるも
のではない）。このため、私たちは同一の病理切片につ
いて他の同業者による説明と診断を目にする機会が多い
が、それらの間に大きな差異が存在することもしばしば
である（もちろん一致する場合もある）。パラフィンを
取得して標本切片を複製し染色したとして、結果が全く
異なる可能性もある。こうした状況は腫瘍の診断で多く
見うけられ、良悪性腫瘍の鑑別で最も多い。病理医によ
る誤診や医療紛争はしばしば対診において発生し、標本
切片作製の品質問題によって引き起こされる。本文で強
調したいのは、例えば免疫組織化学染色ERが陽性か陰性
か、+か2+か3+か、強弱をどう判断するか、それぞれが
占めるパーセンテージ、核分裂像の識別、計量方法、コ
ンゴーレッド、PAS染色陽性の正確な判定等の観察基準
設定と説明の標準化であり、診断の一致を指してはいな
い。観察基準と説明の統一は、実験室技術の標準化を基
礎とする必要がある。病理診断は「ゴールド基準」と称
され、多くの治療が病理診断に依頼しており、このこと
が病理医にとってプレッシャーを与えるばかりでなく、
「ゴールド基準」の背後にはより大きなリスクと法律責
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療科病理を発展させていくことだと考える。現在の状況
は、臨床病理学の発展にとっては好機でもある。
2 対策 (1)診療科病理の整備　中国ではほとんどの病院

の病理科医師は全科病理医(General pathologist)であり、
少数の病院に皮膚病理室（皮膚科医師が病理を兼務）、神
経病理室を設けている。臨床学科の診療科細分化に当たっ
て、病理学科の診療科区分も必然になっている。発展の
潜在的可能性がある診療科として中国では、産婦人科病
理、神経病理、血液リンパ系腫瘍病理がある。皮膚病理
は多くの場合皮膚科医師が病理診断を兼務する。全体的
には中国の病院では病理科の人員が少なく訓練が不足し
ており、診療科病理の推進には一定の困難がある。最適
な選択としては、病理医の「一専多能」、つまり1、2分野
に熟知して難しく複雑な問題を解決できると同時に、普
通病理の診断技能も把握するよう奨励・支援していくこ
とである。[3]診療科病理の整備は、臨床病理の交流、討論、
研究を深めていくために有益であり、また病理医の臨床
知識を広め、臨床医による治療計画の策定を助け、最終
的には病理と臨床の治療レベル向上につながる。[4]

（2）学科間テーマ研究の展開　乳がん治療のNCCNガ
イドラインの中国における推進応用過程では、まず臨床
と病理の共同議論の枠組みを構築して、臨床治療の専門
家と病理の専門家が、病理報告と免疫組織化学の結果の
意味、ER免疫組織化学染色陽性+～3+の表す意味など臨
床治療との関係について共同で研究する。議論を通じて、
最終的にはエストロゲン受容体陽性には、医師に分かり
やすいよう強陽性%と弱陽性%を統一的に使用して表記す
ることとなった。これは私たちがHer2から受けた啓発で
あり[6]、腫瘍の臨床治療医と病理診断医が共通の言語を持
てるということである。近年急速に発達している穿刺、
腹腔鏡生検等の技術は腫瘍の病理分析にとって新たな課
題を生んでおり、例えば重大な物理的損傷により診断が
困難となったり、また組織が小さいために病変の観察に
限界があり、診断漏れや過剰な診断が起こる。しかし最
近の臨床病理に関する学科間の議論では、穿刺はリンパ
腫瘍の第一次診断には使用できないというある程度の共
通認識が得られている。もちろん、中国の学科間の臨床
病理議論は推進と強化を続けており、そこには臨床と病
理が活発に交流し、互いに理解し合い、知識を補い合う
という意義がある。
（3）規範制定と標準化促進　病理規範の制定には、技

術操作と診断の2側面がある。病理技術の面では、主に実
験室での技術操作の標準化(standard of performance)[3]、
基本試薬(Essential reagents)、主な設備の技術パラメー
ター (parameter)の統一により、各実験室間の染色結果の
差異を小さくし、互いに認め合えるようにすることをい
う。試薬の品質と設備技術パラメーターの統一には、国
内外の関連専門家による認証と薬品監督部門の承認が必
要である。そのうえで、通常の標本作製染色、免疫組織

任の負担がある。[6]現在、中国の病理学界には、病理報告
は誤診の医療紛争においてどれほどの責任を負うべきか
という議論がある。私は、病理医が把握できる患者の資
料には限界があり、また治療の実施者ではないことから、
病理医は医療過誤による患者の損害について主要な責任
を負うべきではないと考える。責任が避けられないこと
は当然である。
3 分子病理室がない、又は不完全である。分子ターゲッ

ト薬品の出現により、腫瘍の分子類別が推進され、直接
的に病理診断と治療との関連性を強めている。病理報告
に対する臨床部門からの要求は、すでに形態学診断では
満たされなくなっており、より多くの情報を得て治療に
アドバイスができ、治療効果と予後について評価ができ
ることが求められている。乳がんが最も典型的な例で、
エストロゲン受容体がどれほどあるかはホルモン療法の
効果に直接影響を与えており、乳がん患者のエストロゲ
ン受容体の検査が必須となっている。トラスツズマブの
出現により、HER2遺伝子タンパクの免疫組織化学検査も
必須となっている。しかしこれでももの足りず、免疫組
織化学法の敏感さから、2+陽性と一部Her2陰性の乳がん
はトラスツズマブ治療が有効であることから、アメリカ
CNNCガイドでは、2+の標本についてさらにFISH法遺伝
子検査を行い、その後でトラスツズマブの使用を決める
よう提案している。ASCO（アメリカ臨床腫瘍学会）と
CAP（アメリカ病理医協会）では、初めて乳がんを専門
テーマとして共同行動を実施し、幅広い注目を集めてい
る。乳がんの治療規範の存在は、病理技術に標準化が可
能であり、病理説明にも基準の統一ができることを意味
している。[6，7] 同種の試みが肺がん、腎臓がん、胃がん、
大腸がん、甲状腺乳頭がん、リンパがん、消化管間質腫
瘍等多くの腫瘍で行われており、Ki-ras、EGFR、C-kit、
BRaf等の遺伝子変化を検査し、薬品使用指導、予後評価
として、病理報告中に記述するよう求められている。現
段階ではまだ始まったばかりだが、今後ターゲット薬品
が増えるにつれて分子分類は病理診断と類別の重要な構
成部分となって、病理医はその課題に直面し、私たち自
身が選択をしなければならくなるだろうと私は考える。

３．私たちの考えと対策
1 課題にどう向き合うか。医学の発展を見ると、マク

ロからミクロへ、無秩序な診療から診療規範・手順の制
定へ、個人の経験から根拠に基づいた治療へ、さらに腫
瘍の個別化治療へと発展している。病理診断は実質的に
診断規範化の過程にあり、同時に分子生物学技術の急速
な発展により、私たちは個別化診断の方向へ歩みを進め
るよう促されている。これらのすべてに、私たちは対応
していきたいものの実態が追いついていないように感じ
る。個人的には、正しい対策としては余裕を持って課題
に挑み、発展に積極的に関与し、教育指導を継続し、診
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化学、FISH法、分子病理に関する項目標準化手順（プロ
トコル）（PCR、配列、インサイチューハイブリダゼーショ
ン等を含む）を制定する。「15189」に関する実験室基準
が現在のところ病理実験室に必要かどうかについては、
さらなる論証が待たれる。診断の面では主に、免疫組織
化学と特殊染色の判定結果の一致、形態説明の統一をい
い、重点として診断術語の統一である。これにより私た
ち病理医間の交流がスムーズになり、病理と臨床のコミュ
ニケーションにも役立つ。つまり規範的で臨床医が理解
できる言葉を使うということである。これらの用語は臨
床と病理の共通認識の基礎の上に生まれるものであり、
共通認識の基礎とは病理の診療科整備である。[3，4]

（4）強固な技術環境の構築　通常の病理設備のほか
に、一定規模の病院の病理科には分子病理実験室を設置
するべきである。腫瘍分子類別の進展とターゲット薬品
の応用により、病理科分子病理実験室の設置が促進され
る。分子病理実験室には、認証を受けたPCR実験室が含
まれ、またFISH法、インサイチューハイブリダゼーショ

ン、配列、染色体分析等の項目検査を行える必要がある。
免疫組織・細胞化学実験室では、免疫組織化学染色のほ
かに、フローサイトメトリー検査を行うことができる。
これらの技術手段はすべて病理診断と臨床治療の選択に
とって価値ある参考を提供する。組織データベースは実
験室の重要な構成部分であり、すべての腫瘍標本につい
て、条件の許す場合には必ず新鮮な組織、DNA、RNA、
たんぱく質を保存しておくべきである。これらが果たす
将来的な役割は計り知れない。
中国衛生部は2009年に『病理科建設・管理ガイド（試

行）』を発表するとともに、病理品質管理・改善センター
を設立し、各地の衛生庁局でも病理品質管理・改善セン
ターを設立している。[2，3]私たちは、臨床病理科の現状は
必ず改善されると信じており、また中国の病院で病理科
が直面している問題について紹介することにより、日本
の同業の皆さんに私たちについてよりいっそうご理解い
ただき、さらに交流を深め協力を得られるよう希望する。
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悪性腫瘍および治療法に関する研究

•Prof i le•

軟部組織肉腫（soft tissue sarcoma、STS）は最もよく
見られる肉腫であり、2008年のアメリカにおけるSTSの
発生数は10390例であった。ヨーロッパの発病率は8000 ～
9000 ／年である。中国には流行病学の統計データが乏し
いが、その発病率はアメリカ、ヨーロッパと似たような
もの（約2～ 3 ／人口100,000）と推測される。STSの5年
生存率は50 ～ 60%で、あらゆる年齢の全身の各部位に発
生し得る。データが示すところでは、四肢が最もよく見
られる発病部位で、すべての症例の約1／2を占めており、
その他の比較的よく見られる発病部位には後腹膜、頭頸
部、躯幹がある。さまざまな組織亜型と腫瘍の発生する
解剖学的部位には密接な関係がある。四肢肉腫は悪性線
維性組織球腫（多形性未分化肉腫）、脂肪肉腫、滑膜肉腫
が多く見られる。一方、後腹膜肉腫の中では、滑膜肉腫
と悪性線維性組織球腫は相対的に珍しく、平滑筋肉腫と
脂肪肉腫が大多数を占めている。

１．臨床評価
1.1　臨床症状
中国のSTS患者の約2／ 3は無痛性瘤腫として診察を受

けており、成長が比較的速い場合の病歴は数か月から半
年だが、成長が比較的ゆっくりの場合もある。腫瘍の部
位により、一部の患者には最初から疼痛が現れ、一般に
末期になるといずれも痛みがある。多形性未分化肉腫の
発生部位は、四肢と躯幹のほか、内臓器官にも発生し得
る。滑膜肉腫はほとんどが四肢の大関節付近に発生する
が、ただし関節腔内に波及することはめったにない。脂
肪肉腫は臀部と大腿部に発生しやすい。STSの体積と悪性
度に必然的関係はない。四肢STSに局所リンパ節転移が発
生することは比較的珍しく<15%だが、それでもなお区域
リンパ節の状況について常用検査をすべきである。四肢
軟部組織腫瘍の患者はさらに、神経損傷の症状を伴って
いないかどうかも検査しなければならない。
1.2　画像検査
治療前の画像検査の目的は、腫瘍の大きさ、近隣の臓

器及び血管との関係をはっきりさせることにある。上の
情報に基づいて腫瘍の性質とステージが判断でき、同時

に、手術計画の立案と放射線化学療法の効果評価のため
の根拠を提供することができる。1）X線検査：主にSTS
内部のいくつかの特殊な変化を理解する。例えば、腫瘍
の分葉状況、腫瘍内部の骨化、軟部組織内部の軟骨肉腫、
骨肉腫など。2）超音波検査：深部のSTSについて、触診
では発見しにくく、または触診ではっきりしないときは、
超音波検査を行うのが便利で近道である。3）CT検査：
CT値によって腫瘍の組織密度が理解でき、確定診断に
とって有意義である。強化スキャンは腫瘍と重要な血管
の関係、腫瘍内部の血行の状況を見ることができる。CT
検査はさらに手術計画の立案、切除の範囲を導く上でも
役に立つ。4）MRI検査：MRIは矢状面に画像を作ること
ができるため、軟部組織腫瘍の診断において、腫瘍の範
囲、腫瘍周囲の浮腫組織をはっきりと示すことができる。
MRIを通じて腫瘍の内部構造、出血・嚢胞変性・壊死が
ないかどうかを知ることができる。
1.3　生体組織検査
原発病巣の治療に先立つ生検は非常に重要である。一

般的に言って、どのような成長の速い軟部組織腫瘤また
は体積>5cmの腫瘤も、すべて生検を行わなければならな
い。中国では生検の方法は低侵襲技術が第一に選ばれて
おり、中空針生検（CNB）は診断に用いる十分な組織を
提供することができる。CNBと比べると、切除生検は病
理診断のためにより多くの組織を提供できるが、ただし
切除生検は、麻酔リスク、出血、傷口癒合の問題等といっ
た合併症が比較的多い。狭い切除縁を選択し、あるいは
腫瘍の一部だけを切除することにより合併症を減らすこ
とができるが、切除生検術は小さな表在性腫瘍、または
穿刺では診断のしにくい患者にしか用いない。
1.4　ステージ
STSは相対的に珍しく、発生部位がまちまちで、すで

に知られている組織亜型は50種を超え、しかもステージ
もさまざまであるため、正確で実用的なステージングシ
ステムを確立するのが非常にむずかしい。第6版AJCC及
びUICCはSTSのステージングに広く用いられている。こ
のシステムは四肢腫瘍にも、躯幹、頭頸部及び後腹膜腫
瘍にも適用するが、胃腸管肉腫またはその他の実質器官
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の腫瘍には適用しない。

２．治療
2.1　限局性の四肢に原発したSTSの手術治療
中国では外科手術は、限局性原発性STSの第一に選ば

れる治療である。四肢STSについては、さまざまな治療方
法の応用にともない、限局性四肢STSの多くが患肢温存手
術を採用しており、切断が必要とされるのは患者の10%に
すぎない。
十分な局所切除は、原発腫瘍と周囲部分の正常組織を

切除しなければならない。腫瘍偽被膜沿いの剥離は局所
再発率と関わりがあり、局所再発率は33%～ 63%である。
周囲の正常組織切除縁を含む広範囲な局所切除の局所再
発リスクは著しく低下し、約10%～ 31%である。
皮膚黒色腫の切除に際しては、術中に目盛付定規を使っ

て肉眼手術切除縁の測定を行うことができるが、ただし
STSの肉眼手術切除縁の評価はまだそれほど正確には行
うことができない。決して、すべての軟部組織が腫瘍の
蔓延に対してバリア作用を果たすわけではない。例えば、
筋膜のバリアを含む小さな切除縁は通常、筋膜を含まな
い大きな切除縁よりも安全である。日本癌研病院の川口
智義教授は、STSの成長を阻むことのできる生体の一部の
組織をさまざまな厚さのバリアに分けているが、厚いバ
リアには、厚い筋膜、小児の骨膜、乳幼児の骨端線が含
まれ、3cmとして計算している。薄いバリアには、薄い筋
膜、血管外膜、小児の骨端線が含まれ、2cmとして計算、
関節軟骨は5cmとして計算し、腫瘍とバリアの間に正常組
織のあるバリアの外側は5cmとして計算、バリアのない部
位は直接、距離にしたがって計算している。この分類に
立てば、高悪性STSについては、バリアから2cm以上離れ
た切除縁が必要であり、バリアのない部位は5cmが必要と
される。低悪性STSについては、バリアから1cm以上離れ
た切除縁が必要であり、バリアのない部位は2cmが必要で
ある。また、高悪性STSの術前放射線化学療法が十分に有
効である患者の場合、バリアのある部位についてはバリ
アから1cm離れた、もしくはバリア辺縁の切除でもかまわ
ない。
患肢温存治療の応用はますます広がっているが、しか

し切断術は依然として一部の局所性進行期肉腫の治療方
法である。
中国では、切断手術を受けるかどうかについては、必

ず患者の意思に従うか、あるいは患者が以下の特徴を具
えていなければならない。――非常に大きな軟部組織腫
瘤または皮膚への浸潤、主要な動脈または神経への浸潤、
深刻な骨浸潤により全部分の骨切除を必要とする場合、
術前化学療法または放射線治療の失敗、補助放射線治療
後の腫瘍再発。切断術は通常、すでにはっきりした転移
のある患者には適用しない。患肢温存の意思のない患者
については、切断術は良好な疾病制御を達成することが

でき、しかも術後の回復も早いので、四肢STSの治療にお
いて、切断術は依然として一定の価値を有している。
成人のSTSはリンパ節転移の発生する確率が低いた

め、多数の患者は通常の局所リンパ節郭清術を行う必要
がない。だが、血管肉腫、胎児性／胞巣状横紋筋肉腫、
明細胞肉腫、類上皮肉腫は局所リンパ節転移の出現する
リスクが比較的高いので、詳しく検査すべきである。こ
の種の患者は前哨リンパ節生検の実施を考慮し、その上
でさらなる手術治療について決めるべきである。治療的
リンパ節郭清術は、病理検査でリンパ節に波及し、かつ
遠隔転移のないことが実証された患者に適用する。治療
的リンパ節郭清術により生存率は34%にまで達している。
2.2　総合治療パターンの患肢温存治療
現在、ほぼ90%の限局性四肢肉腫は患肢温存治療を採用

することができる。このような方法の応用はアメリカ国立
癌研究所（NCI）のⅢ期臨床実験に基づいており、この実
験は切断と、術後放射線治療の助けを借りた患肢温存の
治療効果を対比したものであった。両グループの患者に
は、いずれもドキソルビシン、シクロホスファミド、メ
ソトレキセートの術後化学療法が行われた。9年以上にわ
たる経過観察の結果、患肢温存術と術後放射線化学療法
の併用は四肢の機能を残したばかりでなく、疾病相関の
生存率が切断術とほぼ同じであった。この実験は限局性
STSの標準治療としての患肢温存術の基礎を築いた。切断
術は、腫瘍浸潤が重要な影響をもつ神経血管で、患肢温
存の実現が難しい場合にしか用いない。放射線治療はSTS
の患肢温存治療の最も重要なバックアップ措置である。
2.3　放射線治療
2.3.1　手術と放射線治療併用の原理
手術と放射線治療を併用してSTSを治療するには、次

の2つの前提が備わっていなければならない。1）顕微鏡
下の腫瘍病巣及び残存病変が放射線治療により消滅させ
られることができる。2）放射線治療と結びつけることで、
小さな根治的手術が実現できる。通常、STSは放射線治
療に抵抗性であると考えられるが、しかし体外肉腫細胞
系についての放射線感受性分析が示しているように、肉
腫の放射線感受性はその他の肉腫と同じであり、したがっ
て1つ目の前提を支持している。多くの四肢、躯幹、乳房、
頭頸部の肉腫について、2つ目の前提は形姿（可能な限り
の美しさを含む）と機能の保存を重点的に強調している。
放射線治療は後腹膜、頭頸部、脊柱傍の病変にも適用する。
2.3.2　放射線治療と手術の順序
術前放射線治療の長所には、総放射線量が低いこと（30

～ 50Gy）、照射野が小さいこと等があり、それによって
浮腫、線維化等の晩期合併症は減少しているが、ただし
放射線治療に関連した損傷は術後の傷口癒合の合併症を
増加させた。術後放射線治療は正確な病理診断と臨床ス
テージと切除縁の状況に基づいて実施することができる
が、ただし術後放射線治療はしばしば比較的大きな放射
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無進行生存期間はほぼ同じである。
高グレード腫瘍（Ⅱ～Ⅲ期）。非常に大きな高グレー

ドの四肢肉腫（>8cm）は再発及び転移のリスクがかなり
高く、術前治療を行う必要がある。多くの治療センター
は術前化学療法または放射線化学療法によって腫瘍のス
テージを下げ、それにより有効な外科切除を、特に一部
の化学療法敏感者に対して行っている。ドキソルビシン
をベースとした同時放射線化学療法は軟部組織肉腫の局
所制御率を高めることができる。再発へのリスクが高い
ことを示す初歩的な証拠はあるものの、一般的状況が良
好な患者では、術後にアントラサイクリン系をベースと
した化学療法を行うことにより、無病生存期間を改善す
ることができる。
切除不能な腫瘍は、まず術前放射線療法、化学療法ま

たは放射線化学療法を行うことができる。術前治療によっ
て手術切除ができるようになった場合は、手術をし、さ
らに術後放射線治療、化学療法または放射線化学療法を
行えばよい。切除不能な腫瘍の患者は、術前治療後に症
状がなくなった場合には、観察を行えばよい。明らかな
症状がある場合は、化学療法、放射線治療、待期手術、
支持治療を含めた待期的治療を直接考慮する。
軟部組織肉腫は適切な手術方式によって切除すること

ができるが、ただしハイリスク要因を伴っている（腫瘍
が非常大きいか、浸潤が比較的深い）場合は、依然とし
て高い再発リスクが存在し、最終的に死亡に至る。ハイ
リスクの肉腫病例については、新補助化学療法（手術前
化学療法）を強く推薦する。
2.4.2　術後化学療法
一部のSTSは初期治療後に局所または限局再発が出現

する可能性があるが、しかし患者の生命を本当に脅かす
のは制御不能な微小転移または大きな全身転移である。
したがって、全身的な治療手段の早期応用が微小転移に
影響を与え、ひいては総生存期間及び無病生存期間を改
善することができるかどうかということは、依然として
一つの検討に値する問題である。
中国において、補助化学療法または新補助化学療法は

Ewing肉腫／原始神経外胚芽葉性腫瘍（PNET）、横紋筋
肉腫、骨肉腫に対する適切な標準治療である。だが、平
滑筋肉腫、脂肪肉腫、一部の悪性線維性組織球腫（MFH）
といった多数のSTSに対しては、化学療法の効果は比較的
小さい。そのため、STS患者に化学療法を行うにあたって
も個別化の原則を採用することが必要である。今のとこ
ろまだ転移性肉腫の病状の進行を食い止める有効な薬品
はないが、イマチニブによる胃腸間質性腫瘍の治療の成
功は新たな全身薬物治療の希望を与えており、化学療法
の最終目的は患者の治癒率を向上させることにある。
現在、アントラサイクリン系とイホスファミドをベー

スとした化学療法はSTSの標準的補助化学療法である。
ドキソルビシンが登場して以来、すでに12件を超す臨床

線量（65Gy）を与え、貧血、線維化などの晩期合併症が
著しく増加する。したがって、手術と放射線治療の順序
の比較判断は個別化し、かつ患者と詳しく話し合うべき
である。
我々の一組の隆起性皮膚線維肉腫216例の臨床資料で

は、放射線治療を受けた患者の術後再発率は20%で、放射
線治療未実施組より低くなっている。放射線治療はSTSの
治療において、はっきりした効果を上げている。北京大
学腫瘍病院における軟部組織肉腫の放射線治療は、高悪
性腫瘍の術後放射線治療、特に手術切除縁の範囲が十分
でない場合に、多く用いられている。手術前の放射線治
療は腫瘍の距離が重要である神経、血管付近に多く用い
られる。手術前の放射線治療により、腫瘍局所の切除率
が増し、患肢温存率が高まっている。
2.4　化学療法
2.4.1　軟部組織肉腫の化学療法
我々はNCCN軟部組織肉腫化学療法指針にしたがい、

軟部組織肉腫化学療法に以下のような薬品を有している。

併用化学療法薬：
AD（ドキソルビシン、ダカルバジン）、MAI（メスナ、
ドキソルビシン、イホスファミド）、MAID（メスナ、
ドキソルビシン、イホスファミド、ダカルバジン）、ゲ
ムシタビンとドセタキセルの併用。

血管肉腫の化学療法薬：
タキソール、タキソテール、ビノレルビン

硬性線維腫（侵襲性線維腫）の化学療法薬：
スルフィニルインデン酢酸またはその他の非ステロイ
ド抗炎症薬（NSAIDS）。セレコキシブ、タモキシフェ
ン、トレミフェン、メトトレキサート、ビンブラスチン、
低用量インターフェロン、ドキソルビシンをベースと
した薬品、メシル酸イマチニブを含む。

2002AJCCは3段階または4段階システムによってグレー
ドを分けることを推薦している。だが、中国の臨床医は2
段階のグレーディング方法を用いるのを好む（低グレー
ドと高グレード）。
検査結果に基づき、患者は以下の数種類に分けること

ができる。
低グレード腫瘍（Ⅰ期）、高グレード腫瘍（Ⅱ期または

Ⅲ期）、腫瘍を切除することができず、再発し、または遠
隔転移が存在する。
低グレード腫瘍（Ⅰ期）。手術はⅠ期腫瘍を治療する主

要な方法であり、切除縁が1cmを超え、または深筋膜が完
全である場合は、その他の治療を必要とせず、化学療法
は必要ない。肉腫治療のテストにおいて、原発または局
所再発の四肢軟部組織肉腫はランダムに2グループに分け
られる。1グループは化学療法と手術を受け、もう1グルー
プは手術だけを受ける。2グループの患者の局所制御率と
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研究がSTSに対してアントラサイクリン系薬品をベース
とした補助化学療法を採用しており、いくつかの研究は、
化学療法がSTSの10年無病生存率を45%から55%に高め、
局所無病生存率を75%から81%（p＝0.016）に高めたこと
を示している。重要なのは、10年総生存率が50%から54%
に高まったことで、その差に統計学的意味はないものの、
明らかな上昇傾向（p＝0.12）が見られる。
近年、さまざまなターゲットに作用する新薬が続々と

臨床研究に参入するとともに、軟部組織肉腫に対し有効
であることを初歩的に示している。その中には、タキソー
ル、アドリアマイシン脂質体、ゲムシタビン、トポテカン、
ET－743（Trabectedin）、AP23573（ラパマイシン類似物）
等が含まれている。
2.4.3　術前化学療法
術前化学療法（新補助化学療法）は理論的には術後化

学療法よりも優位性がある。まず、術前化学療法は体内
の化学療法感受性の証拠を提供している。術前化学療法
が有効である患者は術後化学療法から益を得る可能性が
より大きく、術前化学療法が無効である患者は術後化学
療法から得る益が非常に小さいか、または益を得ること
がなく、化学療法の毒性反応だけを受け入れる。術前化
学療法の2つ目の優位性は、腫瘍診断が明確になった後、
できるだけ早く微小転移巣に対して治療を行い、或いは
術後の微小転移巣の進行を防ぐことができることであ
る。術前化学療法の3つ目の優位性は、化学療法が腫瘍体
積を縮小し、術後の放射線照射野を縮小することができ、
また完全切除のできない腫瘍を完全切除可能に変え得る
ことである。四肢の非常に大きなSTSについては、化学療
法は患肢温存手術後の合併症を減らすことができ、さら
に切断の必要な患者に患肢温存手術を受けさせることさ
えできる。

３．予後要因
3.1　臨床病理学的要因
予後に影響を与える既知の3つの臨床病理学的要因は、

腫瘍の大きさ、四肢または躯幹筋肉組織に対しての解剖
学的深度（表在または深部）、組織学的グレードである。
これらの要因はAJCCステージングシステムの中の構成部
分でもある。このほか、解剖学的部位、組織亜型、切除
縁の状況も非常に重要だが、しかし残念なのは、現在の
ステージングシステムがまだこれらの要因を含んでいな
いことである。その他の実体腫瘍と違うのは、STS局所再
発の予後要因が遠隔転移及び腫瘍に関連した死亡の予後
要因と決して同じではないということである。言い換え
れば、局所再発の予後不良要因は必ずしも遠隔転移また
は腫瘍に関連した死亡のリスクの増加を招くわけではな
く、逆もまた然りである。
3.2　手術切除縁の分類と予後の意味
UICC（アルファベット“R”で表す）分類システムは、

切除標本の評価に際して、外科医、病理医がともに腫瘍
の切除縁の状況を記録すべきであることを求めている。
切除縁が<1cmであるか、または術中に切除縁陽性の疑い
があることを発見した場合は、切除縁の詳細な評価を行
わなければならない。R0切除は顕微鏡下で腫瘍残留がな
いことを表し、R1切除は顕微鏡下で腫瘍が残留している
ことを表す。R2切除は肉眼で腫瘍が残留していることを
表す。R1切除は低グレードのSTSである場合は、術後に
放射線治療が必要で、再発率は30%を下回る。R2切除の
腫瘍再発率は補助治療を行っていない状況下では、局所
再発率が100%に達し得る。

４．展望
4.1　手術
STSの手術治療について現在わが国に存在している主

要な問題は、術後の高い再発率と術後の四肢の機能回復
である。かなりの期間、STSの治療は総合外科または整形
外科で行われ、腫れ物を見れば簡単に切除するという状
況さえ出現し、多くの肉腫が最初に良性腫瘍として切除
されたことが、頻繁な再発、絶え間ない切断という結果
を招いた。また、一部の病院ではSTS診断について経験豊
富な病理医が不足していたことも誤診誤治療を招く一つ
の原因であった。ここ数年来、STSはいくつかの腫瘍専門
病院において専科治療の優位性が現れたことで、治療が
徐々に規範化に向かい、喜ばしい局面が生まれている。
手術治療はSTS治療の主要な手段であるため、医師が

絶えず外科技術を高め、最良の手術計画を探し求め、局
所再発率を減らすことが必要とされている。かなりの部
分の再発の原因が医原性であり、そのうち最も主なもの
は切除範囲が不十分で、切除縁が陽性だということであ
る。
中国のSTSは過去数年間、専門科及び専門医による治

療が不足していたため、全体再発率が比較的高かった。
多くの腫瘍は術前診断がはっきりせず、術前に画像学的
な細かい検査が不十分で、術中に腫瘍が決して術前の推
測ほどには簡単でないことに気づくため、切除があまり
徹底的でなく、術後の再発さらには転移によって、患者
は最良の治療時機を逸する結果となっていた。今後、専
門的治療はわが国においてますます重視されるので、手
術は徐々に規範化に向かっていくと言わねばならない。
4.2　放射線治療
強度変調放射線治療は一種の新しい放射線治療技術で

あり、強度変調放射線治療はその断面を変えることがで
きることによって、さまざまな強度の照射を達成する。
このような強度の変えられる線束は、ターゲット区域の
必要に基づいて手直しが行えるうえ、その他の方法を通
じて線量を評価することができる。これにより線束はター
ゲット区域の照射により接近し、その他の組織を損つけ
ることを免れる。強度変調放射線治療は複雑な形状の肉
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腫に特に適用され、近年は後腹膜肉腫を含めた大きな腹
腔内病巣の治療に用いられている。放射線治療計画及び
実施改善に関わる研究が進行中であり、その結果が期待
される。
4.3　化学療法
大部分の肉腫には有効な化学療法薬がなく、新しい化

学療法薬及び化学療法計画を打ち出すことがSTS治療の
重要な部分である。今日、転移性STSまたは高悪性STS
については、アントラサイクリン系及びイホスファミド
の併用をベースとして、さらにダカルバジン（DTIC）
を加えている。現在研究が行われているゲムシタビン
（Gemcitabine）とドセタキセル（Docetaxel）は、難治
性、再発性、転移性の肉腫に有効で、しかも共力作用を
有している。ゲムシタビン（Gemcitabine）とシスプラチ
ン（Cisplatin）も有効である。
現在、多くの協力センターの各種臨床試験が出してい

る結果では、化学療法の有効率はまだ50%を超えてないと
いう報道であり、新薬及び新しい治療方法の開発がさら
に待たれている。
4.4　術前化学療法と放射線療法の併用
その他の実体腫瘍の併用パターン治療の発展にともな

い、限局的STSの術前治療も徐々に併用パターン治療（同
時放射線治療）へと転換している。潜在的メリットは、
一部のどうしても切断の必要な患者に対し、術前化学療
法は腫瘍を縮小させ、最終的に患肢温存術の採用を可能
にするということである。
骨及び軟部組織腫瘍の診断と治療には専門知識と豊富

な臨床経験が必要だが、特に悪性の骨及び軟部組織腫瘍
（肉腫）は比較的珍しい腫瘍であり、いい加減に扱えば、
再発と転移の可能性が高くなり、その後の治療に多くの
面倒をきたすことになる。我々は、患者に骨STSの疑いが
あり、あるいはその診断を下した場合は、最初に必ず専
門科または専門の医療機関で治療を受けなければならな
いと考えている。
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はじめに
がんに対する免疫療法は外科手術、化学療法、放射線

治療という3大標準治療に次ぐ治療として、長年期待され
ているが、マウスなど異種動物への免疫で作製されたモ
ノクローナル抗体治療以外の免疫療法はまだ十分に確立
されていない。異物に対する生体防御機構として発達し
てきた免疫機構は、自分の体を攻撃しないが（免疫寛容、
Immunological tolerance）が、遺伝子異常の蓄積により
自己細胞から発生したがん細胞を攻撃排除できるのであ
ろうか。特に、臨床で診断されたがんは、すでに長い年
月を経て免疫防御をすり抜けて(tumor escape)増殖してき
たわけで、そんながんに対して免疫療法の効果が期待で
きるのか。当然このような疑問が湧く。しかし、近年、
ヒトがん細胞は、質的・量的に正常でない分子をも発現
しており、条件さえ整えば、T細胞などの自己の免疫細胞
が認識攻撃できることが明らかになり、実際、悪性黒色
腫では、進行がんに対しても劇的な抗腫瘍効果が得られ
る、培養T細胞を投与する養子免疫療法も報告されてい
る。ただし、がんワクチンなど、患者体内での抗腫瘍免
疫の誘能を必要とする能動免疫療法では、十分な効果が
得られておらず、さらなるヒトがん免疫応答の解明とそ
の制御法の開発が期待されている。免疫療法を科学的に
開発するためには、1) 自己がん細胞に対する免疫応答の
解明、2) ヒト腫瘍抗原の同定、3) 強力な免疫制御法の開
発、4) 腫瘍エスケープ機構の解明と克服法の開発、5) 臨
床試験の実施評価などの基本課題を解決していく必要が
ある。特に腫瘍抗原の同定は、単に免疫療法の標的とし
て利用できるだけでなく、体内の抗腫瘍免疫応答を測定
できるようになり、免疫療法の問題点を明確にすること
が可能になる点で重要である。本稿では、我々が取り組
んでいる、がん免疫ネットワークの総合的制御による効
果的ながん免疫療法の開発について紹介する。

抗腫瘍免疫ネットワークの総合的制御
我々は　各種免疫療法の臨床試験の解析結果から、効

果的な免疫療法の開発のためには、抗腫瘍免疫ネットワー
クの総合的制御が必要であることを提言してきた。その
ためには、1) 症例毎に異なる適切な内在性腫瘍抗原を、
免疫誘導が起こりやすい形で放出させる自己腫瘍破壊法
の開発、2) がん細胞の増殖や生存に関わるために抗原消
失を起こしにくい腫瘍抗原や、がん再発の原因になるが
ん幹細胞（がん始原細胞）に発現する腫瘍抗原の同定、
3) 生体内樹状細胞に腫瘍抗原を標的化し、効果的に腫瘍
抗原を取り込ませ、T細胞に効率的に腫瘍抗原提示させる
方法の開発、T細胞の活性化のために樹状細胞を成熟活性
化させるアジュバントやサイトカインの開発、4) CD8+細
胞傷害性T細胞(CTL)、NK細胞、NKT細胞、γδT細胞、
マクロファージなどの抗腫瘍エフェクター細胞の増殖活
性化を促進するサイトカインや刺激分子の同定と適切な
生体内増殖法の開発、5) 抗腫瘍エフェクターや樹状細胞
の成熟を促進するヘルパーT細胞サブセットの解明と適
切な生体内増殖活性化法の開発、6) がん組織、センチネ
ルリンパ節、骨髄などのがん関連微小環境における免疫
抑制機構の解明と制御法の開発　(図)などの、個々の要素
技術を開発改良して、総合的に用いることが重要である。

河上　裕　かわかみ ゆたか　●慶應義塾大学医学部先端医科学研究所 所長
1956年1月生まれ。
1980年慶應義塾大学医学部卒業
1984年慶應義塾大学医学部内科（血液）助手
1985年南フロリダ大学免疫学教室
1987年米国NIH国立がん研究所(NCI)外科
1989年カリフォルニア工科大学生物学教室
1990年米国NIH-NCI外科 Visiting Scientist
1997年慶應義塾大学医学部先端医科学研究所細胞情報研究部門 教授
2005年慶應義塾大学医学部先端医科学研究所 所長
研究テーマは、ヒト疾患（がん、自己免疫、移植、感染症）の免疫病態の解明と免疫制御法の開発。

ヒトがん免疫研究と免疫療法開発

◎図１　総合的制御な抗腫瘍免疫ネットワーク制御のために重要な改良ポ
イント

効果的ながん免疫療法の開発のためには、1)　生体内腫瘍破壊法の開発、
2) ヒト腫瘍抗原の同定、3)樹状細胞の抗原取り込み・プロセシング・成熟
化法の開発、4) 抗腫瘍エフェクター細胞やヘルパーT細胞の増殖活性化の
開発、5) 免疫抑制環境の制御法の開発が重要である。
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内在性腫瘍抗原に対する免疫誘導を可能にする生体内腫
瘍破壊法の開発
腫瘍抗原ワクチンの臨床試験で腫瘍縮小を認めた症例

の解析から、免疫した抗原に対するT細胞ががん細胞を排
除しているとは限らず、実際は複数の内在性腫瘍抗原に
対するT細胞が誘導されて（抗原スプレッデイング）、腫
瘍が拒絶される場合があることが分かっている。遺伝子
変異に由来する自己腫瘍特異な固有抗原や、免疫原性が
高い共通抗原などの症例毎に異なる腫瘍抗原に対して、
免疫応答が起こりやすいように適切に腫瘍を生体内で破
壊する方法の開発が重要である。生体内腫瘍破壊法とし
ては、放射線照射・凍結融解法や熱凝固法・光線力学的
方法などの物理的手段による破壊、化学療法剤・抗腫瘍
抗体・オンコウイルスなどによる破壊が試みられている。
それぞれ特徴をもつが、アンソラサイクリン系の化学療
法剤は腫瘍破壊時にカルレクチンのがん細胞膜への移動
を起こし、その受容体をもつ樹状細胞による腫瘍抗原の
取り込みを促進することにより、免疫誘導作用が強いと
の興味深い報告もある。我々は、マウス腫瘍モデルと一
部臨床試験で、凍結融解法、単純ヘルペスウイルス(HSV)、
光線力学療法などを用いた腫瘍前処置による内在性腫瘍
抗原に対する免疫誘導増強作用を検討し、その効果を確
認している。今後、どの方法が最もよいかを検討する必
要がある。

がん幹細胞に発現し、がん細胞の増殖生存に関与するヒ
ト腫瘍抗原の同定
化学療法抵抗性でがん再発の原因になると考えられて

いるがん幹細胞に対して、免疫療法が期待され、がん幹
細胞発現抗原としてSOX2抗原などが報告され、一部臨床
試験が開始されている。我々も、ヒト脳腫瘍幹細胞に発
現するSOX6抗原や悪性黒色腫幹細胞に発現し、その増殖
に関与する共通変異BRAF抗原を見いだし、臨床応用の可
能性を検討している。しかし、同時に我々は、培養T細胞
を用いた免疫療法で完全寛解になった後で、3年毎に再発
する症例を経験しており、がん幹細胞は、化学療法と同
じように免疫療法にも抵抗性である症例もある可能性を
考え、その抵抗性機序の解明に取り組んでいる。

樹状細胞の抗原処理提示能とT細胞活性化能を増強する方
法の開発
抗腫瘍T細胞を活性化させる専門的抗原提示細胞である

樹状細胞における、腫瘍抗原の取り込み・処理・提示を
増強する方法が開発されている。Fc受容体などの樹状細
胞に発現する分子に腫瘍抗原を標的化する技術はマウス
モデルで検討されており、樹状細胞の抗原プロセスを増
強する方法として、熱ショックタンパク質（Hsp）や各種
ナノビーズなどの応用が試みられている。樹状細胞を成

熟活性化しT細胞活性化能を増強する方法として、CD40
アゴニストや、Toll 様受容体(TLR)などの危険センサーを
刺激する天然や人工の分子（アジュバント）が探索検討
されている。我々も新規BCG-CWS製剤やHSVタンパク質
のアジュバントとしての可能性を検討している。

抗腫瘍エフェクター細胞やヘルパー T細胞を生体内で増
殖する方法の開発
抗腫瘍キラー細胞やヘルパーT細胞を生体内で増殖活

性化する方法として、IL2, IL15, IL21などのT細胞増殖性
サイトカイン、T細胞上の副刺激分子に対する刺激抗体な
どが検討されている。ヘルパーT細胞では、抗腫瘍応答
に適切なTh1やTh17などのヘルパーT細胞サブセットの
誘導が重要である。培養T細胞を投与する養子免疫療法で
は、進行がんに対しても劇的な抗腫瘍効果が認められる
場合があるが、さらなる改良として、投与後に生体内で
の増殖能が高いT細胞の調製として、短期間培養、T細胞
受容体遺伝子導入、IL2遺伝子導入、セントラルメモリー・
ナイーブタイプT細胞の使用などが研究されている。ま
た、投与したT細胞が生体内で強く増殖し強力な抗腫瘍効
果を発揮できる生体内環境の整備法として、リンパ球抑
制薬剤（cyclophosphamideやfludarabine）や全身性放射
線照射などの生体前処置により免疫細胞を減少させてお
くと、IL7やIL15の産生が関与した恒常的増殖機構が作動
して、投与T細胞の長期生体内増殖生存が可能なこと、腫
瘍抗原による能動免疫やIL2などのT細胞増殖性サイトカ
インの併用がよいことなどが分かっており、さらなる改
良が試みられている。

最近の培養抗腫瘍T細胞を用いた養子免疫療法では、多
発転移巣をもつ進行悪性黒色腫に対しても、RECIST基準
で、長期生存の期待できるCR例を含む72%の奏効率が得
られ、さらに、抗腫瘍T細胞から単離したがん細胞認識T
細胞受容体遺伝子をレトロウイルスベクターで末梢血リ
ンパ球に安定導入して作製した人工的な抗腫瘍T細胞を用
いた養子免疫療法も開発され、悪性黒色腫だけでなく滑
膜肉腫に対しても強力な抗腫瘍効果が得られることが報
告され、肺癌などの主要ながん種に対する治療の可能が
大変期待されている。

がん関連組織における免疫抑制環境の制御法の開発
がん細胞は腫瘍抗原やHLAなど抗原提示に関わる分子

の異常など、様々な原因により免疫抵抗性を獲得するだ
けでなく、TGF-βなどの多様な免疫抑制分子の産生や、
制御性T細胞, 寛容性樹状細胞、骨髄由来免疫抑制細胞な
どの様々な免疫抑制性細胞を誘導して、抗腫瘍免疫応答
に重要な組織である、がん組織、センチネルリンパ節、
骨髄などのがん関連微小環境において、免疫抑制環境を
構築し、抗腫瘍免疫応答を誘導相と効果相の両方で妨げ、
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シグナル阻害剤による免疫抑制環境の改善や免疫増強作
用が期待できる。いわゆる分子標的薬ではなく、一般的
な化学療法剤の中にも、Gemcitabineのように免疫抑制作
用が比較的弱く、むしろ抗腫瘍免疫増強作用が期待され
ている薬剤もあり、我々は、様々な低分子化合物を併用
した免疫療法の臨床試験を計画している。

おわりに
現在の免疫療法は一部のがんと免疫療法を除いては、

まだ確立されておらず。上記改良ポイントのさらなる
研究による総合的な抗腫瘍免疫ネットワークの制御に
よる免疫療法の改善が期待される。そのためには、基
礎研究と臨床試験をサイクル的に繰り返して発展させる
translational studyが重要である。

特にがんワクチンなどの能動免疫法の効果を下げてい
る。免疫抑制環境の制御法として、TGF-βや制御性T細
胞やPD-L1/PD-1やIDOなどの除去や阻害が試みられてい
るが、多様な免疫抑制機構が存在する中で、単独の免疫
抑制因子の除去だけで抗腫瘍免疫を十分に増強できるか
は疑問である。我々は　がん細胞の存在を起点として起
こる免疫抑制カスケードの上流での遮断を試みている。
がん細胞における、MAPK, STAT3, NF-kB, β-catenin, 
Snailなどの遺伝子異常による恒常的シグナル活性化を、
阻害剤などの分子標的薬で抑制することにより、複数の
免疫抑制分子や免疫抑制性細胞の産生誘導を同時に抑制
することができることを明らかにした。また、STAT3阻
害は、がん細胞からの免疫抑制分子の産生を低下させる
だけでなく、樹状細胞やマクロファージなど免疫細胞に
も作用して免疫増強活性を上げることが明らかになり、
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RNA 干渉による発がん分子標的の同定と治療への応用
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はじめに
RNA干渉(RNAi)のがん研究への応用は、発がんメ

カニズムの解析から治療まで、ゲノム・エピゲノムの
全般にわたり幅広く研究されている。その主役はsmall 
interfering RNA (siRNA)のみならず、最近話題となって
いるnon-coding RNAの一種であるmicroRNA (miRNA)も
登場し、標的分子の発見から制御まで、創薬の要として
重要視されている。

日本のsiRNAの疾患治療への応用の現状
核酸医薬は、これまで「タンパク質を標的」とした

低分子化合物や抗体による医薬品開発とは根本的に異な
り、主に「遺伝子」つまりDNA、mRNA、miRNAなどを
標的としており、その潜在能力の高さから抗体医薬に続
くバイオ医薬として注目され、実際の医療への応用が期
待されている。核酸医薬の種類とそれぞれの特徴を表１
にまとめておいたので参照されたい。このような状況か

ら、既に核酸医薬開発で日本よりかなり先を進んでいる
欧米では大手製薬メーカーと核酸医薬関連ベンチャー企
業との提携や買収の動きも活発化しており、世界的には
siRNAのフェーズIIIの臨床試験が２００７年から着手さ
れている。ようやく日本でも、アルファジェン（08年米
国で臨床へ、下肢動脈閉塞）、日本新薬（肝がん、膀胱が
ん）、ジーンケア（がん、ﾍﾘｶｰｾﾞ）、大日本住友製薬（がん、
ﾁｵﾚﾄﾞｷｼﾝ）・仏Lorus社、東京医科歯科大学（Ｃ型肝炎）
などが独自の標的分子に対するsiRNA医薬を臨床へ応用
する活発な動きが始まっている。

microRNAの発見
最近、siRNAを上回る勢いで急成長した分野が

microRNAである。多くのRNA分子、例えばメッセン
ジャー RNA(mRNA)などはゲノムから転写され、翻訳の
プロセスによりタンパク質が産生される。つまりRNAは
長きにわたってゲノムとタンパク質を仲介するメッセン

◎表１
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ジャーとして研究されてきた。しかし近年、全く新しいカ
テゴリーのRNAが見つかった。それがmicroRNAである。
ヒトやハエ、線虫などの左右相称動物ではこのmicroRNA
は進化の過程を通じて比較的良く保存されているが、こ
うした左右相称動物の出現以前に分岐したイソギンチャ
クや海綿動物といった比較的単純な構造の動物でも同様
な低分子RNAが存在する。microRNAもゲノムから転写
されるが、mRNAのようにタンパク質に翻訳されること
は無く、１８～２５ヌクレオチドの小さなRNA配列であ
るmicroRNAは、主に翻訳阻害とmRNAの切断（分解）
という２つのプロセスで標的となる複数の遺伝子を制御
していることが明らかになってきた。ヒトでは８００を
超えるmicroRNAが同定され（おそらくは１０００を超え
ると予測）、すべてのヒト遺伝子のうち１／３もが,これら
のmicroRNAによって制御を受けるとされている。した
がって、もしこのmicroRNAに何らかの異変が起きれば、
それは我々の疾患と深く関係することになる。

がんとmiRNA
がん細胞におけるmiRNA発現の異常は、発現量が過剰

になっている場合と、減少あるいは発現していない場合
とがある。従って、miRNAの異常発現を正常に近い状態
に調節することにより、がんの進展を抑制できる可能性
が示唆される。過剰発現しているmiRNAに対しては、そ
の相補鎖であるanti-miRNAオリゴヌクレオチド (AMO)
の導入によりmiRNAと結合し、標的mRNAとの結合を競
合的に阻害することで機能を抑制する。このAMOの臨
床応用化に向け、2’-O-メチル化、ホスホチオエート化、
Locked Nucletic Acid (LNA)化、Peptide Nucleic Acid 
(PNA)化などにより化学修飾し、miRNAとの結合力や生
体内での安定性を向上させた分子が用いられている。他
方、がん細胞で発現が低下している場合に対しては、合
成miRNAを導入することにより必要量のmiRNAが補填さ
れ、標的mRNAをmiRNPに取り込むことが可能となる。
合成miRNAにおいてもAMOと同様、in vivoでの使用に
ついては生体内での安定性が必要である。筆者らの研究
チームは、実験動物に対するsiRNAのデリバリーにバイ
オマテリアルであるアテロコラーゲンを担体として用い
てきた。アテロコラーゲンはウシ真皮由来のI型コラーゲ
ンを原料とし、抗原性の高いN、C両末端を除いたもので、
正に荷電している。従って毒性および免疫原性は低く、
かつ核酸分子とは静電気的に結合し複合体を形成するこ
とで生体内での核酸の分解を防ぐことができ、全身投与
に用いる担体として優れた特性を有している。

日本におけるmiRNAの研究
microRNAの異常が引き起こす疾患のなかで、我が国で

も特に研究が進んでいるのはやはりがん研究である。自
治医科大学の間野博行博士らは貴重な臨床検体のナノグ

ラムオーダーのRNAから数十万クローンのmicroRNA分
子を簡便にクローニングする新たなmiRNA Amplification 
Profiling (mRAP) 法を用いたヒト癌に特徴的なmicroRNA
発現様式の全体像の解明と臨床応用を積極的に進めてい
る。また、microRNAの癌細胞での発現様式の特徴の一端
はエピジェネティクスな転写制御であることが明らかに
されつつあり、東京大学医科学研究所の伊庭英夫博士は、
癌化のプロセスにおけるmicroRNA遺伝子自身がどのよ
うに発現調節されているか解析を進めるために開発され
たプロモータ予測のアルゴリズム研究等や、coding遺伝
子とmicroRNAのようなnoncoding遺伝子により形成され
るネットワークの制御機構の全体像の解明をめざしてい
る。名古屋大学の高橋隆博士は我が国のmicroRNA研究の
先駆者として、癌とmicroRNAの研究を世界的にリードさ
れてこられた。特に肺癌の発症、進展におけるmicroRNA
の果たす役割について、let-7 とmiR-17-92 クラスターを中
心に多くの臨床研究を進めている。次にmicroRNAとして
最も注目を集めているひとつであるmiR34の関係する大腸
がんに関して、国立がん研究センター研究所の中釜斉博
士らは、miR-34aがE2F転写因子やそのターゲット遺伝子
の発現を抑制することで、細胞の増殖を止め、がん細胞
を老化様に変化させるプロセスの詳細を研究している。
さらに、長期の抗がん剤治療や癌の悪性化に伴って現れ
る薬剤への耐性は癌治療の上で大きな問題であるが、こ
の薬剤耐性に関与するmicroRNAの実態も次々に明らかに
なってきている。国立がん研究センター研究所の竹下文
隆博士らは、ヒト乳がんの薬剤耐性を制御するmiRNAを
同定し、その標的分子の解明を進めている。また東京医
科大学の黒田雅彦博士らは、microRNAの臨床診断への応
用を試みている。癌の臨床検体のmicroRNAプロファイリ
ングから浮かび上がってくるのは、癌の進展や悪性度と
密接に関連するmicroRNAの特徴的な変動であり、これら
のmicroRNAをバイオマーカーとして追うことで、病態の
把握や予後予測に役立てようという動きがすでに始まっ
ている。

がん幹細胞とmiRNA
さて関心は「がん幹細胞」の性状の理解や治療標的と

してmicroRNA研究がどれだけ有効であるかという点に
ある。がん幹細胞も正常幹細胞も、どちらも自己複製能
を有しながら、多能性を保ち、CD44,CD133などの細胞表
面のマーカーもある程度同じものを発現する等、極めて
その性質は似通っている。従って、正常のES細胞や組織
の幹細胞の自己複製能と分化能の制御に働くmicroRNAの
ネットワークを理解することは、癌幹細胞の新たな制御
メカニズムの解明に貢献するはずである。
　がん幹細胞とmicroRNAの関係に初めてメスを入れ

たのは2007年の米国のLieberman 博士らの論文であり、
乳がんのがん幹細胞と思われる細胞集団は、より分化度の
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進んだ癌細胞に比べて、いくつかのmicroRNAの発現が減
少していることを見いだした。そのひとつが名古屋大学
の高橋博士らの研究するsuppressiveタイプのmicroRNA
であるlet-7であり、通常はoncogeneであるRas、HMG2A
を抑制しているはずが、がん幹細胞ではその働きがなく
なることで、少なくともこの２つの遺伝子が抑制から外
れたため、自己複製の亢進や分化の抑制へとつながった
と予想される。このlet-7のようなmicroRNAががん幹細胞
を特異的に攻撃するための治療戦略となりうるかどうか
についてはまだ多くの検証が必要である。また、個々の
がんでメルクマールとなるmicroRNAが、どんな遺伝子
（群）を標的にしているかを知ることは、新たながん治
療の創薬を生む可能性がある。

miRNAによるがん治療の展望
microRNAをがんの診断・治療に応用しようとする

動きは世界中で活発化している。まず治療で言えば、
C型肝炎ウイルスの増殖に必須であると報じられた
microRNA122に関して、デンマークと米国の２つの企業
が、microRNA122を抑制する働きのある核酸医薬の開
発を早速手がけ、臨床研究の段階にある。がんで主に発
現の低下しているmicroRNAを対象とした臨床試験が報
じられるのもそう遠くはないと予想されている。また、
がん組織で変動するmicroRNAsをもとに、癌の診断を
進めようとする企業も多く存在する。その一例はMDア
ンダーソン研究所と共同で米国企業が進めるmicroRNA
（複数のセット）による肺癌の再発予測や、他の米国企
業による膵臓がんのバイオマーカーの開発研究である。
さらに特筆すべきは、最近話題になっている血液中を
巡るmicroRNAの存在である。こうした血液や体液中の
circulating microRNAsの生物学的意義は完全には理解さ
れておらず、その診断への応用は慎重な基礎研究が必要
だが、血液わずか１滴中のmicroRNAを解析することで複
数の疾患の診断や、癌の早期診断が可能になる日が来る
かもしれない。日本でも、国立がん研究センター研究所
のグループは、がんで発現が低下したいわゆるがん抑制
遺伝子タイプのmiRNAに的を絞り、このmiRNAを補充す
る治療法を手がけている。例えば、筆者らの研究チーム
はヒト前立腺がんの臨床検体と細胞株とで共通にその発
現が低下しているmiR-16を見いだした。この前立腺がん
の移植転移モデル動物にmiR-16を投与する事で、局所腫
瘍の抑制や骨転移の抑制を実現しており、miRNAのがん
治療への可能性を明らかにしている。



184 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版



185

悪性腫瘍および治療法に関する研究

•Prof i le•

日本の遺伝子治療の現状および展望
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割合が増え続けていることが特徴である。また、近年の
遺伝子治療の心血管領域への応用を反映して心血管病が
癌に次ぐターゲットとなっているが、この数年ではそれ
ほど症例数は増えていない。用いられているベクターは、
ウイルスベクターのレトロウイルスが20.8％、アデノウイ
ルスが23.9％と多数を占めるが、Naked/plasmid DNAを
用いる治療が17.7％と増加傾向にあり、安全性に配慮した
プロトコールの増加傾向がみられる。進行状況はフェー
ズIおよびフェーズI/IIがそれぞれ全体の60.3%、19%を占
めており、以前として探索的なフェーズが多いことは変
わりものの、有効性を検討する大規模臨床研究のフェー
ズIIIが数年前の0.6%から3.4%（例）に急増しており、フェー
ズIVも0.1%(2例)エントリーされていることから徐々にで
はあるが成熟した臨床研究が増えていることが伺われる。
遺伝子治療の年度別の総プロトコル数を見てみると、

1990年代は右肩上がりに上昇し、1999年には100例を越え
ているが、それ以降は年間100例程度という横這いの状態
が続いている。その理由の1つとして、ベクターの安全性
に関する問題があると考えられる。
重篤な有害事象として、1999年にアメリカのペンシル

バニアでアデノウイルスベクター投与による死亡事故が
おきた1)。冠動脈内にアデノウイルスベクターを注入した
ことによりInterleukin-6などのサイトカインが上昇し死亡
したが、患者の臓器を調べてみると、マウスではほとん
どが肝臓に集積していたアデノウイルスベクターが肝臓
だけではなくリンパ節や脾臓、骨髄などの他の臓器にも
検出された。この遺伝子治療は中止されたわけであるが、
実はベクターの至適濃度決定のためのdose upの過程に
おいて、既に中止すべき数値が出ていたにもかかわらず

はじめに
難治性疾患に対する新しい治療法として遺伝子治療

学は大きな期待を集めてきた。特に遺伝子異常による先
天性疾患や悪性度の高い癌治療のニーズは高いものがあ
り、その治療に向けた臨床応用が数多くなされてきた。
我が国でも1995年8月1日に北海道大学で行われた日本で
始めての遺伝子治療、ADA（アデノシンデアミナーゼ）
欠損症の補充療法からすでに10年以上が経過している。
一方、1994年に米国で血管新生の遺伝子治療が提唱され
て以来、循環器疾患も新しい遺伝子治療の標的疾患とし
て注目され、その後急速に研究および臨床応用が増えて
いる。

１）遺伝子治療における臨床研究の現状
現在世界で進行中の遺伝子治療の中で情報収集可能

であった1472例のプロトコールについてのデータがThe 
Journal of Gene Medicineのweb siteで公開されている
（http://www.wiley.co.uk/wileychi/genmed/clinical/
index.html）。この集計によると、その62.6%を占める989
例のプロトコルは米国であり、日本は全体の1.1%(18例)、
中国は1%(16例)でアジア全体でも3.7%(58例)にすぎないの
が現状である。全体的な傾向として依然として米国での
遺伝子治療が多いものの、数年前は米国が８割を占めて
いたことを考慮すれば、徐々にではあるが世界に広がっ
ているという見方もできるが、アメリカとヨーロッパ諸
国で9割以上の症例という現状には大差ない。対象疾患
は、最も多いのが癌で64.5％（1019例）、心血管病が8.7%
（138例）、遺伝病などの単一遺伝子疾患が7.9%（125例）
で続いている。この数年の傾向として癌の遺伝子治療の
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試験を継続したというプロトコル造反があったこともあ
り、ベクターの安全性だけでなく臨床研究自体のあり方
も問われる結果となった。
別の事象として、2002年にフランスのX-SCID(X-linked 

severe combined immunodeficiency)の遺伝子治療で白血
病発症の報告がされた2)。これはレトロウイルスを用いて
新生児あるいは乳幼児の骨髄細胞へ遺伝子導入する治療
法であるが、この発症患者ではLMO2というT細胞の増殖
に関与する遺伝子を活性化してした。すなわち、レトロ
ウイルスベクターによってゲノムに遺伝子を挿入したこ
とによって重篤な副作用が生じたわけである。詳細な分
析では、挿入変異による癌関連遺伝子の活性化に加えて、
遺伝子導入に成功したリンパ球系の細胞が体内で活発に
増殖するようになったために癌化のステップが進みやす
かったこと、またベースに免疫不全があったために体内
で発生した異常細胞を免疫学的に排除できなかったこと
などが原因として挙げられている。
　このようにウイルスベクターは一般に非ウイルスベ

クターよりも導入効率が良いが、安全面での懸念が多い。
つまりは、治療対象の疾患を分子レベルで解析し、どの
ような遺伝子をその臓器にどれくらい発現させるかの研
究計画をしっかりと立てて動物実験で実証した上で、リ
スクとベネフィットと充分に説明して適切なベクターを
選んで研究を行うことが肝要である。

２）血管新生遺伝子治療
これまで遺伝病などの単一遺伝子病あるいは致死的

な疾患である癌などを標的として考えられていた遺伝
子治療であるが、近年は心血管病にもその領域が拡大さ
れている。その最初のコンセプトが治療的血管新生であ
り、これは1994年に米国タフツ大学のIsnerらのグループ
が血管内皮増殖因子であるVEGF(Vascular Endothelial 
Growth Factor)を虚血性疾患への遺伝子治療に用いて有
効性を証明したことが突破口となった。背景となる基礎
的な検討でVEGFをはじめとした血管新生能を有する増殖
因子は、細胞外マトリックスを分解しそこに内皮細胞を
増殖・遊走させることで新しい血管を構築する能力を有
することが明らかとなってきたこともその原動力となっ
た。そこで、どのような形でこのVEGFなどの増殖因子を
虚血患部に効率的に投与するかに関して、遺伝子治療も
含めたいくつかの検討がなされた。動物モデルでの検討
において、ヒト組み替え型蛋白の投与方法として、動脈
内への選択的投与、系静脈的な全身投与、反復投与など
でも虚血肢の血流を改善させる側副血行路の増加効果が
認められているが、このような効果を得るには100-1000ug
もの大量の蛋白が必要となり、腫瘍血管新生も促進する
ことが知られていることから考慮すると癌の増殖などへ
の懸念あるいは糖尿病患者での網膜症の悪化が危惧され
る。従って、安全性の観点からも遺伝子導入による局所

での蛋白の過剰発現は望ましいと考えられる。遺伝子治
療の試みとして、これらの遺伝子の投与により虚血部位
での血流量の増加および血管陰影の増強などが確認され
ていたが、遺伝子を血管内投与しても血流不全のために
患部への集積が悪いことや遺伝子発現効率向上のために
ウイルスベクターを用いることでの安全性への懸念など
があった。しかし、Isnerらはウイルスベクターを使用す
ることなくプラスミドを筋肉内注射するという非常に簡
便な方法で有効な治療成績を示し3，4）、さらにその後同様
の手法で虚血性心疾患の治療も行いその有効性を示して
いる5）。
本邦でもHGF (Hepatocyte Growth Factor)を用いた同

様のコンセプトの遺伝子治療が施行されている8）。HGFは
血管内皮細胞に存在するc-met受容体に結合して、内皮細
胞増殖活性および遊走活性を有することが明らかとなっ
た。また、細胞内情報伝達系においても、VEGFと同様
にmitogen activated phosphorylation kinase (MAPK)や
Akt/protein kinase Bなどを活性化することから、血管新
生作用を有することが強く示唆された６）。マウスあるい
はウサギでの下肢虚血モデルの検討から、HGF遺伝子の
局所投与により虚血肢の血流改善および血管新生能の亢
進が認められた。我々は上記と同様の疾患に対して「HGF
遺伝子プラスミドを用いた末梢性血管疾患の治療のため
の遺伝子治療臨床研究」を行っている。従来の内科的治
療に反応せず外科的治療が困難な症例に対して、2001年
５月から開始し始め既に予定症例数２２症例に遺伝子投
与が終了した。これは治験でのフェーズ１および２aに相
当するものであり、現在のところ遺伝子投与に起因する
と考えられる重篤な副作用の発現は認められなかった。
臨床的改善度は、「上下肢血圧比の上昇：64.7％、安静
時疼痛の改善：61.5％、虚血性潰瘍の２５％以上縮小：
63.6％、最大歩行距離の改善：85.7％」であり、安全性(safety)
および効力(effectiveness)が認められている7)。また、引き
続いて施行された他施設2重盲検試験（フェーズIII）の治
験においても、重傷閉塞性動脈硬化症患者へのHGFの投
与による有効性が認められた8)。

３）核酸医薬による遺伝子治療
近年急速に臨床応用が進んでいる遺伝子治療として核

酸医薬がある（図１）。これはタンパク質をコードしない
が核酸そのものが機能を持つ医薬品である。mRNAを標
的とする核酸医薬としては、アンチセンス、リボザイム、
siRNAがある。アンチセンスは、標的遺伝子のmRNAに
結合し翻訳を阻害するかRNAの分解を促進することによ
り遺伝子の発現を制御することができ、同様にリボザイ
ムも核酸を切断する酵素活性を有する１本鎖RNAで、
mRNAを切断することにより遺伝子発現を抑制する。
近年急速に開発が進んでいるのがsiRNAであるが、これ
は配列に総補的なmRNAを分解する2本鎖RNAで、その
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一方で生体でのデコイの安定性を増すための試み
も行っている。生体に投与されたデコイはヌクレアー
ゼによる切断を受けやすいため、核酸に化学的な修飾
（phosphorothioationやmethylphosphonation）を加える
ことによってその耐性を向上させてきたが、さらなる治
療効果の向上のために2本鎖DNAの末端を核酸で繋いだ
circular dumbbell（リボン型）改良型デコイの開発に成功
した11)。また、さらなる薬効強化を目指して同時に２つ
の転写因子の活性を阻害するキメラデコイの開発も行っ
た。NF-kappaBとetsの２つの転写因子を同時に抑制す
るキメラデコイを作成して、腹部大動脈瘤モデルにシー
トに塗布されたキメラデコイを密着させて投与したとこ
ろ、動脈瘤の拡大が有意に抑制された12)。
蛋白を標的とした核酸医薬としてアプタマーがある。

これは標的タンパク質と特異的に結合するオリゴDNA
で、本来は細胞内の2本鎖DNAや1本鎖RNAを示してい
る。近年、血管内皮細胞増殖因子（VEGF）を特異的
に阻害するアプタマーが加齢黄斑変性症（Age-related 
Macular Degeneration：AMD）に対して臨床応用され、
わが国でも2008年10月に発売が開始されている。
総じてこれらの核酸医薬の研究成果は目覚ましいも

のがあるが、その臨床応用の上で重要となる基盤技術は
Drug Delivery Systemである。局所にこれらの核酸医薬
を高効率に運ぶことができれば、様々な疾患に対しての
臨床応用が飛躍的に進歩すると思われる。

RNA interference (RNAi)により転写後レベルで遺伝子発
現を阻害する。我々は転写因子に着目し、その機能を抑
制する核酸医薬としてデコイ（おとり型核酸医薬）を開
発している。これは疾患遺伝子等の転写因子結合部位と
同一の配列を持つ短い2本鎖DNAで、転写因子に結合し、
目的遺伝子の発現を抑制する。例えば、NF-kappaB免疫
応答性サイトカイン遺伝子群のプロモーター領域には転
写因子NF-kappaB結合配列が存在しており、NF-kappaB
と同じ配列を有する二重鎖核酸化合物（デコイ）の導入
により転写因子NF-kappaBの結合を阻害する有効な治療
手段となる。このデコイの局所投与により、心筋梗塞の
梗塞サイズの縮小９)、血管リモデリングの抑制10)のみなら
ず、移植心、関節リウマチ、骨粗鬆症など様々な病態に
対して薬効を示している。

◎図１
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•Prof i le•

１．背景と概要
ヒトの癌は多段階を経て発生、進展し、多数の遺伝子、

DNAの変化がこれに対応している。これらの遺伝子変化
は、癌化を促進する働きをもつ癌遺伝子群と、癌化を抑
制する働きをもつ癌抑制遺伝子群に分けられる。そして、
ヒトの癌細胞では、癌遺伝子を活性化させる変化や、癌
抑制遺伝子を不活化させる変化が認められる。これが、
多段階発癌における遺伝子変化の古典的、といっても
１０年ほど前までの一般的理解であった。もちろん、こ
の概念の多くは、現在でも概ね通用する。そして、癌遺
伝子産物を阻害するアプローチは、癌抑制遺伝子産物を
細胞に補充するアプローチよりもはるかに容易であるこ
とから、癌遺伝子産物の阻害剤が、分子標的治療薬とし
て実用化されつつあるのは周知の事実である。

しかし、癌の治療、その応答性をもう一度考えなおし
た場合、癌組織内に存在すると考えられる癌幹細胞は極
めて重要な概念であり、実際、癌の幹細胞は、癌遺伝子、
癌抑制遺伝子の発見より以前から、詳細に議論されてき
た概念である。そして、癌の幹細胞がいかなる遺伝子異
常をもち、上記の病理組織学的、また分子生物学的に示
されてきた多段階発癌の事実とどのような関係にあるの

かについては、これから明らかにしていかなければなら
ない課題である(1)。

また、正常細胞、そして癌細胞の複雑なシグナル伝達
機構と相互の依存性、癌の発生・伸展の過程で刻々と変
わる微小環境に対する応答が明らかになるにつけ、癌遺
伝子群と癌抑制遺伝子群が、本当に上記の概念通りに明
確に二分されるものかどうかについても、疑義が生じて
きている。ウィルムス腫瘍の原因遺伝子として同定され
たWT1遺伝子が、ウィルムス腫瘍の発生に関しては間違
いなく癌抑制遺伝子として機能するにも拘わらず、成人
の急性白血病では過剰発現して癌遺伝子として機能し、
病勢の消長に並行し治療マーカーとして有用であると
いった一見矛盾した事実は、大阪大学の杉山らにより世
界で初めて紹介された(2)。最近では、癌抑制遺伝子の代
表格と目されてきたTGF betaが、癌抑制機能を示すのは
癌化の初期段階のみであり、進展した癌においてはむし
ろ癌化を促進し、癌遺伝子として働くことが示されてい
る(3)。我々が非小細胞肺癌の癌抑制遺伝子として同定し
た細胞接着分子CADM1も、上皮の多くの癌では癌抑制遺
伝子として機能するが、成人T細胞白血病(ATL)では高発
現し、ATLに特徴的な腫瘍細胞の組織浸潤を促進する、

村上　善則　むらかみ よしのり　●東京大学医科学研究所人癌病因遺伝子分野 教授
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細胞接着分子 CADM1 のヒトの癌化における相反する二面性

◎表１　腫瘍におけるCADM1,4.1B遺伝子の不活化

◎図１　上皮細胞におけるCADM1蛋白質の関わる分子経路（文献4より改変）
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つまり癌遺伝子として機能することが、明らかになって
きた(4)。そして、上皮とATLでは、CADM1の下流経路
が異なることを見出した。細胞接着分子はあくまでも細
胞の入り口のドアであり、その背後にどのような分子群
が控えているかで癌遺伝子にも癌抑制遺伝子にもなり得
るというこの概念は、多段階の癌化を考える上で非常に
興味深い。ここでは、やや基礎的な内容であるが、我々
が研究を進めている細胞接着分子CADM1の癌化における
両面性について紹介したい。

２．細胞接着分子CADM1の上皮における機能と分子経路
第11染色体長腕23領域(11q23)のヘテロ接合性の消失

(LOH)は、非小細胞肺癌をはじめ様々な腫瘍で高頻度に認
められ、癌抑制遺伝子の存在が示唆されていた。我々は、
11q23上の様々なDNA断片をヒト非小細胞肺癌細胞A549
に移入し、マウス皮下の腫瘍原性の抑制を指標として、
新規癌抑制遺伝子TSLC1/CADM1 (Tumor Suppressor in 
Lung Cancer 1/Cell Adhesion Molecule 1)を同定した(5)。
CADM1はほぼすべての上皮、神経組織やマスト細胞で発
現するが、リンパ球、線維芽細胞等では発現が見られな
い。一方、非小細胞肺癌をはじめ様々な癌では、その30-
60%程度に遺伝子プロモーターのメチル化やアレルの欠失
による不活化が認められ、特に癌の進展に伴って不活化
することが示されている（表１）(4)。
CADM1遺伝子産物は免疫グロブリン・スーパーファミ

リー細胞接着分子 (IgCAM) に属し、細胞外に免疫グロブ
リン様ループを３個もつ１回膜貫通型糖蛋白質で、細胞
接着分子Nectinとも類似性を示す（図１）(6)。そして、
極性上皮細胞では、そのラテラル面にび慢性に発現して
ホモ２量体を形成し、隣接細胞との接着に関わる。一方、
細胞内領域では、4.1結合モチーフを介してアクチン結
合性蛋白質DAL-1/4.1Bと、また、C末のPDZ結合モチー
フを介して細胞極性形成に関わるMPP1, MPP2, MPP3, 
CASK, Pals2, Syntenin等の裏打ちタンパク質と結合する
（図１）(4, 6)。CADM1は、これらの結合蛋白質を介し
て、上皮細胞の細胞骨格や極性形成に関わると考えられ
る。実際、CADM1を強発現するCaco-2細胞やコラーゲン
基質上に培養したHEK293細胞におけるCADM1の発現を
siRNAによって抑制すると、細胞の接着面に沿って成熟
したアクチン細胞骨格が失われ、表面積が広がる一方で、
細胞の高さは顕著に低下し、上皮様形態から線維芽細胞
様に変化する。従って、CADM1は、上皮様細胞形態の形
成、維持に関わると考えられる(7)。
また、CADM1を過剰発現すると、イヌ腎細胞MDCK

の肝細胞増殖因子HGFによる分散 (scattering) 、実験的上
皮・間葉転換が顕著に抑えられることからも、CADM1は
上皮様形質の維持に関わっていると考えられる。ここで、
CADM1の細胞内領域を欠失させると、この実験的上皮・
間葉転換の抑制能が失われることから、上皮形態の維持

にはCADM1とともに、その細胞内結合分子群が必要であ
ることも示唆された(8)。実際、4.1Bは、本来、肺腺癌で
発現が低下し、非小細胞肺癌細胞の増殖を抑制すること
から肺癌抑制遺伝子候補として単離された分子で、多発
性神経線維腫症２型の原因であるNF2遺伝子産物とも高
い相同性を示す(9)。我々は、4.1Bが非小細胞肺癌や腎明
細胞癌で、遺伝子プロモーター領域のメチル化により高
頻度に不活化することを見出している（表１)(10,11)。一
方、CADM1と相同性をもつ分子としてCADM2, CADM3, 
CADM4が見出されているが、CADM3はCADM1と同様
に神経芽細胞腫で発現が低下し、またCADM4は前立腺
癌の抑制遺伝子の候補と考えられている(12,13)。このよう
に、CADM分子群, 4.1群分子群、MAGuK分子群の三者複
合体は、正常上皮の形態形成に関わり、同時に上皮性腫
瘍の形成を抑制する重要な分子経路を形作っていると考
えられる。

３．CADM1の成人T細胞白血病における異所性発現
これまでがん抑制遺伝子CADM1について述べてきた。

ところが予想外の事実であるが、CADM1がATLでは特
異的に過剰発現していることが宮崎大学のSasakiらによ
り見出された(14)。即ちATL患者８例の腫瘍細胞に関す
る約12,000遺伝子の発現解析により、CADM1がATL細胞
で正常CD4+細胞と比較して30倍以上に発現が増加する4
つの遺伝子の一つとして同定された。その後の解析で、
CADM1は患者由来のATL細胞の8例全例、ATL培養細胞
の7例中5例で強発現を認めたが、他のT細胞性ALLを含
む白血病、リンパ腫36例、また正常CD4+細胞10例では全
く発現が認められなかった。さらにHTLV-1感染T細胞で
も3例中2例でCADM1の発現が認められた。ATLはレト
ロウイルスHTLV-1の感染を契機として、35年以上の潜
伏期を経てウイルス抗体陽性者の5-10%程度に発症する。
CADM1の発現がHTLV-1感染細胞とATL細胞の両者で見
られることは、ATLの成立に早期から関与することを示
唆し、現在、HTLV-1感染者中のATLの早期診断、あるい
は発症前診断の新規標的として実用化されつつある(15)。
また、CADM1を発現させたT-ALL細胞では、実験的に
血管内皮細胞や線維芽細胞への接着能が亢進することか
ら、CADM1の発現が臓器、皮膚浸潤や腫瘤形成といっ
たATLに特異的な病態に積極的に関与することが示唆さ
れる。しかし血管内皮や線維芽細胞ではCADM1の発現が
認められないことから、異分子とのヘテロ結合がこの接
着に関わるものと考えられる。このように、上皮と異な
りATLではCADM1は腫瘍促進に働くが、最近、我々は
ATL細胞ではCADM1の下流分子経路が異なることを見
出した(16)。
前述のようにCADM1の細胞内には4.1タンパク質結合

モチーフとPDZ結合モチーフが存在し、後者を介して
PDZドメインを有する分子群と直接結合する可能性があ
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るが、ヒトゲノム上には、その候補分子が26種以上存在
する。Masudaらは、この中の一つで細胞の運動に関わ
るTiam1 (T-cell invasion and metastasis 1) に着目した。
Tiam1は1591アミノ酸からなる細胞内タンパク質で、その
ほぼ中央にPDZドメインをもつ。まず、Tiam1がCADM1
と複合体を形成することを、免疫沈降・ウェスタンブロッ
ト解析により示し、次いで、酵母2ハイブリッド法によ
り、両者が直接結合し、その責任領域がTiam1のPDZド
メインにあると考えられることを示した。ATL細胞であ
るATL-3Iや、HTLV-1感染細胞であるMT2を培養ヒト血
管内皮細胞 (HUVEC) の上に重層すると、これらの細胞
は進展し、葉状仮足を出してHUVEC細胞間に浸潤してい
く像を示し、ATLの特徴的病態である組織浸潤、臓器浸
潤が実験的に再現できる。そこで、次に、CADM1が細胞
浸潤に関わることを以下のin vitroの方法で示した。すな
わち、培養線維芽細胞の上にT細胞性白血病Jurkat細胞を
重層すると、Jurkat細胞は球形を保ったままHUVECに軽
く接着するのに対し、Jurkat細胞にCADM1の発現を誘導
すると、細胞は伸長して葉状仮足を出し、HUVEC層に対
して浸潤する形態を示した。さらに、先行する研究で、
Tiam1は細胞の運動性に関わる低分子量Gタンパク質Rac
を活性化するグアニン・ヌクレオチド交換因子 (GEF) と
して働くことが示されている。そこで、上記のMT2細胞
にRACの優性機能欠損 (dominant negative) 変異体を導入
すると、この変異体が導入されたMT2細胞では葉状仮足
形成が顕著に抑制されたのに対し、変異体が導入されな
かったMT2細胞では葉状仮足形成が認められた。以上の
ことから、CADM1の発現がATL細胞の間質細胞に対する
浸潤性を促進すること、その下流にRACが機能すること、
ATL細胞でCADM1と結合するTiam1がRacを活性化する
ことにより、CADM1を介する細胞浸潤を促進する可能性
が考えられることが、それぞれ示された。つまり、上皮
とは下流経路が異なっていたのである。しかし、Tiam1

の発現は上皮細胞でも認められることから、なぜATLで
のみ、この経路が恒常的に活性化しているのかについて
は、今後明らかにしていくべき課題である。いずれにし
ても、ATLにおいてCADM1が癌遺伝子として機能する
ことは、この経路を特異的に阻害することにより、その
浸潤を抑制できるという可能性を示すものであり、ATL
の治療標的の一つとなり得ると考えられる。現在、この
分子経路を阻害する評価系を構築し、低分子化合物や抗
CADM1抗体の阻害活性について検討を進めている。

４．まとめ
以上の結果を図2にまとめた。CADM1は上皮では上皮

様細胞形態の形成に関わり、様々な癌で不活化が認めら
れ、癌抑制遺伝子として機能する。この場合、下流には
4.1群タンパク質、MAGuKタンパク質群が結合し、三者
複合体を形成して腫瘍抑制機能を示す。一方、ATLにお
いてはCADM1は過剰発現し、細胞の運動性、浸潤性を促
進する。この場合、下流にはTiam1が結合し、低分子量G
タンパク質を活性化すると考えられる。CADM1のこのよ
うな二面性は、細胞膜に局在することにも起因すると考
えられ、細胞接着分子の機能に新たな解釈を与える知見
である。さらに最近、これら細胞接着分子群が細胞膜上
で、他のシグナル伝達分子とクロストークすることも見
出されている。細胞接着分子群が接着に関わり、その欠
如は脱接着を生じて結果的に細胞の癌化を進める、とい
う受動的な機構のみならず、細胞の増殖や運動に関わる
シグナル伝達を積極的に修飾しているという事実が次第
に明らかになりつつある。また、ATLで示されたように、
CADM1分子経路の阻害は浸潤・転移抑制医薬品の開発に
つながる可能性があり、その分子標的という見地からも
新たなCADM1分子経路の同定は興味深いと思われる。

◎図２　上皮とATLにおけるCADM1蛋白質の下流の分子経路
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しかしその後の臨床的検討から、放射線療法や化学療法
は効果が一過性かつ限定的であることが明らかとなり、
再びがん免疫療法が注目されるようになった。その結果
1970年代に入りわが国では結核菌製剤BCGや溶連菌製剤
OK432などの細菌製剤、担子菌抽出物製剤のクレスチン、
レンチナン、ソフィラニンなどが医薬品として認可され
使われるようになり、これらは現在「非特異的免疫賦活
化剤（第１世代）」として分類されている。
1980年代に入ると、免疫学の発展によりがんに対する

細胞レベル・分子レベルで免疫機構が解明されてきた。
その結果、第2世代としてインターロイキン２(IL-2)やイ
ンターフェロン(IFN)などを用いたサイトカイン療法が、
1980年代後半には第3世代として、初の免疫細胞療法とな
る活性化自己リンパ球療法の開発が進められてきた。
これら第1～ 3世代の免疫療法はいずれも「非特異的免

疫療法」に分類され、ヒトの持つ免疫力全体を底上げす
ることにより腫瘍をたたくことを目的とする非特異的免
疫療法である。しかしながら臨床的な治療効果は当初期
待されたほど高くなく、また一部のサイトカイン療法に
は重篤な副作用が問題となるなど、現在でも使用されて
いるのは一部のものに過ぎない。
一方、1989年Knuthらによる腫瘍抗原MAGE1の発見

（Knuth A, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1989）を皮切
りに、「がんの目印」となる種々の腫瘍抗原が発見されて
きた。これが「がんを特異的に叩く」、すなわち腫瘍特異
的免疫療法開発のきっかけとなり、1990年代半ばより、
第4世代といわれるがん特異的細胞傷害性T細胞（CTL）
療法、ペプチドワクチン、そして樹状細胞ワクチンが次々
に発案されるようになった。これら腫瘍免疫療法の中で、

１．はじめに
我が国において悪性腫瘍の患者数・死亡者数は共に増

加し続けており、1981年以降は死亡原因第1位、平成19
（2007）年において総死亡の30.4％を占めている。悪性腫
瘍は高齢になるほど羅患率・死亡率共に増加することか
ら、我が国の社会の高齢化を考えた場合、今後も患者数・
死亡者数が増加していくと考えられる。
わが国では2004年より「第３次対がん１０ヶ年計画」

が策定され、現在のがん３大治療である外科手術、放射
線療法、化学療法のエビデンスに基づいた標準化・均て
ん化が進められており、また新しい分子標的治療薬、抗
体医薬の開発も相俟って、国内の多くの医療機関で一定
レベル以上のがん治療を享受できると共にさらなる生存
率の向上が得られつつある。しかしながら、進行がんは
依然難治性であることは間違い無く、標準治療終了後の
選択肢が無いことから、新たな第４の選択肢を確立する
ことはきわめて重要である。
本稿では悪性腫瘍に対する治療法の中で将来、第4の選

択肢の有力候補として研究が進められているがん免疫療
法、特に樹状細胞（DC: dendritic cell）ワクチン療法開発
の現状について概略を示し、またその効果増強のための
我々の試みを紹介する。

２．がん免疫療法：発展の歴史
がん免疫療法は約1世紀前に米国のColeyらががん患

者に対し、バクテリアを混合したワクチンを接種する
治療を行ったのが最初と考えられている。（Starnes CO. 
Nature 1992）しかしながら、当時は放射線療法や化学療
法の登場により影に隠れ、注目をあびることはなかった。
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現在第４の治療法として最も期待されるのが「がんワク
チン」である。

３．なぜ、がんワクチンは「第４のがん治療」として期
待されるのか

現在の標準治療のうち、外科手術と放射線療法は「局
所治療」であり、遠隔転移を有する進行がんには無力で
ある。従って残る選択肢は化学療法しかない。最近では
多くの臨床的エビデンスが集積し、化学療法のみで完全
寛解へ至るがん種も増えているが、一方で完全に消失し
たように見えるがんが一定期間を置いて再発することは
まれではなく、また再発時には化学療法剤対し耐性を獲
得していることが多い。従って別種の化学療法剤へ変更
することになるが、次第にその効果は減弱すると共に選
択肢は狭められる。
がんワクチンの効果には、その免疫学的な機序から、

（１）今存在するがんを抑え込むこと、（２）転移巣を抑
えること、（３）再発させないことが期待される。これら
はがん３大標準治療には期待できないワクチン独自の抗
腫瘍効果であり、そのため「第４のがん治療」として期
待されている。

４．がんワクチン、特に樹状細胞によるがんワクチン開
発の現状

がんを攻撃できる免疫細胞には様々なものがあり、貪
食作用を発揮するマクロファージ、直接攻撃するエフェ
クター細胞であるリンフォカイン活性化キラー細胞（LAK: 
lymphokine-activated killer cells）、ナチュラルキラー細
胞（NK: natural killer cell）、ナチュラルキラーT細胞（NKT: 
natural killer T cell）、細胞傷害性T細胞（CTL: cytotoxic 
T-lymphocyte）などが存在する。一方でワクチンによ
りがん抗原が認識され、持続性にその効果を発揮するた
めにはがん抗原に対する獲得免疫と免疫学的記憶（メモ
リー）が成立することが重要であり、その目的のために
は免疫の司令塔であるDCを用いることが最も有効である
と考えられる。
世界で初めてのDCワクチンの臨床試験は、1996年にB

細胞リンパ腫に対して報告されており(Hsu, F.J. et al. Nat 
Med 1996)、また1998年にはステージⅣのメラノーマ患
者に対して奏功率約30％という報告がなされた(Nestle, 
F. et al. Nat Med 1998)。その後世界中が種々のがんに
対してDCワクチンの臨床試験を実施しているが、これ
までの報告によれば、当初期待されていたレベルの効果
は得られていない。2004年に米国NCI（National Cancer 
Institute）における成績をRosenbergらがまとめたところ
によるとその臨床効果は、約7.1％とされている(Rosenberg, 
S. Nat Med 2004)。
このように当初期待された臨床効果が得られなかった

原因として様々な理由が考えられているが、その中でも

最も重要なものとしてDCの品質の問題が挙げられてい
る。今後、最適なDCワクチン施行のために検討すべきこ
ととして以下6点があげられる。それは（１）最適なDC
の種類の選択、（２）DCの活性化方法、（３）抗原取込
み方法と抗原の種類、（４）投与ルート、（５）投与細胞
数、（６）投与頻度・回数であり、これらを臨床的に最適
化することが必要であるとされている(Figdor, C. G. et al. 
Nat Med 2004)。 
以上のDCワクチンの問題点を克服すべく、我々は特に

ワクチンの効果を決定するパラメータの探索を実施して
きた。その結果、（１）DCの活性化方法、および（５）
投与細胞数が効能を左右する最も重要なファクターであ
ることを明らかした。従って現在我々は、この２点に焦
点を当て、DCワクチンの効果を飛躍的に向上させるため
の2つの技術開発、「樹状細胞の大量増幅技術」と「免疫
刺激型ウイルス療法のDC療法への応用技術の開発」を進
めている。

５．樹状細胞大量増幅技術の開発
本技術開発の目的は、その治療成績がDCの投与細胞数

依存的であることが実験的に示されたこと (Tatsuta K, et 
al. Gene Ther 2009)、さらにはマウス治療モデルと同様
の十分な抗腫瘍効果をヒトで得ることを考えた場合、体
重比で計算を行うと1回の投与あたり現行法の約100倍の
DCを用いる必要があることに由来する。しかしながら、
従来よりDCは増幅しない細胞であると考えられていたた
め、我々は改めてDCの分化系譜よりその増幅法の詳細な
検討を行った。
ヒトでの応用の前段階として、まずマウスを使いDC増

幅技術の開発を行った(Harada Y, et al. PLoS One 2009)。
マウス骨髄細胞よりDC前駆細胞を選択し、前駆細胞の状
態を維持したまま４種のサイトカインカクテルを用いて
通常法のおよそ1,000倍以上のDCを得る技術を確立する
ことに成功した。本技術で増幅されたDCは、通常のミエ
ロイド系DCと全く同様の生物学的・免疫学的形質を示
し、またマウス担がんモデルにおいて実際に高い治療効
果を発揮することを示した。次にヒトDC大量増幅法の開
発にあたり、ヒト臍帯血由来CD34陽性細胞を材料とし、
同様に最適化されたサイトカインカクテルを用いた増幅
をおこなった(Harada Y, et al. in preparation, 特許申請済
み)。この増幅法を用いることにより5週間で従来法と比
較しておよそ100,000倍に増幅されることを明らかとし、
また増幅されたDCが現行の培養法により得られるDCと
同等の機能を持つことが確認された。次に我々はさらに
研究を進め、より臨床的に使用頻度が高いと考えられる
ヒト末梢血単核球を用いた増幅法の開発を行い、従来法
の約100倍以上のDCを得る方法を確立するに至っている
（unpublished data）。
以上の研究成果から、本技術開発によりDC療法による
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とが示唆される抗原ペプチドも発見が相次ぐと共に、久
留米大学とグリーンペプタイド、東京大学医科学研究所
とオンコセラピーなど産学連携によるがんペプチドワク
チンの積極的な開発が進められている。またわが国では
医師法の規制のもと、DCワクチンやLAKなどが自由診療
として患者へ提供されている。大学病院での臨床研究を
もとに厳密な細胞加工システムで実施されている例もあ
れば、その科学的・医学的根拠が不明確な例もあり、今
後はどのようなレベルで規制して行くか、についても行
政上の重要な課題である。
このような中、2010年4月29日には、米国FDAにより米国

Dendron社の前立腺がん治療用ワクチン「PROVENGE」
の製造販売が承認された。これは、がんDCワクチン療法
の悪性腫瘍に対する有効性が正式に認められた点で重要
であり、がんワクチン療法が今後第４の治療法となる上
で大きな１歩といえる。
今後の進展に期待したい。

治療成績の向上、現行のアフェレーシス回数削減による
低侵襲化、DC治療ワクチン患者の範囲拡大が期待される。

６．免疫刺激型ウイルス療法のDCワクチンへの応用技術
の開発

DCの活性化法の選択は、大きくDCの性質に影響を与
えるため非常に重要である。従来の研究では、DCワクチ
ンの抗腫瘍効果を得るためには細胞性免疫が重要である
と考えられており、特にDCの活性化をTh1系へ制御し、
いかにして効率よく細胞性免疫を活性化するかに焦点が
注がれてきた。従来の方法として腫瘍壊死因子（TNF: 
tumor necrosis factor）などのサイトカイン、あるいは
OK-432などのToll様受容体刺激物質などが使用されてい
るが、いずれの方法が最適か、については議論が分かれ
ており、また刺激により誘導されるDCの活性化状態につ
いても、まだ最適化が行われてる訳ではない。
このような状況の中、我々は従来とは全く異なる発想

のもと、組換えセンダイウイルスベクター（rSeVベク
ター）がDCに高効率に感染し、強力に活性化させること
ができることに着目しDC療法への応用技術の開発を進
めている。rSeVベクターは感染効率が極めて高く、感染
後ゲノムの複製、転写全てが完全に細胞質内で行われる 
‘cytoplasmic RNA vector’であり(Yonemitsu Y, et al. 
Nature Biotechnol. 2000、他)、DCにおけるウイルス感
染の検知はRNAヘリカーゼであるRIG-I（retinoic acid-
inducible gene-I）依存性に行われることが明らかとなっ
ている（Yoneyama, et al. Nat Immunol 2004, Kato T, et 
al Front Biosci 2008）。これまで十分に成長し、血管が豊
富になった後に腫瘍の治療を開始し、再現性よく腫瘍の
増殖を抑制したモデルは存在しないとされていたが、我々
はこのSeVにより強力に活性化されたDC（SeV/DC）
を用いることにより、このような腫瘍モデルを完全消失
されることに成功した(Shibata S, et al. J Immunol 2006; 
Yoneyama Y, et al. BBRC 2007) 。またラットおよびマウ
スの肺転移モデルにおいてSeV/DCを用いることにより腫
瘍の転移巣を強力かつ持続性に抑制すること（Komaru A, 
et al. J Immunol 2009）、さらにはがん再発モデルにおい
てSeV/DCを投与しておくことにより腫瘍の再生着が防止
できる（Tatsuta, et al. Gene Ther 2009）などが明らかと
なり、rSeV/DCワクチンの有効性が示された。rSeVは遺
伝子治療ベクターとして、現在九州大学病院にて重症下
肢虚血に対する臨床研究に使用されており、既に１２例
へ投与されたが安全性の問題は検出されていない。従っ
て、現在我々はrSeV/DCワクチンの安全性と有効性を確
認する臨床研究を計画しているところである。

７．おわりに
がん免疫療法は、わが国でも多くの先駆的研究が成さ

れており、WT1ペプチドのように抗腫瘍に有効であるこ

◎図１　主要死因別粗死亡率年次推移（1947～ 2007年）

出典：国立がんセンター「がんの統計'09」

◎図２　免疫療法の歴史
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細胞傷害性T細胞(CTL)とナチュラルキラー細胞(NK)
は、獲得免疫と自然免疫の主な免疫活性細胞の2種類であ
り、人体の抗ウィルス感染と抗腫瘍の主な免疫反応細胞
でもある。これらの免疫キラー細胞(CTL/NK)がどのよう
に活性化し、ウィルス感染や癌変した標的細胞をどのよ
うに識別し殺傷するかは、現在の抗腫瘍・抗感染免疫研
究にとって展望ある分野である。CTL/NK細胞は、主に
Fas/Fasリガンドとパーフォリン/グランザイムという2つ
の経路を媒介して標的細胞の殺傷にいたる。遺伝子ノッ
クアウト実験から、パーフォリン/グランザイム媒介によ
る殺傷が人体の抗ウィルス感染と腫瘍細胞殺傷の主な経
路であることが明らかになっている[1]。活性化したキラー
細胞がそのターゲット細胞を識別した後に、細胞傷害性
顆粒(granule)がエクソサイトーシスによってキラー細胞
とターゲット細胞により形成される免疫シナプス内に放
出される。顆粒内容物がターゲット細胞に入って殺傷作
用を誘導し、ターゲット細胞のアポトーシスを起こす。
細胞傷害性顆粒の内容物は、主にパーフォリン、グラニュ
リシン、グランザイム蛋白ファミリーである。現在のと
ころ、ヒトNK/CTL細胞中にはグランザイムA、B、H、K、
Mの5種類が発見されており、ラットでは8種類のグラン
ザイム(A、B、C、F、I、J、K、M)、さらにマウスで発見
されているグランザイムは11種類に上る(A-G、K-N)。グ
ランザイムAとBは活性化したCTL細胞中に大量に発現さ
れるため、グランザイムAとBについては機能研究が最も
進んでいる。グランザイムA、B以外のグランザイムに関
する研究は少なく、これらグランザイムは希少グランザ
イム(orphan granzyme)と呼ばれる。希少グランザイムは
自然免疫反応細胞であるNK細胞中に大量に発現される。
NK細胞では顆粒内容物が組み合わさるように傷害性顆粒
の中に結合し、NK細胞がターゲット細胞を識別後、数分
の間に直ちにターゲット細胞を殺傷する。NK細胞は刺激
を受けると急速に免疫応答を発生するが、顕著な増殖は
ない。私たちは、腫瘍の発生早期にはNK細胞は腫瘍組織

に大量に集中しており、NK細胞は腫瘍排除に必須である
ことを発見している[2]。しかしNK細胞だけでは腫瘍を完
全に取り除くことはできず、CTL細胞の関与が欠かせな
い。NK細胞はインターフェロンγ(IFN-γ)の分泌を通じ
て直接CTL細胞を活性化し、腫瘍後期ではCTL細胞が腫
瘍組織に大量に集まって腫瘍細胞を取り除く。近年、私
たちと他の研究グループでは希少グランザイムについて
詳細な研究を行い、グランザイムのこうした作用とメカ
ニズムについて解明している。本文では、免疫活性細胞
パーフォリン/グランザイムを経路とする抗腫瘍メカニズ
ムの研究の進展についてまとめる。

１．パーフォリン
パーフォリン遺伝子は、1980年代中期にクローン生成

されたもので、当初はオリゴマー化され細胞膜上に空洞
を形成することが発見されたため、空洞形成蛋白(PFP)と
も呼ばれる。パーフォリンの発見からすでに20数年たっ
ているものの、その実際の生理機能は未だに解明されて
いない。CTL、γδT、NK細胞などすべての細胞傷害性
細胞にはパーフォリンが発現し、パーフォリンの発現はT
細胞活性化と関係があって、IL-2を経路とする調節を受け
る可能性がある。パーフォリンは小胞体(ER)中に合成され
た後、その阻害剤であるカルレティキュリンと結合して、
ゴルジ体の働きにより傷害性顆粒の中に運ばれる。細胞
傷害性顆粒は酸性(pH5.1-5.4)で、そのためパーフォリンの
安定性と不活性化状態を維持している。パーフォリンは
補体成分C9と同属体であり、ターゲット細胞の細胞膜上
に15-20ナノメーターの空洞を形成することができる。こ
の過程にはカルシウムイオンの関与が必要である。電子
顕微鏡では、細胞膜傷害複合体(MAC)補体が形成する空
洞に類似した空洞の形成を観察することができる。パー
フォリンは体外で細胞を処理し、細胞のネクローシスを
急速に引き起こすことができる。しかし、準最適な量の
パーフォリンはグランザイムがターゲット細胞に入るの

抗腫瘍免疫反応機構の研究の進展
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を助け、ターゲット細胞のアポトーシスを誘導すること
ができる。実際には、準最適な量のパーフォリンが細胞
膜上に形成する空洞は小さく、細胞膜の完全性を破壊す
ることはできず、またグランザイム等の大きな分子をこ
うした小さな空洞に通過させることもできない。パーフォ
リン不活性化のマウスでは重度の免疫欠陥が発生してお
り、ヒトのパーフォリン遺伝子突然変異は、家族性血球
貧食性リンパ組織球症(FHL)を引き起こす。パーフォリン
が細胞殺傷においてどのような役割を果たすかは、一貫
して腫瘍殺傷の分野での研究の注目課題であり、パーフォ
リンの構造を解析しパーフォリンの機能を確実に理解で
きることが期待されている。

２．グラニュリシン
グラニュリシンは、1987年にクレンスキー実験室がク

ローン化したT細胞が活性化した後に特異発現した遺伝子
である。この遺伝子の特異発現はT細胞系に現れ、多くの
腫瘍細胞系では発現が観測されていない。遺伝子組み換
えをしたグラニュリシン9kDには幅広い抗病原微生物作
用があるほか、さらに腫瘍細胞の殺傷作用を媒介する。
2007年にクレンスキー研究グループはグラニュリシン遺
伝子組み換えマウスの生成に成功し、グラニュリシンは
マウスの免疫系統で広範囲にわたって発現した[3]。研究に
より、グラニュリシン遺伝子組み換えマウスでは、接種
されたC6VL腫瘍細胞（主にCD8+T細胞に依存して除去）
に対して明らかな抑制作用が現れることが発見された。
私たち研究グループは、グラニュリシンが媒介する腫瘍
細胞の殺傷は、典型的なアポトーシスにも、典型的なネ
クローシスにも似ていないことを発見した。グラニュリ
シンは、腫瘍細胞核を分散させ、塊状に凝集させ、DNA
二本鎖の典型的な切断は起こさないが、ターゲット細胞
核の一本鎖に非常に大きい損傷を引き起こすとともに、
カスパーゼ3をわずかに活性化させることができる。これ
によりグラニュリシンが媒介するのが新型のネクロトー
シスである[4]。グラニュリシンは腫瘍細胞を処理した後
にリソソームに入り、リソソーム中の主要プロテアーゼ
であるカテプシンBをリソソームから細胞質へと放出させ
る。続いて重要なアポトーシス促進蛋白Bidを切断する。
切断されたtBidはミトコンドリアに作用し、ミトコンドリ
ア中のシトクロムCとアポトーシス誘導因子(AIF)の放出
を引き起こして、それにより腫瘍細胞を死滅させる。細
胞内カテプシンBの活性を抑制したり、RNAがカテプシ
ンBの発現を阻害すると、グラニュリシンが媒介するBid
の切断と細胞の死滅が妨げられ、カテプシンBが反応しな
いためにシトクロムCとAIFの放出量が減少する。私たち
はリソソーム－ミトコンドリアの経路が、グラニュリシ
ンが媒介する腫瘍細胞殺傷において果たす重要な役割を
実証している。

３．グランザイムA
グランザイムAは、CTL細胞顆粒の中でも最も早く発

見されたセリンプロテアーゼであり、活性化したCTLに
おいてよく発現する。グランザイムAは、ジスルフィド結
合により連結した二量体の形で存在し役割を発揮する。
グランザイムAはトリプターゼの一種であり、アルギニン
(Arg)又はリジン(Lys)の裏でその基質を切断し、細胞にク
ロマチン濃縮、フォスファチジルセリンの外反、核崩壊、
ミトコンドリアの経膜電位の喪失などアポトーシスの典
型的な特徴を発生させる[5]。しかしグランザイムAのアポ
トーシスの経路はカスパーゼ活性化に依存せず、シトク
ロムCの放出を引き起こさず、Bcl-2による抑制を受けな
い。グランザイムAは、ターゲット細胞のクロマチンの
DNA二本鎖切断を引き起こさずに、DNA一本鎖の切断を
引き起こして、なおかつカスパーゼ阻害剤ZVADはこの
アポトーシスの過程を阻害することができない。これに
よりグランザイムAは、細胞アポトーシスの新たな経路を
発生させる。
１）グランザイムAが攻撃するSET蛋白複合体
グランザイムAは、グランザイムBとは異なるターゲッ

ト細胞死滅を起こす。グランザイムAの作用基質を鑑定す
るために、私たちは突然変異によって活性グランザイムA
を不活性のグランザイムA(184Ser-Ala)に変えた。不活性
化されたグランザイムAと基質とを合わせてクロマトグラ
フィーカラムを作成し、K562の細胞質分解液を用いてグ
ランザイムAクロマトグラフィーカラムを通して、各種の
クロマトグラフィー技術を経て、最終的にグランザイムA
に作用する蛋白複合体約270-470kDを分離した[6]。これが
SET蛋白質複合体である。
HMG2はDNAと非特異的に結合した非ヒストン蛋白で

あり、DNA複製、遺伝子転写、DNA組み換えに関与する。
グランザイムAはその基質であるHMG2を加水分解し（切
断位置はLys65）、そのDNA結合とDNAの湾曲促進機能[6]

を破壊している。分解したSETはそのヌクレオソーム組
み立て機能を破壊し、それによりクロマチンの正常な組
み立て機能が破壊されて、DNAが露出し、リボザイムと
DNAの結合によるDNA分解が促される。
私たちは研究により、pp32はグランザイムAと作用す

るSET複合体に存在しており、グランザイムAの作用基質
ではないことを発見した。研究では、pp32はヒストン蛋
白H3のリン酸化とアセチル化を抑制できることが実証さ
れた。ヒストン蛋白のリン酸化とアセチル化は遺伝子転
写に不可欠である。私たちは、T細胞活性化モデルを確立
してpp32の機能を研究し、RNAi技術を採用してpp32の発
現を遮断し、IL-2の生成とT細胞の増殖を促進した。する
とH3には低度のリン酸化とアセチル化が現れた。pp32高
発現プラスミドを用いてT細胞のトランスフェクションを
すると、pp32の高発現によりIL-2の生成とT細胞の増殖が
抑制され、同時にH3には低度のリン酸化とアセチル化が
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現れた。pp32はヒストン蛋白H3のアセチル化とリン酸化
の調節を通じて、遺伝子転写を抑制して細胞の生長を抑
えている[7]。pp32はグランザイムAとBが誘導する非カス
パーゼ依存性・カスパーゼ依存性の細胞のアポトーシス
において、重要な役割を果たす可能性がある。
２）グランザイムAがDNA一本鎖切断を引き起こすメカ

ニズム
DNA分解は細胞アポトーシスの特徴であり、多くのヌ

クレアーゼにより媒介される。グランザイムBは直接又は
活性化カスパーゼの加水溶解ICADがDNA二重鎖リアー
ゼCADを放出することにより、DNA二重鎖の切断を起こ
し、この過程は非常に緩慢である。私たちは、グランザ
イムAとBはともに細胞を処理してDNAの二重鎖切断を
迅速に引き起こせることを発見した。またグランザイムA
を加水分解したSET複合体ヌクレアーゼには非常に強い
活性が現れ、グランザイムAの処理を経ていないSET複
合体ヌクレアーゼの活性は弱いことが発見されており、
SET複合体中にはDNA一本鎖分解リアーゼとその阻害剤
が含まれることが示される[8]。私たちは、腫瘍転移抑制遺
伝子NM23H1がSET複合体に存在し、また一本鎖DNAを
切断するヌクレアーゼ活性を備えておりDNA一本鎖の分
解を起こすこと、SETがその阻害剤であることを発見し
た。グランザイムAがSETを分解するとDNAポリメラー
ゼNM23H1を放出してすばやく細胞核に入り、DNA一本
鎖分解を誘発する。グランザイムAが引き起こすクレマチ
ンDNAの一本鎖分解はDNA損傷のはじめの段階で、その
後グランザイムBがDNAの二本鎖分解を引き起こす。
鑑定によるとApelはこの複合体中にあり、グランザイ

ムAの作用基質である。ApelはDNA塩基切除修復のため
の重要な律速酵素である。グランザイムAはApelを分解
し、そのDNA結合と活性修復を破壊し、さらにその抗酸
化作用を破壊した[9]。まずRNA干渉技術(RNAi)を採用し、
Apelの発現を阻止して、グランザイムAが媒介するアポ
トーシスを加速した。真核担体の高発現Ape1を使用する
とグランザイムAのアポトーシス誘導に抵抗できる。グラ
ンザイムAはApe1のDNA修復機能を破壊し、DNAの損傷
が速やかに修復されないようにして、細胞をアポトーシ
スに追い込んだ。

４．グランザイムK
グランザイムKとグランザイムAは同一染色体の同一遺

伝子クラスターに位置し、どちらもトリプターゼ活性を
備える。マウスのCTLとLAK細胞ではグランザイムKの
発現量はグランザイムAよりはるかに少ないが、ラットの
NK(RNK-16)細胞中のグランザイムK発現量はグランザイ
ムAより多いという研究もある。グランザイムKは約28kD
あり、非糖鎖結合トリプターゼである。グランザイムAと
グランザイムKの結晶構造は同じではない。グランザイム
Kの結晶構造分析により、そのチモーゲンは異常に緻密な

構造をしており、活性化状態のセリンプロテアーゼ補体
因子Dに似ていることが分かっている。グランザイムA遺
伝子ノックアウトマウスのCTL細胞には、なお20%の残
留トリプターゼ活性がある。トリプターゼ活性はCTL細
胞の殺傷作用に不可欠であることから、グランザイムKは
CTL/NK細胞が媒介する殺傷において重要な役割を果た
す可能性がある。
１）グランザイムK媒介による非カスパーゼ依存性の細胞死
私たちはまずはじめに酵素活性をもつグランザイムK

を発現させ、研究によりグランザイムKがターゲット細胞
の急速な死滅を媒介することを発見した。グランザイムA
と似て、フォスファジチルセリン外反、染色体凝集、核
形態変化、一本鎖断裂が、グランザイムK媒介によるター
ゲット細胞死滅の主な特徴である[10]。グランザイムKの媒
介によるターゲット細胞の死滅はカスパーゼの活性化に
依存せず、カスパーゼ阻害剤のZVADはグランザイムKの
媒介によるターゲット細胞の死滅を遮断することはでき
ない。このほか、グランザイムKはまた細胞内のカスパー
ゼ3を活性化することもできない。さらにグランザイムK
はSET蛋白複合体を攻撃することができ、グランザイム
Kは細胞内のSETを加水分解する。SETはヌクレオソーム
の構成蛋白であると同時にDNAポリメラーゼNM23H1の
阻害剤でもある。グランザイムKはSETを切断してそのヌ
クレオソーム構成機能とNM23H1に対する阻害作用を破
壊した。グランザイムKはターゲット細胞に入った後に
DNAポリメラーゼNM23H1の阻害剤であるSETを加水分
解し、DNAポリメラーゼNM23H1を活性化させて核内に
放出し、染色体DNAの一本鎖断裂を引き起こした。この
ほかグランザイムKは、SET複合体中のグランザイムAの
うち他の2つの基質、すなわちDNA結合蛋白であるHMG2
とDNA塩基切除修復酵素のApe1を切断することができ
る。私たちの研究では、グランザイムKにはAとの相互補
完作用があり、グランザイムAの機能を部分的に補って
CTL/NKにフェイルセーフメカニズムを持たせているこ
とが分かった。
２）グランザイムKのミトコンドリア攻撃
ミトコンドリア経路は細胞アポトーシスの過程で重要

な役割を果たす。私たちの研究では、グランザイムKはター
ゲット細胞ミトコンドリアの膨張、膨大、クレステ消失等
の形態特徴上の変化を引き起こすことが分かっている。
私たちは、グランザイムKがターゲット細胞の酸化還元電
位の下降を誘導し、それによってミトコンドリアに消極
化を発現させることを発見した[11]。グランザイムKは、
Bidを加水分解して活性化したtBidに変えることにより、
ミトコンドリアに作用してシトクロムCやEndoG等のアポ
トーシス促進蛋白の放出を引き起こさせる。シトクロムC
の放出はカスパーゼの活性化を引き起こしておらず、こ
れはグランザイムKによる細胞死誘導の特徴である。私た
ちの最近の研究では、グランザイムFはミトコンドリアを
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攻撃してシトクロムCの放出を引き起こすが、カスパーゼ
の活性化にはいたらず、非カスパーゼ依存性の細胞死（ネ
クロトーシス）を起こし、これがグランザイムが引き起
こす第3の死滅形態であることが分かっている[12]。
私たちはさらに、Ape1が酸化還元作用によってROS

の発生を抑えることができることを発見した。細胞内の
Ape1蛋白含有量は細胞の抗酸化機能と関連がある。グ
ランザイムKが引き起こす細胞内ROSレベルの上昇は、
Ape1の無反応により促進され、過剰発現により抑えら
れる[13]。Ape1はグランザイムKの生理基質であり、グラ
ンザイムKはApe1切断を通じてその酸化還元機能を破壊
し、ROSを発生させてミトコンドリアの破壊を加速した。
３）グランザイムKが作用するその他の経路
p53は、重要な腫瘍抑制因子として、細胞のゲノム安定

性維持、細胞周期抑制、細胞分化、血管新生、細胞アポ
トーシスなど、細胞内で多くの重要な生理活動に関与し、
このためp53は細胞の守護神とも言われている。細胞内の
p53の状態と含有量は、外部に対する細胞の反応に直接影
響を与えることができる。悪性細胞がCTL/NK細胞によ
る免疫殺傷を逃れると最終的には腫瘍を形成する。これ
らの腫瘍細胞では約50%のp53遺伝子が失われている、又
は機能欠陥がある。このことは、p53は腫瘍細胞による免
疫細胞の殺傷回避と関係があるという可能性をある程度
示すものである。私たちは研究によりp53遺伝子をノック
アウトしたターゲット細胞と比べたとき、自然状態の細
胞はグランザイムKとNK細胞が媒介する細胞アポトーシ
スに対してより一層敏感だということを発見している[14]。
そしてp53ノックアウト細胞にp53を再度入れるとその敏
感さは再び回復する。更なる研究により、グランザイム
Kはターゲット細胞に入った後にp53を切断し、アポトー
シス促進機能をもつ3つの活性部分を発生できることが分
かっている。これらの機能部分にはアポトーシス促進作
用があり、p53の単分子作用を拡大させて、最終的には細
胞を不可逆的に死滅に向かわせる。

５．グランザイムB
グランザイムBはグランザイムAと同様に、活性化され

たCTL細胞に多く発現し、現在最も広く研究されている
グランザイムである。グランザイムBはアスパラギン酸プ
ロテアーゼであり、カスパーゼと同じようにアスパラギ
ン酸残基カルボキシ末端の特異切断活性を備えている。
グランザイムBは、エンドサイトーシス小胞から放出され
た後、急速にターゲット細胞に入り、細胞質と細胞核内
の生理基質に作用して、染色体濃縮、細胞膜空胞化、細
胞収縮、DNA二本鎖断裂、アポトーシス小体形成等、細
胞アポトーシスの典型的な特徴を引き起こす。
１）グランザイムB媒介によるカスパーゼ依存のターゲッ

ト細胞アポトーシス
グランザイムBにはカスパーゼ活性があり、カスパーゼ

の一部の基質を切断してカスパーゼを直接活性化し、カ
スパーゼのカスケード増幅作用を引き起こし、カスパー
ゼ依存のターゲット細胞アポトーシスを媒介することが
できる。グランザイムBが活性化したカスパーゼ3は、
CADの阻害剤であるICADを切断し、CADのDNAポリメ
ラーゼ活性を放出することができる。CAD酵素は細胞核
に入ってクレマチンのDNAを切断し、典型的なDNA二本
鎖断裂を起こす。グランザイムBもICADを直接切断でき、
それによってCADを活性化しターゲット細胞核のDNA損
傷を引き起こす。これによりグランザイムBは、カスパー
ゼ依存性のDNA二本鎖断裂を特徴とする典型的な細胞ア
ポトーシスを引き起こす。
２）グランザイムBによるミトコンドリア経路での細胞ア

ポトーシス
ミトコンドリアは細胞アポトーシスの過程で重要な役

割を果たす。ミトコンドリアの電子伝達系とエネルギー
代謝メカニズムの損壊、活性酸素フリーラジカル(ROS)の
生成、アポトーシス促進蛋白シトクロムC、AIF等の放
出はすべて細胞をアポトーシスへと仕向けることができ
る。グランザイムBは細胞質中にある蛋白Bidを直接切断
し、発生したtBidはミトコンドリアの外膜にあるアポトー
シス促進蛋白のBax、Bak等と相互に作用して、ミトコン
ドリア膜の完全性を破壊する。それによってシトクロムC
を細胞質に放出させ、APAF-1とプロカスパーゼ9と結合
してアポトソームを形成する。さらにカスパーゼ9の活性
化を引き起こし、カスパーゼファミリーを連続的に活性
化する。このプロセスは、ミトコンドリア上の抗アポトー
シスファミリーの一員であるBcl-2により抑制される。

６．グランザイムM
グランザイムMは希少グランザイムであり、キモトリ

プシン様セリンプロテアーゼを備える。他のグランザイ
ムとのアミノ酸同族性は43%に満たず、独特の遺伝子定
位、酵素活性、特定の発現プロフィールをもつ。グラン
ザイムBとは異なり、グランザイムMは活性化したCD4+
又はCD8+Tリンパ細胞中には発現せず、パーフォリンと
同様に高い結合性でNK細胞に発現する。グランザイムM
の特異な酵素活性と特定の発現プロフィールは、それが
NK細胞の媒介する病原体排除において重要な役割を果た
すことを示している。
１）グランザイムM媒介によるカスパーゼ依存のターゲッ

ト細胞アポトーシス
私たちの実験室では純化したヒト化グランザイムMを

発現し、これを腫瘍細胞に導入してその殺傷作用を研究
するとともに、作用メカニズムを解明している。私たち
は、グランザイムMが引き起こす細胞殺傷はカスパーゼ
活性化に依存しており、グランザイムMはプロカスパー
ゼ3を直接切断し、カスパーゼ3を活性化することができ
ることを発見した。カスパーゼの広域スペクトラム阻害



203

免疫システムの究明およびワクチン開発

リプシンに似たキマーゼである。グランザイムHはNK細
胞中で結合性の高い発現を見せるが、活性化していない
CD4+とCD8+T細胞中での発現は低い。このことは、グ
ランザイムHがNK細胞の媒介による病原体排除において
重要な役割を果たすことを意味している。
Jenne実験室では、細菌パーフォリン蛋白とPFPを使用

して、遺伝子組み換えをした封入体再生のグランザイム
Hを腫瘍細胞に導入して、グランザイムHが腫瘍細胞にカ
スパーゼに依存しないアポトーシスを起こせることを発
見した。しかしこのアポトーシスの力学的速度はグラン
ザイムBより遅く、しかもICAD、Bid等のアポトーシス
促進蛋白の切断を引き起こさない。グランザイムHはター
ゲット細胞のクレマチン凝集と核崩壊を引き起こし、ミ
トコンドリア損傷と細胞内ROS上昇を起こした[19]。こう
した現象は私たちの実験結果と完全に同じではなく、私
たちはピチア酵母が発現するグランザイムHを使用して
ターゲット細胞に導入した後、ターゲット細胞にカスパー
ゼに依存する細胞アポトーシスが発生したことを発見し
た。グランザイムHは細胞内のカスパーゼを活性化し、そ
れが誘導したアポトーシスはカスパーゼ阻害剤ZVADに
より抑制された[20]。しかもグランザイムHはICADを直接
切断してDNAポリメラーゼCADを放出し、DNAの二本
鎖断裂を引き起こすことができる。グランザイムHはさら
にBidを切断してアポトーシス促進蛋白tBidを発生させ、
ミトコンドリアの膨張、経膜電位低下、シトクロムCの放
出を引き起こす。グランザイムHが細胞死を引き起こすメ
カニズムについては今後もさらに研究が必要である。

剤であるZVADは、グランザイムMが引き起こすターゲッ
ト細胞アポトーシスを遮断することができる[15]。私たち
はグランザイムM処理を行われた細胞のゲノムDNAにつ
いて分析し、グランザイムMがターゲット細胞のDNA二
本鎖断裂を引き起こしており、これがグランザイムBと
似ていることを発見した。ICADはグランザイムMの作用
基質であり、グランザイムMはICADを切断し、CADの
DNAポリメラーゼ活性を放出して、細胞核に入りクレマ
チンのDNAを切断した。そのほかに、グランザイムMは
また細胞のDNA修復にとって重要な蛋白質であるPARP
を破壊することができ、DNAの修復メカニズムを破壊し
た。
２）グランザイムMが引き起こすミトコンドリア損傷
私たちは、グランザイムMがミトコンドリアの膨張と

クレステ構造の喪失、ミトコンドリアの経膜電位低下、
細胞内ROS含有量の急激な上昇を引き起こすことができ
ることを発見した[16]。グランザイムMは、ターゲット細
胞に入った後にミトコンドリアに直接作用して、短時間
内にミトコンドリアの膨張、膜電位の下降を引き起こす
ことができ、これによって活性酸素(ROS)の発生とシトク
ロムCの放出を起こし、細胞のアポトーシスを加速する。
３）グランザイムMによる基質特異性構造基礎の識別
グランザイムにはいずれも基質特異性があり、それぞ

れの特異性を識別するための生理基質にはすべて構造基
礎がある。ヒトのグランザイム5種類のうちグランザイム
A、B、突然変異により不活性化したグランザイムK前駆
体の3種類についてはすでに構造解析がされており、これ
らの酵素が作用する構造基礎が明らかになっている[17]。
グランザイムMの機能と構造の関係を説明するため、私た
ちは高度な活性をもつグランザイムMを発現させ、グラン
ザイムMの結晶を得て、識別率が高いその結晶構造を解析
した。グランザイムMはそれ以外のセリンプロテアーゼと
構造が似ており、4個のαらせんと13個のβシートからな
る上下2個の樽状の構造領域をもち、中間のくびれ部分に
は酵素触媒3連体Asp86- His41-Ser182が含まれる[18]。これ
を基礎として、構造分析に基づきテトラペプチド阻害剤
(Ac-KVPL-CMK)を設計した。この阻害剤はグランザイム
Mの活性を特異的に阻害でき、それ以外のグランザイム
の活性に影響を与えない。構造に基づいて設計された有
効な阻害剤は、そのほかのグランザイム阻害剤の調製に
根拠を提供できる。阻害剤の獲得により、動物体内であ
る種のグランザイムの活性を特異的に阻害する機能の研
究に有効な手段が提供される。

７．グランザイムH
HaddadらがヒトグランザイムB遺伝子を分離した際

に、グランザイムB遺伝子の付近にそれと関連する遺伝子
座を発見した。発見されたのは新しい機能遺伝子であり、
グランザイムHと命名された。グランザイムHはキモト
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年計画」、「第11次五ヵ年計画」などのプロジェクトに参加し30編あまりの論文を発表。そのうち一部はサイエンスに関わる雑誌
に発表され、さらに一部は美国国立衛生研究所が権限を持つ雑誌INDEX MEDICUS、米国メッドラインデータベースと米国世界
情報ネットワークに収載。監修者として『腫瘍によくある症状―中西医結合医療』を編著、2009 年1月に人民衛生出版社から出
版。現在は国家薬典委員会委員、中国抗癌協会臨床腫瘍学協力専門委員会(CSCO)常務委員、北京市抗癌協会副理事長、世界中医
連合会腫瘍専門委員会副会長，中国抗癌協会腫瘍伝統医学委員会副主任委員、中国抗癌協会回復と姑専門委員会委員、ASCO美
国臨床腫瘍学会会員などに就任。本学科領域における効果的で高い学術レベルと学術地位を保持。

中医学は、中国数千年にわたる人々と病の闘いにおい
て積み重ねてきた実践と経験の結晶である。この伝統的
な治療方法は腫瘍を患う多くの患者から常に受け入れら
れてきた。腫瘍治療にもたらすその作用と效果は、古い
歴史を持つ中国医学に旺盛な生命力を与えるものとなっ
た。30年余りに渡る臨床治療の実践により、中医が腫瘍
治療にもたらす作用に対しわずかながら本質的な理解を
得ることができた。

中医の病気治療に対する考え方
二千年も前に書かれた中国初の医学書である『素問』

には「人以天地之気生、四時之法成（人は天地の気をもっ
て生じ、四季の法をもって成る）」とある。中国医学によ
ると人は自然界と統一体であり、宇宙万物の一部分であ
ると考えられている。巨視的な観点から見ると、それは
自然界の変化規律の観察により人体の病気の発生、変化
を説明することであり、中医理論にはそのような素朴な
哲学と弁証法的思想に満ちている。この思想は中医の弁
証、治療法則に十分反映されている。例えば「去邪不傷
正（邪気を取り除き、正気を傷つけず）」、「補陽不傷陰（陽
を補い、陰を傷つけず）」という言葉があるが、これは正
邪の関係、人体の陰陽二極の調整に注意するようにとい
うことである。また、「謹察陰陽所在而調之、以平為期（陰
陽の所在を詳しく調べ、平衡を保つ）」（『内経』）という
言葉があるが、これは病気治療の基本的思想を反映して
おり、臓器の陰陽のバランスを調整して病を除くことを
重視しているのである。その調整により患者の体は新し
いバランスに到達することができる。中医は治療も行う
が、患者の人体の状態や精神状態などをより重視してい
る。それでそのバランスを調節するという全体観は中医
理論の核心ということができる。
弁証論治は中医における病症診断の主な方法である。

弁証とは患者が訴える症状に基づき、望（見る）、聞（聞
く）、問（問う）、切（触る）の方法により病気の位置が

表裏か内臓か、また病気の性質の寒熱や虚実を分析する
ことである。「同病異治、異病同治（同じ病に異なる治療、
異なる病に同じ治療）」という言葉があるが、これは同じ
ような病気でも寒熱・虚実の違いにより異なる処方をし、
異なる病気でも寒証のような同じ症状には同じ治療を行
うことを指す。一人一人異なる状態に基づき行う弁証治
療は中医の真髄である。
「正気存内、邪不可干（正気が内にあれば、邪気は入

り込まない）」という言葉があるが、これは外的要因、邪
気が内的要因を通して与える作用を強調している。それ
で治療において正気を保護し、病気との闘いにおいて自
分の抵抗力がもたらす作用に注意しなければならないの
である。こうした認識は腫瘍の治療、回復などすべてに
おいて重要な基本的意義をもたらすものとなっている。

中医の腫瘍治療に与える作用
１．全体的観念と生活の質
中医は患者の生活の質を重視しており、それは患者へ

の治療方法に反映されている。患者の問診開始時から患
者の主観的な症状に注意しており、不快な症状の解決か
ら着手して治療效果の判断、症状改善から治療終了にい
たるまで、そのすべてにおいて患者の主観的な感覚を重
視するという内面が反映されている。弁証論治とは一人
一人に生じる症状の具体的な原因に基づき調節していく
ことである。
腫瘍の治療における中医の整体的観念には「扶正祛邪

（正気を扶助し、邪気を取り除く）」という基本的思想が
反映されており、治療を通して正気を回復し、病気に対
する人体の抵抗力を向上させて邪気に打ち勝つというも
のである。つまり腫瘍の進行を抑えて患者の苦痛をさら
に減らす、すなわち「治病留人（病を治して命を留める）」
ことである。中医の「急則治標（急なればその標を治す）」、
「緩則治本（緩なればその本を治す）」、「標本兼治（標と
本を兼ねて治す）」という思想は、抗がん治療と人体機能
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の保護の弁証関係を適切に処理し、患者が臨床治療から
益を受けるよう導くものである。
形神合一の理論は中医におけるもう一つの重要な全体

観を反映しており、「神附形而存（精神は形に付き存在す
る）」（『素問。上古天真論』）という言葉は、感情が人体
の臓器機能に与える影響を強調するものである。現代医
学では心理的活動が病気の発生に与える作用や、がんの
心理的変化と社会的影響は治療効果と一定の関連性があ
ると認識されている。ほとんどの腫瘍患者は同じような
感情的刺激を経験している。例えば自分ががんと診断さ
れた場合、異なる治療手段による副作用が自分に生理的
苦痛をもたらす場合、家族の感情的な配慮に満足できな
い場合などがある。中医では情緒変化が病気に与える影
響を重視しているゆえに、「恬淡虚無，真気从之（恬淡虚
無にて、真気これに従う）」を強調している。同時に薬で
情調と臓器機能を調節し、患者の回復を助けることも全
体調整の方法の一つといえる。
全体調整は中医理論と弁証法の核心であり、人間本位

という観念を反映している。患者が治療中に受ける益の
程度は、往々にして医師の治療に対する基本的思想と関
係している。この治療観念は腫瘍の治療に積極的な作用
をもたらすのとなっている。
２．漢方薬の補助的投与は化学療法に対する耐性を高

め、化学療法による副作用を軽減する
放射線化学療法の副作用を軽減することは、腫瘍治

療において漢方薬を最も広範囲に応用できるものの一
つである。西洋医学の薬ではすでにいくつかの方法があ
る。例えば白血球を増加させる顆粒球コロニー刺激因子
(G-CSF)、トランスアミナーゼを降下させる肝臓薬、化
学療法における嘔吐を軽減する制吐薬、化学療法のシス
プラチンによる腎毒性を予防する大量の水和物などがあ
る。ではなぜ多くの患者は漢方薬を服用するのであろう
か、漢方薬にはどんな作用があるのであろうか。
１．化学療法の耐性を高める。補助化学療法や姑息的

化学療法は通常4-6の周期で行われ、期間が長い。
多くの患者は漢方薬を服用すると服用していな
かったときより反応が軽くなり、血液像の維持も
良好で、体力状態と食欲がよいと感じている。化
学療法の耐性が高まることで化学療法を順調に終
了することができる。これは治療に有益である。

２．漢方薬は客観的指標を改善すると同時に、患者
の不快な症状を改善することができる。例えば、
顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)は白血球の指標
を正常にすることができるが一部の患者は疲労や
無力さを感じる。また、制吐薬を使えば嘔吐はな
くなるが依然として食欲不振となる。患者が中医
に助けを求めるのは苦痛を軽減するためなのであ
る。漢方薬は症状を改善し、患者自身の機能回復
を助けることができる。例えば、西洋医学の制吐

薬は嘔吐中枢に働き嘔吐を止める。中医では嘔吐
は脾臓・胃の昇降機能の異常により引き起こされ
るものであると見なしている。このため脾臓・胃
の機能調整の法則を採用して治療するのである。
嘔吐症状が改善されると同時に胃の機能も回復
し、同時に食欲改善の作用をもたらすことができ
る。

３．判定不可能な問題の治療。我々はかつてⅡ期の
腸がんを患い、術後に化学療法を必要とする患者
と出会った。化学療法を一回だけ行ったがその後
下痢がひどく1日に10回ほどトイレに行かなければ
ならない状態で、さまざまな西洋医学の下痢止め
薬を使ったがすべてに効果がなく、化学療法を一
時停止せざるをえなかった。ただし化学療法をあ
きらめると予後に影響を与えることになる。患者
は中医の治療を受け、保養により身体をより早く
回復させ、化学療法を続けることでその全過程を
完了させることができた。下痢が再び生じること
はなかった。これは臓器機能の保養が中医におけ
る治療の特徴であり、臨床における手に負えない
難題を解決できることを説明するものである。
もちろん骨髄抑制が深刻な場合など、ある状

況においてG-CSFは患者をすばやく回復させるこ
とができ、安全を保証することができる。いくつ
かの化学療法薬は深刻な消化器系の反応があるた
め、化学療法と同時に制吐薬を使って予防するこ
とも必要である。漢方薬はこういった場合に無力
である。中国医学と西洋医学はそれぞれにメリッ
トを持っており、代替できないものである。双方
のメリットを結合することでより良い治療効果を
得ることができ、患者は益を受けるのである。

３．中医薬と放射線、化学療法の組み合わせが腫瘍治療
に与える相乗作用

中国医学と西洋医学を結合する腫瘍治療作業が深まる
につれ、漢方薬と放射線、化学療法が組み合わされるよ
うになり、こうして副作用が軽減されると同時に治療效
果も向上することがわかってきた。それで西洋医学がさ
まざまな方法を用いて腫瘍治療をする際、臨床医も異な
る法則の漢方薬と組み合わせて臨床観察と前向き臨床試
験を行うことで優れた治療效果を得てきた。例えば漢方
薬と化学療法と組み合わせて末期の非小細胞肺がんを治
療する場合、生活の質と腫瘍の温存期間において共に良
い効果が得られた。
４．免疫増強作用
漢方薬の人体の免疫力向上、生存期間の延長作用は、

臨床的に一定の効果を得ただけでなく、実験室において
も一歩進んだ実証を得ることができた。常用する漢方薬
には人参（ニンジン）、党参（トウジン）、黄 （オウギ）、
女貞子（ジョテイシ）、当帰（トウキ）、地黄（ジオウ）
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り、中国医学と西洋医学の腫瘍専門家からも評価され提
唱されている。
よって中国医学と西洋医学が結合した腫瘍治療は中国

医療従事者の長期に渡る医療実践において探求を総括し
たものであり、成熟した独特の治療法である。同時に中
医腫瘍学の発展は現代医学の発展と切っても切れないも
のである。
中国医学と西洋医学は異なる医学体系でありそれぞれ

に特徴がある。しかし中国医学と西洋医学のメリットを
結合させることで臨床問題をより適切に解決できるので
ある。中国の一世代前の腫瘍専門家はこの点に注目し、
数十年にわたる努力の結果、中国医学と西洋医学が結合
した腫瘍治療のモデルを徐々に完成させてきた。また中
国医学と西洋医学の腫瘍専門家の共通認識もすでに得て
いる。ここ数年、西洋ではますます多くのがん患者が漢
方薬治療を採用しており、腫瘍治療における伝統的な中
医薬の効果も国外専門家に重視されている
腫瘍の治療、生活の質の重視、延命の向上が我々の最

終的目標である。人々の健康に対する考え方が変化し、
腫瘍患者の生活の質が向上するにつれ、生存期間の延長
はますます人々の注目を受けている。中医のメリットお
よび中国医学と西洋医学が結合した医療のメリットを一
歩進んで発揮させることにより、より多くの腫瘍患者が
中国医学と西洋医学を結合した治療から利益を受けるで
あろう。

などがある。これら「補気養血（気を補い血を養う」」の
代表的な薬は共に強い免疫増強作用、増血作用、肝臓・
腎機能保護および老化防止作用があり、さらに腫瘍細胞
を直接あるいは間接的に抑制する作用がある。これらの
薬を含む代表的な処方には「補中益気湯」、「四君子湯」、「八
珍湯」、「六味地黄丸」などがある。現在生産している売
薬には「貞 カプセル」、「人参養栄丸」、「参 片」など
がある。
５．末期の腫瘍患者に対する漢方薬の治療効果
手術、化学療法、放射線治療を受けることができな

い多くの末期がん患者は中医の漢方薬治療を選択してい
る。長年に渡る臨床結果は、中医と漢方薬が末期腫瘍の
治療においてその症状を改善し、進行を遅らせ、延命す
る効果をもたらすことをはっきり示している。特に末期
の腫瘍において姑息的医療を中心とする保養、抵抗力向
上はより重要なのである。ただし中医は異なる人体に対
し弁証法治療を行うことをその治療特徴とするが、臨床
は依然として経験を主としているため再現性に劣り、普
及しにくい。現在、国家が臨床用として許可している漢
方薬製剤の一部はすでに良い兆候が見られているが、大
量の臨床資料による一歩進んだ実証がまだ必要である。

中国医学と西洋医学の結合させて、さらに多くの患者
が益を受ける。
中国医学と西洋医学が結合した腫瘍治療は、一世代前

の中国医学と西洋医学の腫瘍専門家の努力のもと、すで
に半世紀近くも奮闘している。この半世紀の道程にはそ
の一世代前の努力と経験が記載されており、我々に思考
と啓発を残している。
50年代、中医による腫瘍治療は「個人の戦い」という

初期段階にあり、臨床とは民間療法の収集と観察を主に
行う個別案の総括であった。60、70年代より全国腫瘍予
防・治療研究弁公室の設立により、全国規模あるいは地
域規模の特別協力が組織され、異なる腫瘍に対して弁証
分型の体系的研究が行われ、中医弁証法治療の理論と方
法が中医腫瘍学において体系化、基準化された。80年代
に入ると前向き臨床試験が始まり、対応する実験研究が
行われるようになった。特に扶正培本法（抵抗力を強め、
生理機能の回復を促進する）の臨床と実験研究により代
表的な「貞 扶正カプセル」、「猪苓多糖」など免疫力を
高める漢方製剤が開発された。腫瘍の温存状態での延命、
人体免疫力の向上、放射線化学療法による副作用の軽減
など、免疫学方法は漢方薬の研究において発揮されてお
り、そのメカニズム研究においても新たなレベルに達し
ている。90年代後半になるとより進んだ抗がん漢方製剤
の研究開発と臨床治療効果の観察がさらに展開された。
漢方の新薬臨床基地の設立は新薬観察を標準化し、特に
化学療法と結び合わせた前向き対照研究は、中国医学と
西洋医学が結合した腫瘍治療を一種の治療法としてお
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馬　興銘　ma xing-ming　●蘭州大学基礎医学院教授
1969年05月生まれ。甘粛農業大学動物医学院において基礎獣医学の博士学位を取得。現在は主に感染や免疫、漢方生薬の抗腫
瘍作用や免疫活性メカニズムなどに関する研究に従事。

チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子の
抗腫瘍効果および免疫賦活活性に関する研究

ソフォラ・モールクロフティアナ(Sophora moorcroftiana、
中国語は「砂生槐」)は、チベット名で「薊瓦」と称し、
チベット産「狼牙刺(Sophora Viciifolia )」、「刺柴」、「金雀
花（ムレスズメ）」とも呼ばれる。マメ科エンジュ属の植
物であり、青海チベット高原に群生する。自然草地に自
生する貴重な植物であり、海抜2800～4400メートルに位
置する氾濫平野の砂地や風積砂丘に自生する。潜在的な
利用価値の高い植物資源であることから「チベット高原
の金」として注目されている。多くの学者がソフォラ・モー
ルクロフティアナ種子の抗腫瘍効果や免疫賦活活性につ
いて高度な研究を行っている。

１．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナの植物
学的特徴

ソフォラ・モールクロフティアナはマメ科エンジュ属
に属する落葉低木であり、枝が多く、小枝には柔らかで
灰色の短葉毛が密集しており、先端は針状になっている。
托葉は針状で硬く、葉の長さは3-5cmである。葉柄や葉軸
は長くて柔らかな毛で密に覆われている。葉の形状は細
長い円形、たまご型、逆たまご型などで、長さ4-10mm、
幅2-4mmである。葉の両面は白や薄い黄褐色の長くて柔
らかな毛で密に覆われており、先端部には刺状の芒があ
る。頂生の総状花序で多くの花をつける。萼(種)の先端は
くぼんでいる。翼弁は旗弁より短く、子房は白く柔らか
な長毛で密に覆われている。青海チベット高原の波密、
ニンティ（林芝）、ミリン（米林）、札囊、ラサ(拉薩）、リ
ンプン（仁布）、シガツェ（日喀則）、ラツェ（拉孜）な
どに群生する。海抜2800～4400mの山林に自生し、ヤロ
ザンブ川の谷合において広域な分布が確認されている。
木の高さは環境によって30～100cmとさまざまである。
毎年4月中旬に新しい葉を付け、5～6月に青紫色の花を咲
かせる。7月に付けた莢は、8月になると種子が熟し数珠
状になる。莢ごとの種子の数は1～7個である。種子は短
軸3～4mm、長軸4～5mmの楕円形である。趙文智らの研
究によると、ソフォラ・モールクロフティアナは典型的

な深根性樹木である。散布された種子が砂地に定着後、
根を通して繁殖する。主根の貫通力は強く、平均して地
下3mにまで達する。側根は地表0.7～1.5mの範囲に横走
する。種間競争による退化により、適度に砂に埋もれた
環境がソフォラ・モールクロフティアナにおける若枝の
生長を促進する。同地区における最適な群生環境は、砂
嵐の影響を受けやすい砂段丘、半固定砂丘、初期固定砂
丘などであり、向かい風面下部の砂埋没が最も激しい部
分において（毎年30cm以上）1～2年間耐えることができ
る。高原渓谷の海抜が上がるに伴い、降水量は600mmか
ら400mmにまで減少し、年平均気温は8.2℃から5.8℃に低
下する。またソフォラ・モールクロフティアナの群生密
度は増加していくが基茎部は減少していく。樹木の高さ
や若枝の長さは海抜上昇の影響をあまり受けない。砂に
埋没していない場合は種子による繁殖が中心だが、砂に
埋没している場合は栄養繁殖が中心となる。砂嵐による
影響に適応するため繁殖方法を調整することができるの
で、砂漠の緑化に応用できる。以上のことからソフォラ・
モールクロフティアナは、乾燥・温暖な気候を好み、旱
魃や砂地に強いことがわかる。砂嵐にも負けない頑強な
適応力を有しており、防風、飛砂固定、水や土壌の保持
といった生態学的機能を持つ。

２．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子に
含まれる蛋白質の分析

李玉祥および許毓英の実施したソフォラ・モールクロ
フティアナ種子に含まれる蛋白質などの栄養成分の分析
によると、粗繊維の含有量は2.71～13.63%、脂肪の含有
量は8.90～9.39%、蛋白質の含有量は29.42～30.60%であっ
た。これは大豆に次いで高い栄養価であり、チベット産
ハダカムギや小麦の3倍近く、イネ科植物の種子の23倍も
高い。アミノ酸17種の含有量は23.22～24.53%であり、詳
細は次の通りである。アスパラギン酸(2.19～2.11%)、トレ
オニン(0.86～0.84%)、セリン(1.19%)、グルタミン酸(5.37%)、
グリシン(1.26～1.25%)、アラニン(0.96%)、シスチン(0.29～
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0.30%)、バリン(1.07～1.21%)、メチオニン(0.35～0.31%)、
イソロイシン(0.96～0.86%)、ロイシン(1.77～1.66%)、チロ
シン(0.86～0.96%)、フェニルアラニン(0.98～1.06%)、リシ
ン(1.41～1.39%)、ヒスチジン(0.81～0.61%)、アルギニン(2.94
～2.20%)、プロリン(1.26～0.94%)。トリプトファンを除い
た必須アミノ酸7種の含有量は、いずれもエンドウ、チベッ
ト産ハダカムギ、小麦、マメ科牧草のアルファルファよ
り高い。熱量は13461～21029kJ/kgであり、典型的な高蛋
白植物資源と言うことができる。この点は植物蛋白資源
が著しく不足しているチベット地区にとって非常に意義
深い。

３．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子に
おける化学成分の分析

張勝らの発表によると、ソフォラ・モールクロフティ
アナには漢方生薬として利用できる化学成分が数多く含
まれている。種子にはオキシマトリン1.64%、オキシソホ
カルピン0.5%、マトリン0.172%、ソホカルピン0.005%が
含まれる。地上部分にはα-マトリン、オキシマトリン、
ソホカルピンが含まれている。根にはソフォラ・モール
クロフティアナ・フラバノンH、I、J、甘草イソフラボン
A、山豆根フラバノンA、ファセオリンが含まれる。また
ソフォラ・モールクロフティアナ・フラバノンG、ソフォ
ラ・モールクロフティアナ・イソフラボンA、ソフォラ・
モールクロフティアナ・フラバノンB、甘草イソフラボン
B、クロタキカズラ・イソフラボン、L -マアキアイン、サティ
ボルなども含まれている。

４．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子の
伝統的な薬効

「中華人民共和国薬典」や「全国中草薬匯編」の記述
によると、ソフォラ・モールクロフティアナには清熱（熱
証の解除）、利湿（利尿作用）、駆風（胃腸内にたまった
ガスを排出する作用）、殺虫（有害な昆虫を殺す作用）と
いった効能があり、腸炎、赤痢、湿熱黄疸（黄疸症状の
うち熱が湿より重いもの）、癰腫（局部の化膿性疾患）、
瘡毒（瘡瘍などの毒）、疥癬などの治療に用いることがで
きる。「中華薬海」や「中国医学百科事典―チベット医
学」の記述によると、主にチベット産ソフォラ・モール
クロフティアナの種子を薬として用いる。チベット薬学
名は「覚偉哲吾」と称する。8～10月に熟した果実を採取
し、日に当てて乾燥させてから種子を扱く。不純物を取
り除けば薬として用いることができる。涼性（体を冷や
す）で苦味があり、消炎、解毒、嘔吐誘導の効能がある。
3～9グラムを煎じて飲むことにより、湿熱黄疸、ジフテ
リア、寄生虫感染症、チベット医学における赤巴病、中
毒症、消化不良などを治療することができる。ヘチマの
種、リグラリア・ヴィルガウレア、唐古特烏頭(Aconitum 
tanguticum (Maxim.) Stapf)などのチベット生薬と共に用

いることによって、疫病による胸痛を抑えることができ
る。中国衛生部が1995年に公布した「中華人民共和国衛
生部薬品標準」のチベット生薬（第一巻）に記された標
準薬品名は、ソフォラ・モールクロフティアナ種子である。

５．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子の
抗腫瘍効果および免疫賦活活性

昨今の研究によると、漢方薬やその有効成分を多標的、
多手法、多方面に応用することによって、腫瘍の予防や
治療を実現することができる。抗腫瘍効果の主なメカニ
ズムには、腫瘍細胞の生長や細胞毒性効果の抑制、腫瘍
細胞のアポトーシスを誘導する作用、免疫機能の調節、
腫瘍の血管新生の阻害、腫瘍細胞の多剤耐性の逆転、テ
ロメラーゼ活性の抑制、腫瘍細胞のシグナル伝達因子の
抑制などが含まれる。研究によってソフォラ・モールク
ロフティアナ種子アルカロイドおよびアルコールや水に
よる抽出物に腫瘍細胞の生長抑制、腫瘍細胞のアポトー
シスを誘導する作用、免疫機能の調節といった効果があ
ることが証明されている。以上のことからソフォラ・モー
ルクロフティアナ種子に潜在的な抗腫瘍成分や免疫調節
成分が含まれていることは明らかである。
アルカロイドによる抗腫瘍活性：馬興銘らはソフォラ・

モールクロフティアナ種子からアルカロイドを抽出し、
抗腫瘍活性に関する研究を行った。同研究によると、ソ
フォラ・モールクロフティアナ種子のアルカロイド0.6～
4.8mg/mlによって、肺腺癌細胞SPC-A-1やGLC-82およ
び胃癌細胞SGC-7901の増殖を著しく抑制することができ
る。腫瘍細胞増殖抑制に関するIC50は2.1～9.8mg/mlであ
り、抑制効果は薬物濃度や作用時間の増加に伴い強まる。
0.8～3.2mg/mlのアルカロイドは、腫瘍細胞のアポトーシ
スを誘導する。蛍光顕微鏡によって癌細胞の収縮、細胞
膜の出芽(blebbing)、核崩壊、アポトーシス小体の形成を
確認することができる。アガロースゲル電気泳動による
と、DNAの階段状断片化が明らかであり、180～200bp
の整数倍のラダーとして検出される。これらはDNAが核
小体のリンカー部分で断裂し、アポトーシスに至ってい
ることを証明している。フローサイトメトリーを用いて
24hにおける腫瘍細胞のアポトーシスを誘導するパーセン
テージを測定したところ、12.9～14.2%であった。癌細胞
がS期に進むことを抑制し、G1期に留めた上でアポトーシ
スを誘導する。以上のことからソフォラ・モールクロフ
ティアナ種子から抽出したアルカロイドが、腫瘍細胞の
生長を抑制し、腫瘍細胞のアポトーシスを誘導すること
によって抗腫瘍効果を発揮することが明らかである。
アルコール抽出物の抗腫瘍効果および免疫賦活活性：

馬興銘らはクロロホルム、アルコール、水などの溶剤を
用いてソフォラ・モールクロフティアナ種子の抽出物を
取得し、抗腫瘍研究を実施した。同研究によると、0.31
～5.00mg/mlの各種抽出物は、人胃癌細胞SGC-7901に対
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して増殖や細胞毒性抑制効果があることを示した。ソ
フォラ・モールクロフティアナ種子の各抽出物の胃癌細
胞SGC-7901系に対するLC50は1.4～41.7mg/mlであった。
95%アルコール抽出物による腫瘍細胞の増殖抑制や細胞
毒性効果が最も強く(LC50=1.4mg/ml)、胃癌細胞SGC-7901
に対する抑制率は87～93%であった。水による抽出物に
よる腫瘍細胞の増殖や細胞毒性抑制効果は最も弱かった
(LC50=41.7mg/ml)。以上のことからソフォラ・モールクロ
フティアナ種子の95%アルコール抽出物が、抗腫瘍活性の
面で有効であることが分かる。さらなる研究において95%
アルコール抽出物(1.25～5.0mg/ml)と胃癌細胞SGC-7901を
48h共に培養したところ、蛍光顕微鏡によって細胞のアポ
トーシスを特徴づける形態学的変化を確認することがで
きた。胃癌細胞SGC-7901のアポトーシス誘導率は39%に
達する。電子顕微鏡を通して薬物誘導により癌細胞の超
微細構造に変化が生じていることを確認できる。核小体
のアポトーシスが発生し、細胞のアポトーシスを特徴づ
ける超微細構造の変化が見られる。アガロースゲル電気
泳動による分析を見ると、95%アルコール抽出物によって
胃癌細胞SCG-7901を48h誘導した後に、DNAの階段状断
片化が明らかとなる。これはDNAが核小体のリンカー部
分で断裂し、アポトーシスに至っていることを証明して
いる。フローサイトメトリーを用いて48hに亘る腫瘍細胞
誘導によるアポトーシスの発生パーセンテージを測定し
たところ、4.5%～31.1%であった。G1期の細胞数が増加し
ているのに対し、G2期やM期の細胞数は減少しており、
G0/G1期の阻害現象が生じている。G1期の腫瘍細胞がS期
に進むことを阻害することによって、S期の細胞がG2期や
M期に進むことも阻害でき、結果として細胞のアポトー
シスが誘導される。馬興銘らは肉腫細胞S180移植マウスモ
デルを研究対象として、体内における抗腫瘍効果や免疫
調節効果を観察したところ、ソフォラ・モールクロフティ
アナ種子の95%アルコール抽出物(200～800mg/Kg/d)によ
る10日間の治療後、肉腫細胞S180移植マウスにおける腫瘍
の生長が明らかに抑制された。高用量群(800mg/kg/d)に
おける腫瘍抑制率は28.1%であった。また治療後における
腫瘍組織に著しい病理学的変化が確認された。腫瘍組織
の周囲組織に対する浸潤や腫瘍細胞の核分裂像数は減少
し、リンパ球浸潤が認められる。また広範囲にわたる断
片上の腫瘍組織壊死が複数個所で確認されており、直接
的な抗腫瘍効果が裏付けられた。正常群との比較による
と、各治療群におけるIL-2やTNF-αの細胞因子レベルは
明らかに高かった。特に高用量群の血清におけるIL-2や
TNF-αの含有量が最も高かった。このことからソフォラ・
モールクロフティアナ種子の95%アルコール抽出物が、腫
瘍移植マウスの免疫系に一定の改善効果を及ぼしたこと
が分かる。抽出物が腫瘍組織に対して生長抑制や破壊と
いった作用を及ぼしたため、腫瘍の免疫系に対する抑制
力が低下する。このため腫瘍抗原が免疫系を刺激する力

が強化され、T細胞の増殖反応が増強し、IL-2やTNF-α
の産生分泌が促進され、T細胞の機能も向上する。以上の
ことからソフォラ・モールクロフティアナ種子の95%アル
コール抽出物が、腫瘍細胞の生長抑制や細胞毒作用、腫
瘍細胞のアポトーシスや壊死の誘導、自身の抗腫瘍免疫
力の強化メカニズムなどによって抗腫瘍効果を発揮する
ことが明らかである。
水抽出物の抗腫瘍効果および免疫賦活活性：郭君らは

肉腫細胞S180移植マウスモデルを用いたソフォラ・モール
クロフティアナ種子の水抽出物0.6～2.4g/kgを連続して10
日間胃に投与する実験を確立した。この抗腫瘍活性研究
によると、水抽出物2.4g/kg用量群において肉腫S180の生
長が明らかに抑制された。腫瘍抑制率は41.4%であった。
水抽出物も同様に肉腫移植マウスにおける免疫バランス
の不均衡を改善し、身体の抗腫瘍力を高めることができ
る。水抽出物2.4g/kg用量群におけるNK細胞の殺傷活性
(28.76%)および血清可溶性IL-2の含有量は、いずれもコン
トロール群を大きく上回った。水抽出物はNK細胞の増強
や免疫細胞による細胞因子の分泌を活性化させることに
よって抗腫瘍効果を発揮する。安方玉や田衛花らは免疫
抑制マウスモデルを確立し、ソフォラ・モールクロフティ
アナ水抽出物の免疫調節活性に関する高度な研究を実施
した。研究結果は、ソフォラ・モールクロフティアナ水
抽出物が、免疫抑制マウスにおけるマクロファージの貪
食能を増強し、腹腔マクロファージの活性を著しく高め
ることを示している。0.6～2.4g/kgのすべてにおいて免疫
抑制マウスのスプリーンインデックスが向上し、脾臓重
量も増加した。LPSを併用し免疫抑制マウスにおけるBリ
ンパ球の増殖を促進すると、中・高用量群において免疫
抑制型マウスにおける抗SRBC抗体の生成が著しく促進さ
れる。特に高用量群におけるB細胞の抗体産生能力や増殖
能力は、正常群と大差なかった。このことから高用量水
抽出物が、免疫抑制マウスにおける体液の免疫機能を正
常レベル近くにまで向上させ、Bリンパ球による特異抗
体の産生を促進することが分かる。またソフォラ・モー
ルクロフティアナ水抽出物をConAと併用することによっ
て、免疫抑制マウスにおけるT細胞の増殖を促進し、免疫
細胞がIL-2やTNF-αといった細胞因子を産生するよう促
すこともできる。特に2.4g/kg用量のソフォラ・モールク
ロフティアナ水抽出物は、シクロホスファミドのT細胞に
対する免疫機能抑制作用を著しく弱め、IL-2やTNF-αと
いった細胞因子の産生を促進することによって、細胞の
免疫機能を向上させる。以上のことからソフォラ・モー
ルクロフティアナ種子の水抽出物は、腫瘍細胞の生長を
抑制する面で抗腫瘍効果を示すほか、NK細胞やマクロ
ファージの非特異性免疫機能およびT細胞やB細胞の仲介
する特異性免疫機能を活性化させることによっても抗腫
瘍効果をもたらす。
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６．チベット産ソフォラ・モールクロフティアナ種子の
静菌および殺虫活性

馬興銘らはソフォラ・モールクロフティアナ種子から
総アルカロイドを抽出し、体外静菌活性に関する研究を
行った。同研究によると、ソフォラ・モールクロフティ
アナ種子アルカロイドには、黄色ブドウ球菌、大腸菌、
緑膿菌の生長や繁殖を抑制する作用があることが明らか
となった。特に黄色ブドウ球菌に対する抑制作用が顕著
であり、MICは9.47～28.41mg/mlである。またソフォラ・
モールクロフティアナ種子アルカロイドには、植物病原
菌であるイネ白葉枯病菌、イネ条斑細菌病菌、シリンゲ
菌、ジャガイモ軟腐病菌の生長や繁殖を抑制する効果
もある。最小発育阻止濃度MICは5.30～40.57mg/mlであ
る。シリンゲ菌に対する生長抑制効果が最も強く(5.3mg/
ml)、ジャガイモ軟腐病菌に対する生長抑制効果が最も弱
い(40.57mg/ml)。さらに核果類の斑点症（シュードサーコ
スポラ菌）、トマトやブドウの斑点病、トマト葉かび病菌
といった病原性真菌の生長を抑制することもできる。真
菌の生長や繁殖を阻害するEC50は12.55～15.79mg/mlであ
り、薬物濃度が増すほど静菌作用も強くなる。ソフォラ・
モールクロフティアナ種子のクロロホルム、アルコール、
水による抽出物に関し静菌活性を測定したところ、クロ
ロホルム抽出物や95%アルコール抽出物に広範な静菌活
性が認められた。特にクロロホルム抽出物の静菌活性が
顕著である。以上のことからチベット産ソフォラ・モー
ルクロフティアナ種子には、静菌成分が含まれており、
各抽出物に相応の静菌作用があることは明らかである。
馬興銘らの研究によると、ソフォラ・モールクロフティ
アナ種子アルカロイドをマウスに与えた場合における半
数致死量は207.81±20.82mg/kgであり、マウスに対して
中レベルの毒性を有していると言える。モンシロチョウ
の幼虫に対して極めて強い摂食阻害作用や殺虫作用があ
り、中央摂食阻害濃度LD50は481.39mg/Lである。摂食阻
害率と死亡率に大差はない。このことからソフォラ・モー
ルクロフティアナ種子アルカロイドは、消化中毒作用を
主な殺虫活性手段の一つとしていると思われる。また濃
度が0.75～6.0mg/mlのソフォラ・モールクロフティアナ
種子アルカロイドには、体外において原頭節を死滅させ
る強力な作用がある。1.5mg/ml以上のアルカロイドの原
頭節に対する死滅作用は、アルベンダゾールよりもはる
かに強い。ソフォラ・モールクロフティアナ種子アルカ
ロイドとアルベンダゾールを併用した単包条虫の原頭節
による単包性エキノコックス症の治療に関する動物実験
研究によると、ソフォラ・モールクロフティアナ種子ア
ルカロイド(50mg/Kg/d)には、マウスにおける二次的なエ
キノコックスの生長を抑制する作用が認められた（発育
抑制率は37%）。アルベンダゾール併用群では、発育抑制
率が76%に達した。3ヶ月の治療後に光学顕微鏡で各治療
群におけるエキノコックスの嚢胞壁組織を観察したとこ

ろ、いずれの場合も破壊が確認された。特に併用治療群
において顕著な壊死性変化が認められた。電子顕微鏡に
よって併用治療群におけるエキノコックスの嚢胞組織を
観察したところ、胚芽層における皮質の微絨毛が減少し
ていた。また脂質滴の増加、グリコーゲンやリソソーム
の堆積、細胞質の減少、細胞核の濃縮、核間隔の拡大と
いった細胞の超微細構造に関する異常な変化が認められ
た。治療後のマウスから得た血清におけるIL-4やIgEのレ
ベルは、明らかにコントロール群を下回っていた。治療
によって包虫嚢胞の増加が抑制されたほか、構造破壊が
発生したため、嚢胞の免疫細胞に対する刺激が軽減し、
IL-4やIgEの産生が減少したことが分かる。以上のことか
らソフォラ・モールクロフティアナ種子アルカロイドな
どの抽出物には、潜在的な殺虫活性成分が含まれている
ことは明らかである。近代医学の観点から、伝統的なチ
ベット民間医療によるジフテリアや寄生虫感染症の治療
に対して、実験に基づく根拠を提供した。
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FOXP3+調節性T細胞及び疾患予防治療の
分子機序に関する研究の進展

李　斌　Li Bin　●中国科学院上海パスツール研究所研究員、分子免疫学テーマグループリーダー、科学研究合作処処長
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2009年、上海パスツール研究所研究員、2010年、中国科学院国外傑出人材招致プロジェクト「100人計画」優秀者選抜、上海
市「青年科学技術明けの明星計画（A類）」の資金援助を獲得。

研究業績：FOXP3+調節性T細胞の分子免疫メカニズム研究。FOXP3+タンパク質の翻訳後修飾及びその転写複合体の組立が調節
性T細胞の生理機能にとって極めて重要であることを初めて発見し、国際メディアにより、自己免疫疾患を治療する分子の新た
なルートの発見として広く報道された。現段階において、エイズ、B型・C型肝炎を含む人類の深刻なウイルス性伝染病における
FOXP3+調節性T細胞の生理機能、調節機序及びその臨床応用について集中的に研究中。

慢性炎症を制限し、リンパ球増殖の恒常的バランスを調
節する上で非常に重要である。調節性T細胞は自己反応性
T細胞を抑制し、自己免疫疾患の発生を防ぐことができる
だけでなく、抗原提示細胞及びエフェクターT細胞を含
むその他のさまざまな免疫細胞の機能を抑制することが
できる（5）。体外細胞増殖パターン及び調節性T細胞特異的
遺伝子のノックアウトは、FOXP3+Tregの体外及び体内
免疫抑制メカニズムを研究するのに、それぞれよく用い
られる。FOXP3+Tregがその他の免疫細胞の媒介する免
疫反応を抑制するメカニズムはさまざまであり、細胞表
面レセプターの媒介する細胞と細胞同士の接触の抑制、
抑制性細胞因子といった可溶性分子の分泌、エフェクター
細胞とのIL－2の奪い合い等がある。
2.2　FOXP3タンパク複合体による転写調節の分子メカ

ニズム
FOXP3はTreg細胞特異的転写因子であり、Tregの発育

と機能に対して重要な調節作用を果たしている、FOXP3
が媒介するTregの免疫調節機能は、FOXP3といくつかの
転写共調節タンパク質（転写因子、共抑制因子、共活性
化因子、ヒストン、染色質リモデリング因子等を含む）
と蛋白複合体を形成することによって、遺伝子特異的転
写を動的にコントロールすることである（4）。例えば、
FOXP3はエクソン2コーディング領域を通じてRORγtと
直接作用し合い、RORγtのIL－17Aプロモーターに対す
る賦活作用を抑制し、まだ活性化していないT細胞のTreg
細胞への発育を促す（6）。そのほか、FOXP3は胸腺T細胞
の発育にとって非常に重要な転写因子ファミリーAML 1
（acute myeloid leukaemia 1）/Runx1（Runt－related 
transcription factor 1）、AML 2（Runx 3）、AML 3（Runx 
2）との相互作用を通じて、AML 1の誘導するIL－2の発
現を抑制することができる。AML 1は相応のプロモーター
と結合することによってCD4+T細胞中のIL－2及びINF
－γの発現を活性化することができるが、ただし、Treg
表面分子マーカー、例えばCD25、CTLA－4及びGITRの

要旨
CD4+CD25+FOXP3+調節性T細胞は免疫調節機能を有

する一種のT細胞亜群である。Forkhead転写因子ファ
ミリーメンバー FOXP3の発現レベル、状態及びその活
性は、調節性T細胞の免疫調節機能を決定づけている。
FOXP3の生化学活性、生理機能及びそれがコントロール
する細胞の分子機序を深く掘り下げて理解することは、
人体内の調節性T細胞の免疫機能を治療的に制御するため
の新たな戦略と新たな手段を提供するであろう。

１．概要
調節性T細胞の発育及び機能の不全は、さまざまの重

大な免疫関連疾患――自己免疫疾患、炎症反応、急性・
慢性伝染性疾患、腫瘍免疫耐性、移植拒絶反応、アナ
フィラキシー性疾患の生理的病変過程と関係がある（1-2）。
FOXP3遺伝子の発現するレベル及び持続状態は、天然
の調節性T細胞の発育成熟と機能を決定づけている。
FOXP3は細胞核中において、多くの転写因子ならびに酵
素活性を具えたヒストンアセチル化酵素/脱アセチル化酵
素複合体と結合し、転写調節複合体を形成するが、これ
は自身がT細胞中の細胞因子の転写活性化を抑制する上
で、必須のものである。同時に、FOXP3タンパク質の翻
訳後修飾、転写複合体の組立とその修飾酵素類の活性は、
T細胞表面レセプター及び細胞因子レセプターシグナルの
動的調節を受ける（3－4）。本論文は、FOXP3+調節性T細
胞の生理機能と作用メカニズム、ならびに重大疾患の予
防治療と関連のある最新の研究の進展について、要点を
簡単に検討するものである。

２．FOXP3+調節性T細胞の生理機能及び作用メカニ
ズム

2.1　FOXP3+Tregの生理機能
調節性T細胞はCD4+Tの一種の重要な亜群であり、自

己抗原に対する寛容を維持し、自己免疫疾患を防止し、
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発現を抑制する（7）。AML/Runxファミリー転写因子の活
性は自己免疫疾患の発生と関わっている可能性があるた
め、FOXP3のAML 1に対する抑制作用はTregの媒介する
免疫抑制作用にとって有利である可能性がある。
転写因子NFATとAP－1（Fos－Jun） が 形 成する

NFAT/AP－1/DNA複合体は、T細胞活性化関連遺伝子
の発現をコントロールする。NFATとAP－1はIL－2プロ
モーターと結合し、IL－2の発現を促すことができる。
NFATはFxop3とも互いに作用し合う。Fxop3とAP－1
はどちらもIL－2プロモーターのARRE2部位に結合する
ことができ、しかもそれらの結合は互いに排斥し合う。
Fxop3とAP－1はNFAT及びDNAとの結合を競う。だが、
Nターミナルの欠失したFOXP3、すなわちZinc Finger、
Leucine－Zipper、Forhead domainしかない欠失変異体
は、IL－2を抑制し、TLA－4及びCD25をアップレギュレー
トする能力を喪失している。FOXP3のNターミナルは一
部の共活性化因子と共抑制因子をI12及びCtla‐4遺伝子
のプロモーター上へと招き寄せ、両者の転写発現を調節
しているのではないかと推測される。NFATはTreg及び
Teff細胞中においてそれぞれ、異なる転写因子FOXP3ま
たはAP－1を特異的に招き寄せることにより、2種類の全
く異なる生理機能、すなわちT細胞耐性とT細胞活性化を
コントロールしている可能性がある（8）。
Eosはジンクフィンガー構造を含有する転写因子で、

Ikarosファミリーの一つのメンバーに属している。Panら
は、転写共抑制タンパク質CtBP1（C‐terminal binding 
protein－1）はEosと直接結合できるが、FOXP3とは直
接結合することができないということを発見した。Eosは
CtBP1を招き寄せてFOXP3複合体へと結合させ、それに
よりFOXP3複合体に転写抑制活性を獲得させる（9）。Eos
とCtBP1はTreg細胞中においてIL－2プロモーターのメチ
ル化修飾をコントロールすることにより、IL－2の発現を
抑制することができる。EosをノックアウトしたTreg細胞
は免疫制御機能を喪失している。EosはTreg細胞内での
FOXP3の抑制作用に必須のものと推測される。
興味深いのは、近年、補助的T細胞亜型の分化にとっ

て極めて重要な多くの転写因子も、FOXP3+Treg細胞中
において発現し、しかもこれら転写因子の調節性T細胞内
における発現が、調節性T細胞がこれらの転写因子につい
て決定した補助的T細胞（T helper、Th）の亜綱の免疫
抑制を特異的に決定付けている、ということが発見され
たことである。例えば、Th1細胞亜型決定性転写因子T－
betの調節性T細胞内における失活によって、TregはTh1
に対する免疫抑制を失うことがあるが、ただし、他の免
疫補助細胞に対するその免疫調節に影響を及ぼすことは
ない。同じように、TRF4不全型TregはTh2の機能を抑制
することができず、STAT3不全型TregはTh7の機能を抑
制することができない（10）。
FOXP3はその他の転写因子と相互に作用し合うこと

ができるだけでなく、さらにロイシンジッパー構造領域
を通じてホモポリマーを形成し、またはFOXP1といった
FOXPサブファミリーのその他のメンバーとヘテロポリ
マーを形成することができる。FOXP3ポリマーの状態を
維持することは、それがDNAと結合し、さらに転写抑制
機能を行使することと関係がある（11）。
FOXP3タンパク質の翻訳後修飾はFOXP3の生理機能

にも影響を与える。我々は以前の研究により、ヒト由来
Treg細胞中のFOXP3は一つのリジンアセチル化タンパ
ク質であり、しかもFOXP3のプロリン豊富なNターミ
ナルはヒストンアセチル化酵素TIP60（Tat interaction 
protein、60kDa）を直接招き寄せ、それによりFOXP3の
転写抑制活性を媒介することができること、shRNAを用
いて内在性TIP60の発現をダウンレギュレートすること
は、FOXP3の媒介する転写抑制を弱める可能性があるこ
とを発見した。同時に我々はさらに、FOXP3はⅡ型ヒス
トン脱アセチル化酵素HDAC7及びHDAC9と作用し合っ
て、FOXP3－TIP60－HDAC転写複合物を形成し、翻訳
後修飾によりFOXP3の機能を動的にコントロールするこ
とができるということを発見した（12）。Van Loosdregtら
は、FOXP3のアセチル化はさらにもう一つのヒストンア
セチル化酵素p300及びヒストン脱アセチル化酵素SIRT1
のコントロールを受けていることを発見した。P300は
FOXP3と互いに作用し合い、しかもFOXP3をアセチル
化させることができる。アセチル化はFOXP3をより安
定させ、分解されにくくすることができ、それによって
FOXP3タンパク質のレベルが増加することで、Treg細胞
の正常な機能が増強される（13）。

３．FOXP3+調節性T細胞と重大疾患の予防治療
前世紀70年代にGershonらが調節性T細胞の概念を初め

て明らかにして以後、人々はT細胞が生体の外在性抗原に
対する免疫反応を増強できるだけでなく、生体の免疫反
応の強度も調節できるということを認識した（14）。その後、
このような生体の免疫強度を調節することのできるT細胞
こそは、転写因子FOXP3を特異的に発現することができ
るT細胞亜群（FOXP3+Treg）であるということがわかっ
た（15－17）。FOXP3+Tregはまず、それ自体が自己反応性T
細胞の活性を抑制する機能を具えていることによって発
見されたのであるが（18）、その後の研究が深まるにつれて、
我々は徐々にFOXP3+Tregは自己反応性T細胞の活性を抑
制できるだけでなく、生体の外在性抗原に対する免疫反
応強度（19）、腫瘍の免疫エスケープ（20）、ワクチン効率（21）

等を調節する面でも重要な役割を果たしているというこ
とを認識するようになった。
3.1　FOXP3+Tregと自己免疫疾患
調節性T細胞FOXP3+Tregは、末梢において自己反応

性T細胞の活性を抑制することによって自己免疫耐性を
維持する。調節性T細胞と自己反応性T細胞のバランス
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細胞は一方では過度な免疫反応がもたらす組織損傷を抑
制することができ、これは多数の慢性感染においては宿
主にとって有利であるが、他方で、FOXP3+Treg細胞は
また宿主が病原体感染に対して発揮する有効な防御免疫
反応を抑制することもあり、宿主が病原体を速やかに除
去するのには不利である。生体の抗感染症免疫における
FOXP3+Treg細胞のコントロールの詳細についての研究
は一つの大きなチャレンジだが、しかしそれはさまざま
な急性・慢性感染性疾患に対する我々の治療に役立つも
のであり、それゆえ非常に重要な意義を有している。
3.3　FOXP3+Tregと癌免疫治療
近年の研究が実証しているように、Treg細胞が媒介す

る免疫抑制は腫瘍免疫エスケープの一つの鍵となるメカ
ニズムであり、腫瘍免疫治療の主な障害でもある（23－24）。
腫瘍細胞はTreg細胞の遊走、分化、増幅を自発的に誘導
し、それにより腫瘍関連抗原（TAA）特異的免疫反応を
抑制することができる（20）。
免疫エフェクター細胞、特にIFN－γを分泌できる

CD4+Th1細胞、CD8+細胞傷害性T細胞（CTL）とNK
細胞は、腫瘍に対する免疫監視作用を果たすことができ
る。研究から明らかなように、IL－12の誘導するCD4+T
細胞とCD8+T細胞が分泌するIFN－γは、発癌物質の発
癌性を抑制する上で非常に重要である（25）。腫瘍細胞は
TGFβ、IL10、インドールアミン2,3、ジオキシゲナーゼ
（IDO）、シクロオキシゲナーゼ2（COX2）を含む大量の
免疫抑制分子、ならびにiTreg細胞の分化を誘導すること
ができるプロスタグランジンPGE－2を分泌することがで
きる（26）。さまざまな腫瘍患者の末梢血中においては、いず
れも測定されるTreg細胞の数量が健常者のレベルより高
い（20）。Treg細胞の抑制活性を取り除き、または低めるこ
とは、腫瘍の除去に役立つ。また、Treg細胞の遊走、分
化、機能及びシグナル伝導を変えることは、腫瘍の免疫
抑制を打破するうえでも役に立つ。Treg細胞は非常に吸
引力のある独立したターゲットとすることができるもの
の、伝統的な腫瘍治療と免疫治療を結びつける方法によっ
てTreg細胞の活性を抑制すれば、さらに有効かつ安定確
実な臨床治療効果を得られるかもしれない（24）。
3.4　FOXP3+Tregと新型ワクチンの研究開発
上で、FOXP3+Tregは病原体の生体免疫反応に対する

耐性を強めることができること、特に慢性感染の過程に
おいては、Tregは病原体に対する生体の除去を大きく
抑制していることに言及した。そのため、HIV、HCV、
結核菌など一類病原体の慢性感染にとって、抗原特異的
Treg細胞の免疫抑制作用は治療的ワクチン接種の効用の
主要な障害である。
ワクチン接種は生体の特異的原体に対する適応的免疫

反応を活性化し、一方、Tregの誘導と賦活はこのような
適応的免疫反応の活性化を抑制することがある。そのた
め、ワクチン接種にあたり、特に宿主が免疫抑制状態に

は、個体の免疫恒常性にとって極めて重要であり、ひと
たびこのバランス関係が打ち破られると、X連鎖自己免
疫アレルギー調節異常症候群（XLAAD/IPEX）、アレル
ギー、炎症性腸疾患といったような深刻な自己免疫疾患
を引き起こすことになる。IPEX症候群の患者には出生後
数年のうちに、それぞれ90%にも達する高い割合でⅠ型
糖尿病（TID）合併症が出現し、約70%の割合で甲状腺
炎をともなっている。また、実験により、自己抗原は抗
原提示細胞を通じて提示され、特にDC細胞の持続的提
示は自己反応性T細胞を活性化することができ、それに
よって臓器特異的自己免疫疾患を引き起こすということ
も明らかになった（22）。抗原が誘導する自己免疫疾患に比
して、FOXP3+Tregの除去はさまざまな臓器に慢性自己
免疫疾患を引き起こすことができる。一方、抗原特異的
FOXP3+Tregの機能を増強する方法により、自己免疫疾
患、アレルギー、炎症性疾患の治療や移植耐性の確立の
ために、新たな構想と手段を提供することが可能である。
FOXP3+Tregの生物学的機能についての研究が深まるに
つれ、遠くない将来、さまざまな免疫系疾患に的をしぼっ
た、高度に特異かつ安全確実な免疫療法が開発される見
込みが非常に大きい。
3.2　FOXP3+Tregと慢性伝染性疾患
早い時期から研究者は、FOXP3+Treg細胞は免疫エ

フェクター細胞の媒介する病理反応の強度をコントロー
ルすることができること。しかしながら、生体が外在性
病原体の感染を受ける過程で、FOXP3+Tregの慢性感
染の病理学的進行過程に対するコントロールは、感染が
速やかに除去できない、感染性疾患が長期間治療しても
治らない、という事態を招くこともあり、したがって、
FOXP3+Tregは感染過程において通常二重の作用を果た
し、抗感染症免疫反応を抑制すると同時に、免疫反応が
生体にもたらす炎症性損傷を軽減することもできるのだ
と指摘していた。
FOXP3+Treg細胞が過度な免疫反応に対して行う調節

のもう一つの結末は、病原体を宿主の体内により生存し
やすくし、ひいては宿主に長期にわたりその病原菌を保
有させて慢性疾患へと至らせるというものである。この
ような慢性疾患の成立もまた、宿主免疫系と感染病原体
の間の相互妥協の結果であると考えることができる。宿
主と病原体の間のバランスはFOXP3+Tregの調節機能に
依存しており、しかもこのような依存は両者いずれにとっ
ても有利である。
だが、いくつかの病原体感染という条件の下で、

FOXP3+Treg細胞自身はこのようなバランス状態を打ち
壊して、宿主の生体損傷を招くこともできるようであり、
宿主‐病原体の免疫バランスに対するFOXP3+Treg細胞
の害もまた徐々に重視されてきている。FOXP3+Treg細
胞は、宿主の病原体感染に対する免疫反応の多くに、極
端な場合にはそのすべてに参加している。FOXP3+Treg
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あるか、または弱い免疫原性ワクチン接種の場合には、
いっそうTreg細胞の誘導を弱める必要がある。感染及び
腫瘍における研究が実証しているように、Trg細胞の活性
を抑制した後に、エフェクターT細胞の活性を強めるこ
とは、ワクチン効率を高める非常に有効な方法である。
ワクチン効率に対するTreg細胞の影響を抑えるために、
我々は2つの異なる方向においてTreg細胞に対する機能抑
制を実現することができる。一方で、直接Treg細胞自体
をターゲットとして、新しい薬物を開発することにより
Tregの発育、分化、機能を抑制することができる。我々
の以前の研究結果から明らかなのは、調節性T細胞の活性
は転写因子FOXP3タンパク質のレベルによって決まるだ
けでなく、さらにFOXP3の翻訳後修飾と転写抑制複合体
の組立の影響をも受けるということである（4、12）。したがっ
て、ワクチンの免疫過程においては、特異的薬物を開発
してFOXP3転写複合体の活性を抑制することにより、
Treg細胞の生理機能を負にコントロールし、ひいてはワ
クチン効率の増強という目的を達成することができる。
もう一方で、我々は特異的薬物を開発してIL10、TGFβ
等免疫抑制細胞因子のシグナル伝達経路を遮断し、ひい
てはTreg細胞の誘導を抑制することもできる。我々の
Treg細胞コントロールメカニズム及び体内の各種免疫細
胞の相互作用メカニズムについての研究が深化するのに
ともない、我々は今後さらに多くの、効果の高い、特異
性の優れた免疫負調節抑制剤を開発することにより、感
染性疾患に的をしぼったワクチンの免疫効率を増強する
ことができるに違いない。
最後に、DNAワクチンとタンパク抗原を結合する方法

によって、体内iTregを直接導き出し、自己免疫疾患の
治療に用いる（27－28）のも一つの実行可能な方法である。
したがって、ワクチン研究開発過程では、さまざまな疾
患類型にとり、Treg機能を正に調節する増強剤であれ、
Treg活性を負に調節する抑制剤であれ、どちらもその特
異な臨床的利用価値を有している。

４．総括と展望
FOXP3+Tregの研究分野は現在進展が非常に速く、多

くの重要な科学的問題が依然として回答を待っている。
例えば、細胞レベルにおいて調節性T細胞はいかにしてそ
の他の免疫細胞の活性を調節するのか、分子レベルにお
いてFOXP3はどのようなメカニズムを採用して調節性T
細胞に免疫抑制活性を獲得させるのかといったことにつ
いて、わかっていることは今なお極めて少ない。絶え間
なく蓄積される実験結果が示しているように、FOXP3遺
伝子の発現するレベル及び持続状態は、天然調節性T細胞
の発育成熟と機能にとって極めて重要である（29－30）。ま
た、FOXP3が多重転写因子、ならびに酵素活性を有する
転写複合体と結合することは、T細胞中の細胞因子の転写
活性化を抑制する上で必須のことであり、しかもFOXP3

タンパク質の翻訳後修飾、転写複合体の組立及びその修
飾酵素系の活性は、T細胞レセプター及び細胞因子レセ
プターのシグナルの動的調節を受ける（2－3）。最後に、ヒ
ト由来FOXP3+Tregとマウス由来FOXP3+Tregには、発
育、機能、可塑性の多重的な面で非常に大きな相違があ
り、このことは我々が基礎免疫研究を調節性T細胞に基づ
く細胞治療のような臨床研究に転化することや、人類特
有の重大な伝染性疾患を理解するうえで、新たな研究命
題とチャレンジの場を提供している。ヒト由来Treg及び
転写因子FOXP3の生化学活性、生理機能及びそれがコン
トロールしている分子機構を深く掘り下げて研究するこ
とは、人体内調節性T細胞の免疫活性の治療的コントロー
ルならびに調節性T細胞に基づく免疫治療にとり、いずれ
も極めて重要である。
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な慢性疾患へと変わった。しかしながら、特許や高い価
格などの面の制限により、効果の高い抗ウイルス併用療
法は第三世界の絶対多数のエイズ患者にとっては、望ん
でも手の届かないものとなっている。中国は2003年に国
が無料の抗ウイルス治療を開始して以来、累計ですでに9
万の成人・小児エイズ患者が政府の提供する無料治療を
受け、うち80%を超える患者が現在治療中であるが、一部
は死亡し、あるいは追跡不能となっている。治療のカバー
率は60%である。
中国が現在生産している5種類の抗エイズ薬は、いず

れも特許権保護期間の過ぎた外国の薬品を真似て生産し
たもので、患者の症状を緩解させ、ウイルス複製を減少
させるうえで一定の作用があり、中国の当面のエイズ患
者治療という急務をとりあえず解決することができてい
る。特にわが国の抗ウイルス治療のスタート段階では、
4種類のジェネリック製剤から成る2種類の組み合わせ案
がすべてであった。だが、特許権保護のせいで、我々に
は抗ウイルス作用のより強い、副作用のより小さな新し
いタイプの薬品を模倣製造することができない。また2種
類、3種類の薬品の複合製剤も生産することができない。
もう一つの問題は、ファーストライン薬に薬剤耐性が生
じて治療に失敗した場合の、セカンドライン薬への取替
えである。薬剤耐性とは、治療を受けている患者におけ
る大量の薬剤耐性株の出現と伝播である。最新の小規模
の調査研究の示すところによれば、さまざまな地域で、
さまざまな薬剤の組み合わせを使用し、治療期間が長く
なればなるほど、さまざまな程度の薬剤耐性が出現し、
ごく一部の地域では20%を超えている可能性があるため、

１．概要
今日広く臨床に応用されている抗エイズ薬は、主にウ

イルス複製のさまざまな段階に作用する。米国食品医薬
品局（FDA）は抗エイズ薬について専門のグリーンルー
トを持つことによって、審査認可を加速している。今年5
月現在、FDAは計31種の抗エイズ薬を認可しているが、
それらは大きく次の6種類に分けられる。1）ヌクレオシ
ド系逆転写酵素阻害剤（NRTIs）　2）非ヌクレオシド系
逆転写酵素阻害剤（NNRTIs）　3）プロテアーゼ阻害剤
（PI）　4）融合阻害剤　5）コレセプター阻害剤　6）イ
ンテグラーゼ阻害剤。目下、臨床的に広く使用されてい
る抗HIV ／ AIDS治療案は、最低3種類の薬品の組み合
わせであり、よく用いられるファーストライン推薦案は
2種類のヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤に1種類の非ヌ
クレオシド系逆転写酵素阻害剤、またはリトナビル作動
を有するプロテアーゼ阻害剤か、インテグラーゼ阻害剤
を加えたものである。これらの治療案はエイズウイルス
（HIV）を血漿、精液等では測定できないレベルにまで抑
制し、損なわれた人体の免疫機能を維持し、または回復
させ、患者の寿命を延ばし、生活の質を高め、HIVの伝
播を減らすことができる。だが、今のところ、抗ウイル
ス治療はエイズを根治することはできず、さまざまな程
度の薬物有害副反応があり、耐性株の出現を誘導してし
まう。とはいえ、それが最も有効な治療制御手段である
ことは実践により明らかである。1995年に効果の高い抗
ウイルス併用療法（カクテル療法またはHAART）が使用
されて以来、エイズの発病率と死亡率は持続的に70%も下
がり、一種の死刑宣告ともいうべき疾患から、治療可能
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わが国の元々非常に限りある抗エイズ薬が、これらの患
者においては治療効果を失うことになり、薬剤耐性株の
持続的な増加と伝播をともなっている可能性も大いにあ
る。このような困難に直面して、政府の無料薬剤治療の
ファーストライン薬についても、速やかに相応の調整が
行われ、ブランド薬の比率が拡大されてきた。現在すで
に5種類の輸入新薬があり、2007年にセカンドラインの
治療モデルケースも開始され、2009年にはセカンドライ
ン治療が全面的にスタートした。しかしながら、セカン
ドライン薬はファーストライン薬に比べて費用が高いた
め、政府の負担を増やし、さらなる医療資源の投入が増
している。
これまでのところ、先進国においてさえ、現有のエ

イズ薬については多くの不十分な点が明らかになってい
る。例えば、1）徹底的に体内からエイズウイルスを取り
除くことができず、投薬停止後はウイルス量の急激なリ
バウンドを招くため、患者は生涯にわたって服薬が必須
となる。2）薬剤によってさまざまな有害副作用がある。
例えば、吐き気・嘔吐などの消化管反応、骨髄抑制によ
る血色素低下、肝機能障害、体内脂肪代謝の部分的障害、
皮疹、めまい、熟睡できず夢ばかり見る等、さまざまな
程度の有害反応。3）広範な薬剤耐性の問題があり、単独
剤または2剤の使用ができず、必ず最低3種類かそれ以上
の薬剤の併用としなければならない。エイズウイルスは
ひとたび薬剤耐性の突然変異を生じると、同一系統の薬
剤に対しさらに交差耐性反応を起こす可能性があり、そ
れによってその系全体の薬剤の薬効喪失を招く結果にな
る。4）抗エイズ薬と多くのその他の薬剤には薬剤相互作
用があり、例えば、抗結核薬リファンピシンの血中薬物
濃度を大きく下げて、併用調剤と投薬の過程を相当複雑
にすることから、患者の依存性を直接悪化させてしまい、
治療が所期の効果を上げられなくなる等のデメリットが
ある。現有薬剤のこれらの欠点は、HIVの新たな治療ター
ゲット及び新たな総合治療案についての絶え間ない模索
を、人々に強く求めている。

２．HIVの複製メカニズムと薬剤の新たなターゲット
エイズはHIV感染によって引き起こされる。HIVはレト

ロウィルス科レンチウイルス亜科に属し、現在すでに2つ
の種類、すなわち世界中に蔓延しているHIV－1とアフリ
カ西海岸だけにあるHIV－2が発見されている。病原性と
伝播力の面で、HIV－1はHIV－2よりも強い。HIVウイル
スはCD4レセプターを発現するT細胞、マクロファージ、
樹状細胞に感染することができる。感染プロセスの主な
ものとしては、ウイルスの細胞侵入、ウイルスの細胞内
における複製、最終的な組み立て・放出である（図一）。
HIVが人体に感染したとき、HIVはまずエンベロープ上
の糖タンパク質gp120を利用して、宿主細胞表面のCD4レ
セプターと結合し（第1レセプター）、ウイルスが細胞表

面に付着するとともにgp120を誘導して一連の立体構造上
の変化を起こさせ、gp120をさらにケモカインレセプター
CCR5またはCXCR4と結合させ（第2レセプター）、さらに
立体構造に変化が発生するよう誘導し、もう一種類のウ
イルスエンベロープタンパク質gp41が露出できるように
する。gp41自身は6ヘリックスバンドルを形成し、細胞膜
を透過し、HIVをしっかりと細胞に固定させることがで
き、さらに超ヘリックス構造を形成することにより、ウ
イルスと細胞を引き寄せ、最終的に両者の融合を招き、
ウイルスゲノムが宿主細胞に注入される。ウイルスは細
胞と融合した後、エンベロープを脱ぎ捨て、逆転写複合
体を形成し、ウイルス逆転写酵素の触媒によりDNA二重
鎖を合成し、HIV統合前の複合体を形成し、核膜孔に侵入
し、ウイルスインテグラーゼの作用の下で、HIVのDNA
が宿主ゲノム中へと統合される。宿主細胞が活性化して
いる状況の下で、宿主ゲノム中に統合されたHIVのDNA
は、細胞の転写システムを利用してウイルスRNAを転写
する。さらにウイルスRNAを鋳型として、細胞質内にお
いてGag、Pol、Envなど多くのウイルス構造タンパク質
及び調節タンパク質に翻訳し、ウイルスプロテアーゼに
よる切断処理を経た後、各種のビリオンタンパク質を生
成し、出芽部位の膜上に成熟したウイルスを組み立て、
同時に細胞膜と再度結合した後、成熟したウイルスが出
芽し、最終的に次世代のウイルス粒子を形成する。成熟
したHIVは新しい細胞に再感染する。

HIVの細胞内における複製メカニズムについての理解
に基づき、研究者たちは過去20数年間に、大きく分けて
次の6つの研究開発を行った。1）ヌクレオシド系逆転写
酵素阻害剤（NRTIs）　2）非ヌクレオシド系逆転写酵素
阻害剤（NNRTIs）　3）プロテアーゼ阻害剤（PI）　4）
融合阻害剤　5）コレセプター阻害剤　6）インテグラー

◎図１ エイズウィルス宿主細胞内の複製メカニズムと薬剤ターゲット
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重要な役割を果たすであろう。
イギリス・ロンドン大学キングズ・カレッジのMichael 

Malim博士が指導する研究チームは、A3Gと呼ばれる、も
う一つの細胞制限因子を発見した。このタンパク質はマ
クロファージとリンパ球の中に大量に存在し、ウイルス
の複製に対し広範な阻害作用を有している。研究により、
HIVはそのVifタンパク質を利用してA3Gの阻害作用に直
接対抗することがわかった。HIVがコードするVifのタン
パク質はA3Gの分解を誘導することができる。したがっ
て、いかにしてVifタンパク質のA3Gに対する分解を遮断
するかということは、ウイルス学及び全く新しい治療標
的研究の新たなテーマとなっている。新薬の研究開発と
いう角度から見ると、Vifを直接阻害するにせよ、A3Gが
分解されないよう保護するにせよ、いずれも理論的には
人体細胞にHIV感染を防ぎ止めさせることが可能である。
アメリカ・ロックフェラー大学アーロン・ダイアモ

ンドエイズ研究センターのPaul Bieniasz博士とカリフォ
ルニア大学サンディエゴ分校のJohn Guatelli博士の研究
チームは、もう一つの細胞制限因子、Tetherin（BST－
2 ／ CD317とも呼ばれる）を独自に発見したが、その機
能は、物理的作用によって、包膜を持つ各種のウイルス
（HIV、エボラウイルスを含む）が細胞表面に縛られて
正常に放出できないようにするものである。研究結果か
ら明らかなのは、Tetherinはそれ自身の立体構造によっ
て直接ウイルス粒子を細胞表面に縛り付けるということ
である。Tetherinの作用するターゲット燐脂質包膜は宿
主細胞自身から来ていて、ウイルス自身のタンパク質ま
たは核酸ではないため、ウイルスは自身の突然変異によっ
てTetherinの阻害作用から逃げるということが非常に難
しい。このメカニズムは、なぜTetherinがヒト免疫不全
ウイルス（HIV）、サル免疫不全ウイルス（SIV）、エボ
ラウイルス（EBOV）、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス
（KSHV）を含む一連の包膜を有するウイルスを広く阻
害することができるのか、ということを説明している。
進化の過程で、各種のウイルスは一連のTetherin因子に
拮抗するタンパク質、例えば、HIV－1のVpu、HIV－2の
Rod Env、SIVのNef、KSHVのK5、EBOVのGPを独自に
進化させてきた。Tetherinは分子ブリッジとしてウイル
ス包膜と細胞膜をつなぐので、包膜を持つウイルス粒子
でさえあれば、いずれもTetherinの潜在的ターゲットで
ある。このプロセスにおける詳細については依然として
探究が必要であり、また抗ウイルス新薬についての研究
は非常に大きな推進作用を果たすであろう。
基礎科学研究は引き続き新たな治療ターゲットを発見

し、それによってさらに多くの抗HIV新型薬剤の研究開
発を促す可能性がある。現有の治療法の効果を補い合い、
協同で増強することの可能な薬剤を設計することができ
れば、我々もまたウイルスリザーバーの除去とウイルス
の除去という目的を達成することができるかもしれない。

ゼ阻害剤。現在最もよく使用されている抗ウイルス薬は
通常、ウイルスの2種類の酵素を阻害する。一つは逆転写
酵素であり、それはウイルスの遺伝物質を、細胞のゲノ
ムに挿入するために、RNAからDNAに変えることができ
る。もう一つはプロテアーゼで、それは新しく生まれた
ウイルス粒子の成熟を助ける。感染者が抗ウイルス治療
を受けて数週間後、その血液中のウイルス量は測定不可
能なレベル（<50キロコピー／mL）にまで低下すること
がある。近ごろ研究開発されたインテグラーゼ阻害剤ま
たはウイルス侵入阻害剤と現有の薬剤との併用は、ウイ
ルス量の低下スピードを大きく速めることができる。こ
れは感染を受けた細胞がより速く、より効果的に薬剤に
よって阻害され得ることを示している。抗HIV治療の強化
後は、より効果的に既存ウイルスの複製を抑制し、リザー
バーの大きさを制限し、その後の補充を阻止することが
できるようになった。我々は、ウイルスの複製を十分低
いレベルにまで下げることができる状況の下で、免疫系
統に十分な回復と補充をもたらし、ひいては体内のすべ
てのウイルスリザーバーが除去できることを期待してい
るのかもしれない。
ウイルス学研究が一歩一歩深化するのにともない、研

究者たちはHIVの細胞内における複製メカニズムについ
て、より深く認識するようになり、新たな薬剤ターゲッ
トの発掘と研究のために確固たる基礎を築いてきた。以
下、近年の際立った成果について簡単に紹介する。
2004年にMatt Stremlauらが、TRIM5alphaがHIV－

1の旧世界サル細胞内での複製を阻害する主要な因子
であることを初めて実証して以来、さまざまな種属の
TRIM5alpha及びTRIMファミリーメンバーの構造、機能
と抗HIV ／ SIV等ウイルス活性に関する研究は、日増し
に人々の関心を集めてきた。さらに、その抗ウイルス機
能は直接、HIVエンベロープタンパク質及びCyclophilin A
の相互作用と関係があることも発見された。したがって、
さまざまな種属のTRIM5alphaのウイルス複製を阻害する
機能構造ドメインについての研究は、抗ウイルス新薬の
分野における研究の焦点の一つとなっている。報告によ
れば、TRIM5alphaには、RING、B－Box2、coiled coil、
B30.2（PRY ／ SPRY）の4つの機能構造ドメインが含ま
れている。RINGはE3ユビキチンリガーゼ活性を具え、B
－Box2はE4活性を具え、両者はユビキチン‐プロテアソー
ムシステムの分解過程に参与し、coiled coilはホモポリマー
またはヘテロポリマーの形成に参与し、B30.2構造ドメイ
ンはウイルスエンベロープと結合して、抗ウイルスの特
異性を決定付けると考えられている。現有の報告はすで
にTRIM5alpha機能ドメインについてかなり詳しい研究を
行っているが、しかし、さまざまな種属のTRIM5alphaの
HIVを阻害する機能構造ドメインとそのポリマーとの関
連性については、さらに深く掘り下げた系統的な研究が
必要である。その結果は新薬の研究開発にとって極めて
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３．HIVの細胞内における潜伏
HIVの感染過程において、ウイルスは活動・静止という

2つの異なる状態で宿主細胞中に存在している。ウイルス
が活動状態にあるとき、ウイルスは高レベルの複製を行
う。ウイルスの複製繁殖にともない、感染を受けたリンパ
球は絶え間なく破壊され、新しい細胞もまた絶えず感染を
受け、生体免疫系統の重要な役割を果たす細胞の数をどん
どん減少させ、直接、免疫系統が絶え間なく破壊を被り、
徐々に悪化する事態を招き、しだいに免疫機能が極度に衰
弱することになる。最終的に、各種の疾患と合併症を引き
起こし、最後には個体の死亡を招くことがある。一方、静
止状態にあるウイルスは主に、活性化していない宿主細胞
の中に潜んでいる。通常の場合、いかなるウイルスタンパ
ク質も発現しない。だが、ひとたび活性化された後では、
マイトジェン、抗原または同種異体遺伝子及び多種の感染
因子等の刺激を受けると、同様に大量のウイルスを複製産
出することができ、ひいては免疫系統に対し破壊作用を及
ぼす。最新の研究統計によると、一人のエイズ患者の体内
には約100万個の静止状態にあるエイズウイルスが潜んで
いる。これらの静止状態にあるウイルスは、我々がエイズ
を根治するうえでの最大の障害である。それは主に、それ
らが絶対多数の期間には隠れて姿を現さないため、免疫系
統及び抗ウイルス薬はそれらを識別し、阻害することがで
きないからである。
完全に感染者の体内からHIVを取り除くには、潜伏ウ

イルスの感染しているすべてのTリンパ球を除去しなけれ
ばならない。現在、研究者は薬剤を使う方法によって、
感染を受けた静止期Tリンパ球を活性化しようと模索して
いるところであり、これらの細胞がウイルスを産出でき
ることで、抗ウイルス治療に対して敏感になるのを期待
している。そのうちのいくつかの薬剤については、すで
に小規模な臨床試験が行われたが、しかしこれらの薬剤
の非特異性のため、試験結果は満足のいくものではなかっ
た。理想的な薬剤は静止期Tリンパ球があらためてウイル
スタンパク質を生み出すよう十分活性化することができ
なければならないが、また細胞が新しいウイルスを生み
出すほどに激しく刺激を与えてもならない。現在、研究
者は静止している被感染Tリンパ球の染色質の構造を変え
ることによって、静止期Tリンパ球を活性化する働きを達
成しようと研究しているところである。だが、これらの
いわゆる染色質の改造者が、Tリンパ球の中でしか役割を
果たすことができないとすれば、ウイルスは同時にマク
ロファージ中にも存在しているので、これらの薬剤の作
用はかなり限定的となる可能性がある。したがって、体
内からHIVを除去することの難しさは、依然として極めて
大きい。

４．中国におけるエイズ新薬の開発
現在、中国には自主知的財産権を持つ抗エイズ薬がな

く、特許期間の過ぎた薬剤の模倣製造に頼り、輸入に依
存することを余儀なくされている。これまでに、中国国
家食品薬品監督管理局は外国の特許期間の過ぎた5種類の
抗HIV薬、すなわち、ジドブジン、ディダノシン、スタブ
ジン、ネビラピン、インジナビルのジェネリック薬の製
造を認可し、基本的なカクテル療法案を組み立てた。薬
剤の国産化により、患者の投薬費は1995年の8万元／年か
ら3,000 ～ 5,000元／年に下がり、患者の負担が大きく軽減
した。だが、国産化した薬剤はいずれも伝統的な逆転写
酵素阻害剤とプロテアーゼ阻害剤であり、しかも臨床に
おいてすでに長年使用され、一連の薬剤耐性株が生まれ
ており、その治療効果はすでに大きく割り引かれている。
一方、輸入薬剤の高い価格（患者一人当たりの年間治療
費はいずれも20,000米ドル以上）もまた患者にとっては受
け入れがたく、薬価の高さからすでに絶対多数のエイズ
患者は有効な治療が受けられなくなっている。したがっ
て、自主知的財産権を持つ薬剤の欠乏のために、わが国
のエイズ予防治療事業は苦しい局面に陥っている。
中国初のアメリカで特許授権を得たエイズのバイオ医

薬品―Sifuvirtideはすでに天津市扶素生物技術有限公司が
開発に成功し、国家食品薬品監督管理局の認可も得て臨
床試験に入っている。Sifuvirtideは化学合成を経た、36の
アミノ酸残基を含有するポリペプチド類化合物で、主に
エイズの治療に使用する。Sifuvirtideはエイズウイルス膜
融合タンパク質gp41の立体構造を拠り所として、全く新
しく設計、合成された抗エイズウイルスの次世代膜融合
阻害剤である。Sifuvirtideはgp41との特異的な結合によっ
て、ウイルス包膜と宿主細胞膜との融合を阻止する作用
を果たし、ウイルスRNAの宿主細胞への侵入を食い止め
る。現在、Sifuvirtideはすでに中国、アメリカ、ヨーロッ
パ等の国及び地域の発明特許授権を得ている。既存の伝
統的な抗ウイルス薬と比べて、Sifuvirtideは低薬剤耐性、
低副作用、抗ウイルスの早期性、細胞外での作用発揮と
いう優位性を具えている。同系薬剤T20に比べ、細胞薬効
学の実験によれば、その抗エイズウイルスの力価はT20よ
り20倍も高く、しかもT20薬剤耐性株に対しても依然とし
て優れた阻害効果を有していることが明らかである。現
在、Sifuvirtideはすでに前臨床研究及び臨床Ⅰ期・Ⅱ期試
験を済ませている。臨床研究の結果によると、Sifuvirtide
の臨床投薬は安全性が高く、そのエイズウイルス感染者
における除去半減期は39時間にも達した。単一薬治療に
ついては、毎日1回20mgのSifuvirtideの薬効は、毎日2回、
毎回100mgのアメリカの同系薬剤T20と同じであった。
Sifuvirtide併用のHAART療法によりエイズウイルス感染
者を治療し、24週間連続投薬を行った臨床試験の薬効学
的結果によれば、伝統的なHAART療法の単独使用に比べ
て、Sifuvirtideは抗ウイルス治療効果を著しく高めること
が可能である。
HIV第2レセプター CCR5及びCXCR4についての研究も
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また、中国において積極的に展開されている。なかでも、
CCR5のNifevirocと名づけられた小分子化合物に的をし
ぼった臨床研究は、相対的に他をリードする地位にある。
Nifevirocは一種の全く新しい構造の小分子CCR5レセプ
ター阻害剤である。これは複素環式化合物で、分子量は
590.71である。体外研究の示すところによれば、Nifeviroc
はCCR5レセプターと天然リガンドRANTESの結合を著し
く阻害することができ、IC50=1.4nMである。Nifevirocは
特異性が比較的強く、CCR1－CCR4、CXCR1－CXCR4を
含むその他のケモカインレセプターに対しては、いずれ
も明らかな阻害作用はない。Nifevirocはさまざまな亜型
のR5指向性HIVウイルスの体外培養したヒトPBMCへの
感染を阻害することができ、ヒト血清の40%に存在する環
境下ではEC50は9.9nMである。このほか、多剤耐性株J18
に対してもなお、比較的高い活性を維持している。同系
薬物Maraviroc（Pfizer）の薬剤耐性株に関する研究にお
いて、Nifevirocの最も高い阻害活性は95%に達することが
できた。前臨床研究から明らかになったところによれば、
Nifevirocは安全性が比較的高く、内服後の吸収が速く、
血漿タンパク結合率が比較的高く、絶対生物学的利用率
はそれぞれ41.2%（マウス）、21.6%（イヌ）で、T1／ 2は
約2 ～ 4hであった。現在、すでにNifevirocのⅠ期臨床研
究が完了し、人体の400mg以下の投薬量に対する耐性は
良好である。現在、当該薬はまもなくⅡ期研究に入ろう
としており、定められた治療案は毎日3回、毎回<400mg
／ kg、1回ごとの治療周期約7～ 10日である。
このほか、その他のいくつかの抗エイズウイルス薬の

研究開発も、積極的に進められているところである。こ
れらの薬剤のターゲットは、逆転写酵素、プロテアーゼ、
インテグラーゼなど、すでに実証済みの伝統的ターゲッ
トもあれば、上に述べたような全く新しいターゲットも
ある。中国政府の「革新的医薬重大特定プロジェクト」
の支持の下、これらの前臨床研究プロジェクトは、さら
に速いスピードで臨床試験に入り、それによって中国の
エイズウイルス薬の研究開発及び治療における全体的能
力を高め、感染者のためにさらに役立ち、強力なサポー
トを提供するであろう。

５．抗エイズ新薬の展望
エイズウイルスの標的細胞内における複製過程に対す

る認識がさらに深まるにつれ、研究者たちはさらに速い
スピードで、より多くの新たなターゲットと、より有効
な抗ウイルス薬を発見するであろう。これらの薬剤の最
適な組み合わせと使用は、まちがいなくより効果的にウ
イルスの体内における複製を阻止するであろう。だが、
ウイルスがヒト細胞染色体に統合されることや、それが
体内に潜伏すること等の生物学的特徴から、単に抗ウイ
ルス治療だけに頼ってエイズを根治できるという可能性
は極めてわずかである。そのため、科学者たちはいかに

して抗ウイルス治療をベースとして、人体の免疫系統を
最大限度まで、最も効果的に動員し、抗ウイルス薬と一
緒になって、ウイルスの体内における複製に対し、より
大きな阻害効果を上げさせるか、研究を進めているとこ
ろである。また、免疫系統を一定程度まで回復させたあ
と、たとえ抗ウイルス治療を停止しても、免疫系統は依
然としてウイルスの体内における複製を阻害できるのか
どうかについても、積極的に研究を行っているところで
ある。簡単に言えば、抗ウイルス薬と免疫調節を組み合
わせた応用は、一つの非常に重要な、チャレンジ性のあ
る研究方向となり、エイズを根治できる、この種のウイ
ルスに対する最も有効な自己治療手段となるかもしれな
いのである。
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遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質の
抗腫瘍活性に関する研究

台　桂香　Tai Gui Xiang　●吉林大学白求恩医学院医学生物学実験センター長
1987年に中国医科大学を卒業。1993年から1999年にかけて日本に留学、1998年に京都大学内科学医学博士学位を取得、1998
年から1999 年に京都大学再生医科学研究所でポストドクター研究。1999年4月に優秀人材としてもとの白求恩医科大学教育部
重点学科免疫学教育研究室に招かれる。現在は吉林大学博士指導教授、白求恩医学院医学生物学実験中心主任。
主にMUC1をターゲットとする腫瘍免疫学の研究に従事。抗腺がんMUC1-MBP融合蛋白質ワクチンの作製に成功、国家特許を取
得。新たな腫瘍抗原抑制ポリペプチド、腫瘍細胞表面のMUC1蛋白質の新リガンド、新たな免疫調節剤を発見。国内外で発表し
た学術論文は70編以上、SCI検索収録論文は11 編。

概要
目的：
遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質の抗腫瘍作用

メカニズムに関する研究。方法：遺伝子組み換えMUC1-
MBPの皮下注射により免疫を与えた健康なマウスを用
い、エライザ法によってマウスの血清中のMUC1異好性抗
体を調べ、LDH法によりマウスの抗MUC1異好性、CTL
キラー活性、NK細胞活性を測定した。マクロファージに
よるCRBC細胞の貪食試験を採用し、マクロファージ活性
を測定した。マウスのルイス肺がん転移瘤モデル、ヒト
乳癌のマウス皮下移植モデル、ヒトMUC1を安定的にト
ランスフェクションしたB16メラノーマモデルを通じて、
遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質が免疫誘導する抗
腫瘍作用を観察した。結果：MUC1-MBP免疫は低力価
MUC1異好性抗体の発生を誘導するだけでなく、さらに異
好性CTLキラー活性を発生させると同時に、NK細胞とマ
クロファージの活性化を誘導した。MUC1-MBP免疫のル
イス肺がん転移瘤の成長に対する抑制率は94.4%、ヒト乳
がんのマウス皮下移植瘤の成長に対する抑制率は81.2%、
ヒトMUC1を安定的にトランスフェクションしたB16メラ
ノーマ瘤に対する抑制率は87.5%であった。MUC1をトラ
ンスフェクションしていないB16では明らかな抑制が見ら
れなかった。結論：MUC1-MBP免疫は腫瘍細胞の成長を
顕著に抑制し、その誘導する異好性免疫応答と非異好性
免疫応答は、いずれもその中で作用を発揮し、特に異好
性細胞免疫がより重要な役割を果たす。
［キーワード］　MUC1-MBP　融合蛋白質、CTL　活性、
腫瘍ワクチン

MUC1はムチン蛋白質ファミリーの重要なメンバーで
あり、正常な腺窩上皮細胞とその発生源である乳がん、肺
がん、卵巣がん、前立腺がん、すい臓がん等腺癌の細胞
表面に存在する。MUC1はコアポリペプチド（コアペプチ
ド）と糖側鎖により構成される。そのコアペプチド細胞の
外側には20個のアミノ酸(SAPDTRPAPGSTAPPAHGVT)
からなる繰り返し配列多型(Variable numbers tandem 

repeats, VNTRs)が多数含まれる。ヒトのVNTRsは20か
ら125個と人により異なる。正常組織のMUC1は腫瘍組
織と異なり、前者は腺窩上皮細胞の分泌極に分布して免
疫細胞とは隔離しており、糖鎖結合が豊富である。しか
し後者は広範囲に分布し、がん細胞表面に異常に多くを
発現して、糖鎖結合は不完全である。このため正常な条
件下で隠れているタグが露出され、免疫細胞による攻撃
のターゲットとなる[1,2]。研究により、MUC1コアペプチ
ドのPDTRPタグはMUC1抗体に識別されるだけでなく、
CTL (Cytotoxitic T lymphocyte)細胞にも識別されて殺傷
され、なおかつMHCの制限を受けないことが分かってい
る[3]。MUC1はこのような特徴をもつことから、理想的
な抗腫瘍ターゲット分子となっている。近年国内外で研
究開発されている経口ポリオワクチン、DNAワクチン、
ポリペプチド・蛋白質ワクチン、樹状細胞ワクチンなど
MUC1を基礎とするワクチンは、すでに一部が第III相臨
床実験段階に入っている[4,5]。多くのワクチン研究で、ポ
リペプチド・蛋白質ワクチンには優れた応用前途がある
ことが発見されている。しかし蛋白質ワクチンが直面す
る主な課題として、免疫原性が弱く、細胞の免疫応答を
誘導しにくいなどの欠点がある。したがって、ワクチン
の免疫原性をいかに向上させるかが、腫瘍ワクチンの研
究によって解決していかなければならない現在の問題で
ある。
マルトース結合蛋白質(Maltose binding protein, MBP)

は、大腸菌malE遺伝子によるエンコードの産物であり、
多種の蛋白質と融合することができ蛋白質の純化に役立
つ。ある学者は、MBPが免疫応答を促進してTh1細胞へ
と発展することを発見している[6]。このことから、私た
ち研究班ではMUC1の繰り返し配列多型をpMAL-p2原核
発現ベクターに挿入し、pMAL-MUC1遺伝子組み換えプ
ラスミドを組み立てて、MUC1-MBP融合蛋白質を安定的
に発現する菌株を篩い分けた。そしてMUC1-MBP融合蛋
白質の純化工法を構築してMUC1-MBP融合蛋白質を作製
した[7]。本研究ではMUC1-MBP蛋白質の抗腫瘍メカニズ
ムを解明するために、MUC1-MBP融合蛋白質の免疫賦活
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活性を系統的に分析し、3種類の動物モデルを採用して
MUC1-MBP融合蛋白質の抗腫瘍作用について研究した。
本研究はヒトの腫瘍ワクチンをさらに開発していくため
の実験的基礎となっている。

１．材料と方法
1.1　主な試薬、細胞、プラスミド
新生仔牛血清、RPIM-1640、IMDM細胞培養基はアメリ

カGibico社から購入した。マウスリンパ細胞分離液は達科
為社から購入した。BCGは上海生物製品所から購入した。
マウスの抗ヒトMUC1モノクローナル抗体(GP1.4)はイギリ
スThermo Scientific社から購入した。ウサギの抗MBPモ
ノクローナル抗体は、New England BioLabsから購入し
た。CytoToX96非放射性細胞毒性分析試薬キット、プラ
スミド抽出試薬キットはPromega社から購入した。繰り
返し配列多型(SAPDTRPAPGSTAPPAHGV)をもつMUC1
ポリペプチドは、上海吉尓生化有限公司が合成したもの
で、純度は98%である。マウスリンパ瘤YAC-1細胞、マ
ウスルイス肺がん細胞LLC1、ヒト乳がん細胞MCF-7、マ
ウスメラノーマB16細胞はATCCから購入した。pcDNA3-
MUC1（繰り返し配列多型22個を含むヒトMUC1cDNAの
全長）を安定的にトランスフェクションしたB16細胞(B16-
MUC1)と、pcDNA3を安定的にトランスフェクションし
たB16細胞(B16-neo)は本研究班が組み立てた。MUC1の繰
り返し配列多型7個を含むDNA部分の遺伝子組み換えプラ
スミドpMAL-MUC1は本研究班が組み立てた。
1.2　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質とMBPの

作製
pMAL-MUC1又はpMAL-p2に大腸菌DH5αをトラン

スフェクションし、IPTG0.3mMにより4～5時間誘導し
た後、菌体を収集し、上澄みを超音波破砕し分離する。
アミロースレジン親和性クロマトグラフィーを採用して
MUC1-MBPとMBPを純化し、SDS-PAGEにより鑑定す
る。さらにMUC1と抗MBPモノクローナル抗体を採用し、
ウェスタンブロット法によって分析する。
1.3　マウス免疫
18～20gの雌性C57BL/6マウス又はICRマウス（吉林大

学べチューン医学院動物室提供）をそれぞれ無作為にPBS
グループ、MUC1-MBPグループ、MBPグループに分け、
各グループは5～6匹とする。MUC1-MBP又はMBP0.02～
0.05mg/kgを頚背部皮下の複数個所に注射し、両側腹鼠径
部に皮下注射する。注射は1週間に1回で、合計3回免疫を
与えるとともに、各マウスにBCG1～3mgを補助薬とする。
1.4　MUC1異好性抗体のエライザ測定
C57BL/6マウスに対する3回目の免疫の後4日目に瞼静

脈から採血し、上澄みを分離してエライザ法によりMUC1
抗体の効果を測定する。
1.5　異好性CTLキラー活性の測定
最後の免疫の後4日目にマウスの脾臓を無菌採取し、脾

臓細胞懸濁液を作製する。リンパ細胞を分離して効果細
胞とし、B16-neoとB16-MUC1細胞をターゲット細胞とす
る。実験では同時に5つの特別コントロールグループを設
ける。各グループには3組の孔を設け、ターゲット細胞自
発分解はターゲット細胞＋培養基液、ターゲット細胞最
大放出はターゲット細胞＋分解溶液、効果細胞自発放出
は、効果細胞＋培養基液とする。体積コントロールグルー
プはIMDM培養基＋分解溶液とし、培養基コントロール
は培養基とする。実験ではE:T比50:1、25:1、12.5:1で96孔
オリフィス板に入れ、MUC1ポリペプチド（最終濃度20
μg/ml）とIL-2（最終濃度200U/ml）を含む10%新生仔牛
血清IMDMの培養基内の、37℃の5%CO2培養器中で3日間
培養する。半分量の液体を1回交換し、続けてIL-2（最終
濃度200U/ml）とMUC1合成ポリペプチド（最終濃度20
μg/ml）で5日目まで刺激する。上澄みを収集する45分前
に、ターゲット細胞の最大放出孔まで分解溶液を加える。
CytoToX96非放射性細胞毒性分析法により、説明書のと
おりにLDH放出を測定し、マイクロプレートリーダーで
490nmの吸光度値を測定する。
異好性殺傷率の計算方法：異好性CTLの殺傷率(%)＝

（実験グループの効果細胞の放出―効果細胞の自発放出
―ターゲット細胞の自発放出）／（ターゲット細胞の最
大放出―ターゲット細胞の自発放出）×100%
1.6　NK細胞のキラー活性
最後の免疫の後4日目にマウスの脾臓を無菌採取し、脾

臓細胞懸濁液を作製する。リンパ細胞を採用しリンパ細
胞を分離して効果細胞とし、YAC-1細胞をターゲット細
胞とする。ターゲット細胞を100:1、50:1、25:1の比率でそ
れぞれ96孔オリフィス板に入れ、10%新生仔牛血清IMDM
の培養基内の、37℃の5%CO2培養器中で4～6時間培養す
る。上澄みを収集し測定方法は1.5と同じとする。
1.7　マウス腹腔マクロファージによるCRBC貪食試験
最後の免疫の後4日目にマウスの腹腔に2%濃厚

CRBC500μlを注射する。30分後に腹腔のマクロファージ
を収集してライト・ギムザ染色し、マクロファージによ
るCRBCの貪食情況を観察する。計算方法は、貪食パー
センテージ(PR)＝CRBCを貪食したマクロファージの数／
マクロファージ総数×100%、貪食指数(PI)＝貪食された
CRBCの数／マクロファージ総数とする。
1.8　マウスのルイス肺がん転移瘤モデル
C57BL/6マウス15匹を無作為に3グループに分け、PBS

陰性コントロールグループ、遺伝子組み換えMUC1-MBP
グループ、MBPグループとする。マウスに免疫を与え、
方法は1.3と同様とする。3回目の免疫の後4日目にLLC1細
胞2×106個を尾静脈注射する。28日後にマウスを屠殺して
4倍の拡大鏡で肺表面の腫瘍結節数を数える。解剖により
双肺を取り出してホルマリン固定し、通常の組織切片を
した後にHE染色し、顕微鏡で観察する。肺転移瘤抑制率
(%)＝（コントロールグループの肺転移瘤結節平均数－実
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2.2　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質による
MUC1異好性抗体生成の免疫誘導

MUC1-MBP免疫が体液の免疫応答を誘導するかどうか
を研究するため、私たちは最後の免疫の後4日目に瞼静脈
から採血し、血清を分離した。エライザ法を採用して、
マウス血清中の異好性MUC1抗体の生成について調べ
た。表1のとおり、MUC1異好性抗体の力価はMUC1-MBP
グループでは320～2560、それ以外のグループではMUC1
異好性抗体が見られなかった。この結果から、MUC1-
MBPはMUC1異好性体液の免疫応答を誘導できることが
分かった。

2.3　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質による異
好性CTL活性化の免疫誘導

最後の免疫の後4日目に、脾臓のリンパ細胞を分離し
て効果細胞（E）とし、MUC1を発現しないB16-neo細胞
とMUC1を発現するB16-MUC1細胞をターゲット細胞(T)
として、MUC1ポリペプチドとIL-2で体外に6日間刺激を
与えた後、E:T比50:1、25:1、12.5:1で効果細胞とターゲッ
ト細胞を混合し、乳酸脱水素酵素(LDH)放出法でMUC1の
異好性CTLキラー活性を測定した。結果は図4のとおり
で、MUC1-MBPグループのCTLではB16-MUC1細胞に対
するキラー活性が明らかにPBSグループより高く(p<0.05)､
なおかつE:T比が高くなるにつれて高まっている。しか
しB16-neo細胞に対しては殺傷作用がなかった(p>0.05)。
MBPグループとPBSグループでは、2つのターゲット細胞
のいずれに対しても殺傷作用がなかった。このことから、
MUC1-MBP免疫を用いることでMUC1の異好性CTLキ
ラー活性の発生を誘導することができ、MBP免疫は異好
性CTLの活性化を誘導することができないと分かった。 

験グループの肺転移瘤結節平均数）／コントロールグルー
プの肺転移瘤結節平均数×100%とする。
1.9　ICRマウスの皮下ヒト乳がん動物モデル
ICRマウス18匹を無作為に3グループに分け、PBSグルー

プ、MUC1-MBPグループ、MBPグループとし、各グルー
プはマウス6匹とする。マウスに免疫を与え、方法は1.4
と同様とする。免疫の21日後に5GyのX線をマウスに照射
し、4時間後にICRマウスの背部皮下に1匹あたり3×106個
のMCF-7細胞を接種する。2日目に免疫抑制剤FTY720の
マウスの胃への注入を始め、4～6日間続ける。腫瘍の大
きさを定期的に測り、腫瘍細胞注射の21日後にマウスを
屠殺して腫瘍を剥離し、HE染色した後に形態学的変化を
顕微鏡で観察する。
1.10　マウスのB16メラノーマモデル
マウスに免疫を与え、方法は1.3と同じとする。最後の

免疫の後4日目に、マウスの右腋下にB16-MUC1又はB16-
neo細胞を1匹あたり2×106個接種する。腫瘍細胞注射の
21日後に腫瘍を剥離し、腫瘍の体積と重量を量る。

２．結果
2.1　純化された遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白

質SDS-PAGEとウェスタンブロット法による鑑定
pMAL-p2空プラスミドとMUC1繰り返し配列多型7個を

含む遺伝子組み換えプラスミドpMAL-MUC1をDH5αに
転化し、IPTG誘導により発現した。菌体を超音波破砕し
た後に上澄みをとって、アミロースレジン親和性クロマ
トグラフィーによりMUC1-MBPとMBPを純化した。図1
のように、SDS-PAGE（ポリアクリルアミド電気泳動）
では比較的純粋なMUC1-MBPとMBPの蛋白質バンドが
現れ、それぞれ所期の分子量62kDa、42kDaと一致した。
抗MBPとMUC1モノクローナル抗体を採用し、ウェスタ
ンブロット法により鑑定した結果は図2のとおりである。
MBP抗体の使用時には相応する分子量の位置に現像バン
ドが2本現れ、1本はMUC1-MBP融合蛋白質であり、もう
1本はMBPであった。MUC1抗体の使用時には相応する分
子量の位置に現像バンド1本現れ、これはMUC1-MBP融
合蛋白質であった。この結果から、純化された蛋白質は
MUC1-MBP融合蛋白質とMBPであることが証明された。

◎図１　SDS-PAGEにより鑑定され純化されたMUC1-MBP融合蛋白質
とMBP

◎図２　ウェスタンブロット法により鑑定され純化されたMUC1-MBPと
MBP

A：抗MBPモノクローナル抗体使用時の鑑定結果、B：抗MUC1モノクロー
ナル抗体使用時の鑑定結果(Lane1:MUC1-MBP､Lane2:MBP)

◎表１　MUC1異好性抗体力価の間接エライザ測定の結果

マウス (No) PBS グループ MBPグループ MUC1-MBP
グループ

1 ̶ ̶ 2560

2 ̶ ̶ 1280

3 ̶ ̶ 640

4 ̶ ̶ 640

5 ̶ ̶ 320
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2.4　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質によるNK
細胞活性の免疫誘導

NK細胞は非異好性免疫効果細胞として、早期に抗腫瘍
作用をもつ。このことから私たちはMUC1-MBP融合蛋白
質がNK細胞活性化を誘導するかどうかを調べた。免疫マ
ウスの脾臓リンパ細胞とNK細胞に敏感なYAC-1細胞を分
離し、5時間培養した後に、LDH法によりNK細胞キラー
活性を測定した。図5のとおり、E:T比が100:1のとき、
MUC1-MBPとMBPグループではYAC-1細胞に対するNK
細胞のキラー活性が、PBSグループより高くなり(p<0.05)、
MUC1-MBPとMBPはともにNK細胞を活性化することが
できると分かった。

2.5　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質によるマ
クロファージ活性化の免疫誘導

マクロファージ活性化の重要な機能の一つは、異物性
抗原物質の貪食である。MUC1-MBPでマウスに免疫を与
えた後、マウス腹腔マクロファージの体内貪食機能に与
える影響を、CRBCの貪食実験によって測定した。ライ
ト・ギムザ染色をした後、貪食指数と貪食率からマクロ
ファージの活性化レベルを評価した。結果は表2のとおり
で、PBSグループと比べMBPグループとMUC1-MBPグ
ループの貪食指数と貪食率にはともに顕著な増加があっ
た(p<0.05)。この結果から、MUC1-MBPとMBPにはとも
に、マクロファージの活性化を促進する能力があるとい
うことが分かった。

2.6　遺伝子組み換えMUC1-MBP融合蛋白質が免疫誘
導する抗腫瘍作用

マウスのルイス肺がん細胞を利用して腫瘍モデルを組
み立て、マウスにルイス肺がん細胞2×106個を尾静脈注
射して、遺伝子組み換えMUC1-MBPの抗腫瘍作用を観察
した。表3のとおり、コントロールグループのマウスには
いずれも肺転移(5/5)が見られ、腫瘍結節は多くて大きく、
計54個あった。MBPグループのうち20%(2/5)のマウスで
は肺に腫瘍結節の形成がなかったが、それ以外のマウス
では計26個の腫瘍結節が形成され、腫瘍成長の抑制率は
51.9%であった。遺伝子組み換えMUC1-MBPワクチング
ループのうち60%(3/5)のマウスの肺部には腫瘍結節が形成
されなかったが、それ以外のマウスでは計3個の腫瘍結節
が形成され、ルイス肺がんの抑制率は94.4%に達した。こ
のことから、遺伝子組み換えMUC1-MBPワクチンには肺
部転移瘤の成長に対する顕著な抑制作用があり、MBPに
も腫瘍の成長を抑制する働きがあることが分かった。

健康なICRマウスを用いてさらに実験した。まず5Gyの
X線を照射してマウスの免疫機能を抑制し、その後マウス
にヒト乳がんMCF-7細胞を皮下注射するとともに、1週間
以内にFTY-720を内服させて体内の免疫抑制状態を保っ
た。マウス皮下ヒト乳がん移植瘤モデルを作って、育っ
た腫瘍はすべて乳がん細胞の典型的な形態をもつことを
HE染色により証明し、このモデルを利用して遺伝子組み
換えMUC1-MBPの作用を観察した。図6のとおり、腫瘍
細胞注射の14日後に遺伝子組み換えMUC1-MBPグループ

◎図４　LDH法によるMUC1の異好性CTLキラー活性の測定

E：効果細胞、T：ターゲット細胞、A：ターゲット細胞はB16-MUC1、B：
ターゲット細胞はB16-neo

◎図５　LDH法によるマウスNK細胞のYAC-1細胞に対するキラー活性の
測定

E：効果細胞、T：ターゲット細胞

◎表２　遺伝子組み換えMUC1-MBP蛋白質ワクチンによるマウス腹腔マ
クロファージの貪食能力増強

注：*PBSグループとの比較でP<0.05.

グループ別 貪食率 (%) 貪食指数

PBS
MBP
MUC1-MBP

10.2 ± 4.9
21.7 ± 5.3*
23.0 ± 5.8*

0.17 ± 0.06
0.27 ± 0.05*
0.31 ± 0.08*

◎表３　遺伝子組み換えMUC1-MBPによるルイス肺がん転移瘤成長の免
疫抑制

マウス (No)

肺部腫瘍結節 (n)

PBSコントロール
グループ MBPグループ MUC1-MBP

グループ

1 3 9 1

2 22 0 0

3 10 11 0

4 7 0 0

5 12 6 2

合計 54 26 3

腫瘍発生率 (%) 100 80 40

腫瘍抑制率 (%) 0 51.9 94.4
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の腫瘍は明らかに減少し、しかも腫瘍ができていないも
のが1匹いた。PBSグループではすべてのマウスに腫瘍が
でき、さらに体積が比較的大きかった。遺伝子組み換え
MUC1-MBPの乳がん移植瘤に対する抑制率は81.2%であ
り、MBP単独でも腫瘍の成長を抑制する作用があった。
このことから、遺伝子組み換えMUC1-MBPワクチンに
はヒト乳がんの成長を抑制する顕著な作用があること、
MBPにはヒト乳がんの成長を抑制する一定の作用があ
り、共有結合蛋白質MUC1の抗腫瘍作用を著しく増強した
ことが分かった。

遺伝子組み換えMUC1-MBPワクチンが異好性免疫誘導
する抗腫瘍作用を観察するため、私たちは安定的にMUC1
を発現するマウスメラノーマB16細胞(B16-MUC1）と
MUC1を発現しないB16細胞(B16-neo)を利用してマウス腫
瘍モデルを組み立てた。B16-MUC1腫瘍モデルの結果によ
ると、腫瘍細胞接種の21日後にマウスを屠殺し、腫瘍を
剥離すると、MUC1-MBPグループの腫瘍体積と重量は、
コントロールグループと比べて明らかに減少し(p<0.05)、
腫瘍抑制率は87.5%であった。MBPグループの腫瘍体積は
コントロールグループより小さいものの、統計学的な差
異はなかった。B16-neo腫瘍モデルの結果では、腫瘍細胞
接種の17日後にマウスを屠殺して腫瘍を剥離すると、各
グループの腫瘍体積と重量はコントロールグループと比
べていずれも明らかな差異があった（図7）。これらの結
果から、MUC1-MBPが誘導する異好性免疫は抗腫瘍にお
いて重要な作用を発揮することが分かった。

３．検討
MUC1をターゲットとする腫瘍ワクチン研究によれ

ば、単純なMUC1ポリペプチドは細胞免疫応答を誘導す
ることができず、GST、KLHなど他の蛋白質と融合した

後にはじめて体液免疫応答を誘導することができる[8]。
本研究ではMUC1蛋白質ワクチンの免疫原性を高めるた
めに、MUC1繰り返し配列多型7個をMBPと共有結合さ
せて、有効な抗腫瘍免疫を誘導することを目指した。私
たちはMUC1-MBP融合蛋白質の発現ベクターを組み立
て[7]、さらにMUC1-MBPの純化工法を組み立てて、SDS-
PAGEとウェスタンブロット法により純度の高いMUC1-
MBPを獲得したことを証明した。MUC1-MBPで免疫さ
れたマウスはMUC1異好性抗体を発生させることができ
るが、抗体の力価は高くない。LDH放出法による異好性
CTLキラー活性の測定結果によれば、MUC1-MBPは異好
性CTLキラー活性を免疫誘導したことが分かった。さら
にNK細胞活性とマクロファージの貪食活性を測定した
結果から、MBPとMUC1-MBPはともにNK細胞とマクロ
ファージを活性化できることが分かり、MUC1-MBPによ
るNK細胞とマクロファージの活性化はMBPが作用した
結果であることが示された。MBPは大腸菌malE遺伝子
コードの産物として蛋白質発現純化システムに用いられ
ることが多く、MBPには生物学的活性はないとかつては
一般的に考えられていた。しかし最近の研究では、MBP
はTLR4を通じてDC活性を誘導できることが発見されて
いる[9]。本研究班はまたMBPが非異好性Th1活性を直接刺
激することができると発見している[10]。CTL活性化には
活性化したTh1細胞による補助が必要なため、これらの研
究はMUC1とMBPの共有結合によるCTL活性化の誘導に
対して理論的根拠を提供している。この研究結果ではさ
らに、MBPにはTh1応答に向かって発達する作用があり、
MUC1の理想的カップリング蛋白質であることも提示さ
れている。
私たちは3種の腫瘍モデルを組み立ててMUC1-MBPの

抗腫瘍作用を研究した。マウスのルイス肺がん細胞を採
用して組み立てたマウスの肺転移瘤モデルの研究結果か
ら、MUC1-MBP免疫は肺転移瘤に対して顕著な抑制作用
があり、その抑制率は94.4%に達すること、またMBP免
疫も肺転移瘤に対して抑制作用があり抑制率は51.9%であ
ることが示されている。MUC1をターゲットとする腫瘍
ワクチンについて研究する主旨は、主動的異好性免疫、
特にMUC1の異好性CTLのキラー活性を誘導し、MUC1
を発現する腫瘍細胞を殺傷することにある。しかしマウ
ス由来のルイス肺がん細胞は、マウスMuc1を発現するも
ののヒトMUC1との同族性は約40%しかない[11]。MUC1-
MBP免疫がマウス肺転移瘤の成長を強く抑制するのは、
MUC1-MBPが誘導する非異好性免疫細胞の活性化と関係
があり、さらには交差反応とも関係がある可能性がある。
ヒト乳がんのマウス移植瘤モデルを組み立てて観察した
結果、MUC1-MBP免疫はヒト乳がん移植瘤の成長を顕著
に抑制して抑制率は81.2%に達し、MBPもヒト乳がん移植
瘤の成長を抑制できることが分かった。MUC1-MBPが誘
導する異好性免疫はヒト乳がん細胞を殺傷することがで

◎図６　遺伝子組み換えMUC1-MBPワクチンの乳がん成長抑制作用

◎図７　MUC1を発現するB16メラノーマの成長に対するMUC1-MBP
の抑制作用
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きるが、このことは一つにはMUC1-MBPが誘導する非異
好性殺傷と関係がある。そしてもう一つにはMUC1繰り
返し配列多型のPDTRP配列はT細胞を直接活性化するこ
とができ、MHCの制限を受けないため[3]、MUC1-MBPの
誘導する活性化CTLが乳がん細胞を直接殺傷することが
できる。これらの2つのモデルはともに、MUC1-MBPが
誘導する非異好性免疫の抗腫瘍における作用を証明でき
るものの、異好性免疫応答の作用を必ずしも十分に実証
することはできない。異好性免疫応答の抗腫瘍における
作用を観察するために、私たちは安定的にMUC1を発現
するメラノーマB16-MUC1とMUC1を発現しないB16-neo
を利用して腫瘍モデルを組み立てた。その観察の結果、
MUC1-MBP免疫はB16-MUC1細胞の成長を顕著に抑制す
ることができるだけで、抑制率は87.5%だが、B16-neoに

対しては明らかな抑制作用はなかった。このことから、
異好性免疫応答、特に細胞免疫応答が抗腫瘍において重
要な作用を果たすことが分かった。
本研究結果からは、MUC1はMBPと共有結合した後に

MUC1の免疫原性を顕著に増強することができ、MUC1-
MBP免疫は異好性細胞免疫と体液免疫を誘導できるだ
けでなく、さらに非異好性免疫も誘導することができる
と分かった。3種の腫瘍モデルの実験結果では、MUC1-
MBP免疫が腫瘍細胞の成長を顕著に抑制することが示さ
れており、MUC1-MBPが誘導する異好性免疫応答と非異
好性免疫応答はともに抗腫瘍において作用を発揮する、
特に異好性細胞免疫がより重要な作用を発揮することが
分かった。
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要旨：
アレルギー応答は、特定のアレルゲン（抗原）に対す

る過剰な免疫応答と定義される。免疫応答は、本来自己
を細菌やウイルス等の外敵や体内で発生する癌細胞等を
排除する生体防御機構のひとつである。しかしながら、
アレルギー応答は花粉や食物など、からだに無害な抗原
に対して反応していることになる。アレルギー応答を伴
うアレルギー疾患には、喘息、アトピー性皮膚炎、アレ
ルギー性鼻炎や結膜炎等が知られているが、主たる治療
はアレルギー応答の後期を抑制する薬剤投与による対症
療法であるため、完治させることは難しい。唯一、根本
的な治療効果が期待できる減感作療法でも、抗原注射後
のアナフィラキシーショック誘発の危険性があるため、
低濃度の抗原注射から段階的に投与量を高めていく長期
間の通院治療が余儀なくされる。今後さらに、アレルギー
疾患に苦しむ患者さんの数が増大することが予想される
ことから、予防と根本治療を目指した安全かつ簡便なア
レルギーワクチンの研究開発が急務になっている。

アレルギーワクチン研究の背景
アレルギー疾患は、アレルギー応答が全身に起こるも

のと局所に起こるものに分けられる。まず全身に起こる
アレルギー疾患の代表は、全身性アナフィラキシーで、
牛乳、卵、大豆、そば、ピーナッツ等の成分が抗原とな
る食物アレルギーや、ペニシリン等の薬物、ラテックス
製手袋等の医療用具に含まれる物質に対する薬物アレル
ギーなどが知られている。一方、局所に起こるアレルギー
疾患には、眼ではアレルギー性結膜炎、鼻ではアレルギー
性鼻炎、肺では喘息、皮膚ではアトピー性皮膚炎がある。
現在、患者数が急増している花粉症は、アレルギー性結
膜炎とアレルギー性鼻炎を主症状とする複合型アレル
ギー疾患である。以上のようにアレルギー疾患は、それ
ぞれ病変部位や病状が様々であるが、発症の主たる原因
は、抗原によって誘発される過剰な免疫応答、特にIgE抗
体産生である。
図１に示すとおり、まず抗原提示細胞が抗原を取り

込み、次にアレルゲンの一部を認識するヘルパー２型Ｔ

（Th2）細胞が分化増殖する。さらにTh2細胞が産生する
サイトカイン、インターロイキン(IL)-4が、アレルゲンに
特異性を持つＢ細胞に作用することにより、Ｂ細胞はIgE
抗体を産生するＢ細胞に分化する。次に抗原特異的IgE抗
体は肥満細胞や好塩基球のIgE受容体に結合した状態で
保持される。その後体内に侵入する抗原が肥満細胞や好
塩基球表面上のIgEに結合すると、肥満細胞は脱顆粒を起
こし細胞内化学伝達物質であるヒスタミンやロイコトリ
エン等を放出し、血管透過性の亢進に伴う鼻水や自律神
経系を刺激することによるくしゃみ、鼻づまりを引き起
こす。これをI型アレルギー応答という。以上のように、
IgE抗体が引き金となってアレルギー症状が惹起されるこ
とから、IgE抗体産生を抑制するアレルギーワクチンは、
アレルギー疾患全般に渡る予防と根本治療を実現できる
可能性が高いと考えられる。

アレルギーワクチンの標的
アレルギー応答の開始点から以下の４つの段階がアレ

ルギーワクチン研究開発の標的となり得る。
第１の標的：抗原提示の阻害
抗原提示細胞が抗原を取り込まないか、取り込んでも

抗原をプロセスしてペプチド化しないか、さらにペプチ
ドを主要組織適合複合体（ＭＨC）上に提示しなければ、
Th2細胞の分化・増殖は阻害されることになる。しかしな
がら、今日までこの標的を狙ったアレルギーワクチンに
関する報告は見当たらない。例えば抗原特異的に抗原提
示細胞の機能を阻害する薬剤がアレルギーワクチンの候
補として考えられる。

◎図１　IgE抗体産生とI型アレルギー応答
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第２の標的：Th2細胞の分化・増殖の抑制
既存唯一の根本治療法である減感作療法の標的になっ

ていることが予想されるが、作用メカニズムが解明され
ていないため、尚不明である。抗原提示細胞が抗原特異
的にTh2細胞に免疫不応答（アナジー）や細胞死（アポトー
シスやネクローシス）を誘導するアレルギーワクチンは、
有効な治療法となり得ることが予想される。さらに制御
性Ｔ（Treg）細胞を抗原特異的に分化・増殖させること
ができれば、長期に渡る免疫寛容を誘導することが期待
できる。
第３の標的：Ｂ細胞のIgE抗体産生の抑制
Ｂ細胞からのIgE抗体産生だけを抑制することができ

れば、根本治療につながる可能性が高い。それを実現す
るためには、膜結合型IgEを発現するＢ細胞特異的に細胞
死を誘導する抗体療法等が考えられる（参考文献１）。ま
たIgE産生Ｂ細胞に特異的に細胞死を誘導するサイトカイ
ン、例えばIL-21などを誘導するワクチンの設計が有効で
あると考えられる（参考文献２）。
第４の標的：IgE抗体のFc�R I結合阻害
仮に血中のIgE抗体濃度が高値であっても、肥満細胞や

好塩基球細胞表面上のIgE受容体Fc�RIに結合しない限
り、アレルギー症状が重篤化することはないはずである。
根本治療ではないが、IgE中和抗体の投与によって、重篤
な喘息患者さんでの高い治療効果が認められている。も
し自己の免疫システムを使って、IgE中和抗体を産生し続
けられることが達成できるならば、IgE抗体価が高い状態
でも症状を軽減されることが可能になるかもしれない。

アレルギーワクチンの設計１
花粉症を例とると、皮下注射による減感作療法や舌

下免疫療法には、通常花粉エキスが用いられる。特に欧
米の減感作療法では高濃度の抗原を含有したエキスを持
いることによって最終維持量を可能な限り高めて、有効
性を上げようという狙いが感じられる。その一方で、天
然抗原の濃度を高めれば高めるほど、アナフィラキシー
ショックを誘発する危険性が高まることが大きな問題と
されている。それを解消する一つの手段として、組み換
え抗原の利用が考えられる。
アナフィラキシーショックを誘発しない安全な組み換

え抗原を設計する場合には、花粉症患者血液中のIgE抗体
と結合しないことが条件となる。また、高い有効性を発
揮するためには、限定されたＴ細胞エピトープの連結ペ
プチドでは不十分であり、全ての花粉患者T細胞エピトー
プの配列を包含する必要がある。スギ花粉症の場合では、
主要抗原であるCry j　1蛋白質とCry j　2蛋白質の成熟領
域全てのアミノ酸配列が必要となる。安全性と有効性と
いう二つの条件を満たす組み換え抗原の設計として、Cry 
j 1とCry j 2のそれぞれの全成熟領域を直接結合させた組
み換えCry j 1/2融合タンパク質が考案された。この融合

タンパク質は、Cry j 1とCry j 2が介在配列を含まず直接
結合する構造になっているため、それぞれの領域の立体
構造が天然型に戻ることができない。その結果、天然型
Cry j 1 やCry j 2の立体構造を認識するIgE抗体が結合で
きなくなり、肥満細胞や好塩基球の脱顆粒が起こらなく
なることが予想される。このような組み換え抗原を減感
作療法に用いた場合、アナフィラキシーショックを誘発
する危険性を低下させた結果、高濃度の抗原を投与する
ことが可能になり、有効性を高められる可能性が大きい。

アレルギーワクチンの設計２
もう一つの組み換え抗原を用いたアレルギーワクチン

は、免疫寛容を誘導するメカニズムを利用したリポソー
ムワクチンである。近年、免疫制御システムの研究が進
み、免疫寛容に関与する（制御性）Treg細胞が同定され、
さらにそれらを体内に戻すことで免疫抑制が起こり、免
疫異常疾患のモデル動物で治療効果が認められている。
このTreg細胞を抗原特異的に体内で分化・増殖させるこ
とができれば、長期に渡りに免疫寛容を維持させること
が可能になる。例えば花粉症では、花粉抗原特異的なTh2
細胞の活性化を、Treg細胞が抗原特異的に抑制すること
が予想される。我々は、体内で効率よく花粉抗原特異的
Treg細胞を増やすアレルギーワクチンとして、ナチュラ
ル・キラーＴ（NKT）細胞のリガンドであるα-ガラクト
シルセラミド（α-GalCer）と組み換え花粉抗原を封入し
たリポソームを考案し、研究開発を進めている。以下、
アレルギーワクチンの一例として、α-GalCerリポソーム
について紹介する。

アレルギーワクチンの作用メカニズム
アレルギーワクチンが、抗原提示細胞に取り込まれる

と、α-GalCerはCD1d分子上に同時に組換えスギ花粉抗原
は細胞内でプロセスされてペプチドとなりMHC分子上に
それぞれ提示されることが予想された。つまり一つの抗
原提示細胞よって、NKT細胞とナイーブＴ細胞が効率よ
く活性化されることになることになる。次に、NKT細胞
と抗原提示細胞との会合で産生されるIL-12やIL-10の働き
により、ナイーブT細胞がTh1細胞やTreg細胞に分化・増
殖することになる。
アレルギーワクチンをマウスに投与すると、脾臓中の

樹状細胞の他に、ある種のＢ細胞に選択的に取り込まれ、
さらにＮＫＴ細胞との会合により大量のIL-10が産生され
ることを認めている。一方、アレルギーワクチンを取り
込んだ樹状細胞とＮＫＴ細胞との会合ではＩＦＮ－γの
産生が優位になるが、脾臓中では、アレルギーワクチン
を取り込むＢ細胞の細胞数が、樹状細胞数の数十倍以上
あることから、脾臓中ではIL-10産生がIFN-γ産生をはる
かに上回る環境になっていることが示唆されている。
また、アレルギーワクチンを複数回投与したマウスの
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はないであろう。一方、その高いハードルを克服しつつ、
高い薬効をもつ医薬品を開発することは決して平坦な道
のりではないことも確かであろう。しかし、今後も患者
数が増え続けることが予想されるアレルギー疾患に対し
て、対症療法での治療には限界が見えてきている。アレ
ルギーワクチンの研究開発を今推進しなければ、将来ア
レルギー疾患によって生ずる様々な社会での機会損失の
拡大を未然に防ぐことは難しいであろう。今後、アレル
ギーワクチンの開発スピードや成功確立を高めるために
は、アカデミアやバイオテックが創出するワクチン開発
を前臨床試験段階から製薬企業が参画し、パートナリン
グするスキームが望まれる。

脾臓CD4陽性Ｔ細胞を、天然型抗原で感作したマウスに
養子移入し、同じ抗原でチャレンジをした結果、IgE抗体
価の上昇を有意に抑制することを認めている。この抑制
効果が、リポソームに封入した抗原と異なる抗原で感作
したマウスには、認められなかったことから、リポソー
ムワクチンで誘導される脾臓中CD4陽性Ｔ細胞中には、
抗原特異的Treg細胞が含まれていることが示唆されてい
る。

おわりに
アレルギーワクチンは、感染症に対するワクチンと

同様かそれ以上に高い安全性が要求されることは、アナ
フィラキシーショックを誘発する危険性を考えれば異論
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はじめに
消化管管腔には好気性・嫌気性の細菌種が平衡状態を

保ってそれぞれのニッチにおいて増殖しており、総体とし
て腸内フローラを形成している。その構成菌種は500-1000
種あるいはそれ以上と見積もられている。腸内細菌の存
在が我々に与える影響は、無菌（Germ-Free）動物や抗生
物質を投与された動物をもちいて検討されている1)。更に
最近ではメタゲノム解析やトランスクリプトーム解析、
メタボローム解析等により、分子レベルのアプローチも
可能となってきている2)。腸内細菌は、ヒトの未消化食事
成分を代謝して、その助けなしには得ることができない
アミノ酸、ビタミンや脂肪酸などを我々に供給している。
さらに、有害代謝産物の解毒や、外部から侵入する病原
体に対する生物学的防御バリアー、腸管上皮の分化誘導
など、さまざまな機能を担っている。このように腸内細
菌は我々にとって不可欠な存在であり、我々と腸内細菌
は、共進化を遂げた1つの超有機体（superorganism）と
して考えることも出来る。最近では、腸内フローラ菌種
の構成異常が、炎症性腸疾患、肥満、癌、特定の病原体
に対する感受性など、様々なヒト疾患の発症や増悪と密
接に結びついていることを示すデータが少しずつ集積さ
れてきている。またワクチン開発と言う観点からも、腸
内細菌の免疫系への影の理解が大いに役立つはずである。

腸内細菌による免疫システムへの影響
腸内細菌は、宿主の免疫系に極めて深く影響を与えて

いる。例えば、Germ-Freeマウスではパイエル板や腸間
膜リンパ節が非常に小さく、脾臓においてもB細胞領域・
T細胞領域の形成が不十分である3)。またGerm-Freeマウ
スにおいては、全身のCD4 T細胞応答がTヘルパー２(Th2)
細胞応答に偏っており、即ちアレルギー体質になってい
る。さらに、腸内細菌からの持続的なToll-like receptor 
(TLR)刺激が、適切な粘膜バリアー機能維持に必要であ
り、この刺激を欠くため、Germ-Freeマウスの消化管上皮
は外的ストレスに対し脆弱であることも報告されている
4)。これら一連の異常はいずれも、Germ-Freeマウスに腸
内細菌を投与する、あるいはspecific-pathogen-free（SPF）

環境下で数週間飼育すると正常に回復する。
腸内フローラと日常的に相互作用している消化管粘膜

には、非常にユニークなリンパ球サブセットが多数存在
している。免疫グロブリン-A（IgA）産生形質細胞、上皮
間リンパ球（intraepithelial lymphocyte; IEL）、γδT細
胞は、消化管粘膜特有の細胞として古くから研究されて
いる。加えて最近、ナチュラルキラー細胞（NK細胞）の
細胞表面マーカーであるNKp46を発現しながらNK活性を
持たず、インターロイキン（IL）-22を多く産生する細胞
（「NK-22細胞」とも呼ばれている）も、消化管に特異的
に存在することが明らかになっている5)。更に、粘膜関連
リンパ組織の構築に重要な役割を果たす「リンパ組織誘
導細胞（lymphoid tissue inducer細胞；LTi細胞）」と呼ば
れる細胞群も、消化管特異的に存在することが知られて
いる。Germ-Freeマウスを用いた解析から、これら消化管
粘膜に特徴的な免疫細胞サブセットがいずれも、腸内細
菌の存在によってその分化・集積が誘導されていること
が明らかになっている。

セグメント細菌（Segmented filamentous bacteria）
によるTh17分化
消化管粘膜には、CD4T細胞も恒常的に存在している。

そしてその多くは、分化型あるいはメモリー型CD4T細
胞である。その中には、IL-17（IL-17Aとも呼ばれる）
を高産生することを特徴とする細胞が含まれる。この
IL-17高産生CD4T細胞は、「Th17細胞」と呼ばれてい
る6)。Th17細胞は、IL-17に加えてIL-17F、IL-22、IL-21
などのサイトカインも高産生する。Th17細胞が産生する
これらのサイトカインは、白血球の増殖や集積、あるい
は上皮細胞における抗菌ペプチドの産生を促進し、細胞
外寄生細菌や真菌感染防御に働くことが知られている。
例えばKlebsiella pneumoniae、Citrobacter rodentium、
Staphylococcus aureus、Candida albicans感染防御におい
てTh17細胞に由来するサイトカインが必須の役割を果た
すことが示されている。特にIL-17AとIL-17Fの二重欠損
マウスは、S. aureusの日和見感染を起こすことが報告さ
れている7)。また一方Th17サイトカインは、その過剰が多
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発性硬化症や関節リウマチ、慢性炎症性腸疾患など自己
免疫疾患の発症や増悪に関わっているという報告も数多
くなされている。例えばIL-17F欠損マウスは、関節炎モ
デルに対して抵抗性を示す。従って、Th17細胞の数を人
工的に増加させることは感染症に対する抵抗性を上げる
ことに繋がる（即ちワクチンとなる）し、逆にその数を
減少させることは、自己免疫疾患の治療に繋がると考え
られるため、Th17細胞はとても注目されている細胞であ
る。
Th17細胞は小腸・大腸の粘膜固有層に、特異的・恒常

的に存在する。むしろ消化管粘膜においては、IFN-γを
主に産生するタイプのTh1細胞や、IL-4を産生するタイプ
のTh2細胞よりも、多く存在している。特に小腸に多く見
られ、マウスにおいては（系統にもよるが）小腸CD4 T
細胞のうち約30％近くがIL-17陽性である8, 9)。大腸におい
てはCD4 T細胞の約10％がTh17細胞である10)。
筆者らのグループは、腸管Th17細胞が、Germ-Freeマ

ウスにおいて激減していることを見出し報告した10)。逆
に、Germ-FreeマウスにSPFマウスの糞便を飲ませると強
力にTh17細胞が誘導される9, 10)。これらのことから、腸
内細菌の存在がTh17細胞分化・集積に極めて重要な働き
をしていると結論づけた。また、主にグラム陽性菌に作
用するバンコマイシンの投与によっても、Th17細胞数が
著減することから、グラム陽性菌が重要な働きをしてい
ると考えられる。更に興味深いことに、同じ遺伝的バッ
クグラウンドのマウスでも、飼育施設によってTh17細胞
数は異なっている。例えば、タコニックファーム社のSPF
マウスには、小腸に多数のTh17細胞が確認できるが、ジャ
クソンラボラトリー社のSPFマウスには少数しか存在し
ない9)。これは、タコニックマウスに存在しているがジャ
クソンマウスに存在していない腸内細菌種が、Th17細胞
の分化を促進しているためと考えられる。ニューヨーク
大学Dan Littmanらのグループは、タコニックマウスと
ジャクソンマウスの腸内細菌を比較検討し、タコニック
マウスに多く存在している細菌として、セグメント細菌
（segmented filamentous bacteria, SFB）を同定した11)。
筆者らのグループはLittmanらと共同研究を行い、そのセ
グメント細菌を、Germ-freeマウスあるいはジャクソンマ
ウスに投与し、タコニックマウスと同等数のTh17細胞が
誘導されることを見出した11)。以上のことから、セグメン
ト細菌はTh17細胞の強力な誘導細菌であり、ジャクソン
マウスにおいてTh17細胞が少ないのはセグメント細菌が
存在していないためと考えられた11)。同様の結果は抗菌ペ
プチドであるdefensin 5のトランスジェニックマウスにお
いても報告されている。このトランスジェニックマウス
の腸管では、セグメント細菌が減少しており（defensin 5
がセグメント細菌の増殖を抑制するためと考えられる）、
同時に小腸のTh17細胞も非常に少ないことが示されてい
る12)。

セグメント細菌は、分節した形態を有する繊維状の
腸内細菌であり、その名称は特徴的な形態に由来してい
る。グラム陽性芽胞形成細菌であり、哺乳類から昆虫に
いたる多くの生物の腸に存在する非病原性の常在細菌で
ある。しかしながら、ヒトでの存在は今のところ明らか
になっていない。セグメント細菌は腸上皮細胞に強く接
着して生存している。この上皮への強い接着によって、
宿主免疫細胞へ影響を与えると考えられる。セグメント
細菌はTh17細胞だけではなくIgA産生形質細胞やIELの分
化・集積を誘導することも知られている13)。従ってセグメ
ント細菌はTh17細胞だけではなく、IgA産生形質細胞分
化や上皮間リンパ球の誘導も促し、宿主の免疫系に大き
く影響を与えると考えられる。
セグメント細菌によって誘導されたTh17細胞は、宿主

における病原性細菌感染に対する免疫応答に役立つ。例
えば、セグメント細菌を持ちTh17細胞数の多いマウスは
病原性細菌Citrobacter rodentium感染に対し高い抵抗性
を示す11)。セグメント細菌によるTh17細胞誘導は、おそ
らく抗菌ペプチドの産生促進など消化管粘膜のバリアー
機能を高めることにつながり、病原性細菌に対する抵抗
性を宿主に付与することになると考えられる。しかしな
がら一方で、例えば遺伝的に自己免疫の素因があると、
このセグメント細菌によるTh17細胞の誘導は自己免疫の
発症に繋がる可能性もある。実際、関節炎モデルマウス
であるKBxNマウスは、Germ-free環境では関節炎が抑制
され、セグメント細菌を投与するとTh17細胞誘導を介す
る強力な関節炎が誘導される14)。

Th17分化の分子メカニズム
腸内細菌によるTh17分化の分子メカニズムは、まだ

十分には明らかになっていない。ナイーブCD4 T細胞が
Th17細胞へ分化するには、抗原提示細胞からのT細胞受
容体刺激を受けると同時にIL-6とトランスフォーミング
増殖因子β（TGF-β）という２つのサイトカインの刺激
を受けることが必要である6)。腸内細菌がどのようにして
IL-6とTGF-βを誘導しているのか？細菌由来のフラジェ
リンあるいは非メチル化DNAが、それぞれTLR5とTLR9
を活性化し、IL-6とTGF-βを誘導してTh17細胞分化を促
進するという報告がある15)。また、病原体に感染しアポ
トーシスをおこした上皮細胞を、樹状細胞が貪食した際
もTh17細胞分化が促進されるという報告がある。この場
合、病原体由来分子によってTLRが刺激されてIL-6が産生
され、アポトーシス細胞の刺激によってTGF-βが産生さ
れることが示されている16)。これらの報告はいずれも、
TLRを介するシグナルの重要性を示している。しかし一
方で、TLRのアダプター分子であるMyD88とTrifの二重
欠損マウスにおいても、Th17細胞は正常に認められる10)。
TLRシグナルのTh17細胞への関与については、さらなる
検討が必要である。
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依存しない経路によると考えられる11)。セグメント細菌定
着によって、宿主の回腸末端部で強力に誘導される遺伝
子は、炎症性蛋白であるserum amyloid A (SAA)である。
リコンビナントSAAを腸管粘膜固有層樹状細胞とCD4陽
性T細胞との共培養系に加えると、樹状細胞からのIL-6と
Il-23産生と強いTh17細胞誘導が見られる11)。従ってセグ
メント細菌は宿主の腸管（おそらく上皮細胞）に働きか
け、SAAを産生させ、SAAが樹状細胞に働きかけてTh17
細胞分化を促進していると考えられるが、今後さらなる
検討が必要である。

終わりに
マウスにおいては消化管常在菌の中でもセグメント細

菌が極めて強力なTh17誘導細菌であることが分かってき
たわけだが、ヒトにおいても、セグメント細菌が存在す
るのかどうか、今のところ明らかになっていない。セグ
メント細菌によるTh17誘導は、おそらく抗菌ペプチドの
産生促進など消化管粘膜のバリアー機能を高めることに
つながり、宿主に病原性細菌に対する抵抗性を付与する
ことになると考えられる。しかし一方で、例えば遺伝的
に自己免疫の素因があると、このセグメント細菌による
Th17誘導は、自己免疫の発症あるいは増悪につながる可
能性もある。今後、ヒトの腸内細菌の構成と感染症や自
己免疫疾患の関連についてさらに検討する必要がある。

筆者らは細胞外アデノシン3リン酸（ATP）もTh17細
胞分化を促進することを見出している10)。通常、細胞外
ATPはATP分解酵素によってすぐに分解される。ところ
が、何らかの理由により細胞外ATP濃度が高まると、ATP
受容体であるP2X受容体あるいはP2Y受容体に結合し、活
性化シグナルを送る17)。細胞外ATPは、神経伝達物質と
しての役割が古くから知られているが、免疫細胞活性化
因子としても働くことが知られている17, 18)。興味深いこ
とに消化管管腔内には大量のATPを検出できる10)。これ
はおそらく宿主のATP分解酵素を上回るATPを、腸内細
菌が産生しているためと考えられる。そして腸内細菌の
培養上清を、樹状細胞とナイーブCD4 T細胞との共培養
系に加えると、Th17細胞分化が観察される。このTh17細
胞分化は、ATP分解酵素を加えることでキャンセルされ
る。さらに、無菌マウスの腸管内のATP濃度は非常に低
く、同時にTh17細胞がほとんど存在していないが、ATP
を投与すると、Th17細胞数の有意な増加が観察される。
消化管樹状細胞にはATP受容体を高発現している集団が
存在する10)。この樹状細胞集団がATPによって刺激され
て、IL-6とTGF-βが産生され、Th17細胞分化が促進され
ると考えられる。
セグメント細菌によるTh17細胞分化の分子メカニズム

については、今のところ明らかになっていない。セグメ
ント細菌の消化管の定着は、ATP濃度に影響を与えない
ことから、セグメント細菌によるTh17細胞誘導はATPに
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な役割を果たすが、リンパ球系を中心とした獲得免疫系
が暴走し、過剰に反応した場合には、種々の免疫疾患を
発症することが知られている。自然免疫系の活性化機構
の解明に伴い、免疫疾患が自然免疫系の過剰活性化によっ
ても発症することが近年明らかになってきている。その
ため、自然免疫系の活性は種々のメカニズムにより絶妙
に制御されている。本稿では、日本から発信された、自
然免疫系の活性化機構、活性制御機構に関する研究成果
を中心に紹介したい。

自然免疫系による微生物認識
TLRの各メンバーが、それぞれ細菌、ウイルスをはじ

めとした病原微生物の構成成分を特異的に認識している
が、この認識様式により、細菌のみの認識(TLR1, 2, 5, 6)、
ウイルスのみの認識(TLR3, 7, 8)、両微生物の認識(TLR4, 
9)に関与しているTLRに分類することができる。また、
TLR以外にも微生物を認識する分子が存在することが明
らかになっている。TLRは膜型蛋白質で、細胞外あるい
は、エンドゾーム等の胞内で病原体構成成分を認識する。
しかし、病原微生物には、例えば細胞内寄生菌などのよ
うに貪食胞から細胞質内に逃れて増殖するような微生物
も存在する。ウイルスも宿主細胞膜と融合し細胞質内へ、
あるいはエンドゾームから細胞質内にウイルスゲノム核
酸が放出（脱核）される。そのため、細胞質内にも、病原
微生物を認識するような分子が存在している。nucleotide-
binding oligomerization domain (NOD)-like receptor (NLR)
ファミリー分子は、TLRの細胞外領域と同じロイシンリッ
チリピート(LRR)をcaspase-recruitment domain (CARD)
やNOD domainとともに有している細胞質内に局在する
分子である。NLRファミリーのNOD1, NOD2は、ペプ
チドグリカンと呼ばれる細菌の膜を構成する層状構造物
の核となる構造を特異的に認識していることが欧米のグ
ループにより証明された。ウイルスについても、細胞質
内でウイルス由来のRNAを認識する分子としてretinoic-

はじめに
感染病原体の生体内侵入を非自己として感知し、それ

を排除することにより生体防御を司る免疫系は、自然免
疫系と獲得免疫系の二つの柱から成り立っている。20世
紀の免疫学研究は、リンパ球が抗原を非自己として認識
する獲得免疫系を中心に展開されてきた。しかし、20世
紀末に、獲得免疫系の存在しないショウジョウバエのToll
受容体が真菌感染防御に必須であることが明らかになっ
たことに端を発し、哺乳類でもToll-like receptor (TLR)が
微生物に特有で生命維持に必須の構成成分を認識し、自
然免疫系の活性化を導くことが明らかになった。さらに、
自然免疫系による微生物（非自己そのもの）の認識が、
獲得免疫系の活性化をも制御していることも明らかにな
り、免疫応答における自然免疫系の役割が急速に明らか
になった（図1）。微生物の認識による自然免疫系、獲得
免疫系の活性化は、もちろん感染症の防御に極めて重要

◎図１　自然免疫系と獲得免疫系

自然免疫系に属するマクロファージや樹状細胞は、病原体に曝されると、
貪食により病原体を取り込み消化分解するとともに、病原体由来のペプチ
ド抗原をMHC抗原と共にT細胞に提示する。さらに、TLRが病原体構成成
分を特異的に認識し炎症性サイトカインや副刺激分子などの遺伝子発現を
誘導する。貪食による抗原提示、TLRを介した炎症性サイトカイン、副刺
激分子などの遺伝子発現の全てが相まって、抗原特異的な獲得免疫系を誘
導する。
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acid inducible gene-I (RIG-I)やMelanoma differentiation-
associated gene 5 (MDA5)などのCARD domainと DExD/
H box RNA helicase domainを有するRNAヘリケース分
子が同定されている。このように、自然免疫系による異
物認識受容体が次々と同定され、さらにはそのシグナル
伝達機構も明らかになり、自然免疫系の活性化機構の概
要が明らかになっている。

自然免疫系と免疫疾患
自然免疫系の活性化は感染防御に必須であるが、その

過剰な活性化は、獲得免疫系の場合と同じように種々の
免疫疾患の発症を導くことが明らかになってきている。
核酸構造を認識するTLR7, TLR9が自己の核酸や核酸を含
んだ抗体複合体を認識し、過剰なIFN-alphaの産生を誘導
した場合、全身性エリテマトーデスの発症を導くことが
欧米のグループにより証明されている。関節リウマチの
発症にも、TLR9によるDNAの認識や真菌成分の認識によ
る自然免疫系の活性化が関与していることが証明されて
いる。消化管には、腸内細菌が存在しているが、通常腸
内細菌は我々と共生し、お互い持ちつ持たれつの関係を
構築している。自然免疫系が過剰活性化に陥ると、腸内
細菌依存性に炎症性腸疾患を引き起こすことも証明され
ている。IL-10は、自然免疫系細胞の活性を抑制すること、
またノックアウトマウスの解析から個体レベルで炎症性
腸疾患の発症抑制に重要な役割を担っていることが明ら
かになっている。そして、自然免疫系細胞特異的にIL-10
のシグナル伝達に必須の役割をはたすStat3を欠損したマ
ウスが、IL-10ノックアウトマウスと同様の炎症性腸疾患
を発症する。IL-10のシグナルが消失すると、自然免疫系
細胞がTLRを介して腸内常在菌依存性に炎症性サイトカ
インを過剰産生する。その中で、IL-12p40がTh1/Th17細
胞の分化を強く誘導し、T細胞依存性の炎症性腸疾患の発
症を導いていることが示されている（図2）。一方、TLR
を介したシグナルが消失するMyD88欠損マウスでは、腸
管のホメオスターシスの破綻が起こっており、dextran 
sodium sulfate (DSS)誘導性の腸管炎症に対する感受性が
極めて高くなっていることも示されている。このように、
TLRを介したシグナルは、その過剰の刺激は炎症性腸疾
患を誘導する一方で、腸管のホメオスターシスの維持に
も関与しており、腸管免疫応答におけるそのTLRを介し
た自然免疫系活性化のバランスの重要性が示されている。

自然免疫系の活性制御
自然免疫系が活性化される分子機構の解明に相まっ

て、自然免疫系の活性を負に制御する機構にもさまざ
まなメカニズムが存在することが明らかになってきてい
る。たとえば、TLRのシグナルを抑制する分子が次々と
同定されている。TLRシグナルに関与する分子のスプラ
イスバリアント、ユビキチンリガーゼなどに加えて、最

近では、TANKと呼ばれるTLRシグナル分子に会合する
分子が、TLRシグナルを負に制御していることが明らか
にされている。実際、TANK欠損マウスでは、腸内細菌
依存性に腎炎が発症することが示されている。また、シ
グナルの制御だけでなく、核内でTLRシグナルにより発
現が誘導されるmRNAの分解を促進するZc3h12aと呼ばれ
る分子も同定されている。Zc3h12aは、zinc-finger領域と
RNase活性をもつ領域を有する分子で、IL-6やIL-12p40の
mRNAの3’領域を標的として分解を誘導している。さら
には、遺伝子発現誘導を制御する核内因子も同定されて
いる。TLR刺激で誘導される核内因子IkBNSは、転写因
子NF-kBのサブユニットp50と会合し、IL-6, IL-12p40など
の遺伝子にプロモーターのNF-kB結合領域に会合するこ
とにより、TLR刺激による転写活性化能をもつNF-kB複
合体(p50/p65)の会合を阻害することにより、TLR応答性
を負に制御している。実際IkBNS遺伝子欠損マウスでは、
IL-6, IL-12p40の産生が亢進し、腸管炎症に対する感受性
も高いことが示されている（図３）。

◎図２　自然免疫系に過剰活性化による炎症性腸疾患の発症

IL-10のシグナルに必須のStat3が欠失すると、マクロファージ(Mφ)、樹
状細胞(DC)などの自然免疫系細胞が異常活性化され、TLRによる腸管内細
菌叢の構成成分認識により炎症性サイトカインを過剰産生する。その中で
過剰産生されたIL-12p40が、T細胞をTh1型あるいはTh17型へ強く誘導
することにより、T細胞依存性の炎症性腸疾患の発症にいたる。

◎図３　自然免疫系の活性制御に関わる分子

IκBNSは、TLR刺激により誘導される遺伝子の中で、NF-κB依存性に遅
れて誘導される遺伝子の発現を抑制する。そして、これら遺伝子発現の抑
制を介して、個体レベルで炎症反応を負に制御している。
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腸管免疫系を構成するユニークな自然免疫系細胞群
腸内細菌が共生している腸管における免疫系は、他の

組織と異なる特有の粘膜関連リンパ組織（パイエル板、
孤立リンパ小節、クリプトパッチなど）が存在している。
この粘膜関連リンパ組織ではIgAが産生されるが、IgA産
生細胞への分化にTNF/iNOS産生性樹状細胞(Tip DC)か
ら産生される一酸化窒素(NO)が重要であることも報告さ
れている。
上記の腸管粘膜のリンパ組織だけでなく粘膜固有層に

も、腸管特異的な樹状細胞がいくつか存在していること
が示されている。細菌の鞭毛たんぱく質TLR5を発現す
る腸管粘膜固有層の樹状細胞は、B細胞のIgA産生細胞分
化および、ヘルパーT細胞の一種Th17細胞への分化とい
う液性免疫、細胞性免疫の両者を制御していることが示
されている。また、大腸粘膜固有層では、CD70を高発
現する樹状細胞が、腸内細菌由来のアデノシン３リン酸
(ATP)依存性にTh17細胞の分化を誘導することも示され
ている。腸管粘膜固有層には、制御性T細胞の分化に関
与するCD103陽性樹状細胞、および炎症反応を誘導する
CD11b+CX3CR1+樹状細胞の二つの大きな樹状細胞亜集
団が欧米のグループにより同定されているが、CD70を
高発現する樹状細胞は、CD11b+CX3CR1+樹状細胞の集
団に属するものと思われる。さらに、樹状細胞に限らず
リンパ球集団にも、腸管関連組織には自然免疫系に属す
る新規細胞サブセットnatural helper細胞が最近同定され
た。この細胞は、IL-33に反応してIL-5, IL-13などのTh2関
連サイトカインを産生し、腸管ぜん虫の感染対する防御
反応を担っていることが示されている。Natural helper細
胞は、同じくリンパ球でありながら自然免疫系に属する
natural killer細胞に対し、helper T細胞のような機能を有
する自然免疫リンパ球として名付けられた。このように、
種々の腸管特有の自然免疫系細胞が同定されていて、そ
れぞれが腸内細菌依存性に活性化あるいは活性制御を受
けて、腸管粘膜特有の免疫応答を演出していることが明
らかになっている。

おわりに
本稿では、日本から発信された自然免疫系の活性制御

に関する最近の研究成果を紹介した。20世紀後半にTLR
の機能解明をブレイクスルーにして、次々と自然免疫に
関与する免疫機構の新知見が次々と日本から発信されて
いる。ここに紹介しきれなかった成果もあり、ここにお
詫びして、この稿を閉じたい。
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脳・神経科学

ボツリヌス毒素（Botulinum toxin、BTX）はボツリ
ヌス菌が成長繁殖する際に産出する代謝産物で、細菌外
毒素の特性を持つ神経向性毒素である。その抗原性の違
いからA～ Gの7 亜型に分類される。その分子量は150 
kDaで、アルカリ性溶液の中で神経毒素とヘマグルチニ
ン（HA）の2つに分離される。神経毒素は蛋白加水分解
酵素により分解され、重鎖（H）と軽鎖（L）の活性の
ある二本鎖構造を形成し、二本鎖の間は非共有結合のジ
スルフィドによって結合される。BTXは神経横紋筋の
接合部のコリン作動性神経終末に作用し、アセチルコリ
ン（Acetylcholine、ACh）の放出を阻害することによっ
て、筋麻痺を引き起こすことが証明された[1]。そのメカニ
ズムは（1）毒素と受容体の結合。低親和性受容体との結
合及び高親和性受容体との結合という2ステップを含む。
（2）毒素の移入。飲作用によりシナプス前終末に入る。
（3）毒素のアロステリック、シフト。ボツリヌスの重
鎖は飲体膜で通路を形成し、軽鎖を細胞質に導入する。
（4）毒素の軽鎖は小胞と質膜の結合過程に関与するキー
ポイント蛋白のVAMP or Synaptobrevin、SNAP-25及び
Syntaxinの3つに解裂する。開放放出が発生しないように
する。即ち、結合、内在化、転移、解裂可溶性NSF付着
蛋白受容体（SNARE）蛋白の四つのメカニズムによっ
て、AChの放出（Fig. 1）を抑える。A型ボツリヌス毒
素（Botulinum toxin type A、BTX-A）は現在臨床治療
に多く用いられる生物毒素である。BTX-Aは軽鎖酵素が
SNAP-25を切断することにより神経伝達物質がシナプス
前膜での放出を阻害し、シナプス伝達を阻害する。現在、
臨床骨格筋収縮機能障害により引き起こす疾病、例えば
斜視、筋肉痙攣などの治療に多く用いられ、また連続的
臨床応用によってBTX-Aが胃腸管平滑筋機能障害、腺分
泌の増加、片頭痛などの疾病を治療できることが示され
ているが、その作用のメカニズムはまだ不明である。こ
れに鑑み、我々は最近数年来BTX-Aの非コリン作動性神
経伝達物質/モジュレーターに対する作用のメカニズムに
ついて、研究を行った。臨床応用の拡大に論理的な根拠

を提供するために、本文では我々の研究を概説し、また
臨床応用の可能性を検討した。

１．BTX-Aが胃麻痺を治療する場合の、胃平滑筋に対す
る作用及びそのメカニズム
胃不全麻痺（Gastroparesis）による機能障害は糖尿病

の患者に良く見られる。胃排出障害の増加、胃内容物の
排出遅延を特徴として、よく幽門痙攣或いは幽門機能不
調が伴う。原発性幽門痙攣による胃排出遅延も胃不全麻
痺の症状を生じさせることがある。臨床幽門にBTX-Aを
注射することは、胃不全麻痺の患者にとって胃排出[2]を増
加することが可能で、エクスビボ実験によってBTX-Aが
モルモット幽門平滑筋内のAChの放出[3]を抑えることがで
きると証明された。
1.1　BTX-Aが活動ラットの幽門筋電活動とP物質の放

出を抑制
P物質（Substance P、SP）はAChと同じように幽門の

収縮と胃筋電のクラスター放電活動[4]を誘発することがで
きる。SPは幽門環状筋内層と粘膜層の近隣エリアに分布
し、胃排出の調節[5]に関与する。糖尿病ラット幽門括約筋
環状筋層SP免疫陽性細胞は正常のラットより著しく減っ
た[6]。また、不確縫線核にSPを微量注射したら、胃内圧と
幽門活動が著しく増える[7]ことになった。
麻酔を施したラットの幽門にメモリ電極と注射導管を

それぞれ移入し、手術回復後、0.3ml生理食塩水或いは
BTX-Aを含むBTX-A10、20と40 U/Kgを注射した後の筋
電の変化をそれぞれ記録する。記録後、幽門組織を取り、
放射免疫測定または免疫組織学的解析をそれぞれ行う。
結果：BTX-A10、20と40U/Kgを注射すると、どれも幽門
筋電低速波の振幅が低減したが、低速波の周波数は改変
しない。クラスター放電活動は完全に消えた（Fig. 2）。
20U/Kgを投与した場合の抑制効果は10U/Kg（P<0.05）
を投与した場合の抑制効果より著しくよいが、40U/Kg
（P>0.05）を投与した場合と比べて著しい差はなかった。
BTX-Aを注射後、放射免疫法（RIA）測定で幽門組織中

A型ボツリヌス毒素の作用メカニズム及び臨床応用
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のSPの含量は生理食塩水より著しく低減し（P<0.01）、幽
門環状平滑筋神経そう内と粘膜層のSP免疫表現が著しく
減少した（P<0.05）。結論：腹腔鏡手術を模擬し、幽門に
BTX-Aを注射したら用量依存的に活体ラット幽門筋電低
速波振幅、クラスター放電活動と平滑筋の収縮を抑える。
この抑制作用は用量が一定の限度になった後、用量の増
加に従って増加することはない。BTX-Aが自律神経と腸
神経SPの幽門での放出を抑えるのは、幽門筋電活動が弱
まることを引き起こしたメカニズムの一つ[8]である。また
BTX-Aは同様に胃体筋電活動とSPの放出[9, 10]を抑えるこ
とも分かった。
1.2　BTX-AはSPによって引き起こされるラットエクス

ビボの幽門平滑筋の収縮作用を抑制
BTX-Aの内因・外因的SPによるラットエクスビボ幽門

平滑筋収縮に対する影響及びそのメカニズムを更に確定
するために、我々はそれぞれ下記の方法で実験を行った。
①Electrical field stimulation（EFS）を利用して幽門平滑
筋内因的神経伝達物質の放出を誘導し、平滑筋の収縮を
引き起こし、Atropineでコリン作動性神経を遮断した上、
NK1受容体アンタゴニスト[D-Arg1、D-Phe5、D-Trp7,9、
Leu11]-SP（APTL-SP、1µmol/L）とBTX-Aの筋肉片の収
縮に対する影響をそれぞれ観察した。②30minおきにSP
（1µmol/L）を加えて、濃度が違うBTX-A（4、10kU/
L）の中でインキュベートした幽門平滑筋条片の収縮を誘
発して、4時間継続して記録を取る。BTX-Aの外因的SP
により誘導した筋条片の収縮に対する抑制作用を観察し
た。結果：①EFSは平滑筋の収縮振幅、頻度と張力を増
やす。当該作用はAtropine 1 µmol/Lに不完全に抑えられ
る。余波はそれぞれAPTL-SP 1 µmol/L或いはBTX-A10 
kU/Lに抑えられるが、BTX-Aに抑えられた余波は更に
APTL-SPに抑えられることはない。②BTX-A4と10kU/
Lでそれぞれ幽門平滑筋条片をインキュベートする。30 
minおきにSP 1 µmol/Lを加えて継続して4 h観察する。
SPにより誘導する収縮張力が時間につれて逐次に低下し
た。4時間時点でBTX-A 4 kU/L群の収縮張力はSPにより
誘発した張力の（73.4±11.5）%であり、10 kU/L群がSP
により誘発した収縮張力の（25.1±8.1）%（Fig.3）である。
結論：BTX-Aが外因的SPとEFSにより誘発した内因的SP 
により引き起こされるエクスビボ幽門平滑筋の収縮に抑
制作用[11]がある。また更にBTX-AがSPにより引き起こさ
れたラット胃前庭部エクスビボ平滑筋の収縮作用を同様
に抑えることができることが証明された[12]。
1.3　BTX-AはCholecystokiinにより引き起こされる

ラットエクスビボの幽門平滑筋の収縮作用を抑制。
胆嚢収縮物質（Cholecystokinin、CCK）とは十二指腸

壁Ⅰ型内分泌細胞及び腸神経系と中枢神経系のペプチド
神経元が放出する神経伝達物質であり、消化管運動と分
泌の調節において重要な役割を果たしている。CCKに受
容体がCCK1/CCK2Rとの2種類あり、胃腸運動機能を媒

介するのはCCK1Rで、CCKとCCK1Rの結合によって幽門
収縮を引き起こすことができる。
エクスビボ幽門平滑筋条片でBTX-AがCCKにより引き

起こされる幽門平滑筋の収縮にも抑制作用があるかどう
かを測定する。結果では、以下のことが明らかになった。
（1）CCK-8S（5×10-8mol/L）は幽門平滑筋の張力（P<0.01）
と振幅（P<0.05）を増加させ、CCK1Rアンタゴニスト
Lorglumide（3μmol/L）はCCK-8Sにより引き起こされ
た幽門平滑筋収縮の張力（P<0.05）と振幅（P<0.01）を
著しく低下させる。（2）EFS（100V、4Hz、60s）により
引き起こされる幽門平滑筋収縮張力（P<0.05）及び振幅
（P<0.05）が増加し、Atropine（1μmol/L）はEFSによ
り誘発した幽門平滑筋の張力（P<0.05）及び振幅（P<0.01）
を低下させるが、まだ小さい収縮波が残り、Lorglumide
は更に残余収縮波を抑える。（3）BTX-A10kU/Lは完全
にEFSにより引き起こされる収縮張力（P<0.01）及び振
幅（P<0.01）を抑制し、CCK-8S（5×10-8M）を加えて
も新しい収縮波を引き起こすことができなくなる。（4）
BTX-A（10kU/L）は幽門の自発的収縮の張力（P<0.01）
と振幅（P<0.05）を抑える。その後、CCK-8S（5×10-8 M/L）
を加えたが、新しい収縮波を引き起こさなかった。（5）
Atropine（1μM/L）はCCK-8S（5×10-8M）により引き
起こされた幽門平滑筋条片の収縮反応を抑制できない。
結果では、BTX-Aはシナプス前膜CCKの放出を抑えるこ
とによって、同時に、 CCKとCCK1Rの結合を遮断するこ
とでCCKにより引き起こされた幽門平滑筋の収縮を抑え
ることができることを示している[13]。

◎図１　ボツリヌス毒素（ボツリヌストキシン）の結合、内在化、転移、
及び選択的なSnare蛋白の切断（切り取り）のプロセスは、その後、
シナプス前膜における神経伝達物質のドッキング、融合、及びエ
キソサイトーシス（開口分泌）を抑制する。
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２．BTX-Aでアレルギー性鼻炎を治療する場合の作用及
びそのメカニズム
アレルギー性鼻炎（Allergic rhinitis、AR）は鼻の痒み、

くしゃみ、鼻腔病理的分泌の増加を主徴とする。好酸球
と神経伝達物質、神経ペプチドの放出増強或いは賦活な
どを病理的特徴とする。その過程は神経活動と炎症／免
疫細胞との相互作用による結果であり、即ち炎症促進反
応であると考えられている。局部のSPと血管活性腸ペプ
チド（Vasoactive intestinal peptide、VIP）はAR好酸球
の産出を増やすことが最近証明された。AR患者のくしゃ
みと水性鼻汁は抗ヒスタミン薬により抑えられるが、鼻
づまりに対する作用が比較的小さい。一方、エフェドラ
アルカロイドと糖質コルチコイドは効果的に鼻づまりを
軽減することができるが、ARの患者に対する治療効果が
わずかしかない。
我々は鼻内BTX-Aの投与によって、卵蛋白（Ovalbumin、

OVA）によりアレルギーを引き起こしたラットの典型的
なAR症状を緩和できるかどうか、AR鼻粘膜SPとVIPの
免疫表現を変更するかどうかを研究した。方法はFig.4を
参照。結果では、ARラット鼻腔にBTX-A（10U/side）コッ
トンストリップを1時間置いた後、典型的ARラットの鼻
水、鼻の痒みとくしゃみ症状が緩和でき、後続鼻腔の反
復性のOVAによるアレルギーによって引き起こされるAR
の症状を抑えられ、粘膜内炎症組織学の特徴が消え、漿
液腺が萎縮することが分かった。BTX-AはAR動物鼻粘膜
内、粘膜下の血管周囲と漿液腺の近隣ゾーンのSPとVIP
免疫反応細胞及び繊維を減少することができる。結果で
は、BTX-Aが、AR鼻粘膜への関与を抑制するという病理
によって神経ペプチドの放出を変更し、局部にBTX-Aを
用いるのは、AR症状を治療するための有効な方法の一つ
であることが示された[14-16]。

３．BTX-Aで多涎症を治療するに当たり耳下腺、顎下腺
に対する作用及びそのメカニズム
多涎症（Sialorrhea）とは唾液腺の過度分泌によって発

生する症状の一つで、神経機能性障害疾病、例えばパー
キンソン病、重症筋無力症及び脳性まひなどに良く見ら

れる。また、一部の頭首部腫瘍、例えば喉がん患者は喉
の全摘出術を受けた後、よく唾液腺の過多分泌及び咽頭
瘻によって、傷口が塞がらないことはよくある。臨床で
抗コリン薬を利用して症状を緩解することができるが、
心拍の加速及びドライマウスになりやすい。外科手術、
例えば唾液腺の摘出或いは鼓室神経の摘出は永久的な唾
液腺分泌の減少になりやすい。BTX-Aによって多涎症の
治療を試せば、将来性のある治療法[17]になると思われる。
生理食塩水0.1ml或いはBTX-A 2.5 Uをそれぞれ2群の

ラットの片側耳下腺に注射した。BTX-Aを注射した群は
7日目にアシナスの数が変わっていないが、一部のアシナ
スが軽く萎縮し、アシナス間の隙間が大きくなり、VIP-
IRとSP-IR繊維が著しく減少した。12日目に、アシナスの
数が著しく減少し、腺細胞の萎縮が著しく増え、一部の
ゾーンに腺管の萎縮が見られた。然し、アシナスと腺管
の壊死と炎症細胞の浸潤が見られず、VIP-IRとSP-IR繊
維が更に減少した。第35日目、アシナス細胞は正常に回
復し、生理食塩水群と同じようになり、線条部及び粒状
曲細管（GCT）細胞がインタクトで、細胞質が豊富で、
VIP-IRとSP-IRは生理食塩水群と同じである。本研究結果
で、BTX-Aの局部注射により短期間リバーシブルラット
耳下腺アシナスと線管の萎縮及びVIP-IRとSP-IR繊維の減
少を引き起こすことが証明された[18]。同じ研究法で顎下
腺にBTX-Aを注射することにより一時的顎下腺アシナス
と線管の萎縮及びVIP-IRとSP-IR繊維の減少を引き起こ
すことが証明された[19]。上記の結果によれば、BTX-Aは
VIP、SPの放出を抑えることにより、耳下腺、顎下腺腺
組織の一時的非損傷的萎縮と分泌の減少を引き起こすこ
とが示されている。

◎図２　0.9％ Nacl（対照患者）と20 U/kgのBTX-Aの注射の後の種々
の局面での幽門部の筋電性活性。
BTX-A（20 U/kg）の注射により、徐波の振幅、スパイク活性
の振幅とバーストが減少した。BTX-Aの抑制効果は継続し20分
後に強くなった。

◎図３　幽門筋切片でのSP誘発収縮反応の減少はBTX-Aによる治療時間
と相関関係があった。

A.B：4或いは10kU/LのBTX-Aで培養した幽門平滑筋切片の収縮グラフ。
SP 1 µmol/Lに対する収縮反応は時間依存的に4時間にわたって減少した。
C：SP誘発収縮反応への4及び10kU/LのBTX-Aが及ぼす抑制効果率を、
SP.平均±SEM, n=8. *P<0.05, **P<0.01誘発収縮反応と比較し、同時
にSP群とも比較した。
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４．BTX-Aの片頭痛に対する治療作用及びそのメカニズム
片頭痛（Migraine） の 発病は「三叉神経脈管系

（Trigeminal vascular system）」の有痛物質例えば、
Substance P(SP)、Calcitonin gene-related peptide (CGRP）
などの放出と関係がある。当該神経ペプチドの放出増に
より血管透過率の増加、血漿浸出などの神経原性炎症を
生じさせると同時に、SPとCGRPは痛みの調節と伝導（痛
みのシグナル）にも関与する。
4.1　BTX-Aは片頭痛ラットの頸静脈血液、脳幹と三叉

神経節のCGRPとSPの含量を低減
我々はニトログリセリン（Nitroglycerin）の前頭側

頭ゾーン皮下注射或いは電気刺激によってラットの片頭
痛モデルを作製する。症状が発生した2時間後、それぞ
れ前頭側頭ゾーン皮下に生理食塩水或いは5、10U/kgの
BTX-Aを注射する。毎日1回、6日間連続して注射する。
結果：BTX-Aの局部注射は片頭痛ラットの症状を緩和で
き、片頭痛によるラットの頸静脈血液、脳幹と三叉神経
節に含まれるCGRPとSPの含量を低減できる。BTX-Aが
「三叉神経脈管系」のCGRP、SPの放出と無菌炎症の反応
を抑えることにより、片頭痛の症状を軽減することがで
きると示された[20, 21]。
4.2　ツボにBTX-Aを注射することにより片頭痛を治療

する臨床研究
甘粛省人民病院で診療を受ける片頭痛患者（国際頭痛

学会（HIS）頭痛・顔痛分類委員会2004片頭痛の診断基準
に従って診断確定）を選定し、open-label studyを利用し
てそれぞれBTX-A（25U）を固定箇所[22]群（30名）と針
灸ツボ群（30名）に1回注射した。注射前後の痛み発作の
強さについては視覚連続尺度（Visual Analogue Scale、
VAS）を採用し、注射後4 ヶ月間フォローアップした。
結果によって、2群の患者はBTX-Aを注射後、片頭痛の発
作頻度、強さ及び継続時間は皆治療前より軽減したが、
針灸ツボ注射の治療効果は固定箇所注射[22]より効果が高
かったことが示された。但し、この効果のメカニズムが
不明で、更に研究する必要がある。

５．BTX-Aの動脈血管に対する作用及びそのメカニズム
腫瘍治療の新しい戦略は薬理介入によって一時的に血

管灌流と酸性化作用を増加させることである。酸素は放
射エフェクトに呼応するキーポイントで、腫瘍血管の多
量輸血は血液循環において化学治療薬が腫瘍に接近する
ことにたいして有利である。
BTX-Aは一時的に腫瘍血管床を開けるかどうかを研究

し、筋張力測定法でBTX-Aの血管の張力に対する影響を
測定する。アドレナリンα受容体作動薬のMethoxamine 
(MOA)或いはEFSでウサギの腹部動脈筋肉片の収縮を
誘導した後、ウォーターバスの中にKrebs液（対照）、
BTX-A（50、100kU/L）を加え、30min後更にMOAを加
える。結果：MOAとEFSにより誘発した動脈筋条片の収
縮張力はBTX-A用量依存性に抑えられ、再度MOAを投
与しても収縮[23]を引き起こすことができない。また、エ
クスビボラット腸系膜上動脈管はMOAにより誘発されて
収縮した後、それぞれBTX-A 10、20、40kU/Lを加える
と、用量依存的張力低下が見られ、再度アドレナリンα
受容体抑制剤Phentolamineを加えると、再拡張の幅は対
照群と比べて著しく減少した（P<0.01）。BTX-AはKClに
よるラット腸系膜上動脈管の収縮、CGRPアンタゴニスト
-CGRP（8-37）に対する血管収縮作用、及びCGRPに対す
る血管拡張アンタゴニスト作用を抑えるが、CGRPの血管
拡張作用に影響を与えない（未発表）。上記の試験では、
BTX-Aは動脈血管アドレナリン作動神経終末に作用する
ことができ、ノルアドレナリンの放出による血管平滑筋
の拡張を抑えると同時に、CGRPの放出を抑え、CGRPの
血管拡張作用も阻害する可能性があると示された。

◎図４　増感、抗原投与、BTX-A治療と繰り返しの抗原投与、及び鼻汁の
同時的収集並びに量測定のプロトコルが示されている。

OVAにより誘発され、BTX-Aで治療したARのラット実験モデルの概略
図。BTX-A治療の後、ラットは繰り返し抗原投与を受け、鼻汁を採取し、
量を測った。
ラットは32日目に始末し、組織学及び免疫組織学的解析用に鼻腔組織を採
取した。

◎図５　3つのグループで10日間、2日ごとに毎日30分間、ろ紙法を使っ
て鼻汁を採取し、測定した。AR群（n=10）では、鼻汁は対照群
（n=12, P<0.001）と比較して有意に増加した。しかし、AR
群＋BTX-A（n=10）群では鼻汁が減少し、5日目には対照群と
同程度となった。
データは、平均±SEM. *P<0.05, **P<0.001, vs. 対照群；
#P<0.001, vs. AR群、として表示されている。
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BTX-Aは耳下腺、顎下腺が分泌するVIP、SPの放出を抑
えて調整することにより、腺組織の非損傷的短期萎縮を
引き起こし、腺分泌の減少を生じさせる。BTX-Aが多涎
症を治療するための新しい方法になることを示した。（4）
BTX-Aが片頭痛を治療するメカニズムは「三叉神経脈管
系」のCGRP、SPの放出と無菌炎症の反応を抑えることに
よって片頭痛の症状を軽減したのであろうと思われる。
（5）BTX-Aは動脈血管アドレナリン作動神経終末に作用
し、ノルアドレナリンの放出を抑えることによって血管
平滑筋の拡張を引き起こす。当該作用はBTX-Aの局部注
射は一時的な血管灌流と酸性化作用を増加し、放射エフェ
クトを増加することと化学治療薬が腫瘍に接近すること
を示している。有効な補助剤として抗腫瘍細胞毒療法の
有効性を高めることが可能かどうかは、我々が今後注目
するポイントである。

６．まとめ
我々は研究によって、BTX-Aが骨格筋のコリン作動性

神経終末のAChの放出を抑えるだけではなく、胃平滑筋、
鼻粘膜腺、唾液腺及び血管平滑筋のコリン作動或いは非
コリン作動性神経も抑えることを証明した。（1）BTX-A
は活動ラット幽門筋電低速波振幅及びクラスター放電活
動、エクスビボラット幽門と胃前庭部平滑筋収縮の振
幅、頻度と張力のメカニズムを抑える。当該抑制作用は
BTX-AがACh、SPとCCKの放出を抑制することと関係が
ある。当該作用は、BTX-Aが胃麻痺など消化管平滑筋機
能障害疾病の治療に用いることができることを示してい
る。（2）BTX-Aはアレルギー性鼻炎の神経免疫調整ペプ
チドであるSPとVIPの放出を抑えることにより、粘膜病
理の変更を阻害し、アレルギー性鼻炎の症状を緩和させ
る。局部にBTX-Aを用いるのはアレルギー性鼻炎を効果
的に治療するのに有効な方法であることを示した。（3）
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視覚誘発電位に基づくブレイン・マシン・インタフェース

高　小榕　Gan Xianrong　●清華大学医学院教授
1986年に浙江大学において生物医学工学の学士学位を取得。
1989年に北京協和医科大学において生物医学工学の修士学位を取得。
1992年に清華大学において生物医学工学の博士学位を取得。
主な研究：生物医学信号の処理、医学計器、特にブレイン・マシン・インタフェース。

賓　光宇　Bin Guangyu　●清華大学神経工学研究所博士研究員
2002年に西安交通大学において電気工学の学士学位を取得。
2006年に同大学において生物医学工学の修士学位を取得。
2010年に清華大学生物医学工学部において博士学位を取得。
主な研究：生物医学信号の分析およびブレイン・マシン・インタフェース。

１．紹介
通常の場合、人と外部設備の相互通信は、末梢神経と

筋肉を経由して行われる。ブレイン・マシン・インタフェー
ス（Brain-Computer Interface、BCI）は、脳と外部設備
が情報交換を行うための新しい通信システムである。こ
の種の通信方式は、従来のように末梢神経や筋肉を経由
する必要がない。大脳の信号を分析し、利用者の意思を
解析することにより、脳と外部設備を直接的に結ぶこと
ができる[1,2,3]。

図1で示すように代表的なBCIシステムには、情報収集、
信号処理、設備制御という三つの構成部分がある。シス
テムの入力装置である情報収集部分は、大脳活動の信号
を取得する。信号処理部分において収集した信号の中か
ら特定の活動意思を示す特徴を取り分け、外部設備に対
する制御命令に変換する。設備制御部分の役割は、制御
命令に基づき外部設備を操作することである。誘発型BCI

の場合は、加えて脳波信号を誘発するための刺激装置が
必要である。
近年、脳波に基づくブレイン・マシン・インタフェー

スが、神経工学、リハビリテーション、脳科学といった
分野において注目を集めている。事象関連電位、視覚誘
発電位、事象関連同期、事象関連脱同期を含むさまざま
な大脳信号がブレイン・マシン・インタフェースの設計
に応用されている。BCIモデルの中でも、効率や安定性の
面で現在特に注目されているのは、視覚誘発に基づくブ
レイン・マシン・インタフェース(VEP BCI)である。

図2は代表的なVEP BCIシステムのブロックチャートで
ある。複数のターゲットが視空間中のさまざまな位置に
配置されている。これらのターゲット刺激属性は、さま
ざまな方法で変調され、それらの発生するVEPに可分性
が与えられる。利用者が視線や視空間的注意を移動させる
ことにより特定のターゲットを選択すると、注視したター
ゲットにおいて強いVEPが誘発される。脳波増幅器によっ
て視覚野でEEG信号を収集し分析することによって、注
視したターゲットを識別する。VEP BCIにおける主要な
問題の一つは、どのように各ターゲットを変調し、各ター
ゲットが誘発するVEPに可分性を持たせるかである。
本論文は、刺激変調の方法に着目し、VEP BCIにおけ

る三つの刺激変調方式である時間変調、周波数変調、擬似

◎図１　BCIシステムのブロックチャート

◎図2　VEP BCIのブロックチャート
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乱数コード位相変調を解説する。また周波数変調および擬
似乱数コード位相変調を応用したVEP BCIを比較する。

２．方法
2.1　刺激と符号化方式
VEP BCIにおける視覚刺激は、一般的に一定のリフレッ

シュレートを持つ2種類の状態の刺激装置を採用する。こ
の種の刺激モデルについては、バイナリ文字列によって
刺激属性を表すことができる。例えばリフレッシュレー
トが60Hzで、バイナリ文字列が「10001000….」の場合、
15Hzの点滅を表す。この点からすると、視覚誘発電位に
基づくブレイン・マシン・インタフェースにおける刺激
の設計に関する問題は、単純に言ってバイナリ文字列の
設計に関する問題のことである。コード化超音波や無線
通信などに代表されるように、工学分野においてバイナ
リ直交文字列は幅広く応用されている。特に無線通信に
おいて直交符号の設計は、中心的な技術となっている。
我々は無線通信の多元接続方式を参考として、VEP BCI
の刺激文字列を設計することができる。

実際に、既存のVEP BCIシステムは、刺激文字列の変
調方式によって、大きく分けて次の三つに分類できる。
時間変調を応用した視覚誘発電位に基づくBCIシステム
（time modulation VEP BCI、t-VEP BCI）、周波数変調
を応用した視覚誘発電位に基づくBCIシステム（frequency 
modulation VEP BCI、f-VEP BCI）、擬似乱数コード
位相変調を応用した視覚誘発電位に基づくBCIシステ
ム（pseudorandom code modulation VEP BCI、c-VEP 
BCI）[4]の3種類である。これら三つのVEP BCIシステム
は、それぞれ多元接続方式におけるTDMA、FDMA、
CDMAに対応する。
f-VEP BCIにおいて、異なるターゲットの点滅周波数は

一定ではなく、各文字列に独自の周波数帯が存在する。
図3(a)で示すf-VEP BCIの代表的な刺激文字列を見ると、

各ターゲットの点滅周波数が異なっているのが分かる。
f-VEP BCIの刺激周波数は、通常6Hzを上回っており、そ
れによって生成されるVEP類図は、ほぼ正弦曲線である。
この種の誘発電位は安定した状態にあるため、定常的視
覚誘発電位と呼ばれる。そのためにf-VEP BCIは、一般的
に定常的視覚誘発電位に基づくブレイン・マシン・イン
タフェース(Steady state VEP BCI､SSVEP BCI) [5-8]とも称
される。
t-VEP BCIにおいて、各ターゲットの点滅時間は異なる。

各ターゲットが独自の時間枠を有している。図3(b)で示す
代表的なt-VEP BCIの刺激文字列から分かるように、任意
の時刻に点滅しているターゲットは一つだけである[9-11]。
c-VEP BCIは、長さが同じである一組のバイナリ擬似

乱数文字列によって視覚刺激を変調する[5,12,13]。図3(c)は、
代表的なc-VEP BCIの刺激文字列を示している。同図で
はバイナリ文字列Mとそのタイムシフト文字列によって
視覚刺激を変調している。文字列Mは特殊なバイナリ文
字列であり、文字列Mとそのタイムシフト文字列は、ほ
ぼ直交している。それゆえに文字列Mとそのタイムシフ
ト文字列を、各ターゲットの変調に利用できるのである。
図4は、代表的なc-VEP BCIの刺激設計を示している。こ
のc-VEP BCIには16のターゲットがあるが、各ターゲッ
トのスクリーン上の配置は、図4(a)で示すとおりである。
中央にある4×4の灰色部分が16のターゲットであり、数
字は各ターゲットの番号を示している。エッジ効果の影
響を抑制するため、これらターゲットの周囲に図で示す
方法で1回りの刺激を追加する。各ターゲットに採用する
符号化文字列は、一様に63桁のバイナリ文字列Mとする。
ただし異なるターゲットの文字列Mの間には、一定のタ
イムラグが存在する。各ターゲットの刺激時系列は、図
4(b)に示すとおりである。刺激時系列の図において、ハイ
レベルは白枠、ローレベルは黒枠で表す。

2.2　識別方法
3種類のVEP BCIシステムは、識別方法もそれぞれ異な

る。t-VEPBCIにおける識別方法には、一般的にタイムド

◎図３　VEP BCIにおける3種類の刺激文字列。(a) 周波数コードVEP 
BCI (b)時間コードVEP BCI (c) 擬似乱数コードVEP BCI

◎図４　c-VEP BCIシステムにおける各ターゲットの分布(b)刺激時系列
図。隣接するターゲットとの間に、4枠のシフトがある。図にお
いてハイレベルは白、ローレベルは黒で表わされる。
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４．結論
刺激文字列の変調方式の選択は、VEP BCIにおける主

要な問題である。本論文ではVEP BCIにおける3種類の変
調方式について解説した。このうち擬似乱数コード位相
変調を応用したVEP BCIが、性能の面で最も優れていた。
通信分野などにおける知識を参考として、最適な刺激文
字列（概完全文字列など）を模索し、視覚刺激を変調す
ることによって、VEP BCIの性能を一層改善することが
できるであろう。

メインを応用した方法が採用される。t-VEP BCIにおける
ターゲット識別方法は、2種類に分けることができる。例
えば平均化したVEP波形の面積によって識別する方法が
ある。SSVEP BCIにおける識別は、一般的にFFTを利用
して周波数領域で行われる。c-VEP BCIでは、テンプレー
トマッチングを応用しターゲットを識別する[4]。同システ
ムの訓練段階でテンプレートを取得する。訓練段階にお
いて被験者が特定のターゲットを繰り返し選択すること
によって、同ターゲットにおける誘発電位テンプレート
を取得できる。次いでタイムシフトの関係に基づき、同
ターゲットから他のターゲットに対応するテンプレート
を作成する。まとまった脳波データに対して、データと
各テンプレートを関連付ける数値を計算し、関連性が最
も強いテンプレートに対応するターゲットを選択する。

３．性能比較
我々は12人の被験者に対して、SSVEP BCIとc-VEP 

BCIの比較実験を行った。実験環境や使用設備は、まった
く同じである。図5は、ある被験者におけるc-VEP BCIの
誘発電位テンプレート、SSVEPの波形、周波数スペクト
ル、脳地図を示している。図から分かるように、SSVEP
の波形は規則的な正弦曲線である。これに対しc-VEPの波
形は、「無秩序」なランダム状態である。SSVEPの周波数
スペクトルには狭帯域化特性が見られ、刺激周波数とそ
の調和周波数でのみピーク値が現れる。これに対しc-VEP
の周波数スペクトルには広域化特性が見られ、2-30Hzの
範囲内で多数のピーク値が現れる。両者の脳地図は、い
ずれも一次視覚野（Oz付近）で大きな数値が現れる。
性能の面から見ると、SSVEP BCIにおけるオフライン

分析の正確性は0.88±0.059、c-VEP BCIにおけるオフライ
ン分析の正確性は0.95±0.056であり、c-VEP BCIがSSVEP 
BCIを大きく上回っている。SSVEP BCIとc-VEP BCIに
おけるオンライン分析の正確性は、それぞれ0.85±0.071と
0.91±0.075である。また両者の情報伝送効率は、それぞれ
39.7±7.8bit/minと92.75±14.1bit/minであり、c-VEP BCI
がSSVEP BCIを大きく上回っている。

◎図５　SSVEPとc-VEP BCIにおける誘発電位特性の比較。上段が
c-VEP BCI、下段がSSVEP BCIの特性を示している。 (a) 波形(b) 
周波数スペクトル(c) 脳地図。
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長、北京市生物化学・分子生物学学会副理事長、『微生物学通報』編集長、『生物化学・生物物理の進展』副編集長、Biochim 
Biophys. Acta (General Subjects) editorial board memberなど兼任。主な研究テーマ：「タウ蛋白の構造、機能、アルツハイマー
型アルツハイマー型老年認知症との関係」、「蛋白質のミスフォールディングと神経変性疾患」。

１．概要
アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s disease, AD)は、

中国において最も一般的な神経変性疾患となっている。
統計資料によると、西洋諸国においてADは、心臓病、腫
瘍、脳卒中に次いで4番目の死に至る病気である。中国に
おける65歳以上の総有病率は、5.27% - 7.30%に達する。
ADは主に人の認知機能に影響を及ぼす慢性または進行性
の悪性疾患であり、たいていの場合は5-8年で生活に大き
な支障が生じ、重症度が増すと最終的には寝たきりとな
る。このため政府や患者の家族は、高額の医療費を負担
しなければならない。AD患者の1年間の平均医療費を1万
元とすると、2050年までに中国はAD患者のために毎年
2000億元を支出しなければならなくなる。また病状を考
えると、患者家族は精神力や時間の面でも大きな犠牲を
強いられる。以上のことから神経変性疾患が、中国人の
健康や生活の質に影響を及ぼすだけでなく、経済の持続
的な発展を妨げる重大な社会問題となっていることは明
らかである。神経変性疾患に関する問題の解決は、一刻
の猶予もならない課題である。
中国は発展途上国であり、老人病は重大な社会問題と

なっている。世界一の人口を擁する中国は、すでに高齢
化社会に突入している。老年人口や罹患率に基づく推定
によると、目下中国には1000万人を超えるアルツハイマー
型認知症患者が存在する。世界一のアルツハイマー型認
知症大国だと言うことができる。高齢者が罹患しやすい
重大疾患に対する医療水準を引き上げ、「痴呆や障害にな
らない老人」を増やさなければならない。そうすれば高
齢者とその家族の生活の質を落とさず、介護保障システ
ムの構築を進めることができるだけでなく、国力を持続
的に発展させる面でも重要な助けとなる。
最近十数年にわたり中国では、アルツハイマー型老年

認知症に関する臨床研究や基礎研究が重視されるように
なった。中国人の遺伝的要素、環境要素、流行病学、代
謝経路、診断方法、薬物治療などの分野で研究が進めら
れている。分子、細胞、動物実験などの分野において、
Tau、amyloid- beta、ApoE、presenilin、secretaseなど、
およびその他の関連する蛋白質や遺伝子に対する研究が

行われている。中国の科学者は、さまざまな分野から多
角的にアルツハイマー型老年認知症に関する研究を展開
しているが、研究課題は非常に多岐に及ぶ複雑なもので
ある。筆者はタウ蛋白の修飾異常および分子メカニズム
と神経変性疾患の関係を専攻しているため、本論文では
中国におけるタウ蛋白に関する研究の状況を大まかに紹
介する。

２．タウ蛋白の基本機能と構造
タウ蛋白には微小管の重合を誘導し、細胞における微

小管のネットワーク構造を安定させるという重要な機能
がある。遺伝学的に高度な保守性を持つ神経細胞のタウ
蛋白は、主に神経組織内に存在しており、非神経細胞に
は微量しか存在しない。シングルコピー遺伝子(̃100 kb)で
あるタウは、17番染色体長腕17q21にあり，16のエクソン
(exon､E)からなる。RNAのスプライシングによって6種類
のアイソフォーム(isoform)が作り出される。タウ蛋白分子
の領域を大きく分類すると、N領域（N-region）、プロリ
ンリッチ領域(proline- rich domain､PRD)､微小管結合領域
(microtubule-binding domain､MTBD)、C領域(C-region)の
四つになる。このうちPRDとMTBDは、タウの機能領域
である。ドイツの研究者である Schweerらが証明したと
ころによると、タウ蛋白は溶液中において天然の「変性」
構造であり、みみず鎖モデル(worm-like conformation)と
なっている。
研究によると、神経細胞におけるタウの修飾異常やミ

スフォールディングは、ADなどの神経変性疾患と密接に
関係している。異常にリン酸化したタウ蛋白によって形
成される対らせん状細線維(paired helical filaments､PHFs)
は、神経原線維変化(neurofibrillary tangles､NFTs)の主要
成分である。この現象はADなどの神経変性疾患におけ
る病理学的な特徴の変化である。タウはADなどの神経
変性疾患の発生や進行に重要な作用を及ぼすため、同蛋
白は微小管結合蛋白ファミリー (microtubule-associated 
protein family)の中でも最も注目されている。欧米や日
本などはタウ蛋白に対する高度な研究を数多く行ってお
り、著しい成果を上げている。中国の科学研究者による
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タウ蛋白に関する研究も幾らかの進展が見られる。

３．タウ蛋白と生体高分子の相互作用
世界的にはタウ蛋白とチューブリン(tubulin)の相互作

用について数多くの研究が行われているが、中国科学
院・生物物理所の赫栄喬が指導するチームは、タウ蛋白
とDNA、RNA、アクチンといった生体高分子の相互作
用を研究している。これまでにタウ蛋白がアクチンの束
化 (bundles)を誘導かつ促進することが明らかになって
いる。すなわちタウ蛋白には、G-アクチンを誘導し繊維
化する働きがあるほか、F-アクチンを集めアクチンの繊
維構造を促進する。タウ蛋白のPRDやMTBDは、アクチ
ンとの相互作用に関わっているが、タウが神経細胞内に
おいてアクチンの働きを調節する働きがあるかについて
は、引き続き裏付けを模索する必要がある。以上のこと
から、タウ蛋白が1種の多機能分子であることは明らかで
ある。
筆者の観察によると、タウはDNAと結合し「真珠のネッ

クレスのような」構造となり、DNAのTm値を上げDNA
の再生プロセスを加速する。つまりタウには、DNAの二
重らせん構造を安定させる働きがある。実験結果による
と、タウ蛋白のPRDやMTBDは、DNAの二重らせん構造
における副溝 (minor groove)と結合し、DNAの二重らせ
ん構造を湾曲(bend)させる。タウ蛋白の修飾や分子凝集に
異常が発生すると、DNAとの結合力が失われる。細胞核
のタウ蛋白は、DNAの折り畳みや核小体の形成と関係し
ているものと思われる。チリの科学者であるSjöbergらの
研究によると、タウ蛋白は染色体における動原体に近い
DNAと結合し、AD患者の脳内において核構造を調節す
るタウ蛋白の働きに異常が発生する。
また体外実験においてタウ蛋白は、DNAの複製を抑制

するが、T7ポリメラーゼが触媒するRNAの転写は抑制
しない。タウ蛋白とRNAには、高い結合親和性が認めら
れる。研究から明らかになったところによると、タウが
DNA、RNA、アクチンとの間で反応を起こす場合、タウ
のPRDやMTBDは必ず分子間の相互作用に関わっている。

４．タウ蛋白の化学修飾と神経変性疾患
国内外におけるタウ蛋白に関する研究は、一様にタウ

蛋白の修飾異常、ミスフォールディング、分子メカニズ
ムと神経細胞の変性における関係に集中している。これ
らは最近10年近くにわたる国内外のタウ蛋白研究の中心
であったと言える。これらの研究を基礎として、科学者
たちはタウ蛋白やそれによって形成されるPHFsと神経変
性疾患の関係を明らかにしようとしている。特に広く報
道されているのは、タウ蛋白の異常なリン酸化、PHFsの
形成、それによって引き起こされる神経細胞の死滅であ
る。
神経細胞におけるタウ蛋白の機能は、リン酸化や脱リ

ン酸化によって調節される。タウ蛋白のリン酸化度は、
プロテインキナーゼ活性とホスファターゼ活性のバラン
スの結果である。タウ-441には、79個の潜在的なSer/Thr
リン酸化ドメインが存在する。このうち30個のリン酸化
ドメインは、正常なタウ蛋白中に認められる。リン酸化
修飾によってタウとチューブリンの結合力が低下する。
例えば分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ(Mitogen- 
activated protein kinase, MAPK)によってリン酸化したタ
ウは、微小管結合力が正常時の十分の一しかない。反復
領域に位置するSer262のリン酸化によって、タウとチュー
ブリンの結合力は完全に失われる。プロリンリッチ領域
のリン酸化は、チューブリンを重合させる機能を低下さ
せる。以上のことからタウの異常なリン酸化は、微小管
系の形成を抑制し、細胞骨格系を破壊に至らせる。
1、タウ蛋白の異常なリン酸化
異常なリン酸化がタウの分子凝集を誘導しPHFsを形成

するが、脱リン酸化によってPHFsの構造が分解し、小さ
なPHFsの断片や遊離したタウ蛋白を形成する。異常なリ
ン酸化によってタウ分子の可溶性が低下することは、繊
維状沈殿の前触れである。異常なリン酸化がタウ蛋白を
細胞膜から遊離させることは、タウと細胞膜の相互作用
もリン酸化度によって調節されることを示している。
華中科技大学・同済医学院の王建枝らによる一連の研

究は、中国本土におけるタウ蛋白の異常なリン酸化に関
する研究の進展を代表している。タウ蛋白の過度なリン
酸化に対して、基質競合などの方法で生存因子β-カテニ
ンを救い出すことにより、神経細胞の死滅を回避し生存
させることができる。しかし過度にリン酸化したタウ蛋
白は、微小管に結合する力が弱く、プロテアソーム活性
が抑制され神経細胞内に蓄積する。このため神経細胞の
軸索輸送障害、アセチルコリンレベルの低下、突起伸長
阻害などが引き起こされ、神経細胞の病的変性に至る。
以上のことから王建枝らは、タウ蛋白の過度なリン酸化
により神経細胞が死滅を回避する結果として病的変性が
生じるのではないかと推測している。また病的変性が自
主的かつ秩序的な分子調節であるとの仮説および「病的
変性による死滅 degenerasis」の概念を初めて提出した。
グリコーゲン合成酵素キナーゼ3β(glycogen synthase 

kinase-3β､ GSK-3β)は、重要なタウプロテインキナーゼ
の一つであり、タウ蛋白の複数の領域におけるリン酸化
を触媒するが、領域によって触媒効率は異なる。江蘇省
南通医学院の劉飛らは、タウ蛋白の異なる領域に対する
GSK-3βのリン酸化作用の領域特異性を研究している。研
究結果によると、GSK-3βはタウ蛋白の複数の領域にお
けるリン酸化を触媒するが、Ser396に対する結合親和性
が最も強いため、Ser396領域におけるリン酸化度が最も
高くなる。王建枝らは、グリコーゲン合成酵素キナーゼ
3(GSK-3)の活性がラットの脳におけるタウ蛋白の過度なリ
ン酸化を誘導すると共に、Ab生成量の増加、アセチルコ
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ウ糖、果糖、リボースなどと蛋白質による非酵素的糖化
を比較したところ、リボース(D- ribose)がタウ蛋白を速や
かに糖化させ、神経細胞毒性の強いナノ凝集体を形成す
ることが明らかになった。同一条件下においてブドウ糖
に同様の作用は認められなかった。リボースは蛋白質の
ミスフォールディングや分子の自己会合を引き起こすだ
けでなく、その産物は細胞毒性が強く、動物の認知機能
に著しい損害を与える。リボースによる糖化産物の細胞
毒性研究が最終的に体内において証明されれば、同研究
の成果はアルツハイマー型老年認知症の発症メカニズム
を明らかにする重要な参考資料となる。また滋養強壮剤
としてのリボースの使用や糖尿病研究といった分野にも
影響を及ぼすことになる。

５．タウ蛋白に関する臨床応用研究
華中科技大学・同済医学院の李瑋らは、軽度認知機能

障害(MCI)患者の脳脊髄液におけるタウ蛋白やアミロイド
β蛋白(β amyloid protein､Aβ)の含有量やその臨床的意
義について研究している。李瑋らはDAS-ELISA法によっ
て、MCI患者32名と健常者15名の脳脊髄液におけるタウ
蛋白やAβ1-42のレベルを測定した。測定結果によると、
MCI患者群の脳脊髄液におけるタウ蛋白濃度は健常者群
よりも高く、Aβ濃度は健常者群よりも低かった。いずれ
も著明な差が認められた。脳脊髄液におけるタウ蛋白や
Aβの濃度を測定することは、MCIの診断や治療の根拠と
なると言える。タウの血清中濃度については、明確な結
論に至っていない。中国の医療衛生機関は、アルツハイ
マー型老年認知症の臨床治療や介護の面で多くの実績が
ある。しかし本論文の紙数に限りがあるため、臨床予防・
治療については詳述を控える。

６．展望
タウが1種の多機能蛋白質であることは、国内外を問わ

ずますます多くの研究者によって受け入れられている。
神経細胞におけるタウ蛋白の研究において、多機能性に
関する研究が、新たな研究テーマとして注目されている。
しかしタウの構造や機能の変化と神経変性疾患における
分子機構の関係については、不明な点が数多く残されて
いる。例えばタウのミスフォールディングにおける分子
機構、異常なリン酸化とミスフォールディングの関係、
PHFsの形成、神経細胞の変性や死滅が起こる過程などが
ある。これらの問題を解明することが、神経変性疾患の
発症メカニズムを理解する鍵である。
中国ではAβの研究に従事する科学技術者が、神経細

胞におけるタウ蛋白の研究に従事する科学技術者よりも
圧倒的に多い。Aβ学説には、研究に値する問題が多く残
されているほか、特定の分野で反論に直面している。し
かし臨床研究や基礎研究に関わらず、中国においてAβの
研究は極普通のこととなっている。一方、神経原線維変

リンレベルの低下、動物行動学上の障害を引き起こすこ
とを発見した。このうち動物行動学上の障害は、脳にお
けるタウ蛋白の過度なリン酸化やアセチルコリンレベル
低下の程度と明らかに関連している。
２、低濃度ホルムアルデヒドによるタウ蛋白のミス

フォールディングの誘導
アルツハイマー型老年認知症患者群の約96%が、孤発性

アルツハイマー病(sporadic AD)であり、家族性アルツハ
イマー病は約3%に過ぎない。このことからも体内外の環
境要素が及ぼす影響を無視できないことが分かる。赫栄
喬チームは、体内環境要素を主な研究対象としており、「孤
発性アルツハイマー病の発病過程における内生ホルムア
ルデヒドの慢性的損傷に関する学説」を提出した。同学
説の概要は以下の通りである。正常な生理的条件下にお
いて、内生ホルムアルデヒドの生成や分解は絶えず行わ
れており、体内におけるホルムアルデヒドの代謝は動的
平衡状態にある（尿中ホルムアルデヒド含有量は0.01-0.09 
mMを維持）。加齢や一部の危険因子の影響により、内生
ホルムアルデヒドの中でも、特に中枢神経系における特
定の脳領域に存在するホルムアルデヒド含有量が異常に
上昇する。このため灰白質や白質の一部が、長期的かつ
慢性的に損傷する。これが恐らくアルツハイマー型老年
認知症を含む神経変性疾患の発病や進行に関係するメカ
ニズムの一つである。「ホルムアルデヒドによる慢性的な
損傷」という仮説に基づき、筆者は0-97歳の血液サンプル
425人分の血中ホルムアルデヒド含有量を測定した。測定
結果によると、血中ホルムアルデヒド濃度は年齢に伴い
増加しており、特に70歳以上の高齢者におけるホルムア
ルデヒド濃度が高かった。二重盲検法を採用し、141名の
アルツハイマー型老年認知症患者と50名の健常者の尿中
ホルムアルデヒドを測定したところ、アルツハイマー型
老年認知症患者の尿中ホルムアルデヒド含有量は健常者
に対して約3倍であり、統計学的にも著明な差が認められ
た(P<0.001)。これらの臨床試験が示す通り、尿中ホルム
アルデヒド含有量の測定は、臨床検査を補助し早期診断
を助ける化学的手法となる可能性がある。また同仮説に
基づき、内生ホルムアルデヒドを抑制する薬効を持つア
ルツハイマー型老年認知症治療薬を開発するための研究
を行うことができる。
3、リボースによる蛋白質の急速な糖化と毒性生成物の形成
世界的に認められている点として、AD患者の老人斑や

神経原線維変化には、明らかに蛋白糖化産物が存在する。
従来これは、ブドウ糖による非酵素的糖化の結果だと考
えられてきた。しかし現在のところ、糖化蛋白がブドウ
糖との糖化によって生じることを確証した科学者は存在
しない。このためリボースと蛋白質が非酵素的糖化反応
を起こし、蛋白糖化産物を形成するという可能性も否定
できない。
タウ蛋白の非酵素的糖化に関し赫栄喬チームが、ブド
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化（タウ蛋白の異常なリン酸化により形成されるPHFsが
主成分）は、アルツハイマー型老年認知症の臨床所見に
おける重症度と明らかに関係しており、中国においても
タウ蛋白の研究が重視される傾向にある。
アルツハイマー型老年認知症の発症メカニズムを研究

する大学や研究機関は他にも数多く存在する。例えば中
国科学技術大学、中国科学院・上海神経科学所、清華大
学、北京大学、復旦大学、南開大学、南京大学、厦門大学、
首都医科大学などである。中国は「千人計画」、「百人計
画」、「長江学者」などによって継続的に人材を集めてお
り、毎年多くの新人が神経変性疾患の研究に加わってい
る。中国は近い将来、神経変性疾患の研究において大き
な成果を上げるようになるだろう。
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ニューロンの生存におけるイオンチャネルの役割

ニューロンのアポトーシスと生存は神経系の機能に影
響を与えるが、それは神経損傷及び退行性疾患を治療す
るうえでの突破口の一つでもある。ニューロンの特殊な
形態と機能ゆえに、その膜上のそれぞれに異なる大量の
イオンチャネルは、ニューロンの生死に対し重要な役割
を有している。イオンチャネルの研究は中国の神経生物
学における活発な分野の一つである。この10年来、さま
ざまな技術的手段がイオンチャネルの活性・構造・機能
の関係及び、生理的・生化学的特性の測定に用いられる
ようになるにつれ、我々は神経系におけるイオンチャネ
ルの役割についていっそう理解するようになった。本論
文は、中国の近年の、神経ニューロンの生存におけるイ
オンチャネルの役割に関するいくつかの方面の研究を紹
介するものである。
哺乳動物の胎児の発育早期には大量のニューロンが発

生し、そのうちの大部分はその後の発育過程の中で自然
に死亡する（アポトーシス）。発育の晩期になると、約
70%のニューロンしか生存していない。このようなニュー
ロンが大量に発生し、また大量に死ぬ現象は中枢及び末
梢神経系に存在している。正確な神経回路網を形成し、
誤った連結を排除するために、神経系はこのような大量
の神経細胞のプログラムされた死を選択し、一方、わず
かのニューロンを選択的に生存させる。病理条件の下で、
ニューロンは体内において傷害刺激に対し最も寛容でな
い細胞の一つである。ニューロンの特殊な形態が、それ
らの表面積/体積比を大きくしているため、例えば、無酸
素、虚血、興奮性アミノ酸の刺激等といった環境の変化
に対し敏感なのである。体内のその他のタイプの細胞に
比べ、神経細胞は再生能力が劣っている。成人及び老年
の個体において、新生ニューロンはどのようにして複雑
な神経回路網に整理統合されるのかという問題も存在し
ている。したがって、傷害に対するニューロンの感受性
を低下させ、あるいは自身の生存経路を活性化して傷害
に対抗することは、病理条件の下でのニューロンの生存
にとって助けとなる。
ニューロンの電気的活動はニューロン細胞の膜内外電

位差の急速な変化に依存しており、一方、このような変
化はイオンチャネルというカテゴリーの膜タンパク質に
よって媒介されている。ニューロン内のイオンホメオタ
シスの基盤として、イオンチャネルは、ニューロンの生
存を含むその様々な機能にとって必須のものである。な
かでも、細胞内カルシウム濃度を調節することのできる
イオンチャネルの、ニューロンの生存に対するコントロー
ル作用はとりわけ重要である。例えば、既知の電位依存
性カルシウムチャネル（VGCC）は、分裂促進因子活性化
タンパク質キナーゼ（MAPK）及びcAMP応答配列結合
タンパク（CREB）に依存した方法によって、神経細胞の
生存を促進する（1）。したがって、VGCCの活性を増し、あ
るいはその発現レベルを高めることにより、神経を保護す
ることができる。反対に、イオンチャネルの機能または発
現の異常はニューロンの損傷をもたらすことにもなる。
例えば、虚血過程において、NMDA亜型グルタミン酸受
容体の過度な開放はニューロン内のカルシウムイオン過
負荷を招き、結果として興奮性神経毒性をもたらす（2）。
酸感受性イオンチャネル（ASICs）を通じてのカルシウ
ム流入もまた、無酸素及び虚血における神経損傷を引き
起こすと考えられている（3）。以上のことからわかるよう
に、それぞれのイオンチャネルに由来するカルシウムは、
ニューロンの生存に対し明らかにさまざまな影響を与え
ている。イオンチャネルは広範囲な生理機能を具え、細
胞表面に分布し、構造の面で異質性を有し、しかも多く
が組織特異的発現であるため、重要な薬物ターゲットで
ある。本論文では、いくつかのカルシウム透過性イオン
チャネルのニューロンの生存に対する役割について検討
する。

酸感受性イオンチャネル（Acid-sensing ion channels, 
ASICs）
酸感受性イオンチャネルは細胞外のプロトンによって

活性化・開放され、表皮ナトリウムチャネル/退行因子
（degenerin /epithelial）スーパーファミリーメンバーに
属している。この種のチャネルはアニオン選択性を有し、
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また利尿薬アミロリド（diuretic amiloride）に対し敏感で
ある（4,5）。これまでに、すでに4つのASICの遺伝子がクロー
ン化され、この4つの遺伝子は6種類のASICタンパク質サ
ブユニット（1a、1b、2a、2b、3、4）をコードしているが、
この6種類のサブユニットのうち、ASIC1a、2a、2b、4は
中枢神経系と末梢神経系のどちらにも発現し、一方、1b
と3は主に末梢感覚ニューロンに発現する（6）。
ASIC1aサブユニットによって構成されているホモオリ

ゴマー酸感受性イオンチャネルは、カルシウムイオンを
透過することができ、反対に、ヘテロオリゴマー及びそ
の他のサブユニットから成るホモオリゴマーのチャネル
はカルシウムを透過することができない（7,8）。ASIC1遺伝
子をノックアウトしたマウスには、顕著なシナプス可塑
性の傷害及び学習記憶能力の欠陥が発現する（9,10）。虚血
過程における低pH値（6.3またはそれ以下）及びそれに伴
う細胞質のカルシウム過負荷はともに神経毒性を有して
おり（11,12）、ASIC1aホモオリゴマーのチャネルがカルシ
ウムを透過できることから、その活性化は虚血のもたら
す細胞死を媒介している可能性がある。
中国科学院神経科学研究所の徐天楽らの研究は、

ASIC1aサブユニットの478番目と479番目のセリンの燐酸
化が虚血過程におけるASICチャネル電流の増加を媒介
し、この電流の増加がさらに多くの海馬領域の細胞の死
を引き起こすことを発見した（13）。彼らの研究により、虚
血刺激はNR2Bサブユニットを含有するNMDA受容体を
開放させ、それによってカルモジュリン依存性プロテイ
ンキナーゼⅡ（CaMKⅡ）に自己リン酸化の後、さらに
ASIC1aサブユニットの上述の2つのセリン部位をリン酸
化させるということがわかった。この発見は、NMDAR-
CaMKⅡカスケードチャネルのASIC1a機能に対する調
節が虚血損傷における酸の毒性効果に関与していること
を明らかにした。NMDA受容体を遮断するのに比べ、
ASIC1aを遮断するという治療手段は副作用がより小さい
可能性がある（14,15）。

アルギン酸型グルタミン酸受容体
イオンチャネル型グルタミン酸受容体は3つのタイプ

―NMDA受容体、AMPA受容体、アルギン酸受容体に分
かれている。アルギン酸受容体は前の2 つと同じく、す
べてテトラマーであり、5種類のサブユニット―GluR5、
GluR6、GluR7、KA1、KA2の組み合わせにより構成され
ている（16）。
非NMDA受容体の拮抗薬は一過性脳虚血症のもたらす

CA1領域の細胞死に対し阻害作用を有する、という研究
報告がある（17）。中国徐州医学院の張光毅及びその同僚ら
の最近の研究は、GluR5、GluR6サブユニットを含むアル
ギン酸受容体が、脳虚血症のもたらすCA1領域の細胞死
過程に関与していることを明らかにした。彼らの発見に
よれば、一過性脳虚血症はGluR6/PSD-95/MLK3複合体の

凝集形成を招き、MLK3に自己リン酸化後を発生させた
後、JNK3と相互に作用させる（18）。GluR6/PSD-95/MLK3
というシグナル経路の強化とJNKの活性化は、転写因子c- 
junをリン酸化するとともに、Fas Lの発現をアップレギュ
レートし、シトクロムcの放出とCaspase-3の活性化をもた
らす（19）。GluR6のアンチセンスストランド及び、 GluR6C
末端部分を含む膜透過性ペプチドTat-GluR6-9cは、いず
れも虚血過程において細胞に対し保護作用を有している
（19,20,21）。このほか、彼らはさらに、虚血損傷において、
GluR6を含むアルギン酸受容体はp38MAPキナーゼの活性
化に続いて起こる MAPKAPK-2のリン酸化を媒介するた
め、最終的に海馬CA1領域の神経細胞死を招来するとい
うことを発見した（22）。
張光毅らのもう一つの研究によれば、GluR5に選択的

に的をしぼった一種のアゴニストは、動物モデルにお
いて虚血のもたらす神経細胞死に対し保護作用を有し
ている。GluR5サブユニットを含むアルギン酸受容体の
開放は、Srcチロシン部位のリン酸化を抑制し、さらに
NR2A、NR2Bという2 種類のNMDA受容体サブユニッ
トのチロシン部位のリン酸化を抑制することによって、
NMDA受容体の活性化を弱化する（23）。これらの研究は、
アルギン酸受容体が脳虚血において重要な役割を演じて
いる、という見解を支持するものである。

電位依存性カルシウムチャネル（VGCC）
脳虚血は、遅延性でかつ選択性のある海馬CA1領域の

神経細胞死を引き起こす。NMDA受容体は虚血性脳損傷
時のカルシウム過負荷を招くキー因子である（24）。しかし
ながら、それは生理的状況下において神経伝達にとって
極めて重要であるため、NMDA受容体を遮断しての脳虚
血治療は、臨床試験において深刻な副作用を引き起こし
ている（14,25）。ニューロン自体の生存経路を増強すること
により、脳虚血治療のもう一つの道を切り開くこができ
るかもしれない。電位依存性カルシウムチャネル（VGCC）
は、一連のニューロンの生存に必要な遺伝子の発現を調
節することができるが、ただし、NMDA受容体の過度な
活性化がもたらすカルシウム過負荷は、ニューロンに対
し傷害的である（26）。このことからわかるように、由来
の異なるカルシウム流入がニューロンの運命に及ぼす影
響は相反している。南方医科大学の高天明とその同僚ら
は、パッチクランプ技術を利用して、一過性脳虚血過程
における海馬CA1及び CA3領域の椎体ニューロン膜上の
L型電位依存性カルシウムチャネルの開放が、虚血にお
けるニューロンの生存経路に関与していることを検出し
た。彼らの発見によれば、虚血刺激の損傷に対して敏感
なCA1領域ニューロンは、その上のL型VGCCの活性が虚
血刺激後、持続的に抑制されており、反対に、虚血損傷
に対して抵抗性を有するCA3領域ニューロンは、その膜
上のL型VGCCの活性が決して虚血刺激に影響されること
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トール二リン酸（PIP2）は、ジアシルグリセロール（DAG）
とイノシトール三リン酸（IP3）に加水分解される。DAG
とIP3はTRPCチャネルを活性化することができる（31）。
王以政らはTRPCチャネルのニューロン生存過程における
作用について研究した（28）。彼らの発見によれば、ラット
の小脳の TRPC3またはTRPC6を特異的にノックダウンす
ると、小脳顆粒細胞のアポトーシスを増やすことができ、
一方、このようなアポトーシスの増加は、小脳の中で過
剰発現したTRPC3またはTRPC6によって救われることが
できる。脳由来神経栄養因子（BDNF）は、これらの神
経細胞が血清除去によりアポトーシス誘導されないよう
保護することができる。ただし、TRPC3またはTRPC6の
発現をダウンレギュレートし、またはそれらの正常な機
能を遮断した場合、BDNFはこのような保護作用を発揮
することができない。彼らはさらに、BDNFが引き起こ
すTRPC3及びTRPC6のカルシウム流入は、MAPK及び
CREBという古典的なニューロン生存チャネルを活性化す
るうえで必須であることを発見した。以上から推測でき
るのは、PLC及びIP3受容体という、TRPCチャネルの活
性化に関与する分子を抑制またはダウンレギュレートし
た場合も、同様に、BDNF依存の小脳顆粒細胞に対する保
護作用を抑制してしまうということである。彼らの研究
は、インビボ実験とインビトロ実験の両面から、TRPCチャ
ネルがニューロンの生存を促すという直接的証拠を提示
した。
発育過程にある中枢及び末梢神経系では、ニューロン

の生存はそれが投射する標的組織の放出する神経栄養因
子に依存している（33）。例えば BDNFは、小脳顆粒細胞
を含む一連のニューロンの生存にとって不可欠のもので
ある。神経栄養因子の受容体は通常チロシンキナーゼで
あり、チロシンキナーゼの活性化はPLCを刺激し、TRPC
チャネルを活性化することができる（34）。そのため、
TRPCチャネルが媒介するカルシウム流入は、神経成長因
子（例えばBDNF）の神経保護作用にとって必須である可
能性がある。したがって、TRPCチャネルは潜在的な細胞
レセプターである可能性があり、それゆえ、細胞末梢の
シグナル因子、特に栄養因子を受容することができる。
以上を要するに、いずれもカルシウムイオンを通じて

作用を発揮しているにもかかわらず、ASIC酸感受性チャ
ネル及びアルギン酸受容体が媒介するカルシウム流入は
ニューロンの損傷を引き起こし、一方、L型電位依存性
カルシウムチャネル及びTRPC3/6チャネルを通じてのカ
ルシウム流入は、神経保護作用を媒介する。これらの相
反する現象の背後にあるメカニズムは、現在もまだまっ
たく分かっていない。考えられるメカニズムの一つは、
さまざまなチャネルの媒介するカルシウム流入の動力学
的特徴がそれぞれ異なっていること、もう一つはこれら
のチャネルの下流分子がそれぞれ異なっていることであ
る。こうした違いのせいで、イオンチャネルはニューロ

はない。このような活性のダウンレギュレーションは、
虚血後にチャネルタンパク質が酸化されることによって
起きる可能性がある。L型カルシウムチャネルを抑制する
と、培養した海馬領域ニューロンの生存率を著しく低下
させるのに対し、N型またはP/Q型VGCCを抑制しても、
ニューロンの生存に影響することはない。これに呼応し
て、L型カルシウムチャネルの特異的アゴニストは、ニュー
ロンの死亡率を著しく下げることができ、また一酸化窒
素供与体によって抑制されたチャネル活性を回復させる
ことができる。これらの結果が示しているように、活性
化したL型カルシウムチャネルは、このようなニューロン
を生存させるシグナルが、虚血刺激の下において特異的
に抑制されている（27）。
これらのデータは、①ニューロンの生存を保持すると

虚血によるニューロン死を阻止することができる。②L型
カルシウムチャネルは、虚血・再灌流後の比較的晩期の
神経保護治療のターゲットとなる見込みがある、という
ことを示している。

過渡受容体電位チャネル（TRPC channels）
神経回路網の形成は大脳発育の最も重要な目的の一つ

である。ニューロンは、シナプスという樹状突起と軸索
の間の構造を通じて機能単位と互いにつながっている。
回路網全体の構成過程には、ニューロンの生存と極性の
形成、軸索のルート探索とシナプス形成を含む、各種の
複雑にコントロールされた過程が含まれている。カルシ
ウムイオンは発育過程におけるニューロンの生存にとっ
て不可欠のものである。中国科学院神経科学研究所の王
以政とその同僚らは、古典的な過渡受容体電位チャネル
（TRPC）が、発育した中小脳顆粒細胞の生存に対し極め
て重要な作用を果たしていることを発見した（28）。
TRPタンパク質は最も早期には突然変異体ショウジョ

ウバエの網膜中で発見されており、突然変異体ショウジョ
ウバエの光受容体として、連続的な光刺激に対し過渡的
な脱分極を呈している（29,30）。配列相同性分析によれば、
TRPスーパーファミリーは少なくとも、TRPA、TRPC、
TRPM、 TRPN、TRPP、TRPV、TRPMLの7つのサブファ
ミリーに分かれている。TRPCタンパク質は、最も早期に
哺乳動物中で発見されたショウジョウバエTRPタンパク
質の相同物である。TRPCチャネルは、そのファミリー中
のサブユニットが構成するホモテトラマーまたはヘテロ
テトラマーによって形成されている。TRPCタンパク質サ
ブユニットTRPC1－7のうち、TRPC2はヒト類において
は偽遺伝子である（31）。TRPCチャネルはカルシウムイオ
ンを透過できる非選択性アニオンチャネルである。チロ
シンキナーゼまたはGタンパク質共役受容体によって活性
化されたホスホリパーゼC（PLC）は、 TRPCチャネルの
活性化に関与していることがすでに発見されている（32）。
PLCの活性化により、細胞膜上のホスファチジルイノシ
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したのは最近の中国における研究の一部にすぎない。中
国政府の科学研究基金によるサポートとさらに多くの科
学者たちの参加により、イオンチャネルに焦点を合わせ
た研究は絶えず新たな進展を遂げていくであろう。

ンの生存過程において様々な役割を演じる結果となって
いるのかもしれない。イオンチャネルの神経保護作用に
おける複雑性に対する我々の理解が深まるにつれ、中国
のこの方面における研究も多様化しており、ここに列挙
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中枢神経退行性疾患は中枢神経系の進行性ニューロ
ン欠損を特徴とする一連の疾患である。通常、中枢神
経退行性疾患には、アルツハイマー病、パーキンソン病
（Parkinson’s disease, PD）、ハンチントン病、筋萎縮性
側索硬化症等が含まれる。一般に、これらの疾患の中で、
PDの罹患率はアルツハイマー病に次ぐものと考えられて
いる。中国では、65歳以上人群のアルツハイマー病患者
は約5%にも達している。2000年の首都医科大学宣武医院
の疫学調査の結果によれば、北京地区の55歳以上人群の
PD罹患率は1.17%[24]となっている。これに比して、アメ
リカの同年齢グループ人群のPD罹患率は約1%であり、中
国、特に都市の人口におけるPD罹患率が欧米諸国に非常
に近いということを示している。推計によると、アメリ
カでは100万を超える人々がPDに苦しんでおり、しかも
毎年約5 万人がPDと診断されている。中国は絶対人口が
多いため、患者総数は少なくとも200万人以上にのぼり、
欧米主要国のPD患者数の合計を超えているものと見られ
る。中国社会は人口老齢化の拡大により、今後10年間、
患者数がしだいに増加することが予想される。
神経退行性疾患は患者の労働力の喪失と医療費の増加

を招き、社会的負担もそれによって絶え間なく増大する。
今のところまだ、中国におけるPD患者の各種費用につい
ての大規模な評価報告はないが、上海瑞金医院の陳生弟
教授とその同僚らは、2004年～ 2005年の臨床患者に関す
る調査研究を通じ、 PD患者一人当たりの経済負担は7,679
元/年（USD925またはEUR731）、うち一人当たりの直接
的経済負担は7,603元/年であることをとりあえず明らかに
した。これらの統計データが示しているように、中国の
PD患者の経済負担はかなり重い。他の先進諸国と比べて
も、中国は似たような公共健康の問題に直面している。
本報告は、中国が過去数年間にPDの基礎研究の面で上げ
てきたいくつかの成果を簡単に紹介するものである。

１．パーキンソン病と関わりのある突然変異遺伝子のス
クリーニング
PDの病因は今なおはっきりしていない。中国国内の家

族性PD患者についての大規模な遺伝的連鎖解析及び単一
遺伝子のポジショナルクローンニングは、ともに当該疾
患の病理メカニズム研究のために新しい手がかりを提供
した。Parkin, PINK1，DJ－1, ATP13A2という4種類の遺
伝子は、すでに常染色体劣性遺伝早発性PD（AREP）で
あることが実証されている13個の関連遺伝子の一部に属し
ている。長沙湘雅医院の唐北沙教授は、中国のAREP患者
におけるこの4種類の遺伝子について、突然変異遺伝子の
スクリーニング分析を行った[4]。彼らは直接シーケンシン
グ法とリアルタイム定量PCRによる分析測定を活用して、
AREPに罹患している29の中国人家庭におけるこれら4種
類の遺伝子の突然変異率について研究した。その結果、う
ち14の家庭（48.3%）がParkin遺伝子の突然変異を伴い、2
つの家庭（6.9%）がPINK1遺伝子の突然変異を伴い、さら
に1つの家庭（3.4%）がDJ－1遺伝子の突然変異を伴って
いることを発見した。これらの家庭においてはATP13A2
の病因性突然変異は発見されなかった。彼らはさらにこれ
らの患者の中に、3種類の新しいParkin遺伝子の突然変異
部位（c.G859T, c.1069－1074delGTGTCC, c.T1422C）と1
種類の新しいDJ－1遺伝子の突然変異部位（c.T29C）を発
見した[4]。これらのデータは、中国のAREP患者が他の国
の患者とは異なるいくつかの遺伝的特徴を持っていること
を示している。Parkin遺伝子の突然変異は中国のAREP患
者に最もよく見られる発病要因の一つである。
家族性神経退行性疾患患者には1個以上のAREP関連遺

伝子のヘテロ接合突然変異が隠れているのではないか、
ということを検証するために、唐北沙研究チームは、一
種の新しい中国人の家族性PDに隠れているダブル遺伝子
へテロ接合体のミスセンス変異部位を鑑定し、すなわち
PINK1，DJ－1遺伝子においてそれぞれPINK1P399LとDJ－
1A39Sをコードした[4]。SH‐SY5Y神経芽細胞株におけるこ



264 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

の2種類の突然変異タンパク質の同時発現は、MPP+がも
たらす細胞毒性に対する当該細胞の感受性を明らかに増
大させることができる。この研究は、常染色体劣性ダブ
ル遺伝子による遺伝性PD の例を初めて報告し、同時にま
たDJ－1とPINK1が協同で細胞を保護し、ストレス反応に
抵抗する能力を具えていることを示しており、当を得て
いる。

２．パーキンソン病における病理学的変化の分子メカニ
ズム

2.1　α-synucleinの異常凝集の細胞モデル
PDは病理学的特徴において様々な神経退行性疾患と似

ており、すなわち脳内に異常タンパク質の凝集が見られ
るが、細胞内凝集物Lewy小体の形成は PDの一つの重要
な病理学的特徴である。α-synucleinはPDの発生と進行に
密接に関わっている一つのタンパク質である。このタン
パク質は同時に Lewy小体の主な構成タンパク質の一つで
もある。α-synuclein遺伝子の突然変異はLewy小体の形成
を増やすことがあるが、しかし分からないのは、大部分
のPD患者にはα-synuclein遺伝子の突然変異などないにも
かかわらず、Lewy小体の形成が見られるということであ
る。2003 年、Iwatsubo研究チームは、Lewy小体内のα
-synucleinがS129においてリン酸化修飾を発生することを
発見し、リン酸化α- synucleinがPDのLewy小体の形成に
関与している可能性があることを指摘した[11]。だが、い
まなお、Lewy小体の形成をシミュレートすることのでき
る細胞モデルはなく、α-synucleinのリン酸化がLewy小
体形成の結果なのか、原因なのかということもはっきり
していない。そこで、中国科技大学の王光輝研究チーム
は、一つのリン酸化α-synucleinトランスフェクションの
細胞モデルを作り上げ、ユビキチンの関与の下で、リン
酸化α-synucleinが細胞のLewy小体様構造の形成を促す
ことができることを発見し、さらにリン酸化α-synuclein
がユビキチン K63を通じて、その他のタンパク質の形成
するK63のポリユビキチン鎖に作用し、それによってタン
パク質の凝集とLewy小体様構造の形成を引き起こしてい
るということを実証した。この細胞モデルは、リン酸化
α-synucleinにはLewy小体様構造の形成を促す作用があ
ることを部分的に証明した[9]。この細胞モデルは、今後、
α-synucleinの異常凝集を抑制できる薬品を見つけていく
ための、潜在的なスクリーニングモデルを提供している。
2.2　パーキンソン病患者の脳内の鉄蓄積
黒質鉄イオンのレベル上昇はPDにおけるニューロン死

と関わりがあると考えられている。だが、鉄レベルの上
昇メカニズムはまだはっきりしていない。推測によれば、
このプロセスは鉄イオンの輸送と関連している可能性が
ある。過去数年間に、Fe2+のPD発病メカニズムにおける
役割についても研究が行われてきた。青島大学の謝俊霞研
究チームは、神経毒6-ハイドロキシドーパミンによる損傷

が、ラットでのferroportion 1、hephaestinの黒質ドーパミ
ンニューロン退化時におけるダウンレギュレーションの
発現を招来することを発見し、鉄輸送の破壊が鉄の黒質部
位における蓄積を引き起こす可能性があることを指摘し
た[13]。異常な鉄蓄積はPDに出現するだけでなく、アルツ
ハイマー病患者の大脳にも出現する。研究により、頭頂葉
皮質層内の鉄濃度はアルツハイマー病患者の認知機能障
害の重症度と正の相関を成すことが発見されている[26]。

３．神経保護
現在、PDの神経退化メカニズムはなお完全には解明さ

れておらず、しかもPDの症状に対する治療も部分的にし
か効果がないため、これらの疾患の進行を予防または緩
解する有効な治療手段はまだない。中国の科学者はPD治
療の潜在的方法と基盤についての探究をすでに開始して
いる。
3.1　ドーパミンニューロンにおけるGDNFが誘導する

神経保護作用の分子メカニズム
グリア細胞由来神経栄養因子（Glial-cell-line-derived 

neurotrophic factor, GDNF）は転化成長因子βスーパーファ
ミリー（the transforming growth factor-β superfamily）
の一つのメンバーであり、ドーパミンニューロンを保護
するその顕著な能力は、GDNFがPD治療の潜在的価値を
有していることを示している。GDNFはRET受容体チロ
シンキナーゼと配位子結合受容体GFRα1（GDNFファミ
リー受容体α1）によって形成される多成分受容体との間
の相互作用を通じて、神経栄養と形態発生を媒介する機
能を発揮する。しかしながら、詳しいGDNFのシグナル
経路はまだ明らかになっていない。上海の二つの研究チー
ムが、GDNFの誘導するドーパミンニューロンの保護と分
化の相関メカニズムの解明に努めてきた[2]。
上海第二軍医大学の何成研究チームは、C-ターミナル

はGDNFの構造安定性にとって極めて重要で、α-螺旋、
フィンガー様構造1、2は受容体の結合と関連があり、一
方、 N-ターミナルはGDNFの生物学的機能にとってべつ
に重要ではないということを発見した[1]。彼らはGFRα1
分子の解析を行うことにより、その構造成分中のどれが
GDNFとRetの結合に関わっている可能性があるのかを
確定した。PC12細胞のGDNFによる刺激後の生存と分化
反応、及びGDNF- GFRα1-Retの相互作用の分析に基づ
き、彼らはGFRα1中央領域の残基152NN153、Arg259、
316SNS318がGFRα1と GDNFの結合、及び下流シグナ
ルの伝導誘発にとって極めて重要であることを発見した
[14]。酵母2-ハイブリッド法の実験分析によってさらに、
アダプタータンパク質Src-homology-2-Bβ（SH2-Bβ）は
RETと相互に作用し合うことができ、GDNFの誘導する
神経突起成長を媒介するシグナル分子であるということ
を確認した[23]。これらのデータは、GDNFの作用の分子
機序に基づいた、ドーパミン作動性ニューロンの生存を
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料を提供することができる以外に、余分な機能も具えて
おり、すなわち細胞内のカルシウムシグナルのコントロー
ルに関与することによって、脳内の生理レベルのFGF-2を
維持するということを示している。したがって、この研
究により、大脳内におけるアストロサイトによるFGF-2生
成の正確なコントロールの分子機序が明らかになった。
また、ホスファチジルイノシトールとカップリングした
D1様ドーパミン受容体のアゴニストSKF83959を腹腔内投
与すると、線条体及び腹側中脳内のFGF-2のレベルを元
に戻すことによって、マウスのPDモデルにおける黒質の
DAニューロンに対する有効な保護を実現することができ
る[22][図一]。この研究結果は、アストロサイトがPDの神
経保護プロセスにおいて発揮する可能性のある重要な役
割を明らかにした。これらの結果はPD治療薬の開発のた
めに、新たな思考の道筋を提供するものである。

3.3　ATP感受性カリウムチャネル（KATPチャネル）
とパーキンソン病の関連性についての研究

中国南京医科大学の胡剛教授が指摘したKATPチャネル
とPDの発生、進行の関係は、神経保護剤の研究開発にお
ける新たな潜在的ターゲットである。彼らは、Kir6.2のノッ
クアウトはMPTPの誘導するPDモデルの発生を阻止し、
MPTPの引き起こす黒質緻密部のDA作動性ニューロン
の数量的損傷を取り消すことができることを発見した。
しかしながら、Kir6.1/Kir6.2に的をしぼった混合性KATP
チャネル開放剤IPTは、PDマウスモデルのDAニューロン
に対して明らかな保護作用を有しており、さらなる研究
により、その保護作用は、KATPチャネル開放剤がMPTP/
MPP+のもたらすアストロサイト及び小グリア細胞の活性
化増殖を著しく抑制し、神経炎症のもたらすDAニューロ
ンの損傷を抑制することができることと関連があること
を発見した。研究を通じてさらに、Kir6.2遺伝子ノックア
ウトとKATPチャネル開放剤は、いずれもMPP+/MPTPの

促す新たな方法を確立する上で、非常に多くのことを教
えてくれている。GDNFは分子量が比較的大きく、直接
血液脳関門を通じて神経細胞に作用することができない
ため、今後は研究結果に基づき、上記の鍵となる結合部
位を活性化することのできる小分子量のポリペプチドを
設計することによって、GDMFの作用をシミュレートし、
それにより自然状態の下におけるGDNFのいくつかの欠
点を克服していくことが可能である。
上海瑞金医院の陳生弟研究チームは、二次元ディファ

レンスゲル電気泳動（Difference in two-dimensional gel 
electrophoresis, DIGE）及び質量スペクトル技術を活用し
て、GDNFを与えた前後の、GFRα1とRETの発現を安定さ
せたPC12細胞におけるタンパク質のリン酸化状況の定量
比較を行った。鑑定によれば、GDNFは熱ショックタンパ
ク質27のリン酸化を引き起こすことができ、このリン酸化
タンパク質はp38分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ
（MAPK）と細胞外シグナル調節キナーゼ（ERK）の下流
エフェクター因子である[7]。
3.2　アストロサイトのFGF-2発現の調節とPDの神経

保護
GDNF及びその他のタンパク質以外に、既知のドーパ

ミンニューロンに対して顕著な保護作用を持つものとし
て、さらにfibroblast growth factor-2（FGF-2）がある。
成人の脳内において、FGF-2は主にアストロサイトによっ
て合成、分泌されるが、基底神経節（Basal ganglia）に
おいてFGF-2の合成と分泌を調節している分子機序は、完
全に明らかになっているわけではない。中国科学院上海
神経科学研究所の周嘉偉研究チームの研究は、興奮の古
典的なD1類、D2類ドーパミン（dopamine, DA）受容体は
アストロサイトのFGF-2の発現と放出を増強することがで
き[8]、転写因子myeloid zinc finger protein 1（MZF-1）は
FGF-2 promoterとの結合を通じて、このプロセスを媒介
している可能性があることを明らかにした[10]。さらなる
研究によって、アストロサイトの FGF-2の発現は、さら
にホスファチジルイノシトールとカップリングしたD1様
ドーパミン受容体 [phosphatidylinositol（P1）-linked D1-
like receptor]のコントロールも受けているということが
わかった。ホスファチジルイノシトールとカップリング
したドーパミン受容体を活性化することは、イノシトー
ルの依存するカルシウムシグナルを増強し、FGF-2の発生
を高めることができ、反対に、古典的なドーパミン受容
体を活性化することはグリア細胞内のカルシウムシグナ
ルを抑制し、FGF-2のレベルを引き下げる。他方で、グル
タミン酸はアストロサイトによる代謝を経た興奮性神経
伝達物質であり、やはりアストロサイト内のカルシウム
振動を誘発し、FGF-2の発現を促すことができる。これは、
アストロサイトとニューロンの間に発生するグルタミン
酸－グルタミンサイクルはシナプス間隙のグルタミン酸
を取り除き、ニューロンのグルタミン酸合成のために原

◎図１　アストロサイトの発現する古典的なドーパミン受容体D1、D2及
び phosphatidylinositol（PI）-linked D1-like receptorは、そ
れぞれの細胞内シグナル伝達経路を通じてFGF-2の発現及び分泌
過程を媒介し、さらには隣り合ったドーパミン作動性ニューロン
の生存を促進する。
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よってはっきりと示されている。この推論は、周嘉偉研
究チームがパーキンソン病患者の脳脊髄液から得た分析
結果によって支持されている[3]。Triptolide（PG490）は
一種の伝統的な生薬化合物で、いくつかの末梢器官組織
において抗炎及び免疫抑制能力を有する。王暁民研究
チームは、Triptolide（PG490）はリポ多糖の誘導する黒
質部位小グリア細胞が過量に生み出す、腫瘍壊死因子-α
（TNF-α）やインターロイキン-1β（IL-1β）といった細
胞因子を効果的に抑制することができ、それによってリ
ポ多糖（lipopolysaccharide, LPS）の誘導するドーパミン
ニューロンの損傷を防止するということを発見した[25]。
Tripchlorolide（TW397）は雷公藤（タイワンクロヅル）
根部の木質部分から分離した雷公藤のトリクロロエポキシ
化合物の類似物で、この化合物もドーパミンニューロンを
保護し、MPTPのもたらす神経毒作用を防止する[6]。これ
らのデータは、Triptolide及びその類似物が今後のPD治療
において持つ潜在能力を示している。同時にまた、炎症反
応がPDにおけるドーパミンニューロンの退化を媒介する
一つの重要なポイントであることをさらに示唆している。
Triptolideとその類似物のほか、天然産物中の抗酸化

作用を有する物質もまたドーパミンニューロンの生存に
とって有益である。緑茶ポリフェノールは活性酸素・フ
リーラジカル－一酸化窒素経路を阻害することにより、
ラットのPDモデル内のドーパミンニューロンが6-ハイド
ロキシドーパミンの神経毒作用を受けないよう保護する
ことができる[5]。この結果は過去の発見とぴったり符合す
る。エピガロカテキンガレート（Epigallocatechin gallate, 
EGCG）は緑茶の主要活性成分である。酸化的ストレス時
に0.1μg/mLの投与量を与えると、センチュウの寿命を
1.729倍に延ばすことができるが、EGCGは主にフリーラ
ジカルを除去し、ストレス耐性タンパク質（たとえば、スー
パーオキシドディスムターゼ-3や熱ショックタンパク質）
の発現レベルを高めることによって、相応の作用を発揮
しているのだと考えられる[21]。

４．結論
中国及び世界の他の地域の老年人口の絶え間ない増加

により、PDの罹患率は上昇し続ける可能性がある。中国
のPD患者の遺伝子型と表型を他の国々の患者と比較し、
互いの間に存在する違いと相似性を認識することは、こ
れらの疾患の発病原因と進行過程を認識するうえで重要
な意味を持つであろう。PDに対し早期の診断と革新的な
治療を行うことは極めて重要である。より有効な診断及
び治療手段のさらなる発展は、相当程度、PDの発病機序
についての深く掘り下げた研究にかかっており、この面
で我々には依然として多くのなすべき仕事がある。中国
の神経科学者が過去の研究の中で蓄積してきた経験と収
めてきた業績は、新たな科学的発見を成し遂げるための
すばらしい基盤となっている。

誘導するアストロサイトによるグリア伝達物質D‐serine
の合成増加を著しく抑制できるということを発見した
が、これはKATPチャネルのグリア伝達物質に対する調節
がPDの重要な病理メカニズムであることを示している[16, 
19]。一連の研究結果から明らかなように、ニューロン上に
発現するKir6.2の構成するKATPチャネルと、グリア細胞
上に発現するKir6.1の構成するKATPチャネルは、それぞ
れ異なったメカニズムを通じてPDの発生、進行に関与し
ており、KATPチャネルは多能性神経保護剤（Multipotential 
neuronprotectants）の研究開発における新たなターゲッ
トとなっている。
3.4　中枢神経系におけるその他の分子の神経保護作用

の鑑定
黒質線条体ドーパミン経路の破壊は多くの持続的反

応、たとえば、線条体と黒質の炎症反応や神経成長因子
の合成増加を触発する。これらの反応は、潜在的な神経
保護作用を具えた分子を鑑別するための機会を提供して
いる。この実験モデルを利用して、周嘉偉研究チームは
インビトロ及びインビボ研究において、6-ハイドロキシ
ドーパミンによる損傷は、相対的に緩慢ではあるが持続
的なcystatin Cのアップレギュレーションを誘導するこ
とができ、このタンパク質はドーパミンニューロンを保
護する作用を発揮することができるということを発見し
た。これはシステインプロテアーゼ阻害剤がPD及びその
他の神経退行性疾患の神経保護治療において、潜在的な
応用の可能性を有していることを示している[18]。
周知のように、ニコチンはPDの発病リスクを減らす

ことができる。北京中国科学院生物物理研究所の趙保路
研究チーム[20]は、すでに相応のメカニズムについて研究
を行ってきた。ニコチンはN-メチル-4-フェニルピリジン
（MPP+）及びCa2+が誘導するミトコンドリアの腫脹と、
損なわれていないミトコンドリアの中から受容体に依存
しない方式によって放出されるシトクロムCを抑制するこ
とができる。ニコチンはまた、ミトコンドリア呼吸鎖複
合体Iの電子漏出も部分的に防ぐことができる。これらの
結果は、ニコチンの神経保護効果がそのミトコンドリア
呼吸鎖との相互作用に関連している可能性があることを
示している[17]。
3.5　生薬から分離された化合物の抗炎作用
1994年以来、北京大学神経科学研究所の韓済生・王暁

民の両教授が率いる研究チームは、将来性のあるPD治
療のいくつかの新たな方法について研究を進めてきた。
彼らの研究は伝統的な生薬あるいは鍼灸、遺伝子治療や
幹細胞代替療法等の現代技術にまで及んでいる。その詳
しい情報については彼らの最近の要約を参考にされたい
[15]。ここでは一つの例、Triptolide（PG490）の抗炎作用
を引用する。
神経炎性反応がPDのドーパミンニューロンの進行性

壊死において重要な役割を果たすことは、多くの証拠に
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要旨
プラシーボを服用した後に生じる疼痛緩解等の神経生

物学的現象をプラシーボの鎮痛効果という。多くの文献資
料がプラシーボの疼痛に対する鎮痛効果を報告している。
国際的な44の大型臨床薬物実験による発見を総合すると、
プラシーボは鎮痛の面で明らかな作用を有している。視覚
的アナログスケール（Visual Analog Scale、0は痛みなし、
100は耐えがたい疼痛値）を使用し、プラシーボによる鎮
痛は平均でVAS値を6下げることが証明されている[1][2]。
人体の大脳機能画像技術は、非創傷の条件下でプラシーボ
鎮痛の大脳機能解剖学的構造と神経生物学的メカニズムを
研究することができる。今日の研究では、大脳のいくつか
の領域はプラシーボ鎮痛の媒介メカニズムにおいて顕著な
機能活性を有していると考えられている。機能的磁気共鳴
断層撮影と陽電子放射断層撮影の応用により、我々は被験
者のプラシーボの鎮痛効果の下における大脳領域の機能活
性の変化、ならびにプラシーボの鎮痛メカニズムに関わる
内因性オピオイドペプチドとドーパミンの生理メカニズム
を観察することができる。

プラシーボの応用の歴史
早くも1799年に、最初のプラシーボ対照実験が出現して

いる。20世紀50年代には、大量の無作為化臨床試験を通じ
て、人々は一般に、プラシーボは疼痛またはその他の疾患
の改善に対し大きな作用を有していると考えるようになっ
た。プラシーボ効果というのは、患者に事実を知らせない
まま、まったく薬効のない糖衣錠などを服用させても、
良好な治療効果が得られてしまうことをいう。Beecherが
1955年に発表した『The powerful placebo』は、「多くの
証拠がプラシーボは多数の被験者にとって有効であること
をはっきりと示し、全体的な有効人数は35.2±2.2%にも達
しているが、それに関連したメカニズムは今のところまだ
はっきりしていない」と結論している。1978年、Levin[3]
らは、プラシーボの鎮痛効果はオピオイド受容体拮抗薬
Naloxone（ナロキソン）によって遮断されることを発見
したが、これはプラシーボの鎮痛作用が内因性オピオイド
ペプチド系と密接に関連していることを示していた。その

後、学者のさらなる研究により、ナロキソンはプラシーボ
の鎮痛作用を部分的に遮断するだけで、プラシーボの鎮痛
を完全に遮断するわけではないということがわかったが、
これはプラシーボの鎮痛メカニズムにはさらに内因性オ
ピオイドペプチド以外のその他の内因性神経伝達物質の
関与の可能性が存在していることを示していた。Amanzio
とBenedettiの1999年の研究は、プラシーボの鎮痛作用は
プラシーボへの期待と関連があり、患者がある療法の有効
性を期待していると、疼痛を調節する大脳領域が活発にな
り、エンドルフィン、ドーパミン等の内因性神経伝達物質
のような鎮痛物質の放出を引き起こし、それによってプラ
シーボの鎮痛効果が生まれるということを発見した。
de Craenらの学者は1999年、大量の資料を収集し、現

代的な統計分析の手段によって分析を行い、無作為化対照
試験の中で、プラシーボによる臨床症状の改善には大きな
個人差があることを発見した。プラシーボ治療は最高65%
の患者に有効だという報告もあれば、5%の患者にしか有
効でないという報告もあったが、このような差が生じたの
は中枢神経系の神経伝達物質の発生・伝達過程や、被験者
の個人差に関連していた可能性がある[4]。2001年に、ある
学者 [1]が130の大型臨床試験の総括を行った。どの試験デ
ザインも治療グループ、プラシーボグループ、無治療グ
ループ等を含んでいたが、メタ分析を採用したところ、プ
ラシーボは疼痛の治療に対してやはり一定の効果を有し、
疼痛に関する27の臨床試験において、VAS値（0は痛みな
し、100は耐えがたい最高疼痛値）を約6.5も引き下げてい
た。臨床試験の中で、Lene Vaseら[5]は、プラシーボを別
の一種類の活性薬物の対照グループとして使用した試験
と、プラシーボを一種類の活性薬物とみなして、プラシー
ボの鎮痛効果を研究した試験とを比較すると、後者は前者
に比べてより大きな鎮痛効果を有しているということを発
見した。ある学者（Wickramasekera, 1980年）は、条件反
応（conditioning）はプラシーボの鎮痛において非常に重
要な役割を演じ、示唆（suggestion）もまたプラシーボの
鎮痛に対して一定の作用を果たしているということを発見
した。条件反応と示唆が結びつくと、プラシーボの鎮痛効
果は単に条件反応を応用し、または単に示唆を使用した場
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合の2倍となる。そのほか、プラシーボの物理的属性とそ
の使用方式、研究の全体的デザイン、被験者のインフォー
ムドコンセント、試験前の教育とトレーニング、実験の段
取りなどは、いずれもプラシーボの鎮痛効果に影響を与え
ることがある。

プラシーボ効果の神経画像学的研究
さかのぼること30余年、科学者Levine[3]は1978年、内

因性オピオイドペプチド系がプラシーボの鎮痛作用を媒介
していることを発見したが、これは臨床条件の下でのプラ
シーボ効果のメカニズムに関する研究の非常に大きな進展
であった。近年、疼痛の分野だけでなく、多くの大型薬物
臨床試験においても、プラシーボ効果はますます多く取り
上げられている。患者がある療法の有効性を期待すると、
疼痛を抑制する大脳領域が活発になり、エンドルフィン、
ドーパミン等の内因性神経伝達物質のような鎮痛物質がプ
ラシーボ効果に関与することになる。だが、その詳しいメ
カニズムはまだはっきりしていない。技術のさらなる発
展、近年の機能的磁気共鳴断層撮影（fMRI）、陽電子放射
断層撮影（PET）等の神経画像技術の出現にともない、
プラシーボ鎮痛の大脳機能解剖画像や、エンドモルフィン
の媒介する鎮痛作用、ドーパミンの媒介するプラシーボに
対する報酬期待を含むその神経生物学的特性について、詳
しい研究が行えるようになった。
fMRIは神経解剖断層面において、大脳のどの部位がプ

ラシーボの鎮痛効果に関与しているのかを提示することが
できる。最近、fMRI-BOLD 血中酸素濃度依存的シグナル
（blood oxygen level dependent, BOLD, 神経の興奮との
関連性を表し、領域の電位を示す）技術を利用した一つの
研究により、プラシーボは熱痛刺激に対し明らかな鎮痛効
果を有していることがわかった。大脳視床、吻側前帯状回
（rostral anterior cingulate cortex, rACC）、島葉（insula）
等の疼痛に関わる領域の活性は、プラシーボ効果の下で
明らかに低下する。同時に、これらの領域の活性低下は被
験者の主観的な疼痛値の低下と正比例を成している[6]。
これに似たfMRI試験を利用した、fMRI関連性分析（fMRI 
connectivity analysis）では、プラシーボの鎮痛効果と吻
側前帯状回、扁桃核（amydala）、脳幹の中脳水道周囲灰
白質（periaqueductal gray, PAG）の間の機能増進には、
正比例の関係があることが明らかになった[7]。さらに
fMRIとエンドモルフィン拮抗薬Naloxoneの利用を結びつ
けた研究によれば、Naloxoneはプラシーボの鎮痛効果を解
除することができ、しかもこの効果は疼痛に関わる大脳領
域―rACC、脳幹の視床下核、 PAG、吻側延髄腹側部（rostral 
ventromedial medulla, RVM）と関連がある。同時に、
rACCとPAG、RVMの機能相関性の解除とも関わりがあ
る[8]。PETは放射性同位元素トレーサーを利用して神経
伝達物質受容体を直接標識し、その代謝及び受容体の分子
レベル面の大脳機能画像を表示することができる。最近、

人体のPET画像実験の結果から、大脳のエンドモルフィン
とドーパミン及びその受容体は、疼痛認知のプロセスで重
要な作用を果たしていることが明らかになった。Levine[3]
らは1978年、プラシーボの鎮痛効果がオピオイドペプチド
の拮抗薬Naloxoneによって解除されることを指摘し、大
脳のエンドモルフィンがプラシーボの鎮痛メカニズムに関
与していることを証明した。Petrovic[9]らはPET分子画像
技術を利用して、プラシーボの鎮痛効果がエンドモルフィ
ンmu受容体アゴニスト remifentanilによる脳血流変化の
画像とほとんど合致し、しかもrACCにおける血流増加と
も関係があることを発見した。[11C]carfentanilで標識した
エンドモルフィンmu受容体及び[11C]racloprideで標識し
た内因性ドーパミンD2/D3受容体のPET画像実験の結果
からは、健康な被験者が持続的な疼痛（5%の生理食塩水
を咀嚼筋に20分間続けて注射）刺激を受けると、エンドモ
ルフィン及びドーパミンの放出が活性化されることが明ら
かになった[10][11]。エンドモルフィン及びその受容体の活
性化は、視床前部、側坐核（nucleus accumbens, NAC）、
amygdala等の部位において疼痛の情動面と関係があり、
反対に、ACC等領域は疼痛の感覚面と関係がある[10]。他
方で、内因性ドーパミンの放出とそのD2/D3受容体の活
性化は、尾状核（caudate）及び被核（putamen）におい
て疼痛の感知面と関係があり、側坐核は疼痛の感覚面と関
係がある[11]。上に述べた実験をベースとして、アメリカ
ミシガン大学のZubieta研究チームは、エンドモルフィン
及びドーパミンのプラシーボ鎮痛メカニズムにおける役割
について、さらなる研究を行った。プラシーボはエンドモ
ルフィンとドーパミンを放出し、さらにそれらの受容体を
活性化することによってその鎮痛効果を達成することがで
きる。それが活性化する脳領域は、rACC、眼窩前頭皮質
（orbitofrontal cortex, OFC）、insula、視床（thalamus）、
amygdala、NAC、PAG、caudate、putamen等であり、し
かもこれらの部位の活性化はプラシーボの媒介する疼痛主
観値の低下との関連性を示している。このうち疼痛値の
低下と関わりのある脳領域はrACC、insula、NAC、疼痛
のもたらす不快値と関わりのある脳領域はrACCであり、
McGill Pain Questionnaire （MPQ）感覚値と関わりのある
脳領域はrACC、insulaであり、MPQ情動値と関わりのあ
る脳領域はNACである[12][13]。
以上を要するに、fMRIとPETの脳血流測定によれば、

大脳のrACC、insula、thanlamus、脳幹のPAG及びrVMの
神経興奮性の低下はプラシーボ鎮痛の調節と関係がある。
エンドモルフィン系及び活性オピオイドペプチドμ受容体
はプラシーボの鎮痛作用に関与している。オピオイドペプ
チドmu受容体の標識されたPET画像の研究は、プラシー
ボ鎮痛が疼痛に関わる大脳部位（例えば、rACC、OFC、
insula、 thalamus、amygdala、NAC、PAGなど）における
エンドモルフィンの活性低下に随伴するものであることを
示している。また、ドーパミン D2/D3受容体を標識した
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る。最終的に、研究成果をその他の医療分野におけるプ
ラシーボ効果のメカニズム研究にまで広げることができ
れば、新しい疾患治療方式を模索し、あるいはこのプラ
シーボ効果を通じて、薬物治療対応の疾患を助けること
ができるのではないだろうか。

プラシーボの応用と展望
神経画像学のさらなる発展にともない、現在、プラシー

ボの内因性オピオイドペプチドメカニズムとドーパミンメ
カニズムは徐々に人々に認識されてきているが、しかし、
プラシーボ鎮痛にはその他の潜在的なメカニズムも存在し
ているのであろうか。プラシーボのメカニズムが完全に解
明されれば、我々はプラシーボを適正に利用し、それに最
大の臨床作用を発揮させることができるのだろうか。さら
に、プラシーボの臨床作用はいったいどのくらいあるのだ
ろうか。患者がある薬または治療が有効であることを期待
し、しかも臨床医の投薬を深く信じて疑っていない場合、
臨床医の患者への指導が加わると、このとき、プラシーボ
は極めて大きな作用を果たすことがある。だが、一部の患
者の身体には、プラシーボは少しの作用も及ぼすことがで
きない。では、プラシーボの作用には個人差があるのだろ
うか。ある者がプラシーボに対して高反応者であるのに対
し、ある者はプラシーボに対して低反応者、さらには無反
応者であるのだろうか。臨床において、一部の患者には、
いかなる薬理作用もないプラシーボを応用した後、活性の
ある薬物に類似した吐き気・嘔吐、眩暈、頭痛などのよう
な不良反応が出現しているが、どうしてプラシーボの作用
とは相反するこれらの反応が現れるのだろうか。このと
き、大脳中の相応の脳領域内の内因性オピオイドペプチド
とドーパミンの分泌は依然として活発なのだろうか。プラ
シーボの効果は疼痛の方面に応用できるだけでなく、その
他の疾患の方面でも一定の治療効果を有しており、医学界
のみならず、広範な社会分野においても注目を浴びてい
る。2010年3月29日のアメリカ・フォーブス誌は、プラシー
ボ効果の影響について特に報道している。同誌は「プラシー
ボは心臓疾患または癌を治すことは永遠にできないが、腰
背部痛の軽減、パーキンソン病患者の症状改善、抑うつ症
の緩解、吐き気・逆流の軽減といった面では作用を発揮す
ることができる」と述べ、ハワイ大学医学部のKaptchuk
教授の「プラシーボの作用を軽視するよりも、医者はむし
ろそれをもっとうまく利用すべきだ」という言葉を引用し
ている。この文章の結びは「医者は患者に高い薬を提供す
る際、これらの薬のプラシーボ作用に注目すべきではない
か」と特に問いかけている。これは明らかに、一部の薬品
の実際の治療効果に疑問を呈したものである。いくつかの
疾患において、プラシーボの治療が高価な薬品に取って代
わることができ、あるいは明らかな治療効果を持つのであ
れば、その医療業界全体、社会・経済効果に対する作用は
軽視することのできないものである。

PET画像実験から、NACを含む基底核のドーパミン活性
はプラシーボ鎮痛と関連があることが明らかである。プラ
シーボの鎮痛が引き起こす側坐核のドーパミン放出は、プ
ラシーボへの期待と関連がある。以上の結果は、上述した
大脳領域及びエンドモルフィン、ドーパミンが、プラシー
ボ鎮痛の面で重要な役割を果たすことを示している（図
1）だけでなく[14]、プラシーボ鎮痛がポジティブな期待
（positive expectation）に関連した報酬系に属しているこ
とを暗示している。

ポジティブな期待に関連した報酬系はプラシーボ鎮痛
と関わりがあるが、しかしそれらの間の相互作用のメカ
ニズムはまだはっきりしていない。報酬に関わる大脳神
経回路には腹側被蓋野（ventral tegmental area, VTA）
から側坐核に至るまでのドーパミンニューロンが含ま
れ、また大脳吻側前帯状回―側坐核―中部背側視床等か
ら成る前脳‐基底核神経回路も含まれている。前記の論
述において、これらの脳領域がプラシーボの鎮痛メカニ
ズムに関与していることはすでに言及した。ポジティブ
な期待は報酬に関わるどの神経回路を通じてプラシーボ
効果をもたらすのであろうか。これは第一に追究すべき
原理である。第二に、ポジティブな期待ではない（neutral 
expectation, negative expectation など）場合、報酬に関
わる神経回路のもたらすプラシーボ効果は存在するのだ
ろうか。以上の科学的問題についてはさらに深く追究す
る必要がある。これらの科学的問題がはっきり解明され
れば、我々はさまざまな程度の期待の下でのプラシーボ
鎮痛のメカニズムが理解できるだけでなく、同時に、さ
まざまな期待の下での報酬に関わる神経回路とプラシー
ボ鎮痛の間の相互作用メカニズムも解明することができ

◎図１　Placebo-induced neural activity in pain-modulatory brain 
regions （Adopted from Qiu et al., 2009）

点線はプラシーボ鎮痛時のエンドモルフィン伝達性神経回路を示す。
実線はエンドモルフィンとドーパミンの媒介する神経回路、とくにドーパ
ミン作動性ニューロンの関与したプラシーボ鎮痛時の関連のある報酬系を
示す。
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次世代脳研究を考える

はじめに
脳科学は生物学の一部でありながら、生物学に収まら

ず、自然科学の幅広い領域と繋がりをもつ、ヒトを理解
するための広範な学問領域である。言い換えるなら、脳
科学は、ヒトを知りたい、自分を知りたいという私たち
の根源的な欲求に応えるための学問と言える。
脳に対する科学的アプローチが本格的に始まったのは

1950年代以降であり、これまで様々な手法を用いて様々
な脳機能が明らかにされてきた。しかし、半世紀以上経っ
た現在においても、その知見に関して科学的に曖昧なも
のが少なくない。それはなぜだろうか。それは、私たち
が最も知りたいと考える、知性を支える高次認知機能に
対してどのようなアプローチをとるべきなのか、どのよ
うに記述し理解すればいいのか、その方法がまだよく分
かっていないからである。

社会的適応と知性
普段の私たちの脳は、環境の変化に適切に対応し、そ

の変化に応じた行動の最適化を行っている。このような
脳機能を適応的脳機能という。しかし、現在の脳科学は，
適応機能について非常に限られた知識しか持ち合わせて
いない。この場合の適応機能とは、それぞれのヒトの周
辺に埋め込まれている多様な社会環境文脈を適切に読み
取り、その文脈を参照しながら、自分自身と他者との関
係性にもとづいて最適な行動を選択するために必要な知
的機能となる。
ここで重要なのは、社会環境文脈が常に変化している

ということである。文脈を構成しているのは自然現象だ
けでなく、自分自身の行動であったり、他者の行動であっ
たりする。特に他者の行動は予測困難なことが多く、適
切な行動を選択するためには、常に文脈の変化に敏感で
なければならない。
なぜ、私たちは環境文脈に敏感でなければならないの

か。それは、その場の文脈に合った適応的な行動をとら
ないと、多くの場合で自己の社会的存在が脅かされるか
らである。
たとえば、満員の通勤電車の中で、隣に立っている

同僚が突然大きな声で歌を歌い始めたとしたらどうだろ
う。おそらく周りの誰もがびっくりし、困惑するだろう。
そして、知り合いであるあなたは他人の振りをするのでは
ないか。しかし、カラオケボックスで同じように大声で歌
を歌っても何の問題も起きない。同じ行動を行ったとして
も、その意味は、そのヒトを取り巻く状況によって全く異
なるのはなぜか。そんなことは当たり前だと思うかもしれ
ないが、われわれがそのような文脈依存的な社会のしくみ
に気がつくのは、非適応的な行動に直面したときだけであ
る。それほど、普段の私たちは文脈から外れた行動を嫌
う、実に適応的な生き物なのである。それは、すなわち、
脳が非適応的な行動を嫌っている事を意味する。
行動の意味を決定するのは、個人ではなく、社会環境

に埋め込まれた時々刻々変化する文脈である。もし通勤
電車で、大声で歌を歌うような衝動的な行動を毎日続け
るなら、そのヒトは徐々にコミュニティから排除される。
その瞬間のその空間での文脈が規定するルールに従わな
い事、すなわち空気を読めない行動は、ヒトの社会的存
在を危機的状況に陥れてしまうのである。
サルを使った実験でも同様の現象が報告されている。

UC DavisのAmaralらによると、サルの扁桃体を破壊した
ところ、サルの社会的行動に変化が見られたという。そ
のサルは、社会性を失い、他のサルの存在のいかんにと
らわれる事無く自由に振る舞うようになったのである。
サルはヒトと同じように高い社会性をもっていることが
知られている。ここで言う社会性とは、上位のサルとの
間に起きうる競合関係を積極的に避けようとする下位の
サルの適応的行動を指している。正常なサルは、各個体
のヒエラルキーに応じて、自己の欲望を抑制する。つま
り自分より上位のサルに対して、積極的に抑制を選択す
ることで、個体間に発生する競合が解決されている。
そのような抑制を主体とした社会的問題解決方法が一

般的なサル社会において、扁桃体を破壊されたサルは、
上位サルに対する抑制を見せなかった。どのサルに対し
ても自己抑制をしないという事は、行動だけを見るなら
ば、他者に対する抑制を必要としないボスザルと何も変
わらない事になる。それでは、そのように振る舞うサル
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の社会的地位はどうなるかと言えば、群れの中では最下
位に置かれるという。つまり、社会のルールに従えない
サルは、グループの中で社会的な存在を認めてもらえな
いのである。この事を逆に言うならば、サル社会は上位
のサルの統率よりも、下位のサルが適応的に抑制を選択
することで成り立っていると言える。同じ事はヒト社会
でも言えるかもしれない。
一方で、「サルの社会性を説明するには抑制だけで良い

かもしれない、しかしヒトの社会性でより重要な要素は
協調である」という意見も多い。確かにヒトとヒトの間
の協調行動は、私たちの社会行動に影響を与える重要な
要素である。しかし、協調行動は私たちの社会行動の中
で必須の条件ではないことを強調したい。たとえば、電車
の中でヒトに席を譲らないヒトがいたとしても、そのヒト
が多少非難されることはあったとしても、社会的存在を
否定され、排除されることは少ない。しかし、衝動的な
行動-電車の中で歌を大声で歌うような事-を抑制出来ない
ヒトは社会から排除される。つまり、社会がより重視す
るのは適応的な抑制であり、協調ではないと考えられる。
また、ヒト以外の動物が協調行動を殆ど見せない事も

社会性の基盤に協調が無い事を示している。なぜなら、
進化的にみて私たちヒトは、サルのもつ社会性を基盤と
して現在の社会性を獲得したと考える事が自然だからで
ある。むしろ、協調という社会行動は、ヒトが生まれた
時から持つ機能なのではなく、生後の発達期に獲得する
文化的形質であり、その生物学的な基盤は弱いのではな
いだろうか。とするなら、社会的脳機能のしくみを理解
しようとする時に、社会的抑制の神経メカニズムを研究
対象とすることは理にかなっている。
そのような社会的適応機能こそヒト知性の根源である

という社会脳仮説がある。これは、1975年ハンフリーが
“Social Function of Intellect”の中で議論した仮説であ
り、以後様々な場面で他の要素と比較しながら議論が続
けられてきた。当然ながら、何が原因で私たちヒトが他
の動物種から隔絶した高い知性を獲得できたのかをひと
つに決定することは困難だが、少なくとも進化的圧力の
１要素として、社会的要素の影響は強かったと言って良
いに違い無い。
つまり、ヒト知性の要である適応機能を理解するには、

本来の脳が最も注意を払っている社会的文脈と適応行
動、そしてその時の脳活動を関連付けなければならない。
しかしながら、従来の脳科学では、そのような研究を行
う事が出来なかった。なぜなら、社会的文脈や他者の行
動を、実験環境で実験者が自由に制御することが難しく、
かつそれらを記録し、科学的に記述する方法も存在しな
かったからである。
そのため、従来の実験では、極めて自由度の低い、予

測可能な学習済み課題環境で、しかも脳内の限られた領
域からの神経活動記録を行っていた。過去半世紀に渡る

脳科学の知見の多くはそのような手法で獲得されたもの
である。もちろん、それによって蓄積された膨大な知見
により、半世紀前と比べて脳機能については大分見晴ら
しがよくなってきた。特に視覚や記憶、意思決定などの
個別の機能については、随分沢山のことが明らかにされ
てきた。
しかし、そのような自由度の低い、低次元実験環境で

得られた実験結果をいくら積み重ねても、脳機能の全体
像を理解する事は無理なのではないかという議論が2000
年前後から研究者たちの間に広がってきた。一つ一つの
脳機能のしくみが分かっても、それらが複数同時に動い
ている時の機能が単純な足し合わせで説明できないこと
が分かって来たからである。断片的な知識は、それが沢
山集まっても全体像をつくる手助けはしてくれない。な
ぜなら、実験のデザインの都合で削られた次元に関連す
る情報を、後から取り戻す事は決してできないからだ。
そして、失われた次元の中にこそ、異なる機能をつなぐ
カギが秘められている。

多次元生体情報記録手法
その問題を解決するため、われわれは、サルを対象と

した多次元生体情報記録手法という新しい実験手法を開
発した。この実験手法では、サルの行動の自由度を可能
な限り抑制しない。しかし、自由度を上げると言う事は、
行動記録が格段に難しくなるということである。
そこで、モーションキャプチャを導入して、サルの自

由行動の全てを完全に記録することとした。さらに、そ
れ以外の身体・生理情報、たとえば眼球位置、視野映像、
血圧、呼吸等も可能な限り同時に記録する。一方、脳内
の神経活動は、慢性留置型ECoG電極を独自に開発するこ
とで脳内の広範囲から同時に記録することが出来るよう
になった。この慢性留置型ECoG電極を用いた記録手法の
信号安定度は極めて高く、これまでの神経生理学的手法を
大きく書き換える可能性を秘めている。また、実験には
複数の個体を参加させ、相互作用中の2頭以上の動物から
同時に行動と神経活動を記録する技術を実現した。このよ
うな高い自由度を保ったまま、脳活動と行動、そしてそ
れ以外の様々な生体情報を同時に、しかも安定して記録
し続ける事が可能な研究施設は世界でも他に例をみない。
このような実験環境を整備し、実際のサルを用いて実

験を開始した。この実験では、サルの行動抑制を基本と
した適応的行動と、その時の脳活動の相関を明らかにす
ることを目的としている。そのためには、サルが自発的
に行動し、文脈に応じてその行動を抑制するような環境
条件を作り出さなければならない。しかし、これまでの
実験課題では、そのような自発的適応行動を発現させる
行動課題は全く開発されていなかった。
そこで、われわれは2頭のサルを向かい合わせに座らせ

て、その真ん中にエサを置くという条件でサルの行動を
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定度の低さが、これまでのBMIの最大の難点であった。
しかし、われわれの慢性留置型ECoG電極は、この最大

の難点を克服した。われわれの電極から記録出来る神経
活動は日を跨いでも殆ど変化することなく、それゆえ予
測モデルの予測性能も数ヶ月に渡って殆ど変化しなかっ
た。このような高い安定度を持つ記録手法と解析手法を
実現した研究室は世界中でも他に無く、今後のBMI技術
の本格的な臨床応用へ向けて、最大の難関を超える事が
できたと考えられている。
一方、BMI技術は失われた機能の再建に限らず、様々

な高次認知機能の解明にも役に立つことが明らかになっ
てきた。たとえば、BMIの予測モデルを応用する事で、
脳内のどの部位が、どの瞬間で、どの変数に関係する情
報をどれくらい持っているかを定量的に示す事が可能に
なる。勿論、類似の解析は、これまでも可能であった。
しかし、われわれの手法が最も異なるのは、全ての脳領
野を記録対象とし、網羅的に解析を行う事にある。それ
によって、ネットワーク全体で情報がどのように処理さ
れているかという、これまでにない新しい視点を得る事
ができると期待されている。

ローカル機能の解明からネットワーク機能の解明へ
われわれは、現在これまでの手法をさらに拡張し、

脳内のあらゆる部位から神経活動を記録するPan-Brain 
Recording(PBR)の手法を開発している。この大規模記録
により、脳内の各部位から個別の情報を抽出するだけで
なく、領域間の情報の流れや関係性を因果的に記述する
事が可能となる。
しかし、そのような巨大ネットワークの構造や、その

しくみを理解する為の解析方法はまだ十分確立されてい
ない。その一番の理由は解析技術を開発するための基盤
データが存在しなかったからである。われわれが開発を
行っている、PBRやBMI等の技術は、その基盤となる大
規模データを提供するためのプラットフォームとなる。
そして、それによって初めて脳のネットワーク機能の解
明に正面から挑む事が可能になる。われわれは、そのた
めのデータ共有サービス Project TYCHOを準備中であ
り、これによってあらゆる領域の研究者が、大規模神経
活動データに自由にアクセス出来る環境を提供すること
を目指している。
われわれは、これまで複雑なネットワークシステムで

ある脳機能を明らかにするために、様々な新しい試みを
行ってきた。それぞれの試みはお互い何の関連が無いよ
うに見えるが、それらを統合する事で、これまでの神経
科学が手にすることのなかった強力なツールとなる。
これからの脳科学は、これらの新しい技術を導入し、

周辺研究領域と旺盛に連絡を取りあう事で、多次元空間
を自在に操る複合研究領域として大きく発展していくだ
ろう。

観察してみた。2頭のサルの距離は十分離れており、エサ
が置かれる周辺で両者の手が触れ合う事はあっても、そ
れ以外の身体や顔などにお互いが触れる事はない。つま
り、両者の間につかみ合いの喧嘩が起きる事はなかった。
また、2頭のサルは個別のケージで暮らしている為、実験
室で発生する社会的競合を実験後に引きずる事はない。
そのような環境下では、お互いが初めて会ったサル同

士の場合、はじめのうちは、どちらのサルも躊躇すること
なくエサに手を伸ばす。その時、エサをつかむのは単純に
早くエサに手を伸ばした方のサルである。この状況では、
どちらのサルもエサ取り行動を抑制することはない。
しかし、この課題をしばらく続けると、突然一頭のサ

ルがエサを取らなくなる。このサルが見せる抑制的行動
が、どのような仕組みで発現するのかは不明である。し
かし、われわれが観察した10ペア以上の個体間で、常に
片方のサルが、エサを取るのを止めた。この行動抑制は、
長期間に渡って持続する。
つまり、２頭の間に社会的な上下関係が構築されれば、

競合環境を操作することで、社会的行動抑制を安定的に
実験環境で取り扱えることが分かった。そこでわれわれ
は、このような関係性を持った個体間におきる適応行動
とそのときの脳活動を記録する事で適応的脳機能の解明
を進めている。

ブレインマシンインターフェイス（BMI）
一方、われわれが開発した多次元生体情報記録手法は、

社会神経科学に用いるだけでなく、ブレインマシンイン
ターフェイス（BMI）という技術の開発にも有用だとい
うことが明らかになった。
BMIは、脳と外部の人工的デバイスの間をつなぐため

の技術であり、外傷、神経疾患、脳梗塞などが原因とし
て失われた身体機能を補償するための技術として開発が
進められている。その手法は、侵襲型と非侵襲型の２種
類に大別出来るが、われわれの多次元生体情報記録手法
は侵襲型に属する。
われわれの記録技術がなぜBMIに転用可能かと言え

ば、われわれの慢性留置型ECoG電極がもたらす極めて高
い信号の質と安定度による。
これまでの神経活動記録は、ある瞬間に偶然記録でき

る神経活動を記録するものであり、時間が経過すると記
録できる神経細胞が変わることが多かった。たとえば、
ある日に記録した神経細胞活動を、続けて何ヶ月も記録
することは現実的に無理だった。実際のところ、一日、
もしくは数日すら難しい。
BMIは、記録される神経活動のもつ情報を解析し、脳

の意思を抽出する予測モデルによって機能する。この予測
モデルは、記録される神経活動に最適化され、予測性能は
それに依存する。そのため、神経活動記録の安定度が低い
と、予測モデルを頻繁に更新しなければならない。この安



276 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版



277

脳・神経科学

•Prof i le•

中枢神経系の再生医療の現状と展望

岡野　栄之　おかの ひでゆき　●慶應義塾大学医学部・教授
1983年 4月 慶應義塾大学医学部生理学教室・助手
1985年 8月 大阪大学蛋白質研究所・助手　
1989年10月 米国ジョンス・ホプキンス大学 医学部生物化学教室に留学
1991年10月 大阪大学蛋白質研究所・助手　
1992年 4月 東京大学医科学研究所化学研究部・助手
1994年 9月 筑波大学基礎医学系分子神経生物学・教授
1997年 4月 大阪大学医学部神経機能解剖学研究部・教授
2001年 4月 慶應義塾大学医学部生理学教室・教授
2007年10月 慶應義塾大学大学院医学研究科委員長
2008年 7月 グローバルCOEプログラム「幹細胞医学のための教育研究拠点」
2009年11月 紫綬褒章・受章

2010年6月30日、厚生労働省「ヒト幹細胞を用いる臨床
研究指針」の改正が委員会で決議され、人工性多能性幹
細胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)を用いた臨
床研究が、自家・他家を問わず、この指針の対象となった。
これは、我が国の再生医療の今後の進展にとって，大き
な一歩となるものと考えられる。一方、胎児由来幹細胞
や胚性幹細胞(ES細胞)は、今もこの指針の対象外である。
海外では、ES細胞を用いた治験がまもなくスタートしよ
うとしている。このような激変する国内外の情勢下での、
中枢神経系の再生医療の現状と今後の展望を整理してみ
たい。
中枢神経系（脳と脊髄）は、再生が困難な臓器の代

表例と考えられてきた。しかしながら、我々を含むいく
つかのグループにより、ヒトを含めた哺乳類の成体の中
枢神経系にも幹細胞が存在し、成体の脳内でニューロン
新生が起きるとが示されてからこの状況は、大きく変わ
りつつある(Roy et al., 2000; Okano and Sawamoto, 2008; 
Okano, 2010)。中枢神経系の再生というと、① 神経軸索
の再生、②疾患によって失われた細胞の補充、③機能解
析という３つの側面を意味している（Okano, 2003）。こ
れまで不可能と考えられていた中枢神経の再生を可能に
し、それを医療として発展させるには、発生現象の再現
を誘導するという基本コンセプトに基づいた戦略が必要
となることは間違いないであろう。ここでは、中枢神経
系の再生医療に到る基礎研究・現状を紹介し、今後の展
望について議論したい（岡野, 2009）。

Ⅰ．脊髄再生研究の進展
現時点で、我が国においては、脊髄損傷に対する可能

な治療法は、ステロイド早期大量投与により損傷直後の
脊髄の二次損傷を最小限に抑え、必要に応じて脊髄の除
圧と脊椎の再建を行い、早期のリハビリにより残存する
機能を最大限に引き出すことにとどまっている。損傷さ
れた脊髄そのものを再生させる治療法は、いくつかの先

端的な臨床研究が散見されるものの、政府機関などで承
認されるような一般的な治療法となっているものは、現
時点では存在しない。
しかし、基礎研究においては幾つかのブレイク･スルー

となるような研究が、1980年代頃から報告され始めてい
る。その一つが、損傷脊髄に対する胎児脊髄移植である
(Reieret al.,1983)。切断したラット脊髄に胎児脊髄を移植
し損傷軸索の再生と機能回復が得られること、さらに神
経栄養因子の併用や軸索伸展阻害因子を抑制することに
よりその再生が促進されることが報告され、それまで信
じられてきた“損傷脊髄は再生しない”という通説を覆
す大きなインパクトを有するものであった。しかし、胎
児脊髄移植の臨床応用は、ドナー不足と倫理的な問題の
ため、非現実的である。
一方、“自己複製能”と“多分化能”を有する神経幹細

胞が新しい移植材料として、近年注目されている。その
理由は、目的とする神経幹細胞を手に入れることができ
れば、培養器内で増殖させることにより移植に必要十分
な細胞を確保することが出来、ドナー不足の問題を解消
することができるからである。そこで私達は、１０年程
前から新生および成体ラット脊髄損傷に対する神経幹細
胞移植の研究を開始した。その結果、新生ラット損傷脊
髄では移植神経幹細胞はニューロンとオリゴデンドロサ
イトに分化し、さらに損傷軸索の再生と運動機能回復を
促進することが明らかとなった(Nakamura et al., 2002)。
一方、成体ラットでは、損傷脊髄内の微小環境の検討よ
り損傷後９日目に神経幹細胞移植を行い、これまで成体
ラットではみられなかったニューロンへの分化とシナプ
ス形成、さらに、運動機能の回復が得られることを明か
にし、脊髄損傷に対する神経幹細胞移植の臨床応用に向
けて確かな手応えを得ることができた。しかしながら、
齧歯類の脊髄の構造と機能は、我々ヒトを含む霊長類と
大きく異なっている。そこで、私達の研究グループは、
ヒトへの臨床応用を目指して、小型霊長類・コモン・マー
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モセットを用いて、頚髄圧座損傷による脊髄損傷モデル
を確立した(Iwanami et al., 2005a)。この霊長類脊髄損傷モ
デルを我々はフルに活用し、脊髄損傷動物に対して、ヒ
ト胎児由来神経幹細胞移植を損傷後９日目に行った。２ヶ
月後、移植したヒト胎児由来神経幹細胞は損傷部周囲に
生着し、さらに頭尾側に移動し、ニューロン、オリゴデ
ンドロサイト、アストロサイトへと分化していることを
確認した(Iwanami et al., 2005b)。運動機能評価において
も移植群では非移植群と比較して有意な３次元自発運動
量と上肢筋力の改善が得られた。脊髄損傷動物に対する
神経幹細胞移植による機能回復のメカニズムとして、

①移植した神経幹細胞由来の介在ニューロンによる損傷
脊髄内の局所神経回路網の部分的な修復、

②移植した神経幹細胞由来の幼弱なアストロサイトが産
生する神経栄養因子・サイトカイン・細胞増殖因子や
細胞外マトリックスによる細胞非自律的な栄養効果（宿
主神経軸索の再生誘導、血管新生誘導）、

③移植した神経幹細胞由来のオリゴデンドロサイトによ
る宿主神経軸索の再髄鞘化などが考えられる。

以上の研究結果は、将来における神経幹細胞移植の臨
床応用の実現に向けた大きな一歩といえるであろう。し
かし、我が国の「ヒト幹細胞を用いた臨床研究指針」では、
改正後も、胎児由来の体性幹細胞は対象外であり、モラ
トリアム状態もしくは事実上の禁止状態が続いる。それ
に対して、我々は成体組織由来の神経堤幹細胞(Nagoshi 
et al., 2008)、ES細胞由来神経幹細胞、iPS細胞由来神経幹
細胞に活路を見いだし、これらの細胞を用いた基礎研究・
前臨床研究を進めている。
2006年に京都大学の山中伸弥教授らにより、マウスの

iPS細胞(Takahashi and Yamanaka, 2006)が、そして翌年
の2007年にヒトiPS細胞(Takahashi et al., 2008)が樹立され
た。iPS細胞は体細胞に多能性誘導因子を導入することで
樹立され、神経、心筋細胞などに分化する多能性を持ち
ます。免疫拒絶や倫理的な問題が回避されると考えられ、
将来の再生医療への応用に大きな期待が集まっている。
そこでiPS細胞の脊髄損傷への応用に向け慶應義塾大学と
京都大学との共同研究チームが発足し、まず安全性につ
いての厳格な評価を行い、安全性の担保されたiPS細胞ク
ローンから誘導された神経幹細胞(ニューロスフェア)移植
の脊髄損傷への治療効果が証明された(Tsuji et al., 2010)。
これまでの解析からiPS細胞由来神経前駆細胞の腫瘍源性
は、iPS 細胞樹立時の起源細胞に依存しており(Miura et 
al., 2009)、成体線維芽細胞より樹立されたiPS細胞由来の
神経幹細胞の損傷脊髄への移植により、安全なiPS細胞株
とそうでない細胞株の差が明瞭となった。 このことは、
iPS細胞を用いた再生医療において安全な細胞株を前もっ
て準備するという他家移植の重要性を示唆している。運

動機能の回復のメカニズムは、前出の神経幹細胞移植と
ほぼ同様のメカニズム(①̃③)によるものと考えられる。現
在、私達はヒトiPS細胞由来の神経幹細胞を用いた脊髄損
傷モデルへの移植実験を進めている。
さらに、現在脊髄損傷に苦しむ多くの患者さんが完全

損傷後の慢性期であることを考えると、損傷部に形成さ
れ軸索再生を阻む壁“グリア瘢痕組織”を克服し、完全
脊髄損傷モデルにおいても神経幹細胞移植の有効性を立
証することも必要であろう。

Ⅱ．脊髄損傷等を対象とした治験・臨床研究の世界情勢
脊髄損傷を対象とした臨床試験については、統計処理

と自然回復、治療効果の定量的な評価、患者の選択・除
外規準、臨床研究における倫理問題、臨床研究のデザイ
ンの方法などに関する基本的な考え方に関するコンセン
サスが国内的なコミュニティーにより出来つつあり、そ
れに則ったとガイドラインが整備されて来た（Fawcett 
at al., 2007; Steeves at al., 2007; Tuszynski et al., 2007; 
Lammertse et al., 2007）。しかしながら、国際的にこれま
で行われてきた脊髄損傷を対象とした臨床研究が、必ず
しもこのガイドラインに合致した規準で行われてきた訳
ではないというのが実情である。次に現在、世界でやが
て開始される予定の臨床研究、また現在実施されている
あるいは過去に実施された脊髄損傷等を標的とした細胞
治療を紹介したい（岡野, 2009; Steeves et al., 2004）。
①マクロファージの自己移植：
イスラエルのDavid Snyderらのグループ(Proneuron 

Biotechnologies社)を中心として行われており、活性化さ
れた自己マクロファージによる脊髄損傷によって生じた
ミエリンの残骸の貪食によって、軸索再生阻害因子が除
去されることにより神経再生が誘導されることを狙いと
している。第I相試験は完了し、第II相試験は一部のみに
完了しているものの、担当バイオベンチャーの資金不足
につき、保留中である。前臨床研究レベルでは、活性化
マクロファージ移植による治療の功罪について賛否両論
があり、エビデンスとしては限定的である。
②骨髄間質細胞移植：
この治療法の作用機構としては、もっぱら同細胞が産

生する分泌因子あるいは膜タンパク質による栄養効果と
考えられる。我が国においても大学機関での臨床研究は
スタートしているが、現在Nの数が少なく、安全性と有効
性については結論できない状況である(Saito et al., 2008)。
また、ブラジルにて第II相試験を実施中である。前臨床研
究レベルでは、移植後の細胞の運命や役割について賛否
両論があり、エビデンスとしては限定的である。尚、こ
れまで骨髄間質細胞については、接着培養法によって増
殖してくる細胞として取られ得られており、「幹細胞」が
どの程度含まれているか？その分化能はいかほどである
か？といった基本的な性状解析が乏しかった。このよう



279

脳・神経科学

よるpalmitoyl protein thioesterase-1 (PPT1)というライソ
ゾーム酵素欠損症（Batten病）に対する、胎児由来ヒト
神経幹細胞（HuCNS-SC細胞）移植(第I相終了)があげられ
る。これは、前臨床研究の結果から考えると、神経幹細
胞が産生・分泌するpalmitoyl protein thioesterase-1 (PPT1)
による細胞非自律的な栄養効果（酵素補充）が機能回復
のメカニズムと考えられる(Tamaki et al., 2009)。2008年
12月、米国FDAは、HuCNS-SC細胞をミエリン形成不全
症マウスであるshivererマウスへの移植実験の成果を踏ま
え、HuCNS-SC細胞の先天性ミエリン形成不全症である
Pelizaeus-Merzbacher病へ患者への移植（免疫抑制剤９か
月間投与）についての第I相試験を承認した。第I相試験で
は、移植後１２か月間、安全性を追跡し、MRIなどによ
り再髄鞘化の可能性を検討する計画である（同社HPより：
http://www.stemcellsinc.com/clinicaltrials/clinicaltrials.
html）

結語
このように、世界的に見ても、現時点での脊髄損傷や

他の中枢神経系を対象とした臨床試験は、その治療効果
が確認されたのものは未だなく、現時点では安全性の確
認を行っている段階であり、臨床研究の進展や今後の幹
細胞医学の基礎研究・前臨床研究の展開に期待するとこ
ろが大きい。一方、承認を得ていない幹細胞移植を行う
医療機関が海外に存在することが知られており、メディ
カル・ツアーが問題化してきており、今後正確な情報の
発信と収集が益々重要になるであろう。

なcrudeな状態の細胞集団を移植しても効果がまちまちで
ることは当然であろうと考えられる。今後，培養を経ず、
純化した間葉系幹細胞を用いた臨床応用が期待される。
③胎児の嗅球の皮層細胞移植：
かつて中国でHonyun Huangらにより有料にて行われ

ていてメディカル・ツアーなどの物議をかもした治療で
あるが、胎生１２～１６週の胎児脳の嗅球由来の細胞をin 
vitroで増殖させ、損傷後６カ月から３１年後の脊髄損傷
患者を対象に驚くべきことに３００例以上、損傷部の吻
側、あるいは尾側に移植を行っている。 in vitroでの細胞
増殖の工程は不明であり、無作為比較試験などの適切な
臨床試験は行われていない。前臨床研究レベルでは、移
植後の細胞の運命や役割、移植の有益性について賛否両
論があり、エビデンスとしては限定的と言わざるを得な
い。
④成体の鼻粘膜のグリア細胞移植：
いわゆるOlfactory Ensheathing Gliaの移植による軸索

伸長促進効果を狙った治療法であり、臨床試験としては、
第I相試験がポルトガルにて完了し、豪州にて第I相試験（自
家移植）が完了した(Mackay-Sim et al.2008)。前臨床研究
レベルでは、移植の有益性について未だ賛否両論があり、
エビデンスとしては限定的である。
⑤ヒトＥＳ細胞由来オリゴデンドロサイト前駆細胞移植：
University of California, IrvineのHans Keirsteadらは、

ヒトES細胞のオリゴデンドロサイト前駆細胞への誘導を
行い、これを脊髄損傷モデルラットに移植し、再髄鞘化
と運動機能の回復を示した(Keirstead et al., 2005)。この基
礎研究の成果をもとにGeron社は、ヒトES細胞のオリゴ
デンドロサイト前駆細胞（GRNOPC1細胞）を用いた前臨
床研究による安全性試験を行い、1977匹の動物実験 、858
回のGRNOPC1細胞の移植実験を行い、同細胞の損傷脊髄
内での生存、髄鞘化の誘導、運動機能の回復という治療
効果、さらには奇形腫形成、全身性の毒性、疼痛の誘導
がないという安全性の確認を行った。これをもとに、(亜)
急性期(損傷後７～１４日)の胸髄（第３～１０胸髄）レベ
ルでの完全損傷麻痺（ASIA-A)の患者を対象として、低
用量の免疫抑制剤（タクロリムス（FK506)）を併用し、
200万個のGRNOPC1細胞を移植し、一次目標として安全
性（神経学的所見、全身所見）、二次目標として有効性（知
覚機能、下肢運動機能）を確認するという第I相試験の申
請を米国のFDAに行い、 2009年１月にいったんは承認が
得られた（同社HPより: http://www.geron.com/patients/
clinicaltrials/hESC.aspx）。その後、移植した動物にcyst
が見られるなどの所見が見つかり、治験実施はpendingと
なっている状況である。
⑥ヒト胎児由来神経幹細胞移植：
脊髄損傷以外で、FDAの承認を受けて、実際に臨床試

験の開始された細胞治療の例としては、2006年１１月か
ら開始された米国ステム・セルズ社 (StemCells, Inc.) に
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要約
著者らのグループはオレキシンをオーファン受容体の

内因性リガンドとして同定した。オレキシンを産生する
ニューロンは摂食中枢である視床下部外側野にのみ局在
することや、オレキシンを中枢に投与すると摂食量が上
昇することなどから、当初、オレキシンは摂食行動の制
御因子の一つと考えられた。その後、動物モデルからの
知見、および臨床的研究によりオレキシン産生ニューロ
ンの変性がナルコレプシーの病因であることが明らかに
なり、この物質が覚醒の維持に重要な役割を担っている
ことが示された。さらに、オレキシン産生ニューロンの
入出力系の解明により、大脳辺縁系、摂食行動の制御系、
覚醒制御システムとの相互の関係が明らかになってき
た。オレキシン系は単に睡眠・覚醒調節機構の一部であ
るだけでなく、情動やエネルギーバランスに応じ、睡眠・
覚醒や報酬系そして摂食行動を適切に制御する統合的な
機能を担っている。オレキシン受容体作動薬や拮抗薬は
睡眠障害や不眠症のほか、摂食障害、薬物依存などにも
有効な治療薬として期待されている。

はじめに
私たちのグループは1998年に新規神経ペプチド、オレ

キシンを同定した。オレキシンは摂食行動の制御系と睡
眠・覚醒の制御系の両者と深い関係をもっている[1-2]。さ
らに、報酬系との関連にも注目されており、情動や体内
時計、エネルギー恒常性を統合した情報をもとに、適切
な睡眠・覚醒状態をサポートする機能をもっている[2]。
摂食行動をはじめとする動機にともなう行動を制御す

るには覚醒の維持や報酬系の関与が必要であり、オレキ
シンはさまざまな行動をサポートするために、覚醒を維
持する機能を有していると思われる。

オレキシンとオレキシン受容体
オレキシンは、オーファンG蛋白質共役型受容体

（GPCR）を用いた新規生理活性物質の探索、つまりいわ
ゆる“reverse pharmacology（逆薬理学）“により同定さ
れた新規神経ペプチドである[1]。オレキシンの発見はそ
の後、逆薬理学による生理活性物質の探索というブーム
をもたらした。
オレキシンはオレキシン-Aとオレキシン-B（ヒポクレ

チン1, ヒポクレチン2[3]）の二つのアイソペプチドから
なる。オレキシン-Aは分子内に２対のジスルフィド結合
を有する。これら二つのペプチドは共通の前駆体（プレ
プロオレキシン:prepro-orexin）から生成される。これら
は二つのＧタンパク質共役型受容体、オレキシン1受容体
（OX1R）およびオレキシン2受容体（OX2R）によって
受容される[1]（図１）。一般にオレキシン受容体をもつ神
経細胞に対して、オレキシンは興奮性に作用する。

◎図１　オレキシンとオレキシン受容体

オレキシン-Aと-Bは共通の前駆体であるプレプロオレキシン(prepro-
orexin)から生成され、OX1受容体OX2受容体と呼ばれる2種のサブタイ
プからなるG蛋白質共役型受容体に作用する。
OX1受容体は、オレキシンAに高い親和性をもっているが、OX2受容体は
オレキシン-A、-Bに同等の親和性を示す。
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オレキシンを産生するニューロンは視床下部のみで見
いだされている。特に「摂食中枢」とされる外側野（lateral 
hypothalamic area: LHA）及び近接する視床下部脳弓周
囲野（perifornical area）、そして視床下部後部（posterior 
hypothalamus:PH）に散在している[4-5]。しかし、オレキ
シン免疫陽性線維は小脳を除く中枢神経系全域に観察さ
れ、視床下部に局在する比較的少数のオレキシンニュー
ロン（マウスで数千個、ヒトで50000個ほど）から伸びる
軸索は、数多く分枝しつつ、広範な領域に投射している[4]
(図 2)。視床下部内では、特に、弓状核や腹内側核、背内
側核など、摂食行動に関連する部位に多くのオレキシン
様免疫活性陽性線維がみられる。視床下部の外では、脳
幹の睡眠・覚醒制御に関わるモノアミン作動性神経の起
始核、青班核（locus coeruleus: LC、ノルアドレナリン作
動性）、背側縫線核（dorsal raphe nucleus:DR、セロトニ
ン作動性）や視床下部の結節乳頭体核（tuberomamillary 
nucleus: TMN、ヒスタミン作動性）、脳幹のコリン作動
性神経の起始核、外背側被蓋核（laterodorsal tegmental 
nucleus: LTD） や 脚 橋 被 蓋 核（pedunculopontine 
tegmental nucleus: PPT）に密な投射が見られる。大脳皮
質の各層にも投射している。

オレキシン作動性ニューロンの投射領域に一致して
OX1RおよびOX2Rも分布するが、脳内の組織分布はサ
ブタイプにより異なっている[6]。たとえば LCではOX1R 
mRNAのみが発現しているのに対し、TMNではOX2R 

mRNAのみが発現している。また、DRやLTD、PPTには
両方の受容体が発現している。このことは、2つのオレキ
シン受容体が明確な役割分担をしていることを示唆して
いる。

オレキシンと睡眠障害ナルコレプシー
130年前にジェリノーによって記載されて以来、ナルコ

レプシーに関する盛んな研究にも関わらず、この疾患の
原因は全く不明であった。しかし、現在ではオレキシン
欠損によることが明らかにされている。
ナルコレプシーは思春期前後に発症する症例が多く、

強い眠気を主訴とすることが多い。とくに、日常生活の
うえで、「覚醒しているべき時」に覚醒を維持できないと
いうことが問題となり、不適切な状況で突然眠ってしま
うことがある（睡眠発作）。また、情動（特に喜びや笑
い）によって抗重力筋の緊張が低下する発作、情動脱力
発作（カタプレキシー）を伴うことが多い。近年では、
情動脱力発作を呈するナルコレプシーをNarcolepsy with 
cataplexy、呈さないものをNarcolepsy without cataplexy
と区別することがあり、両者の病態生理には若干違いが
あるという説もあるが定かではない。ナルコレプシーの
主症状は眠気であるが、逆に睡眠時には頻回の中途覚醒
によって睡眠が妨げられる。　寝入りばなに非常に鮮明
な夢を見る（入眠時幻覚）、金縛りを体験する（入眠麻痺）
などの症状も呈する。ナルコレプシーの症状は、覚醒・
睡眠の各相（覚醒、non-REM睡眠、REM睡眠）が適切に
維持出来ないことに起因しており睡眠・覚醒の断片化（覚
醒相と睡眠相の間の相転移が頻繁に起こる）、覚醒相から
直接REM睡眠に移行する現象（sleep-onset REM現象）の
出現、そして非常に短い睡眠潜時が特徴的である。ナル
コレプシーがオレキシンの欠損によって引き起こされる
ことが明らかになったことから、オレキシンは「睡眠・
覚醒相の安定化」に重要な働きをもっていることが明ら
かになった。
カタプレキシー、睡眠麻痺はレム睡眠時に見られる

抗重力筋トーヌスの喪失、入眠時幻覚はレム睡眠時に夢
を見ることと関連すると考えられ、後者三つの症状はレ
ム睡眠関連の機構が異常なタイミングで出現したものと
解釈されている。一方、睡眠発作時には、覚醒からnon-
REM睡眠に移行している。また、ナルコレプシーでは頻
回の中途覚醒や睡眠構築の異常のため、熟睡感が得られ
ないという面もある。このように、ナルコレプシーの症
状は覚醒・睡眠の各相（覚醒、ノンレム睡眠、レム睡眠）
が適切に維持できないことに起因している。
発症は10歳代に多く、思春期でピークを示し、有病率

は0.05-0.2 %（日本では0.16-0.18 %）と推定されている。孤
発性のケースが殆どで、特定のHLA遺伝子型(DRB1*1501
とDQB1*0602)を有する割合が正常の人に比べ高いことか
ら、ナルコレプシーが自己免疫疾患である可能性が示唆

◎図２　オレキシン産生ニューロンの投射様式（文献[2]より引用）

オレキシン産生ニューロンの細胞体は視床下部のみに限局する。しかし、
小脳をのぞく中枢神経系の全域にわたって投射している。
脳幹のモノアミン作動性神経、コリン作動性神経、視床の室傍核など、覚醒・
睡眠機構に関与する部分にはとくに強い投射が見られる。
これらの領域には強いオレキシン受容体(OX1R、OX2R)の発現が観察さ
れる。
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ム睡眠に活動が低下し、さらにレム睡眠時にはほぼ活動
を停止する。LDTとPPTにも覚醒に関わるニューロンが
存在する。これらは、覚醒時およびレム睡眠時に活性の
高まるタイプとレム睡眠時のみに活性化されるタイプに
分けられ、覚醒の維持とレム睡眠の制御に関与している
とされている。視床を介して、あるいは直接大脳皮質に
影響を与えている。これらのモノアミンおよびコリン作
動性ニューロンは、これらのニューロンは小さな核に集
まっているが、その軸索は数多く分枝し、大脳皮質の広
範な領域に投射し、覚醒の維持に関わっていると考えら
れている。睡眠時には、視索前野(preoptic area)、特に腹
外側視索前野(ventrolateral preoptic area; VLPO)に存在す
る睡眠時のみに高い発火頻度を示す神経細胞(sleep-active 
neuron)がGABA作動性の抑制性の影響をこれらの覚醒制
御領域の神経細胞を抑制し、睡眠が惹起されると考えら
れている。オレキシン産生ニューロンは、前述のように、
モノアミンおよびコリン作動性ニューロンの核に投射し
ており、これらのニューロンを介して覚醒を維持する働
きをしている。LCには OX1R、TMNにはOX2Rのみが発
現している一方、DRやLDT/PPTには両方の受容体が発
現しており、これらの制御に関わっていると思われる。

オレキシンニューロンの制御システム
ラットやマウスのオレキシンニューロン活動をin vivo

で記録すると覚醒時に活動が増え、ノンレム睡眠、レム
睡眠時には低下することが示されている[13-15]。このよう
な制御はどのようになされているのだろうか？
近年、オレキシン産生ニューロンの電気生理学的解析

および組織学的な解析によりオレキシン産生ニューロン
への入力系が明らかにされてきた [16-17]（図3、図4）セ
ロトニン、ノルアドレナリンはオレキシン産生ニューロ
ンを強力に抑制し、アセチルコリンは約三割のオレキシ
ン産生ニューロンを活性化する[17-18]。また、コレシスト
キニン、グレリン、バソプレッシン、ニューロテンシン、
TRH、CRFといった神経ペプチドによっても影響を受け
る。また、動物の全身のエネルギーバランスの指標にな
る因子によっても制御される。たとえば、レプチンによっ
て抑制され、細胞外グルコース濃度が高くなったときに
抑制される[19]。これらの因子はオレキシンニューロンの
活動に影響を与えている可能性がある。
また、近年の研究によりオレキシン産生神経に入力

する上流の神経細胞群が同定されている[17, 20]。オレキ
シン産生神経は、扁桃体、分界条床核などの大脳辺縁系
や視索前野 (POA)のGABA作動性神経、縫線核のセロト
ニン作動性神経からの入力をうけていることが明らかに
なっている。こうした入力系により、オレキシン産生神
経覚醒が必要なときに活性化され、脳幹のモノアミン神
経やコリン作動性神経の適切な活性を制御していると思
われる。

されている。近年、自己免疫にかかわる抗原がTrib2とい
うタンパク質である可能性も示唆されている[7]。
オレキシンとナルコレプシーとの関連は、まず動物

モデルから明らかにされた。スタンフォード大学で古く
から維持されていた遺伝性のナルコレプシーのイヌでは
複数の系統にOX2受容体の遺伝子に突然変異が見いださ
れ、こうした動物モデルからナルコレプシーとオレキシ
ン欠損の関連が強く示唆された [8]。また、オレキシン遺
伝子欠損マウス、OX2受容体の遺伝子欠損マウス、そし
てオレキシン産生神経を欠損させたマウスは、ヒトのナ
ルコレプシーと非常に似た睡眠・覚醒の異常をしめす[9-
10]。さらにはヒトのナルコレプシー患者の死後脳において
オレキシンニューロンが消失していることがわかり [11]、
また、患者の９０％以上に髄液中のオレキシンA濃度の著
しい低下がみられることが明らかになっている[12]。アメ
リカでは髄液中のオレキシン A濃度はナルコレプシーの
診断基準に取り入れられている。
このように、ナルコレプシーがオレキシンの欠損によっ

て引き起こされることが明らかになったことから、オレ
キシンは「睡眠・覚醒相の安定化」に重要な働きをもっ
ていることが明らかになった。
遺伝子改変マウスによる解析では、OX1R欠損マウス

では覚醒・睡眠に大きな異常は見られないが、OX2R欠
損マウスでは明確な睡眠覚醒の分断化や覚醒に引き続
いて直ちにレム睡眠がみられる、Sleep-onset REM現象
（SOREM)が見られ、明らかなナルコレプシー様症状を
示すことがわかっている。これらのことから、覚醒の維
持にはOX2Rの機能が非常に重要であることがわかる。し
かし、OX1R、OX2Rダブルノックアウトマウスではオレ
キシンノックアウトマウスと全く同じフェノタイプを示
し、OX2R ノックアウトより明らかに重症である。つま
り、覚醒・睡眠サイクルの制御にOX1Rも関わっていると
考えられる。

オレキシンによる覚醒状態の維持機構
オレキシンあるいOX2Rの欠損動物では適切な覚醒が維

持できないこと、そしてレム潜時（睡眠に移行してから
レム睡眠が見られるまでの時間）が極端に短縮する現象
が観察される。時に、レム潜時はゼロとなる。これらの
事から、オレキシンは覚醒の維持とレム睡眠の制御にき
わめて重要な役割をしていることが示唆される。
それでは、オレキシンによる睡眠・覚醒の制御はどの

ように行われているのであろうか？前述のように、オレ
キシン産生神経は、モノアミン・コリン作動性神経系の
核に投射しており、これらの核にはオレキシン受容体の
発現も見られる。これらの核は睡眠・覚醒の制御に関与
していること以前からが知られている。LCのノルアドレ
ナリン神経、DRのセロトニン神経、TMNのヒスタミン
神経はどれも覚醒時に数Hzの発火頻度で活動し、ノンレ
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特に、扁桃体や分界条床核は、情動の制御にかかわる
部分であり、脳幹や視床下部などに出力し、情動にとも
なう運動系の制御、交感神経系の活性化、ＨＰＡ軸の活
性化に関与しているが、オレキシン神経にもこの領域か
らの投射がみられる[17, 20]。情動が発動しているときに
は注意力が上がり、覚醒レベルも上昇するが、この現象
に大脳辺縁系からオレキシン神経への入力がかかわって
いる可能性が高い。ナルコレプシー患者が、通常の人で
は眠気をきたさないような緊張をしいられる場面や、興
味をひかれる状況でも睡眠に陥ってしまうのは、情動が
オレキシン神経を刺激することが覚醒を保つ上で重要で
あることを示唆していると思われる。また、ナルコレプ
シー患者において、情動がカタプレキシーを引き起こす
ことも、情動がオレキシン神経を活性化していることを
示唆している。つまり、情動が発動しているときに本来
オレキシン産生神経の活性化が筋緊張を維持しているの
である。マウスに対して情動刺激を加えると、交感神経
系の活性化を介して、血圧や心拍数が上昇するが、オレ
キシン欠損マウスでは、こうした反応が非常に減弱して
いる。また、オレキシン欠損マウスでは扁桃体や分界条
床核を直接刺激したことによって引きおこされる自律神
経反応も非常に弱い [21-22]。このことから、情動に伴
う自律神経系の反応にはオレキシンの機能が不可欠であ
る。このように大脳辺縁系からの入力は、情動に伴う自
律神経系の制御および覚醒レベルの上昇に関わっている
と考えられる。
大脳辺縁系からオレキシン神経への入力系は、おそら

く摂食行動の制御にも関与している。ナルコレプシーの
イヌはエサを認識することによってカタプレキシーが惹
起される。このことは、エサを認知することによって食
欲が惹起される際、報酬性の情動の惹起を介しオレキシ
ン系が活性化されていることを示唆している。
一方、POAには睡眠時に活性化され、抑制性の神経伝

達物質をもつ神経細胞群が局在している。これらの神経
細胞は、モノアミン系の神経に抑制性の GABA作動性
およびガラニン作動性の抑制性の投射をすることによっ
て、睡眠を惹起し、かつ維持していると考えられている
が、オレキシンニューロンも sleep-active neuronによっ
て抑制される[17, 20]。この系により、睡眠時はオレキシ
ン産生ニューロンの活動は低く維持されていると考えら
れる。
そのほか、オレキシン産生ニューロンは、セロトニン

作動性神経や、ノルアドレナリン神経から抑制の入力を受
けている。前述のようにオレキシンニューロンはこれらモ
ノアミン作動性ニューロンに興奮性の出力をしているた
め、この経路はネガティブフィードバック・ループを形成
しており、覚醒時には緊張的にオレキシンニューロンに抑
制性の入力をすることにより、オレキシンニューロンの活
性を一定に保つ役割をしていると示唆される（図3）。

それでは、レプチンやグルコースなどによるオレキシ
ン産生ニューロンの制御にはどのような生理的意義があ
るのだろうか？動物を絶食させると、自発行動量と覚醒レ
ベルは上昇し、活動期だけでなく、非活動期（げっ歯類で
は昼間）の行動量も増える[16]。グルコースによるオレキシ
ン産生ニューロンの制御はこうした機能に関与している
ことが示されている。マウスを絶食させると覚醒時間が延
長し、睡眠時間が短縮することによって、食物を探索する
ための行動を支えるが、オレキシン神経を欠損させたマウ
スでは絶食に伴う覚醒時間が延長と行動量の増加が見ら
れない[16]。つまり、エネルギーバランスが負に傾いたとき
にみられる覚醒の増加、行動量の増加にはオレキシン産生
ニューロンの機能が必要なのである。

おわりに
オレキシン産生ニューロンは、大脳辺縁系、視索前野、

視床下部、脳幹などの入力を得るとともに末梢の代謝状
態を感知している。そして、その情報に応じて適切な覚
醒を維持するべく、脳幹のモノアミン作動性ニューロン
とコリン作動性ニューロンを制御している。たとえば、
情動にともなう覚醒レベルの上昇には大脳辺縁系からの
入力が働いている可能性が高い。また、グルコースやレ
プチンによる制御は、エネルギーバランスが負になった
ときに、覚醒を維持して摂食行動を支えることに役立っ
ている。こうした機能が、病的な状態では異常な食行動
にも関与している可能性がある。このことはオレキシン
受容体拮抗薬が摂食量の低下や、肥満の治療に有効であ
ることからも示唆される[23]。また、減量のためのカロ
リー制限をしている場合、不眠が生じる場合がある。ま

◎図３　オレキシンニューロンの入出力系の概要（文献[2]より改変して引
用）

オレキシンは、大脳辺縁系から情動にかかわる情報、視床下部背内側核
（Dorsomedial hypothalamus;DMH)を介して脳内時計からの入力、レ
プチン、グルコース、グレリンなど末梢のエネルギーバランスに関わる情
報をうけ、脳幹や視床下部のモノアミン/コリン作動性神経に出力してい
る。同時に、弓状核（Arc）のNPY神経などを介して摂食行動も制御して
いる。DMHからの入力は食餌同期性の行動リズムにも関与している。Arc
への作用はレプチン感受性の制御にも関与する一方、オレキシンニューロ
ンは、大脳辺縁系や視索前野、脳幹、視床下部などからの入力を得て活性
を変化させ、モノアミン系など、覚醒に影響を与える系に出力している。
この機能により生体内外の環境に応じて適切な覚醒状態を維持する。
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待されている[24]。オレキシン受容体拮抗薬は、不眠症の
みならず、中枢性摂食異常症の治療にも役立つ可能性が
ある。一方、OX2R作動薬はナルコレプシーの治療の他、
基礎代謝の増加やレプチン感受性の上昇による肥満の治
療薬としての可能性もある[25]。

た、神経性食欲不振症などで過活動がみられることがあ
るが、この場合、血糖値の低下やレプチンレベルの低下
によるオレキシン産生ニューロンの活性化を伴っている
可能性がある。現在、OX1R、OX2R両方に働く非選択性
のオレキシン受容体拮抗薬が優れた睡眠導入薬として期
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2009年　第32回日本神経科学大会・大会長
日本神経科学学会庶務理事
専門：運動制御の中枢神経機構、神経回路の損傷後の機能代償機構
学術誌編集：Curernt Opinion in Neurobiology, Acta Physiologica, Neurosceince Research, Journal of Physiological Sciences

神経回路の構造と機能研究の現状および展望

人間の脳は、数百億個の神経細胞がシナプスと呼ばれ
る結合部位で信号をやり取りすることで成り立っている
情報処理のためのネットワークである。従って、脳の神
経回路を研究するということはすなわち脳における情報
処理のメカニズムを理解することに他ならない。しかし、
その出口としては、脳の機能を知ることだけでなく、脳
に習った新しいコンピューターやロボットを作ろうとい
う工学的応用もあれば、精神神経疾患のメカニズムを理
解して治療につなげること、また脳や脊髄の損傷に対す
るリハビリテーションをより有効に行うための治療法の
開発など、いずれも社会的ニーズの高い分野として注目
されている多様な分野での展開が期待されている。
1950年代頃から、神経回路の構造と機能を調べること

が脳神経科学の中心的課題とされ、多くの研究が行われ
てきた。その中心となってきたのが、解剖学的手法や電
気生理学的手法であり、主に脳の離れた部位同士がどの
ように繋がっているのか、そしてその経路が障害を受け
るとどのような症状が現れるかを調べることでその経路
の機能を推定する、というものであった。しかし、この
ような「マクロの神経ネットワーク」に関する研究は、
1980年代に一旦下火になる。それに取って代わって現れ
たのが、ひとつは分子生物学的研究手法によって、神経
細胞膜のイオンチャネルなど、神経系を構成する素子の
構造と機能を明らかにする研究であり、一方では覚醒動
物での単一神経細胞活動記録によって高次な認知機能に
関係する情報表現を明らかにする研究、またヒトの精神
活動と関係する脳の部位を同定するための機能的MRIな
どの非侵襲的脳機能イメージング法といった認知神経科
学的研究であった。それが、ここ数年来、多くの研究者
が再び「これからは神経回路研究の時代」と言うように
なってきている。その原因のひとつは、分子神経生物学
的な立場からすれば、脳を構成する多くの基本的な素子

に関する知識が集積され、それぞれの生体における機能
を明らかにするためにそれらの遺伝子を欠損する動物（主
にマウス）が作られ、その行動解析が行われてきたが、
結局分子と行動の間の相関はある程度わかってもやはり
その間の階層である「神経回路」レベルでの理解が進ま
ないと、脳の機能がわかったとはいえない、ということ
が切実に実感されてきたからであろう。また、認知神経
科学的な立場からも、単一神経細胞活動で、大変興味深
い情報を表現するニューロンが見つかったとしても、ま
た、機能的MRIによる脳機能イメージングの画像データを
見ても、それらがどのような過程を経て生成されたのか、
またそれがその後どのように処理されて、認知や行動に
使われるのか、ということを神経回路を基盤として理解
しなくてはいけないということがこれまた強く認識され
てきたからであろう。このようにして現在「神経回路」
がキーワードになり、日本国内でも科学技術振興機構の
戦略的創造研究推進事業でも平成21年度より「神経回路
の形成・動佐原理の解明と制御技術の創出」（CREST、研
究総括：小澤瀞司)、「脳神経回路の形成・動佐と制御」（さ
きがけ、研究総括：村上富士夫）という事業が開始され、
多くの研究が支援されるようになるなど、神経回路研究
に関する機運が高まっている。
現代の神経回路研究は1980年代まで行われていた古典

的な神経回路解析の知識、手法に基づきつつも、この間
の分子神経生物学の発展の成果を取り入れた新しいもの
に様変わりしてきている。古典的神経回路研究が脳の離
れた領域間の神経結合の構造と機能の解析が主体であっ
たのに対し、現代の神経回路研究は

（１）個々の神経細胞種の形態・電気生理学的特徴の精
緻な解析と多光子電子顕微鏡などの先進技術を取
り込んだ局所神経回路の研究
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（２）先進的な分子遺伝学的ツールによって神経回路の
特定の要素の活動や機能を時空間特異的に制御す
る手法により、特定の神経回路の機能と行動との
関係を明らかにする研究

（３）神経系の特定の神経回路が損傷を受けた場合に起
きる機能代償機構を学習の一過程ととらえ、様々
な手法を組み合わせて解析する研究

（４）多くの神経細胞の活動を多重電極によって記録し、
その中の情報表現を読み出す研究

などに分けられる。これらはいずれも新しい動物モデ
ルと計測・解析技術の発展に支えられて、実験手法の精
度が飛躍的に向上している。
（１）については、特に大脳皮質の局所神経回路に関

する研究が進展している。特に過去10数年来の蓄積で、
大脳皮質を構成する興奮性の錐体細胞以外の複数の種類
の抑制性の介在ニューロンの特徴に関する研究が大きく
進展し（川口ら）１）、大脳皮質の機能の調節には抑制性
ニューロンの果たす役割が大きいことが強く認識される
ようになってきた。そしてこれまではネズミの大脳皮質
を300ミクロンくらいの厚さのスライスにして、パッチク
ランプ法という記録法を用いて局所神経回路の構造と機
能を解析する手法が主流であったが、最近は丸ごとの個
体で、傍細胞記録法と呼ばれる、細胞体に極めて近接し
てガラス管電極を留置して細胞外で神経活動を記録する
とともに色素を電極から流出させて記録していた細胞を
染色する方法や、２光子レーザー顕微鏡を用いて、カル
シウム指示薬をロードした神経細胞集団の活動を全て記
録・解析する手法２）を麻酔下の動物だけでなく、一部で
は覚醒行動下の動物、特に分子遺伝学的手法によって特
定の細胞種が蛍光色素を発するようにしたトランスジェ
ニックマウスなどに適用することで、細胞種が同定され
た細胞が運動や感覚情報処理を行っている際の活動を解
析できるようになってきた３）、４）。
（２）については、例えばTet-off法と呼ばれる、テトラ

サイクリン関連物質が体内から失われた時にだけ特定の
神経回路に神経細胞の伝達を停止させるテタヌストキシ
ンという毒素を可逆的に発現させる手法を、トランスジェ
ニックマウスの作製技術とウィルスベクターを組み合わ
せることで可能にする手法(reversible neurotransmission 
blocking (RNB) technique)を中西ら５）は開発した。大脳
と大脳基底核を結ぶ神経回路については近年その構造に
ついては多くの知見が集積され、直接路、間接路という2
種類の経路があることはわかってきていたが、それらが
どのような機能を有しているかはわかっていなかった。
それに対して中西らは直接路、間接路をそれぞれ選択的
に大人のマウスで遮断する方法を開発し、それらのマウ
スの行動を解析したところ、直接路は報酬による学習の
強化、間接路は忌避的判断に関わることを明らかにした。

（２）についてももう一つの大きな流れは、光遺伝学
(optogenetics)という手法６）で、藻類の膜タンパクで、青
色の光によって活性化してNa+やCa2+イオンを細胞内に取
り込んで興奮に導くチャネルロドプシン(ChR2)や黄色の
光によって活性化してCl-ポンプとして細胞内にCl-イオン
を取り込んで神経細胞の活動を抑制するハロロドプシン
(NpHR)をトランスジェニック技術やウィルスベクターを
用いて発現させる技術である。これによって例えば細胞
種選択的にこれらの分子を発現させると、ミリ秒オーダー
の正確さで特定のニューロンを選択的に活性化したり抑
制したりすることができる。これはこれまで神経科学で
用いられてきた電極による電気刺激（細胞選択的な刺激
ができない。細胞体だけでなく通過線維も活性化する）
や薬物による活性化・不活性化法（拡散する。時間経過
が緩やか）の問題点を克服する革命的な手法である。現
在世界中の多くの研究室がこの手法を用いて先端研究の
しのぎを削っている。
（３）は、リハビリテーションの基礎研究として重

要な研究である。筆者らのグループはヒトに近いサルを
用いて随意運動制御の最終出力経路である皮質脊髄路を
脊髄ないしは大脳皮質運動野のレベルで損傷し、その後
の手指の巧緻運動の機能回復過程を陽電子断層撮影装置
(PET)を用いて経時的に解析している。その結果、例えば、
頚髄C5レベルで皮質脊髄路を損傷すると器用に物をつま
む精密把持運動は一時的に障害されるが、C3-C4レベルに
あって皮質脊髄路の信号を手の筋の運動ニューロンに伝
える脊髄の介在ニューロンの働きによって１－２ヶ月の
訓練によって回復してくる。その際の大脳皮質の活動を
PET で解析すると、回復初期（１ヶ月目）では両側の一
次運動野が関わっているが、回復が安定する時期（３－
４ヶ月）においては損傷同側の一次運動野の活動は再度
低下し、本来使われている損傷反対側の一次運動野の活
動領域が拡大するとともにより高次な中枢である運動前
野がより直接的に運動制御に関わることが明らかになっ
た（図１）７）。さらに実際にこれらのイメージング解析
で見つかった領域が本当に回復に関わっているのかを明
らかにするためのこれらの領域にムシモルという薬物を
注入することで活動をとめてやるとせっかく回復してき
た運動が再度阻害することがわかり、実際にこれらの領
域が回復の時期依存的に役割を変えつつ貢献しているこ
とがわかった。また、マイクロアレイ法による遺伝子発
現の網羅的解析により、多くの可塑性関連遺伝子群が大
脳皮質で発現を増加させることがわかってきた。
一方、一次視覚野を損傷すると、反対側の視野が「盲」

になり、視覚が消失するが、強制されると実は「見えない」
場所に置かれた対象に対して眼を向ける、手を伸ばすと
いった運動が可能であることが知られている。この「視
覚的意識と行動の乖離」という興味深い現象は「盲視」
として知られ、現在大変多くの研究者がこの問題に興味
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れば、高次脳機能の理解及び精神神経疾患の理解と治療
法の開発に革命的な展開をもたらすことが期待できる。
そこで文部科学省の脳科学研究戦略推進プログラム課題
Ｃ「独創性の高いモデル動物の開発」では、霊長類の脳
での遺伝子発現を調節する技術の開発を行っている。欧
米の研究がマウスを中心とする研究にシフトしつつある
中でこの動きは日本独自のものである。ひとつはトラン
スジェニック技術をコモンマーモセットに適用すること
で、既に2009年にGFPを発現する安定したトランスジェ
ニックマーモセットの作製技術に成功した報告がなされ
ている11）が、それに加えて脳科学研究に汎用性のあるマー
モセットラインや神経疾患のモデルマーモセットライン
の作製が軌道に乗りつつある。また、ウィルスベクター
を霊長類に導入して、神経回路特異的な遺伝子発現操作
技術やoptogeneticsの技法を霊長類に導入する研究が行わ
れている。マウスで上手く行ったベクターがサルではそ
のままでは使えないことが多い、などの当初は深刻な問
題に直面したが、現在これらの研究も軌道に乗りつつあ
り、日本発の革新的な研究パラダイムを発信できるよう
になることが期待されている。

を持っている。筆者らのグループは一次視覚野を片側損
傷したサルを用いて様々な解析を行い、「盲視」には一次
視覚野を介さない視覚系として鳥類以下の動物で主要な
視覚伝導路として働いている中脳の「上丘」が重要な役
割を果たすことを明らかにしてきた８）。これらの研究も
大脳皮質の障害で視覚障害となっている患者のリハビリ
テーションという観点からも重要な研究である。
（４）については近年、多重電極によって100-200チャ

ンネルという多くの電極から記録された情報を記録・解
析する技術が進展してきている。有名な事例として、サ
ルの一次運動野の多くの神経細胞の活動から腕の運動の
軌跡を読み取り（デコード）して、ロボットの腕を動か
す技術がある (Nicolelisら) ９）。これはブレイン・マシーン・
インターフェース(BMI)と呼ばれ脊髄損傷などの患者に福
音をもたらす技術として注目されているが、一方で、多
くの針電極を脳に刺すことはその侵襲性とともに記録の
長期の安定性という観点から問題も多いとされてきた。
それに対して最近注目されている技術は脳の表面から皮
質脳波(electrocorticogram=ECoG)という技術を用いてよ
り多くの情報を抽出しようとする技術である。当然なが
らECoGの方が侵襲性が低く、安定性は高いが、情報の精
度にも問題があるとされてきた。ところが周波数別に信
号のパワーを解析する手法やsparse regression法などデ
コーディング技術の発展により、ECoGから多くの情報を
取り出すことが可能になりつつある。日本国内では文部
科学省の脳科学研究戦略推進プログラム課題Ａ「ブレイ
ンマシーンインターフェースの開発」においてはECoGに
よる高機能BMIの開発を旗印に研究を推進し、既に難治
性疼痛の患者の痛みの軽減のために運動野に留置された
ECoG電極を用いてロボット義手を駆動させることに成功
している10）。

今後の展望
（１）、（２）は主にマウスを用いた研究が主軸であり、

（３）、（４）はサルやヒトを対象とすることを主軸に置
いている。しかし、（１）、（２）の研究で培われた洗練
された分子遺伝学的手法を霊長類に適用することができ

（左）サルの皮質脊髄路を頚髄C5レベルで損傷後約２週間目の手指の運動
と３ヶ月後の運動。精密把持運動は顕著に回復している。
（右）その過程での精密把持運動遂行中のPETによる脳活動の計測で損傷
前より活動が増加している部位。
上：回復初期（１ヶ月目）。両側の一次運動野の活動が亢進している。
下：回復安定期（３ヶ月目）。損傷反対側の運動野の活動が増加するととも
に両側の運動前野。さらに側坐核の活動の増加が観察される。
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新薬の研究・開発

植物由来天然物(natural products of plants)は伝統的な
学問分野の一つであり、二十世紀に光り輝き、有機化学
の発展を大きく促進してきた。特にその複雑な化学構造
(chemical structures)の認識と解明は、これまでずっと構
造化学の発展を促進する原動力となっており、その生物
活性(biological abtivities)の研究は薬物化学の発展を促進
してきた。二十一世紀になって、国際的な植物由来天然
物分野の研究に大きな変化が生じており、その研究の進
展状況と将来に関して様々な意見がある。筆者は長年に
渡り植物由来天然物研究に従事しており、その実践から
体得したことを踏まえて、その進展状況について概説し
たいと思う。

１．植物由来天然物が直面する挑戦
植物由来天然物の研究分野は、百年以上の発展の歴史

を経て、成熟にむけて歩んでいるが新たな挑戦にも直面
している。その挑戦を以下の数点にまとめることができ
る。
（１）先進国では、これまで植物由来天然物の研究に従

事してきたチームが、有機合成(organic synthesis)研
究分野や海洋天然物(marine natural products)研究分
野に次々と転向しており、これは紛れもない事実と
なっている。事実上、1980年代より、米国、日本、ヨー
ロッパなどの先進国では、植物由来天然物研究を伝統
的な「抽出、分離、構造の解明」(extraction, isolation 
and structural elucidation) の「三部作」に限定しな
くなり、植物由来天然物の生物活性の研究は研究作
業価値を評価する重要な意義を持ち始めた。植物由
来天然物と比較し、構造が目新しく、生物活性が多
様な海洋天然物、特に海洋微生物中の天然物は多く
の有機化学者の注目を集めており、植物由来天然物
の歴史的地位と徐々に入れ替わりつつある。

（２）発展途上国では、植物由来天然物の研究が盛り上
がりを見せている。その原因の一つ目は、発展途上
国にはしばしば非常に豊富な植物資源（例：ブラジ
ルの植物資源種(species)は世界第一位、マレーシア
は第二位、中国は第三位を占める）があり、多くの

発展途上国には薬用植物を民間利用してきた悠久の
背景と歴史があり、研究余地も極めて大きいことが
挙げられる。二つ目に、過去の研究条件、特に天然
物化学構造の測定において重要な測定器具である超
電導核磁気共鳴装置が非常に高価であり、それが発
展途上国の植物由来天然物研究の展開を制約するボ
トルネックとなっていたが、社会の発展と進歩に伴
い、超電導核磁気共鳴装置などの大型測定器具が次々
と普及し、研究手段も次々と発展しており、天然物
化学構造の測定はもはや越えられない障害ではなく
なったことが挙げられる。

（３）中国本土では、植物由来天然物の研究チームが次々
と拡大すると同時に、その研究レベルも次々と向上
してきた。筆者は予備的な統計を行ったが、本分野
で公認されている米国出版の学術刊行物「Journal of 
Natural Products」に発表された論文を例とすると、
2000年に中国本土学者がこの刊行物で発表した論文
はわずか4.6%を占めるだけであったが、 2009年には
その割合が18.71%（計417編）にも上昇し、一期中の
1/4を占めるまでになった。

（４）天然物の分離と構造測定はこれまでずっとこの分
野の発展を制約するボトルネックであったが、社会
の発展に伴い次々と交代してきた。例えば、 1960年
代以前は、複雑な天然物化学構造の測定は100年間
以上と、非常に長い時間がかかったが、現在の測定
時間は通常三日を超えることはない。逆に、現在天
然物研究の展開に費やされる多くの時間は主に化合
物の分離、純化段階に集中している。有機化学研
究の方法と手段が日増しに成熟し整備されるのに
伴い、有機合成と天然物の分離と精製(isolation and 
preparation)のルーチン化と大量生産化が現れ始め、
従来のモデルを用いる植物由来天然物研究、特に学
術界PI制度モデルに非常に大きな衝撃を与えたこと
は一目瞭然である。

（５）天然物にはどこにでもあるという特徴があり、有
機化学、薬物化学、農薬学、漢方薬化学、食品化学
など様々な学問分野が融合している。しかし、相対

植物由来天然物研究の進展について
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的に独立した学問体系が不足しているゆえに、重要
な科学問題と学術思想が形成されにくい。よって、
重要な研究計画とプロジェクトも組織されにくい。
注意すべきは、天然物分野の研究意義に変化が生

じていることである。別の公認されている英国出版の
学術刊行物『Phytochemistry』のコラムを例にする
と、1985年は「Growth and Metabolism、Ecological 
Biochemistry、Biosynthesis、Chemotaxonomy、Plant 
Chemistry」、1995年は「Growth and Metabolism、
Eco l og i c a l  B i o chem i s t ry、Bio syn the s i s、Ce l l 
Culture and Biotechnology、Chemotaxonomy、Plant 
Chemistry」、2005年から現在は「Molecules of Interest 
and Proteomics、Protein Biochemistry、Molecular 
Genetics and Genomics、Metabolism、Ecological 
Biochemistry、Chemotaxonomy、Bioactive Products、
Chemistry、Bioinformatics」となっている。この三つの
年代のコラムの変化を分析すると、有機化学はもはや天然
物分野を「独占」しなくなり、生物化学と分子生物学の新
たな研究（例：Molecular Genetics and Genomics）が天然
物分野の重要な研究内容となっていることに気付く。これ
は天然物研究分野に従事する学者にとって、彼らが直面す
る新たな挑戦とは知識構造の更新と補充である。

２．中国本土の植物由来天然物の主な研究モデル
中国本土の植物由来天然物研究は多様化する傾向にあ

る。主に以下の特徴にまとめることができる。
（１）新骨格(new skeletons)、新構造(new structures)の

発見を主とするモデル。この種のモデルは研究者た
ちに最も人気がある。なぜなら新規性が高く、生物
活性のある新骨格天然物をひとたび発見すると、比
較的質の高い学術刊行物（例：Organic Lettersなど）
で発表でき、かつ研究作業周期も比較的短いからで
ある。

（２）天然物と異なるタイプで系統研究を展開するモデ
ル。これも二十世紀後期に主流を占めたモデルで
ある。例えば、ジテルペイノイド (diterpenoids)、
トリテルペイノイド(triterpenoids)、アルカロイド
(alkaloids)、グリコシド (glycosides)などを研究対象と
して選択し、資源、化学、生物活性などの系統研究
を展開する。そのメリットは系統研究の結果を基に
科学法則を探してまとめることができ、一定の学術
影響力を発揮できることである。デメリットは思い
がけない学術と独創的な発見が見いだしにくいこと
である。

（３）植物応用（特に薬用）の背景を主としたモデル。
中国本土の植物由来天然物の研究に従事する学者は
主に薬学系の大学と研究所に集中している。よって、
このモデルに属する研究主体は比較的多いといえ
る。このモデルは薬用植物の有效成分の解明、新た

な生物活性の発見、新薬開発の基礎研究と事前研究
の展開に有利である。

（４）植物群落を対象とした研究モデル。これは特に
1970～1990年代に植物学研究機構（例：中国科学院
の2つの植物研究所と3つの植物園、江蘇植物園、広
西植物所など）で比較的普及してきた。このモデル
はある植物群落の化学成分を全面的に理解し、化学
成分の分布法則を探し出すのに役に立ち、植物化学
分類学(Phytotaxonomy)の研究を展開し、植物化学研
究体系と学術理論を発展させるのに大変重要な部分
である。しかし、資源およびその分布の制限を受け、
現在このモデルはあまり見られなくなった。

（５）植物生態学的習性を背景とした研究モデル。例え
ば、有毒植物、病気やストレスに比較的強い植物、
植物外来侵入種など、これらの研究モデルは通常そ
の化学成分に対する化学と生物活性、あるいは生態
反応の指向的な研究を行う必要があり、そこから植
物およびその天然物の本能を理解する。筆者が展開
した植物化学防御研究、植物生態学的習性はテーマ
選択の重要な根拠の1つである。

（６）総合植物生物学(Integrative Plant Biology)の研究
モデル：化学成分研究を基礎とし、細胞生物学、植
物分類学、分子生物学などの学問分野を結合し、異
なるレベル、異なる角度から関連する植物系統分類
と進化、分類の地理的分布と発生歴史などを展開す
る。例えば筆者が展開したシモツケ複合体(Spiraea 
japonica complex)の化学と生物学研究はこの類別に
属する[1]。しかし、植物由来天然物と関連する植物生
長発育[2]、環境応答[3]などの方面の内容は比較的少な
い。

３．植物由来天然物の生物活性研究
中国における新薬開発の管制高地は天然薬物であり、

天然薬物研究は天然物の化学構造と生物活性研究が前提
である。植物由来天然物の獲得（分離純化、誘導体化）
は資源、調製技術作業周期の制限の見地から、その数は
有機合成化合物、特に化学合成を組合せた化合物と比較
することはできない。現在に至るまで、世界には数万の
天然物を蓄積した化学物ライブラリーの存在はまだ聞い
たことがない。筆者は数年前に有名な日本の製薬会社の
研究所を訪問したことがある。聞くところによると、一
年間で組合せにより18万の化合物を合成・調製できるが、
同期間に調製する微生物天然物はわずか1000余りである
という。このように、数的に天然物と合成化合物を同列
に論じることはできない。よって、数が極めて限られて
いるゆえに、天然物の生物活性研究において、「ハイスルー
プットスクリーニング」(high throughput screening)ある
いは「ランダムスクリーニング」(random screening)モデ
ルの採用を普及させることは不可能である。さらに、天
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然物化学構造の特徴は多環系、官能基タイプが少なくか
つ現れる頻度が高く[4]、合成化合物とは明らかに異なる。
加えて、その生物体系から来た合成は、標的タンパク質
あるいは受容体の作用と「相容性」があることから、合
成化合物（化学薬物）と比較すると、天然物と標的の作
用メカニズムには合成薬物とは違うものである可能性を
理解し想像ができる。上述をまとめると、天然物の生物
活性研究モデルに対し、それ自身の特徴を考慮し、いわ
ゆるラショナルスクリーニングモデル(Rational screening)
を選択しなければならない。天然物生物活性研究の方法
について、筆者はその実践で幾つかの点を体得した。
（１）中国の伝統薬(Traditional Chinese Medicine, TCM)、
民間薬と民族薬の有效成分の解明は植物由来天然物
の生物活性を発見する最も直接的な方法である。こ
れにはすでに大量の研究事実と報道があり説明でき
る[5]。筆者が所属する中国科学院昆明植物研究所植物
化学と西部植物資源国家重点実験室は1970～1990年
代に、研究開発した薬物は基本的にこのモデルであ
る。例えば、天麻素[6]、青陽参[7]、宮血寧[8]などがある。
もちろん、この研究モデルにある幾つかの問題に注
意しなければならない。一つ目は体内実験と体外実
験の結果が必ずしも一致しないこと、二つ目は単一
成分の作用と抽出した混合物が必ずしも一致しない
こと、三つ目は選択したスクリーニングモデルとそ
の民間用途が必ずしも一致しないことである。

（２）伝統薬の民間用途と現代薬理学知識は互いに結び
付き、薬用植物由来天然物の生物活性研究が指向的
に展開している。筆者はホザキシモツケアルカロイ
ドの生物活性研究の展開で類似モデル[1]を採用した。
すなわち、この植物が民間にて抗炎に用いられてい
た背景に基づき、化学成分およびその抗炎作用研究
を基礎に、炎症媒体としてまたは血小板凝集因子で
あるPAFを「架け橋」として選択し、抗炎から延伸
到体内外の抗血小板凝集活性の研究まで延長した。
さらに脳虚血の保護作用まで掘り下げ、NOシンター
ゼの阻害剤[9]の発見まで行った。

（３）伝統薬中の有效成分の再評価：伝統薬の有效成分
研究は伝統薬の効果の掲示と解明を行い、試薬を発
見することができる。これは紛れもない事実である。
しかし、初期の生物学発展の制限を鑑みると、これ
らの有效成分に対する認識は非常に限定的なもので
あるといえる。よって、生物学、特に分子生物学発
展の過程に伴い、それらの代表的で、効果的と公認
された天然有機化合物を「再評価」する必要があ
る。このモデルも天然物生物活性研究において成功
率が最も高いものの1つである。例えば、べルベリン
(Bernerine)の血糖降下、コレステロール低下効果と
いう新しい作用メカニズムの発見と応用[10]や、レス
ベラトロール(Resveratrol)といった化学構造が非常に

簡単な天然物は世界中で広範な関心を引き起こして
いることなどである。まさに、現代生物学の研究に
よりその延命[11]、抗がん[12]方面において傑出した効
果を実証しているからである。

４．植物の化学防御(Chemical defense)と活性成分の
研究

植物は百万年におよぶ進化により、環境に適応して生
存繁栄してきた。植物二次代謝物(secondary metabolic 
products)は植物種の長期進化と自然選択の結果の「特性」
であるとみなすことができる。長期にわたり、植物二次
代謝物は植物体がエネルギーを放出する過程で発生する
物質で、通常生物学意義がないとみなされている。しか
し、高度で幅広い天然物の生物学反応に対する人々のま
すます増える認識は、これら分子が植物中で演じるかも
しれない役割を再評価させるよう促した。ある人はマイ
ナスイメージを含まない「植物由来天然物」という言葉
を採用するよう提起し、その他の生物種に対し重要作用
を及ぼす植物二次代謝物[13]を描写している。
明らかなこととして、植物由来天然物は二つの役割を

演じることができる。一つ目は人類の病気あるいはその
他の用途に用いる物質（例えば薬物、食品など）であり、
これは植物由来天然物の外因性生物活性であり、人類の
長期実践における選択の結果である。二つ目は、例えば、
植物が環境に適応するのを助ける、あるいは自己保護す
るための化学防御物質であり、植物そのものの自己生物
活性である。これも植物がこれら天然物を合成する目的
であり、植物の長期進化の自然選択の結果である。この
生態的機能(Ecological Functions)は天然物の特殊な作用お
よびそのメカニズムの認識に対しとても良い啓発と手本
を与えてくれる。
天然抗ウイルス剤の研究を例に、二つの重要な学術問

題を提起できる。1)抗ウイルス薬設計の重要なボトルネッ
クはどのように薬にウイルスと寄主を区別させるかであ
る。植物中に存在する抗ウイルスの化学成分の自己毒性
が低いゆえに、ウイルスと寄主を識別する特殊能力（す
なわち特異的な作用メカニズム）が備わってなければな
らない。2)ウイルス感染と複製の作用メカニズムはウイル
ス分類の根拠の一つである。すなわち、同じ科のウイル
ス中に、植物由来、動物由来あるいはヒト由来のウイル
スが含まれる可能性がある。これらの抗植物ウイルスの
活性物質も同じ科の動物由来あるいはヒト由来のウイル
スに同様の効果があるかということは疑いなく研究する
に値する科学的問題である。筆者はかつて植物リュウキュ
ウアイとジョチョウケイ中の抗タバコモザイクウイルス 
(Tobacco Mosaic Virus, TMV)の活性成分を研究したが、
seco-pregnane類ステロイドはa-RNAウイルスサブゲノム
RNAの複製を抑制できることを発見し、トガウイルス科
(Togaviridae)ウイルス中で、植物由来ウイルスTMVに対
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し効果があるだけでなく、ヒト由来ウイルスシンドビス
ウイルス (Sindbis virus, SINV)に対しても著しい抗ウイル
ス作用と同じ作用メカニズム[14]を表した。興味深いこと
に、我々の実験は、同様の条件下において、TMVはタバ
コに感染するがリュウキュウアイには感染しないことを
示した。このことから、植物の化学防御は我々が目指す
効果的、かつ新しい作用メカニズムを備える抗ウイルス
剤の発見を助けるものとなる。

５．植物由来天然物研究の進展状況
植物由来天然物が植物学中の下位学問分野になるため

には、それ自身の理論、研究方法と学術体系を備えなけ
ればならない。植物化学成分の研究には化学構造、生物
発生合成、生物活性といった三大基本要素を含めなけれ
ばならない。
化学構造：主に植物中の異なるタイプの二次代謝物の

化学構造研究を指す。すでに複雑構造の測定の微量化、
快速化に向けて発展している。現在、植物化学成分研究
の手段は大幅に進歩しており、植物化学成分の調製と分
析方法は徐々に分化し相対的に独立している。植物中の
化学成分の解明は、まさに単一成分、単一タイプから「オー
ミクス」のモデルに移行しており、成分の研究は徐々に「静
態的」から「動態的」に移行している。
生物発生・合成：植物化学成分の因果関係の研究は、

今後植物の有用な化学成分の合成をコントロールするた
めに科学的根拠を提供するものとなる。植物化学成分の
生物合成周期は比較的長く、植物中のフェノール成分は

しばしば生物合成酵素の研究を妨害するために、植物化
学成分の生物合成研究は微生物より明らかに遅れてい
る。無細胞系(Cell-free system)[15]を利用する天然物の生物
発生・合成の研究手段は最も効果的な手段の一つになる
可能性がある。筆者はこの方法を利用してアチシン系ジ
テルペン型アルカロイドの生物発生・合成の鍵となる手
段と窒素源[16]の証明に成功した。
生物活性：外部の生物活性とそれ自身の生物活性があ

る。いわゆる外部の生物活性で最も重要なのは薬用価値
であり、聞くところによると、ここ25年以来、抗腫瘍薬
のニューケミカルエンティティ (New chemical entity)中
の天然物あるいはその誘導体は44%[17]を占め、その重要性
の一端がうかがえる。多くの天然物自身の生物活性は主
に化学防御[18]あるいは化学生態の機能に表れている。例
えば、アレロパシー (Allelopathy)がある。これらの自身
の生物活性は植物合成におけるこれら天然物の目的所在
を認識させてくれるだけでなく、同時に抗植物ウイルス、
抗植物病原菌、殺虫剤と除草剤の先導化合物を発見する
最も良い方法でもある。
植物由来天然物はその発展過程において、もとからあ

る研究モデルが徐々に変化し、単一の研究モデルから総
合研究モデルへ、「静態的」研究モデル（結果）から「動
態的」研究モデル（過程）へ、単純な構造研究モデルか
ら構造-機能研究モデルへ、天然有機化学研究体系から化
学生物学研究体系へと、現代科学に適応する発展モデル
にそれぞれ移行している。
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プロテオミクスに基づく薬物標的の発見と
作用機序の研究

何　慶瑜　He Qingyn　● 南大学生命・健康工学研究院 院長
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招聘教授。
近年は一貫してケミカルバイオロジーと機能プロテオミクスの領域における研究に力を注ぎ、鉄イオンの人と細菌細胞中の伝達
およびヒト疾患に関するプロテオミクスの研究などの領域において研究。関係する科学研究成果は、米国国立がん研究所（NCI）
および米国NewsRXの特別評価を獲得。世界の定期刊行物に100編余りのSCI論文を発表、インパクトファクターは>4、被引用
回数は2000回を超える（2010年8月現在）。先発明主義により米国の特許2種目を取得、米国の書籍4部を監修。
英国Daiwa Adrian Prize (The Daiwa Anglo-Japanese Foundation, 1996)および米国心臓協会学会賞Scientist Development 
Grant Award (American Heart Association，2002)受賞。米国の定期刊行物2種類の常任編集委員、および世界の著名な生物
化 学 雑 誌「Molecular and Cellular Proteomics」、「Journal of Biological Chemistry」、「Proteomics」、「Journal of Proteome 
Research」など20種類の定期刊行物の出版顧問。
米国American Society for Biochemistry and Molecular Biology会員、英国ロイヤル化学学会Royal Society of Chemistry高級会
員（FRSC）、香港プロテオミクス学会事務長、中国プロテオミクス専門委員会委員。

プロテオミクスは何らかの条件下における細胞内の全
てのタンパク質の動態変化を研究対象とする技術手段で
あり、高分解能タンパク質分離技術と高度なマススペク
トル技術に基づき、試料中のタンパク質の種類と含有量
をハイスループット、系統的に分析、鑑定することがで
きる。薬物の研究開発には標的の確定、先導化合物の選
択、低分子薬のスクリーニング、薬品の最適化、臨床試
験などのプロセスがあるが、標的の確定は薬物の設計を
決定づける。薬物設計における標的は、ほとんどがタン
パク質であることから、プロテオミクスのいくつかの主
な技術プラットフォームが、標的の発見と作用機序の研
究において、おのずと重要な役割を担うこととなる。ま
た、プロテオミクスは薬物の有効性と副作用の評価、さ
らには薬物設計の最適化にも用いることができる。

１．プロテオミクスの主な技術プラットフォーム
2-DEと MALDI-TOF MS： 二 次 元 電 気 泳 動(Two-

Dimensional Electrophoresis、2-DE)は、最も早くから採
用されているプロテオミクス分析技術である。細胞また
は組織の分裂・分解物に一次元目の等電点電気泳動を行
い、タンパク質の等電点の違いに応じて複雑な試料を一
次分離し、それからポリアクリルアミドゲル電気泳動を
行い、分子量の違いに基づき二次分離を行う。二度の分
離を経た後の複雑な試料に、ゲル上でクマシーブリリア
ントブルー染色または銀染色を行うと、分散したタンパ
ク質スポットが現れる。画像ソフトで分析を行い、差異
のあるスポットを見つけたらスポットを切り出し、酵素
分解とMALDI-TOF MS質量分析を行って差異タンパク質
のペプチドマスフィンガープリントを得るとともに、デー

タベースと照合して差異タンパク質を鑑定する。正常組
織と病理組織の試料を選んで二次元電気泳動を行い、両
者のタンパク質発現プロファイルの差異を分析する。こ
の時、同じグループの2つの試料中における同種タンパク
質の含有量の差異が、タンパク質スポットの差異として
現れる。このため、二次元電気泳動は腫瘍標識や薬物標
的の発見などの面において、幅広く採用されている。こ
の他、タンパク質の翻訳後修飾、例えばリン酸化、ユビ
キチン化、グリコシル化などの修飾は、タンパク質の等
電点や分子量に変化をもたらし、ゲル上の位置の変化と
なって現れる。そのため、二次元電気泳動はタンパク質
の含有量の差異を見つけられるだけでなく、タンパク質
の翻訳後修飾による変化を鑑定することもできる。二次
元電気泳動と併用されるMALDI-TOF MSは、最も普遍的
に用いられる質量分析技術である。試料にレーザーから
エネルギーを吸収できるマトリックスを混合し、マトリッ
クスがレーザーにより励起されると、光エネルギーを試
料へ伝達して試料を帯電させ、イオン化した試料が高真
空中で飛行し、その飛行時間を精確に記録して計算する。
各種ペプチドがマススペクトル上に質量電荷比M/Zの小
さいものから大きいものへと表示される。MALDI-TOF 
MSではペプチドの分子量、アミノ酸の配列、および修飾
の状態などの情報が得られ、コンピューターで複数のペ
プチドの情報を総合して計算し、タンパク質の最終鑑定
を行うことができる。
SELDI-TOF MS：SELDIチップシステムは、プロテイ

ンチップ技術に基づきタンパク質の分離とスクリーニン
グを行うプラットフォームである。特別に化学修飾また
は生物化学修飾されたプロテインチップを持ち、タンパ
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ク質の疎水性や帯電性などの違いに応じて、複雑なタン
パク質試料を効果的に分離し、いずれかの成分と特異的
に結合して質量分析を行い、タンパク質の分子量情報を
取得する。SELDIシステムの長所は、非常に少ない試料
で分析を行うことができ、かつ分子量が 6kDaに満たない
低分子タンパク質とペプチドまで検出できるため(He et 
al., 2003)、血清中の含有量が低い低分子量の成分でも、高
い分解能が得られるところにある。SELDI-TOF MS分析
に用いる試料は、組織や細胞の直接の分裂・分解液や血
清であり、酵素分解を経ておらず、一次マススペクトル
のデータしかないため、タンパク質の分子量の情報しか
得ることができない。
LC-MS/MS：二次元電気泳動とプロテインチップ技術

では、これらのみでは、研究者の高感度で系統的な分析
に対するニーズを満たすことができないが、高速液体ク
ロマトグラフィーHPLCとエレクトロスプレーイオン化
分析法ESI-MS/MSを合わせて使用することで、試料中の
タンパク質の分離とタンパク質の鑑定を系統的に結びつ
け、プロテオミクス分析の分解能と感度を効果的に向上
させた。LC-MS/MSはゲル分離技術から離れ、高度なオー
トメーション化を容易に実現し、作業が煩雑なために再
現性が劣るという問題を効果的に低減させた。タンパク
質ペプチド標識技術と結びつけ、LC-MS/MS は定量プロ
テオミクスの研究において、広範かつ高度に応用されて
いる。ラジカルまたは同位元素を利用して、複雑な試料
中のタンパク質に標識を行う。標識後のタンパク質また
はペプチドは、質量電荷比M/Zに変化が生じ、質量分析
により識別され、コンピューターによるデータ処理で定
量情報を得ることができる。

２．定量プロテオミクス：
プロテオミクス分析は通常の場合、2種類の状態の細

胞、組織または体液を対象とし、そのうちの1種類の試
料に対して化学標識または生物標識を行う。酵素分解後
に発生するペプチドの質量電荷比に差異が生じるため、
ソフトウェアによる計算で、同種タンパク質の異なる試
料中の相対定量情報を求めることができる。現在、タン
パク質またはペプチドの標識方法には、細胞培養におけ

るアミノ酸を用いた安定同位体標識法（stable isotope 
labelling with amino acid in cell culture、SILAC）（Ong 
et al., 2002）、相対および絶対定量用同重体標識法(isobaric 
tags for relative and absolute quantitation、iTRAQ) 
(Shadforth et al., 2005)、コードアフィニティータグ法
(Isotope-coded affinity tag、 ICAT) (Gygi et al., 1999)など
がある。

SILAC：これは細胞体内のタンパク質を同位体で標識
する技術方法で、細胞を培養する際に、その中の1種類の
細胞培地中のリジンとアルギニンを、重い炭素と窒素の
同位体で標識し、これを重鎖培地とする。もう1種類の培
地中のリジンとアルギニンは重い同位体で標識せず、こ
れを軽鎖培地とする。この2種類の培地を用いて細胞をそ
れぞれ継代培養すると、細胞は培地中のアミノ酸を利用
してタンパク質を合成し、これによって細胞内のタンパ
ク質も、重い同位体によって相応に標識され、酵素分解
後に発生するペプチドの質量電荷比の差異が、タンデム
質量分析MS/MSにより識別、計算される。この技術の最
大の長所は、細胞の生理学的状態に影響しないことを前
提条件として、細胞の生体標識が行えるところにある。

iTRAQ：近年、米国のアプライドバイオシステムズ
(Applied Biosystems Incorporation、ABI)が 開 発 し た
iTRAQの技術は、4種類の試料の絶対定量と相対定量を同
時に行うことのできる方法である。iTRAQ 試薬は、N末
端アミノ基およびリジン側鎖とつながることのできる、
異なる同位体標識のレポーターグループとバランスグ

◎Figure 1　The various platforms of the proteomic analysis

◎Figure 2　Common work flow of SILAC
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３．薬物標的と作用機序の研究におけるプロテオミクス
の採用

現在、プロテオミクスは主に薬物作用の標的の発見と
作用機序の解明に採用されている。一方ではケミカルプ
ロテオミクスを用いて薬物標的を直接発見し、他方では
定量プロテオミクスによって薬物作用のシグナル伝達経
路を探求する。
3.1　アフィニティークロマトグラフィーに基づくプロテ

オミクス（chemical proteomics）　
薬物作用の標的タンパク質の発見は、我々が薬物の作

用機序を理解し、薬物を開発するための主要なボトルネッ
クである。なぜなら我々は、ほとんどの薬物（既に臨床
使用されている薬物を含む）の標的タンパク質を明確に
できていないからである。ケミカルプロテオミクスの研
究ポリシーは、低分子と相互作用するタンパク質を分離、
純化および鑑定することを目標としており、薬物と直接
相互作用する標的タンパク質を発見するのに有利であ
る。このことから、ケミカルプロテオミクスも薬物標的
指向型のプロテオミクス(target-oriented proteomics）と
言うことができる。ここで、最もよく用いられるケミカ
ルプロテオミクスの研究方法であるアフィニティークロ
マトグラフィー（affinity chromatography）の薬物標的の
発見における作用を例に挙げて紹介する。
アフィニティークロマトグラフィーは、通常リンカー

（linker）を介して薬物分子をマトリックス（matorix）
に固定し、薬物の受容体タンパク質分子の分離に使用す
る。理論上では、全ての薬物分子が化学修飾により固定化
される可能性がある。その前提条件として、薬物分子の
修飾が生物の活性を変化させないことが重要である。そ
こで、原則としてまず、修飾分子の生物活性の検査をし
なければならない。薬物分子とマトリックスとの間には、
通常立体障害が存在するが、この障害はリンカーを挿入
することで解消することができる。リンカーとしてはビ
オチン（biotin）とポリエチレングリコール（polyethylene 
glycol）が、既に薬物標的の発見に用いられ成功を収めて
いる。アガロースビーズは最もよく用いられるマトリッ
クスで、物理学的安定性と化学的安定性に非常に優れて
いる。
1890年代にはいくつかの著名な研究により、薬物標

的の発見における薬物分子のアフィニティーマトリッ
クスへの固定化の応用が明らかにされた。例として
はFK506-FKBP12（FK506 binding protein 12KD） や
Trapoxin-histonedeacetylase（Harding et al., 1989; Crews 
et al., 1996; Taunton et al., 1996）が挙げられる。FK506 
(Tacrolimus、タクロリムス、プログラフ)はマクロライド
系抗生物質の1種で、放線菌Streptomyces tsukubaensis
の代謝産物である。FK506は免疫抑制剤としてFKBP12
と結合するが、後者はタンパク質のフォールディングを
助けるものである。FK506- FKBP12の間には高い親和力

ループから構成される。異なる試薬はタンデム質量分析
の中で、レポーターグループのイオンシグナルを異なる
質量電荷比（１１４～ 117）のピークとして表示する。そ
こでピークの高さおよび面積に基づき、タンパク質の定
量情報を得ることができる。

ICAT ：コードアフィニティータグ法では、タンパク
質と反応するラジカル、エチレングリコール結合区およ
びビオチン標識を含んだ試薬を使用する。商品化された 
ICAT試薬はタンパク質またはペプチド中のシステインの
スルフヒドリル基とだけ反応し、同位体標識試薬には　8
原子の水素を持つ軽い試薬と8原子の重水素を持つ重い試
薬がある。分析を行う際は、通常は異なる試料を軽い試
薬と重い試薬でそれぞれ反応させ、酵素分解の後にタン
デム質量分析を行い、同様に一定の相違の質量電荷比の
ピーク間の強さの違いに基づき、タンパク質の定量情報
を求める。

◎Figure ３　ITRAQ labeling strategy

◎Figure ４　ICAT quantitative proteomics
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があり、また後者は細胞内での発現率が高いため、現在
FK506- FKBP12は一般的に、アフィニティー技術の優劣
を評価する実験モデルとされている。現在、我々は多く
の薬物受容体タンパク質の認識について、そのほとんど
をアフィニティークロマトグラフィーの功績とする必要
がある。表1に薬物標的の発見におけるアフィニティーク
ロマトグラフィーの応用成功例の一部を列挙した。この
うちEpigallocatechin gallate（EGCG）は、中国の緑茶か
ら抽出されたカテコールの1種で、抗酸化活性が非常に
強く、抗がんや心臓血管系疾患の面で重要な役割を担っ
てきた。またこれは腫瘍の多剤耐性の逆転剤にも用いら
れ、がん細胞の化学治療への感度を改善するとともに、
心臓毒性を軽減することもできる。 Ermakova et al. (2005)
は、EGCG-アガロースビーズマトリックスを合成したも
ので、細胞分裂・分解液中の受容体タンパク質を捉える
ために用いる。2-DEで分離し、MALDI-MSで鑑定して発
見されたvimentinは、EGCGの受容体タンパク質である。
EGCGは高い親和力でvimentinと結合し、かつvimentin
のセリン50とセリン55のリン酸化を特異的に抑制する。
EGCGは細胞の増殖を抑制し、vimentinの発現をノックア
ウトしてこれらの抑制能力を喪失させ、vimentinとの結
合、媒介によるEGCGの化学予防作用をはっきりと表す。
アフィニティークロマトグラフィーは、薬物標的の

研究に今なお常用される方法である。しかしその制約
性も日増しに顕著になっており、例えばリガンドと受容
体の間に高い親和力がなければ何回もの洗浄に耐えらな
い、試料のタンパク質の量が多くなければならない、
低含有量のタンパク質を検出するのが難しいなどの制約
がある。東京工業大学の半田宏教授は、高い親和力をそ
なえるラテックスビーズ（latex bead）を合成すること

により、アフィニティークロマトグラフィーそのもの
を改善した(Shimizu et al., 2000; Sakamoto et al., 2009)。
こうした新型のSGビーズは、メタクリル酸グリシジル
（glycidylmethacrylate）とスチレン共重合体を芯に持
ち、表面はメタクリル酸グリシジルでコーティングされ
ている。FK506-FKBP12モデルで評価実験すると、SGビー
ズは標的タンパク質の純化を向上するとともに、タンパ
ク質の非特異的な結合を減少させた。半田教授は自ら合
成したSGビーズを用いて、サリドマイド（Thalidomide）
の直接標的のタンパク質を捉えることに成功した(Ito et 
al., 2010)。サリドマイドは1950 ～ 60年代初頭にかけ、鎮
静剤として世界中で幅広く使用された。妊婦のつわりを
効果的に抑えることができたが、人々を驚愕させたのは、
その副作用で多くの「アザラシ肢症児」の誕生を引き起
こしたことである。サリドマイドの作用する受容体標的
タンパク質がわからなかったため、これまでずっと畸形
を引き起こした分子機序を解明できずにいた。半田教授
はサリドマイド-SGビーズ固定アフィニティークロマト
グラフィーにより、サリドマイドと直接結合するタンパ
ク質分子がcereblon (CRBN)であると鑑定した。半田教授
らはゼブラフィッシュやニワトリを用いて動物実験を行
い、CRBN、損傷DNA結合タンパク質1（DDB1）および
Cul4で形成されるユビキチンリガーゼ複合体が、動物の
四肢の発育にとって重要であり、サリドマイドはCRBNと
結合してユビキチンリガーゼの活性を阻害し、畸形を形
成することを突き止めた。半田教授の研究は、催奇形性
のない新型サリドマイド誘導体の開発にとって、極めて
重要なものである。また、より高感度な定量プロテオミ
クス技術を取り入れ、低含有量タンパク質の標的の発見
を向上させることもできる。

Natural product Origin Protein target (s) Identified

Ampicillin Microbial Penicillin-binding proteins (von Rechenberg et al., 2005 )

EGCG Plant Vimentin (Ermakova et al., 2005)

Flavopiridol Syntheticmimic Cytosolic aldehyde dehydrogenase 1 (Schnier.,1999)

Hymenialdisine Marine Glycogen synthase kinase 3, Mitogen-actived protein kinase-1, p90 ribosomal S6 kinase, b-tublin (Wan 
et al., 2004)

Jacalin Plant Anopheles gambiae aminopeptidase N (Dinglasan et al., 2007)

Myriocin Microbial Palmitoyltransferase subunits LCB1 and LCB2 (Chen et al., 1999)

Resveratrol Plant Dihydronicotinamide riboside,quinone reductase 2 (Wang et al., 2004), Glutathione sulfotransferase-π，
Estrogen receptor-b (Hsieh et al., 2008)

Saframycin Microbial Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (Xing et al., 2004)

Ent-15- oxkaurenoic acid Plant FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein, Phosphate carrier precursor isoform 1a, p53-
associated Parkin-like cytoplasmic protein, Ran-binding protein 2 (Rundle., 2006)

Eponemycin Microbial Proteasomal beta-catalytic subunit LMP2 and LMP7 (Meng et al., 1999)

FR177391 Microbial Protein phosphatase 2A (Yamaoka et al., 2005)

(-)-FR182877 Microbial Carboxylesterase-1 (Adam., 2003)

2'-hydroxyl-cinnamaldehyde Plant Proteasome subunit alpha type 1, Proteasome subunit alpha type 4 precursor (Hong et al., 2007)

Pateamine A Marine Eukaryotic translation initiation factor 4 (Bordeleau., 2005)

◎表1　アフィニティークロマトグラフィーにより発見された薬物標的(Cheng et al., 2010)
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らに細胞アポトーシスのシグナル経路を媒介することに
なる。我々の研究ではdioscinの受容体タンパク質分子は
解明されていないが、その作用の主な分子機序が明らか
になった。
俗に亜ヒ素と呼ばれる三酸化ヒ素（As2O3）は、最

も古い歴史を持つ毒物の1つである。しかし近年の研
究により、三酸化ヒ素は急性前骨髄球性白血病（acute 
promyelocytic leukemia、APL）に対して著しい臨床効果
をそなえ、さらに胃がん、肺がん、前立腺がん、肝がん
などの実体腫瘍の生長を抑えることもできる、広域スペ
クトル抗腫瘍薬であることがわかった。プロテオミクス
の研究方法を利用して、我々はヒ素とがんの関係の濃度
依存性メカニズムを解明した。低濃度のヒ素は細胞外シ
グナル制御キナーゼ（ERK）を刺激することで細胞の増
殖を促進し(He et al., 2003)、高濃度のヒ素はc-Jun-N末端
キナーゼ（JNK）を刺激して酸化ストレスを発生させる
ことで、細胞アポトーシスを誘導する(Lau et al., 2004.)。
多発性骨髄腫の研究においては、我々はさらにヒ素が14-
3-3zetaとHSP90を介して細胞アポトーシスを誘導するこ
とを発見した (Ge et al., 2009)。これらの発見は、砒素に
なぜ発がんと抗がんの二重作用がそなわるかの更なる研
究に役立つものであり、また14-3-3zetaとHSP90が多発性
骨髄腫の治療のための薬物標的となる可能性についてヒ
ントを与えるものとなった。
gold(III) porphyrin 1a化合物は、既存の抗腫瘍薬と

比べ、細胞毒性が高く副作用が低いという特徴がある
ことから、大いに注目されている。我々は研究により、 
gold(III) porphyrin 1aがミトコンドリアを介してcaspase
依存型および非依存型細胞のアポトーシスを誘導できる
ことを発見し、gold(III) porphyrin 1aを、ミトコンドリア
を標的にした抗がん剤とすることができると明らかにし
た(Wang et al., 2005; Wang et al., 2006)。我々はさらにプ
ロテオミクスの方法により、gold(III) porphyrin 1aの細胞
中における薬物学的特性をいっそう明らかにした(Wang 
et al., 2007)。
この他にも、我々はtamoxifen (Wang et al., 2007)、

chromium (Lei et al., 2008) 銀 ナ ノ 粒 子(Lok et al., 
2006)およびその他の抗がん作用のある中薬、例えば
Tubeimoside-1 (Xu et al., 2009)やindioside D (Wong et al., 
2008)などの毒性およびその作用メカニズムについて研究
を行っている。これらの作用のシグナル伝達経路および
標的タンパク質分子が発見され、新薬の開発にいっそう
の基礎を固めることができればと考えている。
3.3　リン酸化プロテオミクス（phosphoproteomics）
タンパク質翻訳後（リン酸化など）にシグナル伝達経

路において重要な作用を果たすことから、リン酸化タン
パク質は、世界における標的抗がん剤スクリーニングの
重要な資源となっている。現在では新型抗がん剤の80%
以上がシグナル経路のプロテインキナーゼを標的として

3.2　差次的発現プロテオミクス
（differential expression proteomics）

薬物処理と対照試料のタンパク質発現レベルの差異を
比べると、媒介薬物の治療効果と副作用の分子機序を解
明できる可能性がある。この数年、我々は 2-DEを用い、
腫瘍の発生と抗がん剤の作用機序に関する一連の研究を
行ってきた。腫瘍発生メカニズムの研究においては、
我々は世界で初めてプロテオミクスを用いて舌がんと口
腔がんの研究を行い、腫瘍の発生が複数の細胞経路と関
係していることを発見した。これは複数の標的分子に同
時に介入しなければ、この疾病の効果的な治療方法とな
らないことを意味している（Chen et al., 2004; He et al., 
2004）。
ジオスシン（dioscin）はステロイドサポニンに属し、

自然界ではヤマノイモ科植物のウチワドコロ(Dioscorea 
nipponica Makino)、 盾 葉 薯 蕷（D. zingiberensis C.H. 
Wright）、福州薯蕷(D. futschauensis Uline)の根や茎など
の植物中に存在する。伝統的な漢方薬（dioscinなど）に
高いがん予防と化学治療価値があることは普遍的に知ら
れているが、その分子作用機序についてはよくわかってい
ない。我々は2-DEを利用して、dioscinの白血病細胞HL-60
に対する抗がん活性について研究を行った。dioscinで処
理したHL-60細胞および未処理のHL-60細胞の総タンパク
質をそれぞれ2-DEで分離し、差次的に発現したタンパク
質を MALDI-MSを用いて鑑定した。その結果、我々はミ
トコンドリアATP合成酵素、fumarase、haperoninsといっ
た一部のミトコンドリアタンパク質が差次的に発現する
のを観察した。そこで、我々はdioscinのHL-60細胞アポトー
シス誘導の標的はミトコンドリアであるとの仮説を立て
た(Wang et al., 2006)。もう1つの研究として、さらにこの
仮説の実証を行った。dioscinで処理すると、ミトコンド
リアの膜電位に変化が生じ、caspase- 3とcaspase9が活性
化するが、これはミトコンドリアが細胞のアポトーシス
を媒介したことの典型的な表れである。2-DEではdiloscin
が HL-60細胞をアポトーシスさせる誘導経路を解明する
ことに成功したものの、細胞の総タンパク質の複雑さは、
2-DEさらにはLC-MS/MSの分解能を著しく超えるもので
ある。試料の複雑度を下げる有効かつ簡単な方法は、亜
細胞のプロテオームの分離を行うことである。diloscinの
アポトーシス誘導の機序をさらに深く研究するために、
我々はまずミクロゾームの可溶性タンパク質を分離し、
それから2-DE分離を行った。37個のタンパク質が差次的
に発現したことは、diloscinで処理した細胞が活性酸素・
フリーラジカルの発生を導くことができることを表わし
ている。機能研究を行った結果、さらに増加した活性酸
素・フリーラジカルの主要発生源がミトコンドリアであ
ることが実証された(Wang et al., 2007)。以上の研究を総
合すると、diloscinはまずミトコンドリアに作用し、ミト
コンドリアから発生した活性酸素・フリーラジカルがさ
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いるが、その一方でプロテインキナーゼの活性化には、
往々にして一定の化学修飾を必要とする（リン酸化な
ど）。大多数のリン酸化タンパク質は体内における含有量
が低く、質量分析で直接検出するのは困難であるため、
リン酸化タンパク質またはリン酸ペプチドの富化を行わ
なければならない。リン酸化タンパク質を富化する最も
簡単な方法は、リン酸化アミノ酸残基を識別する特異的
抗体を用いて共免疫沈降を行い、複雑な混合物からター
ゲットとするタンパク質を免疫沈降することである。現
在、効果的な共免疫沈降を行うことができるのは、チロ
シンリン酸化タンパク質のモノクローナル抗体しかな
い。この抗体には高い親和力と特異性がそなわるため、
チロシンリン酸化タンパク質を効果的に免疫沈降できる
のである。リン酸ペプチドの富化に常用される方法には、
固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー
（immobilized metal affinity chromatography、 IMAC）、
強陽イオン交換（strong cation exchange、 SCE）、TiO2
クロマトグラフィーなどがあり、それぞれに長所と短所
を持つ。固定化金属イオンアフィニティークロマトグラ
フィーは、リン酸基と固定化したFe3+、Ga2+、Cu2+など
の金属イオンの高い親和力を利用してリン酸ペプチドを
富化するもので、リン酸ペプチドの分離富化技術として
は比較的成熟している。TiO2クロマトグラフィーは、リ
ン酸化ペプチドを富化する際のスクリーニングと感度に
おいてはIMACより優れているものの、なお非特異的吸着
などの問題を残している。強陽イオン交換技術は、+1の
有効電荷を帯びるリン酸化ペプチドをスクリーニングし
て富化するため、+2以上の電荷を帯びるリン酸化ペプチ
ドが失われやすくなる。大規模なリン酸化分析実験にお
いては、常に複数のリン酸化ペプチドの富化方法が総合
的に使用されている。
我々は既にリン酸化プロテオミクスのための万全なプ

ラットフォームを確立するとともに、薬物機序解析のた
めのリン酸化プロテオミクスの研究を成功裏に展開して
いる。Genisteinは天然のタンパク質チロシンキナーゼ阻

害剤で、G2/M期にブロックとアポトーシス誘導を促す抗
がん作用をそなえるが、その媒介となるリン酸化チロシ
ンのシグナル伝達経路ははっきりしていない。胃がん細
胞のgenistein処理を行う前と後の細胞内のリン酸化タン
パク質の差異を比較することにより、我々はgenisteinが
主に典型的な受容体-MARKまたは受容体-PI3K/AKTの
シグナル伝達経路を抑制することを発見した(Yan et al., 
2010)。

４．結論と展望
20年近くの発展を経て、プロテオミクスは既にハイ

スルーブットなスペクトル分析の成熟した技術手段とプ
ラットフォームとなっており、特に薬物標的の発見にお
いては、重要な役割を担っている。ケミカルプロテオミ
クスでは、アフィニティークロマトグラフィーの技術を
駆使し、薬物と相互作用するタンパク質を発見する；薬
物が作用する前後のタンパク質の発現の差異を全面的に
分析することは、薬物標的を発見するための主要手段で
ある。アフィニティークロマトグラフィーの非特異的吸
着と受容体タンパク質の含有量が低いという主要な課題
がなお残ってはいるが、2つの方法を系統的に結びつけ
ることで、より多くの薬物標的の情報を提供することが
でき、ケミカルプロテオミクスを用いて薬物受容体を効
果的に探すことができる。差次的発現プロテオミクスで
は、薬物作用が関わるシグナル経路の情報を分析するこ
とができ、ケミカルプロテオミクスの構造情報および薬
物相互作用タンパク質の情報と結びつけることで、薬物
作用の基本的な分子機序を確立することができる。また
マススペクトル技術が急速に発展したことで、分子量が
100kDaを超える薬物タンパク質複合体の分析も可能と
なった。このことから、我々はプロテオミクスが今後の
薬物-タンパク質の相互作用の研究の助けとなり、薬物の
合理的な設計のために重要な構造情報を提供するととも
に、より多くの薬物作用に内在する分子機序を解明でき
ると信じている。
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神経因性疼痛の発症メカニズムおよび
その治療薬に関する研究の進展状況

陳　忠　Chen Zhong　●浙江大学薬学院常務副院長
衛生部医学神経生物学重点実験室・副主任。教授、博士課程指導員。国家傑出青年科学基金獲得者。岡山大学に留学し、博士学
位を取得のほか、東北大学、米国のペンシルバニア大学、カナダのトロント大学において共同研究に従事。これまでに「教育部
新世紀優秀人材」や「浙江省151人材・重点育成レベル」の称号を獲得。また国家自然科学基金・重点プロジェクト、NIHRO1
サブプロジェクト、973サブプロジェクト、数々の国家自然科学基金など、合わせて20の科学研究基金を取得、三つのプロジェ
クトにおいて省・部クラスの科学研究成果賞を授与。同プロジェクトチームは、てんかんや虚血性脳損傷の発症メカニズムおよ
びヒスタミン神経に関する研究に長期間従事。SCI論文80本余を発表。

共著者：余　捷、張　世紅

の感染症後の神経性疾患。4、脳卒中などの脳・心臓血管
系疾患および癌。基礎疾患における本来の症状とは別に
現れる感覚機能の失調や障害が主な症状である。一方、
ほとんどのNPは、交通事故といった予期せぬ外傷、武器
や機械による外傷、手術などに起因する末梢神経系に対
する直接的な刺激によって引き起こされる慢性疼痛であ
る。
NPの発症メカニズムは非常に複雑であり、完全な解明

には至っていない。現在のところ、末梢および中枢神経系
におけるさまざまな要素がNPの発症メカニズムに関わっ
ていると考えられている。末梢感覚神経損傷の急性期に
おいて、初期感覚が線維に伝達されると、大量の損傷発
射(injury discharge)が発生する。これらの求心性インパル
スが中枢神経に到達すると、ウォータフォール型の連続
した病理的または病態生理学な変化が誘発され、NPにつ
ながる。Selzterらの研究によると、局部的な麻酔や損傷
神経末端における電気刺激の分類によって、線維に伝達
される損傷発射を遮断または増幅したところ、実験動物
における自発性NPの症状を、著しく緩和または激化させ
ることができた[3]。その他の誘発性NPモデルにおいても
同様の結果が得られた[4；5]。末梢感覚神経損傷の慢性期に、
損傷神経や損傷神経に隣接した未損傷の神経線維、およ
び後根神経節に位置する細胞体において異所性興奮が生
じる。これら興奮の伝達がNPの発症や継続における要因
の一つとなっている。研究によると、神経系腫瘍や絞扼
性神経損傷(CCI)モデルにおいて、初期感覚が線維や細胞
体に伝達される際の異所性興奮が認められた。Zhaoらの
報告によると、COX-2阻害剤によって異所性興奮を遮断す
ると、CCIモデルにおけるラット後脚の機械的刺激に対す
る閾値を大幅に改善することができた[6]。またDevorらの
報告によると、リドカインを局部的に使用し、神経線維
とその細胞体において自発的に発生する異所性興奮を遮
断すると、神経系腫瘍モデルにおけるラットの自傷行為
等級を引き下げることができた[7]。 Novakovicらが行った

概要：
神経因性疼痛は、身体の生理機能や精神状態に著しい

影響を及ぼす慢性疼痛疾患の一種であり、患者の生活の
質を大いに低下させる。神経因性疼痛は発症要因が多様
で発症メカニズムも複雑であるため、患者の臨床症状を
緩和する治療法に関する研究は、困難な挑戦となってき
た。神経因性疼痛に対する臨床治療は多種多様だが、中
でも鎮痛剤を用いた治療が要となる。本論文は、始めに
神経因性疼痛の複雑な発症メカニズムを解説し、次いで
近年における疼痛疾患治療薬の開発状況を、各種薬剤の
作用メカニズムに分けて紹介する。

疼痛とは、人間の持つ一種の主観的感覚であり、臨床
において最もよく観察される症状の一つでもある。世界
保健機関は疼痛を、「組織の実質的あるいは潜在的な傷
害に結びつくか、このような傷害を表す言葉を使って述
べられる不快な感覚・情動体験」と定義している。疼痛
は急性疼痛と慢性疼痛に分類でき、後者は炎症によって
引き起こされる炎症性疼痛（骨・関節炎性疼痛など）と
末梢神経系や中枢神経系の損傷によって引き起こされる
神経因性疼痛 (Neuropathic Pain、NP)に細分することが
できる。2008年に国際疼痛学会は、NPについて「体性神
経を司る神経系の損傷または疾患に伴って生じる慢性疼
痛」[1]と改めて定義し、NPが一種の疾患であると強調し
た。NPは発症の特徴に基づき、NPを自発性NPと誘発性
NPに分類することができる。前者における疼痛症状の発
症は末梢神経の刺激によらないが、後者における疼痛症
状は、外部からの刺激によって誘発される。軽微な触圧
覚や一般的な冷熱刺激といった末梢自然刺激に対する明
らかな異痛症(allodynia)や日常の疼痛刺激に対する過剰な
反応である痛覚過敏(hyperalgesia)が主な症状である[2]。
一部のNPは、基礎疾患に由来する症状の一つである。

例： 1、多発性硬化症などの自己免疫疾患。2、糖尿病性
神経障害などの代謝性疾患。3、帯状疱疹や単純疱疹など
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大量の損傷神経組織に対する分析によると、電位依存性
ナトリウムチャネルのうち、特にテトロドトキシン抵抗
性(TTX-R) のNaV1.8が、損傷神経や損傷神経に隣接した
未損傷の神経線維、および後根神経節に位置する細胞体
の間において再配列されることにより、NPを引き起こす
異所性興奮の基本要因が形成される[8]。
中枢神経系で生じる感覚の過敏化が、NP発症の中枢性

要因であると考えられている。末梢神経が損傷すると、
脊髄灰質における後角の浅層部にある感覚ニューロン自
体の興奮性やシナプス可塑性が変化する。これらの変化
は、主に細胞体やシナプス膜における各種イオンチャネ
ルの活性度変化によって引き起こされる[9]。加えて中枢神
経系における一部の神経伝達物質やその受容体系にも異
常な変化が生じる。例えばGABA類伝達物質の放出量減
少やその受容体の発現低下[10]、グルタミン酸の放出やグ
ルタミン酸トランスポーターの機能障害[11]、セロトニン
(5-HT)、アドレナリン系、ブラジキニン、 substance P、
オピオイド受容体の発現異常などである。また中枢神経
系に幅広く分布するグリア細胞も、炎症因子の放出や細
胞外グルタミン酸除去機能の低下などを含む作用やメカ
ニズムにより、神経細胞の興奮性上昇を促進する[12；13]。
これらの病態生理学的な変化に誘導されることによって
生じる感覚神経系の中枢感作が、末梢感覚の伝達信号を
増幅するため、NP症状の出現につながる。
最近数十年の研究によってNP治療は大きく前進した

が、発症メカニズムの複雑さゆえに満足のいく治療効果
を得るには至っていない。臨床においては、NPの発症メ
カニズムに基づき、薬剤によって疼痛を抑制することが
NP治療における最も重要な手段となっている。しかし多
くの患者が既存の治療薬に対して明らかな耐性を示して
いる。例えば一般的な三環系抗うつ薬を使用する場合、
患者の40%-60%が部分的な疼痛緩和しか得られない。HIV
関連の神経疾患、脊髄損傷、癌性疼痛などにおいて、三
環系抗うつ薬は患者の苦痛をほとんど軽減できない[14]。
加えて既存の治療薬はさまざまな副作用を生じさせる。
以上の理由でNP治療薬の研究開発は、疼痛治療分野の研
究課題として世界中の注目を集めている。多目的で総合
的な作用を持つ薬剤の開発は、国際的な疼痛治療薬の研
究開発における主流である。ますます多くの臨床におい
て複数の薬剤を同時処方する治療方法が採用されるよう
になっている。
目下国際的に推奨されている第一選択薬には、三環系

抗うつ薬や非選択的および選択的5-HT・ノルアドレナリ
ン再取り込み阻害薬などの抗うつ薬、カルシウムチャネ
ルα2-δサブユニット性能調整剤、局部麻酔剤などがあ
る。オピオイド鎮痛薬やトラマドールは一般的に第二選
択薬とされている。しかし患者が第一選択薬に不満を示
す場合や一部の癌性疼痛といった特殊な臨床状況におい
ては、第一選択薬として使用することができる。また一

部の抗てんかん薬、その他の抗うつ薬、メキシレチン、
NMDA受容体拮抗薬、局部的に使用するカプサイシンと
いった薬剤は、特殊な状況を除いて第三選択薬とされて
いる。さまざまな疼痛症状を訴える各患者に対して、必
要に応じた処方を行うと同時に、患者の健康状態や生活
の質に影響する副作用、特定の薬剤が複数の病気を持つ
患者に与える影響を総合的に考慮した上で、疼痛緩和の
必要性を検討すべきである[14]。目下臨床において常用さ
れている薬剤および薬剤研究の進展状況を分類して紹介
する。

１．抗うつ薬
NPは精神疾患患者に多く認められ、特に情緒障害と併

発する場合が多い。疼痛とうつ病の重複率は30%-60%に達
する[15-17]。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカを
含む六つの地域の17カ国に居住する成人志願者85000名を
対象とした世界保健機関の調査によると、疼痛と情緒障
害や不安障害には非常に密接な関連があることが明らか
になった[18]。数多くの無作為化臨床試験によると、抗う
つ薬は各種NPに対して著しい効果を示した。また抗うつ
薬は、患者の抑うつ気分を改善するため、同薬を鎮痛剤
として使用するとコンプライアンスが良くなるというメ
リットもある。
（１）三環系抗うつ薬(Tricylic antidepressants、

TCAs)
三環系抗うつ薬がNPを緩和する具体的なメカニズム

は、完全な解明には至っていない。同薬が5-HTやノル
アドレナリンの再取り込みを減少させ、下行性疼痛抑制
系の機能を強化し、感覚中枢における神経細胞の活性を
低下させることにより、NPの発症抑制や疼痛症状の緩
和につながると考えられている[19]。アミトリプチリン
(Amitriptyline)やイミプラミン(Imipramine)は、第三級
アミン類を含む抗うつ薬である。三級アミノ基や二級ア
ミノ基を含む（デシプラミン(Desipramine)やノルトリ
プチリン(Nortriptyline)など）三環系抗うつ薬のNPに対
する有効性については異論がある。一部の研究者による
と、アミトリプチリンなど三級アミノ基を含む薬剤は、
5-HTの再取り込みを阻害する作用がノルアドレナリンよ
り強いだけでなく、二級アミノ基系薬剤よりも有効であ
る[20；21]。一方、両薬剤の有効性が同等であると考える研
究者もいる[22]。このように薬剤の選択については異論が
存在するものの、三環系抗うつ薬の有効性は広く認めら
れており、臨床治療において積極的に応用されている。
三環系抗うつ薬は、一部の NP患者に対して著しい効果
を示すが、患者に及ぼす副作用も無視することはできな
い。最もよく認められているのは抗コリン性副作用であ
り、口の渇き、起立性低血圧、便秘、尿閉などの症状が
ある。研究によると、二級アミノ基系薬剤を選択するこ
とにより、抗うつ薬の抗コリン性副作用を軽減すること
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経根を結紮したラットを用いたLiらの実験によると、髄腔
内にα2δ-1アンチセンスオリゴヌクレオチドを注射する
と、神経の損傷によって引き起こされたラットの機械的
痛覚過敏を緩和できる[33]。以上の研究が示す通り、電位
依存性カルシウムチャネルがNP治療における有望な標的
であることが分かる。
目下臨床で使用されているα2δサブユニット性能調

整剤は、主にガバペンチン(Gabapentin)とプレガバリン
(Pregabalin)である。当初これらはGABA類似体として開
発されたが、後にガバペンチンやプレガバリンがα2 δ-1
サブユニットに対して非常に高い親和力を有しており、
より効果的にカルシウムチャネルの性能に作用し薬理学
作用を発揮できることが明らかになった[34]。体外実験に
よると、ラットやヒトの大脳新皮質またはウサギの線条
体から取得した脳切片にガバペンチンやプレガバリンを
灌流投与すると、電位依存性カルシウムチャネルへの作
用によって、ノルアドレナリン、グルタミン酸、ドーパ
ミン、5-HTといった神経伝達物質の放出を抑制すること
ができる[35-37]。Bauerらの行った最新の研究によると、プ
レガバリンはα2δサブユニットが細胞体から軸索終末へ
向かう軸索輸送の過程を阻害することによって、軸索機
能に作用する[38]。ある研究によると、70%以上の患者がガ
バペンチン800mg/日を服用するだけで、疼痛感覚を完全
に、または部分的に緩和することができた。25%の患者が
治療過程で軽微な眠気を訴えたが、副作用のために服用
を停止した患者はいなかった[39]。300-600mg/日のプレガ
バリン処方により、疱疹後神経痛、糖尿病性神経痛、中
枢性神経痛、線維筋痛症といったNPの症状を著しく緩解
する。しかし42%近くの患者が、眠気やめまいといった薬
物有害反応を訴えたほか、18%-28%の患者が副作用ゆえに
服薬治療を停止した[40]。

３．電位依存性ナトリウムチャネル遮断剤
電位依存性ナトリウムチャネル(Voltage-gated sodium 

channels、VGSCs)は、細胞膜を7回貫通する構造を持つ
膜蛋白質の一種であり、中枢およびDRGにある神経細胞
において大量に発現している。VGSCsが媒介細胞膜を
通し極性化する過程における急速内向きナトリウム電流
によって、活動電位が発生すると共に、閾電位レベルに
作用し、感覚ニューロンの感度が決定される。神経の損
傷後、さまざまな種類のナトリウムチャネルに異なる変
化が生じる。例えばテトロドトキシン感受性(TTX-S)の
NaV1.3は、健康な成熟ラットのDRGにある神経細胞では
発現しない。しかし軸索を切断したDRGにおける神経細
胞では大量に発現する[41]。またDRGにおける小径の神経
細胞で大量に発現していたTTX-RのNaV1.8やNaV1.9は、
神経損傷後に細胞体における発現量が著しく減少する
が、損傷神経の末端や神経線維では大量に発現する[42]。
これらの変化は、神経の損傷後に神経線維やその細胞体

ができる[23]。三環系抗うつ薬には一定の心毒性も認めら
れているため、脳・心臓血管系疾患を持つ患者は特に注
意が必要であり、用法や用量を適切に調整すべきである。
（二）5-HT・ノルアドレナリン(Norepinephrine)再取

り込み阻害薬
デュロキセチン(Duloxetine)は、米国FDAがNPの臨床

治療薬として初めて承認した抗うつ薬であり、主に糖尿
病性末梢NPの治療薬として用いられている[24；25]。ある
文献によると、デュロキセチン60mg/日と60mg/回、2回
/日には同等の効果があり、いずれも糖尿病性神経痛の治
療に十分な効果を発揮する。20mg/日だと効果が十分で
はない[26]。デュロキセチンの薬理作用は非常に特異的で
あり、他の抗うつ薬と異なり、感覚経路において他の作
用箇所がほとんど存在しない。このため副作用も小さく、
めまい、吐き気、眠気、疲れ、易疲労感などが稀に見ら
れる程度である[27]。糖尿病性神経痛患者において、空
腹時血糖値がわずかに上昇する副作用が報告されている
が、ECGなどにおける脳・心臓血管系の異常は認められ
ていない[28]。ベンラファキシン(Venlafaxine)は、低用量時
に5-HTの再取り込みを阻害し、高用量時に5-HTとノルア
ドレナリンの再取り込みを阻害する。数多くの研究によ
ると、ベンラファキシンにはイミプラミンに似た鎮痛効
果があり、さまざまなNPの症状を著しく緩和する[29]。ベ
ンラファキシンを心臓血管病のハイリスク因子を持つNP
患者に処方する場合、慎重な観察が必要である。ある研
究によると、服薬患者の5%にECG異常が認められた[30]。
また長期にわたり服薬していた患者が突然服用を停止し
た場合、禁断症状が現れる恐れもある。
この種の薬剤には、パロキセチン(Paroxetine)やシタロ

プラム(Citalopram)といった選択的5-HT再取り込み阻害薬
も含まれる。しかし幾つかの研究チームが、これらの薬
剤をNP治療薬として処方することに強い異議を唱えてい
るほか、副作用も大きい。このため臨床においてこれら
の薬剤をNP治療薬として処方することは稀である。

２．電位依存性カルシウムチャネルα2δサブユニット性
能調整剤
電位依存性カルシウムチャネルのα2δ-1、α2δ-2、α

2δ-3サブユニットは、脊髄後角やDRGにあるさまざまな
直径の感覚ニューロンの中に広く分布している[31]。ある
文献によると、ラットの第5、第6腰部脊髄神経を結紮す
ると、数週間にわたる機械的痛覚過敏が認められた。こ
の際、脊髄後角の神経細胞におけるα2δサブユニット蛋
白の発現量やmRNAレベルは大幅に上昇した。また同じ
側のDRGにある神経細胞においては、α2δサブユニット
蛋白の発現量が17倍以上も上昇した。さらに数週間後、
ラットが機械的痛覚過敏の状態から段階的に回復する過
程において、α2δサブユニット蛋白の発現量やmRNAレ
ベルの異常な上昇は徐々に落ち着いていった[32]。脊髄神
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における興奮性に異常が生じる要因である。以上のこと
からVGSCs遮断剤を用いたNP治療の研究開発は、臨床応
用の面で非常に有望である。
（１）メキシレチン(mexiletine)および新型のナトリウ

ムチャネル遮断剤
メキシレチンは、心筋ナトリウムチャネルに対する遮

断作用ゆえに、第1群抗不整脈薬として使用される。同
じくナトリウムチャネルの遮断作用ゆえに、糖尿病患者
の末梢NP症状を緩和する目的でも広く用いられている。
Egashiraらの最新の研究によると、100mg/kgのメキシレ
チンを服用すると、オキサリプラチン(Oxaliplatin)によっ
てNPを誘発したラットにおける機械的痛覚過敏や外傷性
冷痛覚過敏(cold hyperalgesia)が大幅に改善する[43]。しか
しWallaceらがメキシレチンを服用する20名のNP患者に
対して行った追跡調査によると、メキシレチンの用量が
900mg/日だとNP症状の改善は十分ではなく、用量を増
やすと大きな副作用が現れた[44]。最近、Westonらは新型
のメキシレチン類似体であるHFI-1を発表した。またラッ
トを用いた脊髄神経結紮モデルや脊髄損傷モデルを通し
て、HFI-1が各モデルによって誘発されたNP症状をメキ
シレチン以上に著しく改善することが明らかになった[45]。
（２）一部の抗てんかん薬
ナトリウムチャネルに対して遮断作用を持つ一部の抗

てんかん薬もNP治療に用いられる。例えばカルバマゼ
ピン(Carbamazepine)は、末梢神経における電位依存性
ナトリウムチャネルの機能を抑制し、末梢神経における
侵害感覚信号の伝達を低下させる[21]。三叉神経痛の治療
に著しい効果を示しており、各国で使用が認められてい
る。しかし他の種類のNPに対するカルバマゼピンの有効
性は確認されておらず、大規模な臨床試験の結果を待つ
必要がある。オクスカルバゼピン(Oxcarbazepine)、ラモ
トリジン(Lamotrigine)、バルプロ酸ナトリウム(Sodium 
Valproate)といった抗てんかん薬は、臨床試験による裏付
けが不十分なため、あるいはNP治療への応用に関して一
致した見解が得られていないため、臨床におけるNP治療
薬としては採用されていない。第一、第二選択薬による
効果が認めらなかった患者に対してのみ、単独または他
の薬剤と併せて用いられる。
（３）リドカイン(Lidocaine)の局部的使用
ほとんどの患者は、薬剤の全身投与がもたらす副作用

に耐えられないため、鎮痛剤の局部的な使用によって疼
痛を緩和する方法が注目されている。神経の損傷後、損
傷した感覚神経線維の末端において、ナトリウムチャネ
ルNaV1.7やNaV1.8の発現が著しく増加する[46]。このため
局部的に VGSCsを遮断することにより、末梢神経にお
いて自発的に発生した異所性興奮やその中枢に向けた伝
達を抑制し、根源とも言える末梢神経における疼痛信号
の発生を阻止できる[47]。リドカインパッチ5%は、最も多
く臨床応用されている局部鎮痛療法である。ある研究に

よると、患者の局部にリドカインパッチ5%を継続的に使
用したところ、患者の疼痛症状、痛覚過敏、睡眠の質が
著しく改善した[48]。リドカインパッチ5%の副作用は小さ
く、局部の紅斑や湿疹といった症状が現れる患者は少数
である。患者が貼付剤治療を嫌う場合、リドカイン軟膏
5%を用いることによっても、NPを効果的に緩和すること
ができる。ただしメキシレチンなどの第1群抗不整脈薬を
常用している場合や重篤な肝機能障害を患っている患者
の場合、血液粘度が過度に上昇し心臓血管疾患のリスク
因子となる恐れがあるため、リドカイン5%の局部的な使
用は避けるべきである[26]。

４．オピオイド系鎮痛薬(Opioid Analgesics)とトラマ
ドール(Tramadol)
モルヒネ(Morphine)、オキシコドン(Oxycodone)、レボ

ルファノール(Levorphanol)などは、強い効能を持つオピ
オイド鎮痛薬である。これらの薬剤はオピオイド受容体
に作用し痛覚を大幅に抑制するため、疼痛の情動反応を
軽減することができる。数多くの研究が示す通り、これ
らの薬剤は、中枢性NP、糖尿病性神経疾患、帯状疱疹後
神経痛、癌性NPなどを含むさまざまな慢性疼痛に対して
著しい効果がある[49；50]。しかしオピオイド系薬剤は、一
部の特殊な状況下でのみ（三環系抗うつ薬などの第一選
択薬を投薬しても効果がみられない場合など）処方され
るべきだと考えられている。長期にわたってオピオイド
系薬剤を使用すると依存症や薬物乱用につながる恐れが
あるからである。加えて吐き気、中枢鎮静、便秘といっ
た副作用があり、出現率も抗うつ系鎮痛剤に比べて高い。
さらに長期にわたってオピオイド系薬剤を服用すると、
免疫機能や性機能の低下という悪影響も起こりえる。以
上の理由でオピオイド系薬剤が、NP治療薬として常套的
に使用されるようになる可能性は低い[23；14]。付け加える
ならば、神経が損傷すると初期感覚野の神経細胞が変性
し、前シナプス膜におけるオピオイド受容体の発現量が
減少するほか、中枢におけるオピオイド受容体やオピオ
イド系信号の伝達が緩慢になるため、往々にして作動薬
の用量を増やさなければ、十分な抗NP作用を得ることが
できない[51]。
トラマドールは、オピオイド系μ受容体作動薬の一種

であると同時に、5-HTやノルアドレナリンの再取り込
みを抑制する機能を持つ。トラマドールは、さまざまな
疾患に由来するNPに対して優れた治療効果を発揮する
[52；53]。幾つかの強力なオピオイド受容体作動薬と比較す
ると、トラマドールの鎮痛効果は弱いかもしれないが、
身体への副作用が小さいだけでなく、依存症や薬物乱用
を引き起こす比率もはるかに低い。このためトラマドー
ルは補足的な薬剤として臨床において広く用いられてい
る。ただしてんかん病歴を有する患者に同薬を処方する
場合、またはてんかんの発作閾値を引き下げる薬剤と併
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的末梢神経作動薬や選択的CB2受容体作動薬に集中して
いる。
TRP(Transient Receptor Potential)チャネル調節剤：

近年、ますます多くの科学研究機関がTRPチャネルと疼
痛の関係に着目するようになっている。TRPチャネルは
感覚神経の末梢受容体に発現し、熱、機械的刺激、化学
的刺激を受けると、その刺激を感覚信号に変換する一種
のイオンチャネルである。NP発症の過程で放出される
各種炎症因子や局部的な温度変化によって、TRPV1、
TRPA1、TRPM8といったチャネル蛋白が活性化し、末
梢神経における侵害感覚信号が大量に中枢に伝達される
ため、異痛症や痛覚過敏が引き起こされる。Staafらはラッ
トを用いた神経部分損傷モデル(SNI)を通して、さまざま
な大きさの DRG神経細胞において、大量のTRPML3が発
現することを発見した。またCuiらの研究によると、TRP
チャネル蛋白系拮抗薬であるA-784168やA-795614を服用
すると、NPモデル動物における機械的痛覚過敏や熱痛
覚過敏を著しく緩和することができる。以上のことから
TRPチャネル蛋白も新たなNP治療薬として非常に有望で
ある[56；57]。
NPの発症メカニズムは複雑であり、往々にして複数の

要素が複雑に絡み合った結果として発症する。同じ種類
のNPでさえも、多種多様な臨床症状が現れる。NPに対す
る薬物治療は、それぞれの発病メカニズムに基づき、さ
まざまな作用メカニズムを持つ各種薬剤を総合的に利用
することが望ましい。また既存のNP治療薬の効果は十分
だとは言えないことを考えると、より優れた効能を持ち、
副作用の小さい新型鎮痛薬の研究開発を急ぐ必要がある。

せて使用する場合、けいれん状態やてんかんの発作を誘
発する恐れがあるため特に注意が必要である[26]。このよ
うな場合、前述したような特殊な状況下においてのみ処
方を検討すべきである。

５．その他の薬剤に関する研究の進展状況
内因性マリファナ類似物質(Endocannabinoids)：

内因性マリファナ類似物質系には、G蛋白共役型の
カンナビノイド受容体1(CB1)と受容体2(CB2)、内因
性のマリファナ類似物質であるアラキドニルエタ
ノ ー ル ア ミ ド(arachidonoylethanolamide、AEA)と
2-arachidonoylglycerol(2-AG)、内因性マリファナ類似物
質に関連する代謝酵素類が含まれる。内因性マリファナ
類似物質とその受容体は感覚神経系の中に広く分布して
おり、 NPの発症と密接に関連している。Petrosinoらの報
告によると、ラットの坐骨神経CCIに手術を施してから
7日後、中脳水道周囲灰白質(PAG)、背側縫線核(DR)、坐
骨神経におけるAEAや2-AGの濃度が著しく上昇した[54]。
Beltramoらの研究によると、L5-L6の脊髄神経を結紮した
ラットにおける同側の脊髄において、CB2のmRNA濃度
が著しく上昇した。また脊髄ミクログリア細胞において、
CB2のmRNAが大量に発現した。CB2作動薬(+)-AM1241(3
または6mg/kg i.v.)およびL768242(30mg/kg i.p.)を使用す
ると、同モデルによって誘発されたラット肢体の機械的
痛覚過敏を効果的に抑制できる[55]。これらの研究は、内
因性マリファナ類似物質系を中心としたNP治療薬の研究
開発に新たな道筋を示すものとなった。脳内のCB1受容体
を刺激すると精神症状が現れるため、マリファナ類似物
質に関する研究は、主に血液脳関門を通過しない比選択
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•Prof i le•

漢方薬に関する最近の研究と応用

屠　鵬飛　Tu　Pengfei　●北京大学薬学院教授、博士課程指導員
1963年4月に浙江省黄岩市で生まれる。現在、北京大学薬学院・天然薬物学部教授、博士課程指導員、学部主任、北京大学・新
薬開発研究院の副院長などを務める。また第9回国家薬典委員会における煎じ用漢方薬材専門委員会の主任委員のほか、国家食品
薬品監督管理局の薬品審査・評価委員も務める。さらに『中国医学』英語版や『新漢方薬と臨床薬理』誌の副編集長、『中国薬学
雑誌』など10余の雑誌の編集委員も務める。浙江大学や中国薬科大学など10余の大学や科学研究機関の客員教授でもある。国家
傑出青年基金の獲得者である。
1985年に中国薬科大学を卒業し学士学位を取得。1988年から1989年の間、日本の富山医科薬科大学に留学。1990年7月に中
国薬科大学において博士学位を取得。1990年9月から北京医科大学薬学院においてポストドクター研究に携わる。1997年から
現在に至るまで北京大学薬学院の教授を務めている。2010年3月-4月の間、日本の九州大学薬学部の客員教授を務める。
専門は生薬の活性成分や新薬に関する研究、漢方薬の活性成分が体内に及ぼす影響に関する研究、漢方薬の品質評価などである。
国家や省・部クラスのプロジェクト40余を担当する。第一類新薬1点および第五類新薬8点の開発に成功したほか、研究中の第
五類新薬が10点ある。これらの成果により、国家科学技術進歩1等賞と3等賞を各1点、教育部1等賞を2点、国家漢方医薬管理局
の科学技術進歩1等賞を2点、中華漢方医薬学会の李時珍医薬革新賞1点を授与される。 SCIに掲載された120本を含め合わせて
330本の論文を発表する。刊行著書9冊、申請中および取得済みの特許30余。

中華民族の貴重な文化遺産である中国医学と漢方薬
は、数千年にわたり中華民族の増加や繁栄に大きく貢献
してきたほか、日韓や東南アジア諸国においても病気の
予防や治療に応用されてきた。中国医学の臨床治療にお
ける物質的基礎とも言える漢方薬は、中国の医薬体系を
構成する重要な要素であると同時に、中国の薬品体系を
構成する三大要素の1つでもある。漢方薬は病気の予防や
治療に重要な役割を果たしているだけでなく、中国の医
薬産業を構成する重要な要素として経済発展を牽引して
きた。中国政府は長年にわたって漢方薬の研究、開発、
産業化を重視しており、漢方薬に関する研究と応用を重
要な科学技術分野と見なし支援してきた。特に1998年か
ら政府は、『漢方薬の近代化を推進するハイテク産業行動
計画』を実施し、漢方薬の研究や産業近代化に対する投
資を拡大してきた。中国における経済や科学技術の急速
な発展に伴い、漢方薬に関する基礎研究、開発利用、産
業近代化の面でも著しい進展が見られるようになった。
本論文は、漢方薬に関する最近の研究や応用、および中
国における漢方薬の発展の見込みについて系統的に紹介
する。

１．漢方薬の化学成分に関する研究
漢方薬には植物由来のもの、動物由来のもの、鉱物由

来のものがあり、薬効作用の物理的根拠はそれに含まれ
る化学成分にある。このため漢方薬の化学成分に関する
研究は、漢方薬の持つ病気の予防や治療といった効果の
物理的根拠を明らかにし、中国医学の薬理理論を裏づけ
る上で極めて重要である。また漢方薬の薬理、分析、製
造、資源などに関する研究テーマの基礎ともなる。漢方
薬の化学成分に関する研究は、日本などの外国において
早くから行われている。特に 1960年代から1980年代は、
日本における漢方薬の化学成分に関する研究の黄金期で
あった。チョウセンニンジン、カッコン（葛根）、シャク

ヤク（芍薬）、サイコ（柴胡）、キキョウ（桔梗）といっ
た一般的な漢方薬の化学成分が明らかにされ、現代にお
ける漢方薬の化学成分に関する研究のために良い土台が
据えられた。中国における漢方薬の化学成分に関する研
究は、1920年代に始まった。しかし研究経費、計器や設備、
人材などが不十分であったため、 1980年代までは目立った
進展がなかった。1990年代になり中国経済が発展し、研
究経費が大幅に増加するようになった。さらに重要な点
として海外に留学していた多くの人材が帰国したほか、
世界最先端の計器や設備の導入が始まった。もとより中
国は豊富な漢方薬・生薬資源に恵まれていることもあり、
中国における漢方薬や生薬の化学成分に関する研究は、
いまだかつてない活況を呈するようになった。これまで
にほとんどの一般的な漢方薬の化学成分が解明された。
目下中国における漢方薬の化学成分に関する研究は、研
究の水準や成果から見て世界最先端の域に達している。
例えば世界的に有名な天然物の学術誌である『Journal of 
Natural Products』を例に取ると、2009年に同誌で発表さ
れた論文のうち、20.5%となる87本が中国大陸の学術機関
からのものだった。この点からも中国における研究が高
水準にあることが明らかである。
1.1　漢方薬の化学成分に関する研究を支える技術・能力

面の底上げ
漢方薬化学は、漢方薬学、有機化学、分析化学、生物

学といった学科と関連する学科である。漢方薬の化学成
分に関する研究は、主に最新のクロマトグラフィー、周
波数スペクトラム、光スペクトルなどの技術を利用し、
化合物の分離や構造鑑定を行うことによって進められ
る。このため技術体系や研究基盤の確立が、漢方薬の化
学成分に関する研究に欠かせない要素となる。最近20年
間に中国政府や各研究機関は、前述の分野に多額の資金
を投入してきた。漢方薬における化学成分の分離や純化
から化合物の構造鑑定に至る世界最先端の技術基盤を確
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立することにより、漢方薬の化学成分に関する研究を効
果的に推進してきた。
漢方薬における化学成分の分離の面では、シリカゲル、

酸化アルミニウム、ポリアミド、活性炭、巨大網状樹脂、
イオン交換樹脂といった従来のクロマトグラフィー充填
剤が数多く使用されているものの、基本的にはサンプル
の初歩的な分離のために用いられている。逆相シリカゲ
ル(Reverse phase silica gel､RP-2､RP-8､RP-18)、 セ フ ァ
デックス(Sephadex G)、ヒドロキシプロピル化セファデッ
クス(Sehadex LH-20)といった新しいタイプのクロマトグ
ラフィー充填剤が、化合物の分離、純化、大規模な調合
を目的として幅広く応用されるようになっている。中圧
液体クロマトグラフィー装置(MPLC)、高速液体クロマ
トグラフィー装置(HPLC)、高速向流クロマトグラフィー
装置(HSCCC)といった高速で分離度の高いクロマトグラ
フィー装置が、実験室における一般的な計器となってい
る。これらの計器は、水溶性成分など漢方薬における複
雑な成分を分離する上で大きな役割を担っている。注目
すべき点としてY. Ito教授が発明し、Y. Ito教授のパー
トナーでもある中国人学者の張天佑教授が改良を重ねた
HSCCCは、分離の早さや分離量の多さに加えて、サンプ
ルを完全に回収できるというメリットがある。このため
中国において広く使用されており、近年世界的なクロマ
トグラフィー学術誌で発表されるHSCCCに関する論文の
多くが中国人研究者のものである。
漢方薬における化学成分の構造鑑定の面では、ほとん

どの研究機関に核磁気共鳴装置(NMR)、質量分析器(MS)、
紫外分光光度計(UV)、赤外分光光度計(IR)、旋光分散計
(ORD)、円二色性分散計(CD)などが備えられている。最新
の光スペクトル、周波数スペクトル、X-ray計器が構造鑑
定において広く応用されている。例えば北京大学薬学院
は、 NMR6台（600MHzが1台、500 MHzが2台、400MHz
が3台）と分解能質量分析器(HR-MS) 1台を持つ。これら
の先端機器を化合物の構造鑑定に応用することにより、
漢方薬の化学成分に関する研究が大いに促進されてい
る。近年になって液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)
の応用が進むに伴い、漢方薬の化学成分をオンラインで
分離したり鑑定したりすることが可能となった。漢方薬
の化学成分に関する研究は、目標のない系統的分離から
目標のある高速分離へと変化した。特に液体クロマトグ
ラフィー・質量分析・データシート(LC-MS-DS)技術を用
いた漢方薬成分の高速鑑定、LC-MS技術を用いた漢方薬
における微量成分の鑑定は、世界的に見ても最先端の水
準に達している。LC-MSの幅広い応用によって、漢方薬
の化学成分に関する研究の効率が向上したほか、人や物
資の大幅節減が可能となった。
1.2　漢方薬に関する化学研究の進展
前述したように中国における漢方薬の化学成分に関す

る研究は、1980年代までにバイモ(貝母)、エンゴサク(延

胡索)、ボウイ(防己)、ヒトツバハギ（1つ葉萩）、ジャコ
ウ（麝香）、ユウタン（熊胆）といった漢方薬の化学成
分を解明するなど幾らかの成果を上げていた。しかし研
究内容は依然として低水準であり、ほとんどが海外の研
究を模倣するだけで独自性に欠けていた。1990年代にな
り中国における漢方薬の化学成分に関する研究は急速に
発展した。毎年数多くの漢方薬の化学成分が解明され、
さまざまな新化合物が発表された。『中国薬学年鑑』の
統計によると、1999年に中国の学者が発表した漢方薬の
化学成分に関する研究論文は280本に上り、279種類の薬
用植物から267の新化合物を含む1411の化合物を分離また
鑑定した。また2005年に中国の学者が発表した論文は800
本余で、1322の新化合物と253の活性化合物を含む5000余
の化合物を分離また鑑定した。1999年および 2003年から
2005年の4年間に中国の学者が発表した漢方薬化学に関す
る論文、分離した化合物や新化合物の数を図1に示す。
図1から明らかなように、中国の学者が発表した漢方薬
の化学成分に関する研究論文および化合物や新化合物の
数は、いずれも急速に増加している。また2006年におけ
る Journal of Natural Productsへの引用率が最も高かった
20本の論文のうち、7本が中国人学者の論文であった。さ
らに2007年に中国の学者が発表した新化合物のうち 40余
が、Nature Product Reportsの選ぶ注目すべき化合物に含
められた。以上のことから中国人学者が漢方薬の化学成
分に関する研究において優れた成果を収めており、国際
的に認められていることが分かる。

『中国薬典』2010年版第1部には593種類の一般的な漢
方薬について記載されている。このうち90%以上について
は、化学成分に関する研究報告が含められている。また
60%以上の化学成分および20%以上の有効成分が概ね明ら
かにされている。例えばチョウセンニンジン、デンシチ
ニンジン（田七人参）、ダイオウ（大黄）、テンマ（天麻）、
タンジン（丹参）、カンゾウ （甘草）、ビャクシャク（白芍）、
セイヨウニンジン、ニクジュウヨウ（肉蓰蓉）、カシュウ
（何首烏）、クチナシ（山梔子）、コウボク（厚朴）、キキョ

◎図1　1999年および2003-2005年に中国人学者が発表した漢方薬の
化学成分に関する研究論文、化合物や新化合物の数量比較
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する必要がある。同時に新たな研究モデルの模索も続け
るべきである。例えば血清薬理学や中国医学における証
候薬理学の研究モデルの確立は、漢方薬の薬理研究を効
果的に促進してきた。
2.1.1　近年における薬理実験の方法と技術の応用
昨今の漢方薬に関する薬理研究は、近年における薬

理研究の方法や技術を応用して行われている。典型的な
動物モデルは、長年にわたって漢方薬に関する薬力学お
よび薬理学研究に応用されてきた。しかし典型的な動物
モデルは、モデル準備の時間や作用メカニズムの分析の
面で問題が存在するだけでなく、ヒトの病気とは異なる
面も多い。このため漢方薬に関する薬理学研究において
も新たな実験方法やモデルが相次いで導入されている。
すでに細胞、標的酵素、受容体などの体外試験が、漢方
薬における有効成分の高速スクリーニングやメカニズム
の研究において広く応用されている。例えば心臓血管疾
患の予防や治療に関する漢方薬の薬理学研究において、
さまざまなモデルを用いた総合動物実験に加え、心筋細
胞、血管内皮細胞、体外における血管拡張、血小板凝集、
血液凝固、数十種類におよぶ標的酵素を用いた薬理作用
や作用メカニズムの研究が確立されている。抗老化やヘ
ルスケアは、漢方薬が得意とする分野である。抗老化効
果のある漢方薬に関する薬理学研究には、ガラクトース
による老化モデルや酸化ストレスなどの体内外手法のほ
か、動物、細胞、分子の3分野から抗老化漢方薬の薬理作
用や作用メカニズムを解明する研究がある。またヒトの
疾患に近くなるよう遺伝子修飾を施した動物を用いた漢
方薬の薬理作用や作用メカニズムに関する研究も行われ
ている。例えばメタボリックシンドロームの研究に用い
られるdb/dbマウス、高脂血症の研究に用いられるApoE(-
/-)マウス、高血圧ラットなどがある。漢方薬の作用にお
ける総合性、多経路、多標的といった特徴に基づき、総
合作用に注目したメタジェノミクス、プロテオミクス、
メタボノミクスなどの最新の研究手法が、漢方薬の薬理
作用や作用メカニズムに関する研究に取り入れられてい
る。
中国政府の科学研究に対する資金投入が増大するに伴

い、薬理学研究に関する計器や設備も新しくなっている。
核磁気共鳴撮像装置(NMR)、透過型電子顕微鏡、走査型電
子顕微鏡、フローサイトメトリーといった最先端の生物
学研究計器が、漢方薬の薬理研究に応用されており、漢
方薬の薬理作用や作用メカニズムに関する研究に役立っ
ている。
2.1.2　中国医学の証候に基づく動物モデルの研究と確立
「弁証論治（体の状況を把握した上で治療を行う）」が

中国医学の神髄である。中国医学における疾患の臨床治
療は、多くの場合「証（体質や病状をを含む体の状況）」
に対する治療である。「病気」のモデルに基づく漢方薬の
薬理作用の研究では、漢方薬理の実質的な作用を正確に

ウ（桔梗）、オウゴン（黄苓）、オウギ（黄耆）、オウバク
（黄柏）、マオウ（麻黄）などの漢方薬における有効成分
が概ね明らかになっており、一般的な漢方薬の臨床応用、
品質管理、いっそうの開発利用のための物的土台となっ
ている。

２．漢方薬に関する薬理学研究
漢方薬に関する薬理学研究は、漢方薬の伝統的な効能

の解明や中国医薬理論の解説に関する重要な研究である
だけではなく、漢方薬の新たな薬理作用や臨床用途の発
見、漢方薬の有効成分解明に関する重要な研究でもある。
このため中国の政府や学者は、漢方薬に関する薬理学研
究を極めて重視している。1990 年代までの漢方薬に関す
る薬理学研究は、典型的な動物実験を通して行われるこ
とが多く、主な研究対象は1種類の漢方薬または複合漢方
薬の湯液か粗抽出液であった。実験に長時間を要し研究
進度が緩慢であるばかりか、作用メカニズムや有効成分
の解明は困難を極めた。生物学の急速な発展に伴い、多
くの先進的な実験方法や生物モデルが相次いで漢方薬に
関する薬理学研究に導入された。遺伝子改変動物に加え
て細胞レベルや分子レベルの動物実験が、漢方薬に関す
る薬理学研究において広く応用されるようになった。そ
の研究対象も漢方薬の湯液や粗抽出液から化学成分や単
独化合物へと進化し、漢方薬の作用メカニズムや有効成
分に関する研究が効果的に進められるようになったこと
も、漢方薬に関する薬理学研究の水準向上につながった。
2.1　漢方薬の薬理研究における方法や技術の発展
漢方薬と西洋医学で用いる薬剤は、化学物質や理論体

系の面で大きな違いが存在する。西洋医学で用いる薬剤
の多くは、一種の純粋化合物である。これに対し漢方薬
には、たいてい数十種類から数百種類の化学成分が含ま
れており、複合漢方薬になるといっそう複雑な成分構成
となる。このため漢方薬に関する薬理学研究は大きな挑
戦となってきた。西洋医学で用いる薬剤に対する薬理学
研究では、単一または純粋な目標化合物について、薬力
学および薬物動態学に基づく研究を行うだけで済む。し
かし漢方薬の薬効は、含まれている成分の1つによって生
じる場合もあれば、異なる成分との相乗作用によって生
じる場合もある。漢方薬に関する薬理学研究は、複雑さ
や難易度において、化学薬剤や生物薬剤に関する研究に
比べはるかに困難である。このため漢方薬に関する薬理
学研究に特化し、漢方薬の薬効特徴に合わせた大規模な
研究基盤が必要である。
漢方薬の薬理メカニズムや作用メカニズムを徹底的に

解明するため、最先端の生物学や医学研究における方法
や技術を継続的に導入する必要がある。例えば漢方薬の
薬理研究において動物実験モデルや細胞の体外培養に加
えて、近年のオミックスに関する研究基盤（メタジェノ
ミクス、プロテオミクス、メタボノミクスなど）を確立
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捉えることはできない。このため中国医学の証候に基づ
く動物モデルを確立し、漢方薬の薬理作用や作用メカニ
ズムに関する研究に応用して初めて、真の意味での漢方
薬に関する薬理学研究が成立する。最近20年間に中国政
府は国家自然科学基金や「973」といった重大プロジェク
トにおいて、中国医学の証候モデルを確立するための研
究を支援し、幾らかの成果を上げてきた。例えば中国医
学では、情志（情緒）異常が心臓血管疾患や癌の一般的
な原因だと考えられている。すなわち「肝鬱気滞血瘀（情
緒異常による気や血の流れの停滞）」である。実験動物に
異常な刺激（電気ショックなど）を長期間繰り返し与え
るモデルにおいて、動物に「気滞血瘀」が現れる。同モ
デルを採用し、「行気化瘀（気の巡りを良くし、生命エネ
ルギーの停滞を解く）」や「疏肝解鬱（肝気の流れをよく
し、鬱結を除く）」の効果を持つ漢方薬の薬理について
研究することができる。寒や熱は、中国医学の臨床にお
ける一般的な証候である。研究結果によると、長期間に
わたり実験動物に対してチモ（知母）-石膏といった寒涼
性の漢方薬を投与することにより、寒証モデルが得られ
る。またブシ（附子）-カンキョウ（乾姜）-ニッケイ（肉
桂）といった温熱性の漢方薬を長期間投与することによ
り、熱証モデルが得られる。しかしこれらのモデルが、
中国医学の臨床における証候と合致するかどうかについ
ては、いっそうの検証が必要である。このように中国医
学の証候モデルの確立は、非常に膨大な作業であり、幾
世代にもおよぶ継続的な努力が必要である。
2.2　漢方薬に関する薬理研究の進展
中国における漢方薬の薬理研究は、初歩的な水準から

段階的な発展を遂げてきた。
当初、漢方薬に関する研究には、西洋医学や同薬剤の

研究における方法や技術が採用されていた。加えて西洋
医学や同薬剤に基づく思考パターンがそのまま流用され
ていた。代表的な例として清熱解毒(熱邪や熱毒を解除す
る)の漢方薬を西洋医学における抗生物質と比較する体外
抗菌実験を挙げることができる。当たり前のことである
が、多くの漢方薬が体外抗菌の面で抗生物質より劣って
いた。
その後、多くの体外実験において芳しい効果を発揮

できない漢方薬が、総合実験において優れた治療効果を
示すようになる。例えば清熱解毒の漢方薬が主に内源性
の免疫系統に作用することが実験によって明らかになっ
た。また｢腎｣に活力を与える漢方薬は、体内において視
床下部-脳下垂体-副腎皮質、性腺、甲状腺に作用し正常な
状態に近づける。人々は「西洋医学に基づく薬剤は病気
を治すが、漢方薬は病人を癒す」という微妙な違いに気
付くようになった。
生物医学に関する理論や技術の発展に伴い、疾患に対

する理解が深まった。漢方薬の作用に関する多成分、多
経路、多標的といった特徴についても良く知られ、受け

入れられるようになった。漢方薬の薬理研究の面におい
ても、単一の成分や標的作用に対する研究から多くの成
分や標的作用に対する研究へと変化した。例えば「補陽
還五湯」は、虚血性脳卒中の治療に用いられる最も一般
的な漢方薬である。長期にわたる研究を通して、同薬に
含まれるオウギ（黄耆）のフラボン系成分に顕著な血小
板の凝集抑制、血栓防止、酸化防止といった作用がある
ことが明らかになった。またオウギ（黄耆）のサポニン
系成分には、顕著な抗炎症や神経細胞の保護といった作
用がある。セキシャク（赤芍）に含まれるペオニフロリ
ンには、抗炎症作用がある。コウカ（紅花）に含まれる
カルコン配糖体系成分には、顕著な血栓防止や酸化防止
といった作用がある。複合漢方薬の薬効作用は、単一の
薬剤や化合物よりもはるかに優れており、多成分、多経
路、多標的作用の利点が裏付けられている。化学薬剤に
は薬剤誘発性疾患や薬剤耐性といった問題が付きもので
あるため、一薬多標的または多薬多標的の化学薬剤を模
索する傾向が強まっている。これは実際のところ、中国
医学や漢方薬が従来から実践してきた理論である。
漢方薬の薬理研究が進むに伴い、単一漢方薬から複

合漢方薬の研究へと移っている。多くの典型的な処方薬
や著名な臨床薬剤における薬理作用や作用メカニズムが
徐々に解明されている。例えば当帰補血湯、六味地黄丸、
四君子湯、丹心方といった複合漢方薬の薬理作用や作用
メカニズムが概ね明らかになっている。

３．漢方薬の品質管理に関する研究と応用
漢方薬の原材料や物理的根拠は複雑であるため、漢方

薬の品質管理は従来から医薬業界における挑戦また関心
事となっている。効果的な漢方薬の品質管理基準や評価
体系を確立することは、漢方薬を用いた臨床治療の効果
や国際化を保証するために不可欠である。漢方薬は中国
人の医療や健康に関する事業や産業において特別な地位
と影響力を有しているため、中国政府は漢方薬の品質基
準に関する研究や改善を極めて重視している。改革開放
の始まった第6次五ヵ年計画から現在に至るまで、漢方薬
の品質基準に関する研究が重要プロジェクトの1つとなっ
ている。最新の分析手法や計器が漢方薬の分析研究にお
いて広く応用されるようになり、漢方薬の品質に対する
分析能力が大幅に向上した。『Journal of Chromatography 
A』、『Chromatographia』、『Journal of Chromatography 
Sciences』、『Separation Science Technology』といった近
年評判の国際誌が発表した漢方薬の品質分析に関する記
事によると、中国の学者による同分野の研究が世界最先
端の水準に達していることが分かる。また中国における
薬剤基準の最高権威である『中国薬典』も従来から漢方
薬に関する品質基準の改善に努めてきた。同書には漢方
薬の品質分析に関する新しい手法や成果が収められてお
り、中国における漢方薬の品質基準の引き上げに大いに
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までに41の化学成分を鑑定したほか、LC-MSによるフィ
ンガープリントを確立した。劉愛華らはLC-MSを採用し、
タンジン（丹参）薬剤のフィンガープリントを確立した
ほか、34のクロマトグラフピークについて鑑定を行った。
姜勇らはHPLC-MSを採用し、基原の異なる4種類のニク
ジュウヨウ（肉蓰蓉）薬剤を比較し、18のフェニルエタ
ノイド配糖体系成分を鑑定した[8-10]。
薬効に関する品質管理の手法を確立するため、中国の

学者は生物活性とクロマトグラフィー分析を合わせた漢
方薬の分析方法を模索し、幾らかの成果を収めた。例え
ばLiang Mingjinは細胞膜クロマトグラフィーとGC/MSを
合わせた方法を採用し、センキュウ（川芎）に含まれる2
つの有効成分であるリグスチリドとブチリデンフタリド
を分離また鑑定した。Sheng Lianghongらはイムノリポ
ソーム・クロマトグラフィーを採用し、当帰補血湯に含
まれる3つの主な有効成分であるリグスチリド、アストラ
ガノサイド、フォルモノネチンを鑑定した。Su Xingye
らはDNAを固定相としたアフィニティークロマトグラ
フィーによって、オウレン（黄連）やショウヨウダイオ
ウ（掌葉大黄）の生物フィンガープリントを分析した。
その結果、オウレン（黄連）に含まれるベルベリン、パ
ルマチン、ジャトロリジンなど7つの成分が固化したDNA
と結合することを発見した。またショウヨウダイオウ（掌
葉大黄）には、アロエエモジン、パリエチン酸、エモジ
ン、クリソファノール-8-O-配糖体、フィスシオン-8-O-配
糖体、など14の成分が固化したDNAと結合することを発
見した。Wang Yunはアルブミンを化学結合で固定化した
シリカゲルやRP-18で構成する二次元クロマトグラフィー
によって、龍胆瀉肝丸に対して生物フィンガープリント
分析を行い、最終的に19の生物活性成分を鑑定した。
3.2　漢方薬に関する品質基準の現状
漢方薬の品質基準には、『中華人民共和国薬典』（略称

は中国薬典）、『中華人民共和国衛生部薬品標準』（1989̃1998
年）、『国家薬品標準』（1998年～）の3つがある。煎じ用
漢方薬材については各省・市・自治区の公布する地方基
準も適用される。中国において最も権威のある薬品基準
である『中国薬典』には、一般に臨床応用されていると
同時に、効能が確実で安全性や品質の高い煎じ用漢方薬
材や漢方薬製品について記載されている。漢方薬の品質
基準は、煎じ用漢方薬材、漢方薬抽出物、漢方薬製品の3
つに分けられている。煎じ用漢方薬材に関する品質基準
は、名称、原材料、性状、鑑別、検査、抽出成分、含有
量の測定、性味（寒・熱・温・涼の性質と辛・甘・酸・苦・
鹹の味）や帰経（どの内臓や経絡に影響を与えるか）、効
能と主な標的疾患、用法と用量、注意、貯蔵などを規定
している。漢方薬抽出物に関する品質基準は、名称、原
材料、製法、性状、鑑別、検査、特徴図解書、含有量の
測定、貯蔵などを規定している。漢方薬製品に関する品
質基準は、名称、処方、製法、性状、鑑別、検査、抽出

貢献してきた。
3.1　漢方薬の品質に関する分析研究の進展
前述した通り、漢方薬の成分が複雑であるため、漢方

薬の品質に関する分析研究は、分析化学や薬剤分析の研
究分野において注目を集めてきた。漢方薬の品質を全面
的かつ効果的に管理するため、中国の学者は漢方薬の化
学成分を系統的に解明することを念頭に置き、HPLC、
GC、HPCEといった方法を採用し、漢方薬に含まれるさ
まざまな成分の含有量測定法を確立した[1-6]。例えば姜勇
らはHPLCを採用し、ハクセンピ（白鮮皮）に含まれるジ
クタミン、オバクノン、フラキシネロンなど7つの成分の
含有量測定法を確立した。万剣波らはHPLCを採用し、チョ
ウセンニンジンに含まれる9つのサポニン系成分の含有量
測定法を確立した。白長財らはHPLC-CADを採用し、デ
ンシチニンジン（田七人参）に含まれる7つの成分の含有
量測定法を確立した。劉愛華らはHPLCを採用し、タンジ
ン（丹参）に含まれる6つの主要なフェノール酸系成分の
含有量測定法を確立した。羅国安らはHPLCを採用し、複
合漢方薬である「清開霊」に含まれる9つの成分の含有量
測定法を確立した。陳肖家らはHPCEを採用し、インヨウ
カク（淫羊 ）に含まれる15のフラボン系成分の含有量
測定法を確立した。これらに加えて化学フィンガープリ
ント(chemical finger-print)分析技術が、漢方薬における化
学成分の分析に広く応用されるようになっている[7-8]。例
えば金偉らはHPLCを採用し、タングートダイオウ（唐古
特大黄）のフィンガープリントを確立したほか、異なる
産地、海抜高度、生育年数、加工方法のダイオウ薬剤に
おけるフィンガープリントを分析し、ダイオウ薬剤の栽
培、採取、加工に関する参考資料を提供した。劉愛華ら
はHPLCを採用し、タンジン（丹参）薬剤に含まれるフェ
ノール酸系成分やジテルペン系成分のフィンガープリン
トを確立したほか、異なる産地のサンプルに対して系統
的分析を行い、タンジン（丹参）の産地選択のための根
拠を提供した。これまでに中国の学者は、200種類余の漢
方薬に関するフィンガープリントについて研究を行い、
これらの漢方薬の品質管理に関する効果的な方法を提供
した。
液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)には、定性鑑別

における特異性が強く、測定感度が高いというメリット
があり、特に複雑な有機物の分析に適している。中国の
高等教育機関や研究機関においてLC-MS装置の普及が進
むに伴い、漢方薬における化学成分の分析や品質管理に
関する研究においてLC-MSが広く用いられるようになっ
た。漢方薬における化学成分の高速オンライン鑑別が可
能となり、漢方薬の品質分析における測定感度や確実性
が向上した。特に紫外線吸収機能のない成分を含む漢方
薬において、HPLC-UVをはるかに上回る効果を発揮す
る。例えば金偉らはLC-MSを採用し、タングートダイオ
ウ（唐古特大黄）の化学成分に対して分析を行い、これ
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成分、含有量の測定、効能と主な標的疾患、用法と用量、
注意、規格、貯蔵などを規定している。漢方薬注射剤に
ついてはフィンガープリントに関する規定もある。
漢方薬に関する品質基準を構成する重要な要素の1つで

ある鑑別には、顕微鏡鑑別、一般理化学鑑別、クロマト
グラフィー鑑別がある。漢方薬の成分は複雑であるため、
一般理化学鑑別やクロマトグラフィー鑑別では、特異性
が十分ではなく、漢方薬の鑑別にはめったに使用されな
くなっている。煎じ用漢方薬材の鑑別では、主に顕微鏡
鑑別と薄層クロマトグラフィー (TLC)鑑別が採用されてい
る。漢方薬製品のうち原末のままの薬剤が含まれた薬に
ついては今でも顕微鏡鑑別が採用されているが、その他
については主にTLC鑑別が採用されている。煎じ用漢方
薬材の検査には、主に水分、総灰分、酸不溶性灰分、重
金属、残留農薬、漢方薬自体に含まれる有毒・有害成分
の許容値に関する検査が含まれる。漢方薬製品について
は、さまざまな製剤に関する検査も含まれる。抽出成分
測定には、水溶性抽出成分、アルコール可溶性抽出成分、
エーテル可溶性抽出成分の測定が含まれ、漢方薬に含ま
れる大まかな成分を制御する面で有効である。ほとんど
の煎じ用漢方薬材や一部の漢方薬製品について、抽出成
分測定が確立されている。含有量の測定は、漢方薬の品
質基準における重要な要素である。ほとんどの煎じ用漢
方薬材について、有効成分や指標成分の含有量測定が確
立されている。漢方薬製品における主な薬剤についても
含有量測定が確立されている。
2010年10月1日から施行される『中国薬典』2010年版

第1部では、記載された漢方薬の品種が大幅に増加してい
るほか、品質基準における測定方法や管理水準も著しく
向上しており、画期的な薬典となっている。新しい薬典
の第1部に含められている漢方薬の品種は2165種類に達す
る。そのうち 593種類が漢方薬材、461種類が煎じ用薬剤、
47種類が抽出物と植物油脂、1064種類が漢方薬製品となっ
ている。1019種類が新たに加えられたほか、634種類につ
いて修正が施された。同薬典における測定項目について
は、顕微鏡鑑別633項目、TLC鑑別2492項目、HPLC含有
量測定1138 項目、GC含有量測定16項目が新たに加えられ
た。幾つかの新しい分析方法が漢方薬の品質基準における
特定品種に関して応用されている。例えば初めて ICP-MS
を採用したクコシ（枸杞子）などの漢方薬に含まれる重
金属の許容値に関する検査、およびLC-MSを用いたセン
リコウ（千里光）に含まれるピロリジジン系(pyrrolizidines)
アルカロイドの許容値に関する検査が確立された。また
DNA分子鑑定技術がウショウダ（烏梢蛇）の鑑定に、図
版クロマトグラムが漢方薬抽出物や一部の漢方薬製品の
定性鑑別に、フィンガープリントが漢方薬注射剤の品質
管理に応用されている。さらに「1つの項目において複数
の測定を行う」 (One for more)手法が多成分の含有量に関
して応用されているほか、一部のカビやすい漢方薬材に

含まれるアフラトキシンの許容値に関する検査が確立さ
れた。新しい技術や手法の応用により、漢方薬に関する
品質基準の水準が大いに向上し、漢方薬を用いた臨床治
療をいっそう効果的に進められるようになった。新しい
薬典に載せられている漢方薬の数や品質基準の水準は、
世界をリードしていると言って間違いない。
3.3　漢方薬の生産過程に対する管理の現状
漢方薬の原材料はほとんどの場合に生物であり、植物

由来のものと動物由来のものがある。化学成分が複雑な
ため品質を適切に管理するのは困難である。加えて産地、
生態環境、栽培、採取、加工などによって品質が変化す
る。このように漢方薬の体系が複雑であるため、最終製
品に対する品質検査だけでは効果的に品質を管理するこ
とはできず、原材料や生産の全過程に対する管理が必要
である。最近10年間、中国における一部の大手漢方薬企
業は、設備改善や漢方薬材の生産拠点整備に尽力してき
た。漢方薬生産の全過程をオンラインで管理することに
より、薬剤生産の規範化のほか、抽出、濃縮、乾燥、製
剤といった生産過程のパイプライン化やプログラム化を
概ね達成している。例えば天津天士力、江蘇康縁、河北
神威、江西江中、承徳頸復康と言った企業が、漢方薬の
生産過程に対するオンライン管理を導入している。これ
ら大企業における生産設備や管理水準は世界トップレベ
ルであり、漢方薬の品質を均一かつ一定に保つことに寄
与している。

４．漢方薬の薬材資源や栽培技術に関する研究と普及
豊富な資源は、産業の持続可能な発展を保証する土台

である。漢方薬の原料となる植物や動物は1200種類余も
あり、一般的な薬剤だけでも200種類を超える。これら
の薬剤の多くは、古来より天然資源に依存してきた。し
かし臨床需要の増大や漢方薬産業の発展に伴い、天然資
源だけでは市場の需要を満たすことができなくなってい
る。漢方薬産業の発展を維持すると共に、天然資源を保
護するためには、漢方薬材の栽培が不可欠となっている。
中国政府の漢方薬資源に対する支援や漢方薬材の栽培事
業における先端農業技術の応用により、最近20年の間に
漢方薬材の栽培品種化や一般的な漢方薬材の大規模な規
範化栽培に関する研究や普及の面で大きな進展が見られ
た。一般的な漢方薬材の人工栽培が概ね実現したことに
より、枯渇の危機に瀕していた漢方薬材の資源問題は解
決し、臨床用薬剤や漢方薬産業の持続的な発展が保証さ
れた。
4.1　薬用動植物の天然資源保護や絶滅の恐れのある動植

物の人工栽培（飼育）に関する研究
天然資源や生態環境を保護するため、中国政府は薬用

動植物の天然資源に対して系統的調査を行った。また天
然動植物資源の保護リスト作成、300を超える国家級自然
保護区の整備、薬用植物の種子バンク設立などを通して、
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漢方薬材の人工栽培が概ね成功しており、漢方薬材の資
源確保や天然資源の保護が実現している。

５．新しい漢方薬の研究開発
中国食品薬品監督管理局が公布した『薬品登録管理規

則』は、漢方薬や生薬の新薬を以下の6つに分類している。
国内で販売されておらず、植物、動物、鉱物などから抽
出した有効成分およびその製剤（第一類）、新たに発見し
た薬材およびその製剤（第二類）、新たな代替漢方薬材（第
三類）、薬材における新たな薬用部位およびその製剤（第
四類）、国内で販売されておらず、植物、動物、鉱物など
から抽出した有効部位およびその製剤（第五類）、国内で
販売されていない漢方薬や生薬の複合製剤（第六類）。ま
たすでに販売されている漢方薬や生薬の製造方法や用法
が変更した場合も新薬として管理する。
伝統的な漢方薬は、複合製剤が中心であり、その主な

形状は丸薬、粉薬、膏薬、練り薬などがメインとなって
いる。漢方薬の有効成分に対する研究が進むに伴い、さ
まざまな漢方薬の有効成分や有効部位が明らかになって
いる。このため近年になり有効成分や有効部位に基づく新
薬が大幅に増加している。特に複合漢方薬の利点を生かし
ながら、近代的な特色を持つ漢方薬の有効部位を用いた複
合製剤の研究開発が新たな方向性となっている。漢方薬製
剤に関する研究が進むに伴い、漢方薬の形状も変化に富
むようになっており、錠剤、カプセル、ソフトカプセル、
口腔内崩壊錠といった近代的な形状の新薬も珍しくはな
くなっている。徐放性製剤、標的指向性製剤、経皮製剤と
いった新型薬剤も漢方薬の新薬研究に応用されている。一
般に流通している漢方薬の形状は、40種類余にもおよぶ。
また製造方法や用法を変更した薬品も数多く登録されて
いる。伝統的な漢方薬とは異なるタイプの新薬の登場は、
漢方薬の製造水準が向上していることを意味している。統
計によると、1985年に『薬品管理法』が施行されて以降、
3000を超える新しい漢方薬が登録された。このうち60%は
複合漢方薬、 35%は製造方法や用法を変更した薬剤、5%は
有効成分や有効部位の製剤である。中国政府による「重要
新薬開発のための特別プロジェクト」が実施されたため、
数多くの有効成分や有効部位に関する新薬が開発段階に
入っている。将来的に技術的付加価値が高く、有効成分や
作用メカニズムが明確で、品質管理の容易な有効成分や有
効部位に関する新薬の登録が著しく増加すると予想され
る。結果として中国における新漢方薬の研究開発に関する
総合力が向上することになる。

６．漢方薬の生産技術に関する研究と工業化
科学技術の発展や漢方薬の近代化が進むに伴い、漢方

薬製品の生産は、原末のままの製品から完全抽出へと変
化した。このため現在における漢方薬の生産過程には、
薬材の前処理、抽出、固液分離、純化精製、濃縮、乾燥、

薬用動植物の天然資源を効果的に保護している。加えて
絶滅の恐れのある動植物の人工栽培や飼育に関する研究
にも力を入れている。試験管苗による高速繁殖、家畜化、
天然栽培、擬似天然栽培といった技術により、枯渇の恐れ
のある漢方薬材の人工栽培や飼育が可能となっている。
例えば中国医学科学院・薬用植物研究所は、長期間にわ
たる研究を経てテンマ（天麻）がナラタケ菌と共生する
ことを発見した。培養やナラタケ菌への接種により、テ
ンマ（天麻）の人工栽培が可能となった。また大規模な
普及活動を行い、テンマ（天麻）の資源問題を解決した。
北京大学の屠鵬飛プロジェクトチームは、中国農業大学
の郭玉海プロジェクトチームを始めとする関連機関と協
力し、長期にわたる研究を行った。同研究を通して、寄
生植物である砂漠ニクジュウヨウや管花ニクジュウヨウ
の種子発芽の過程および寄主植物である梭梭やギョリュ
ウへの寄生過程が明らかになった。また種子発芽促進剤
や接種融合剤を開発することにより、種子の発芽率や接
種成功率を向上させ、砂漠ニクジュウヨウや管花ニクジュ
ウヨウの人工栽培を軌道に乗せた。大規模な普及活動を経
て、砂漠ニクジュウヨウと寄主植物である梭梭の作地面
積は48万ムー（1ムーは約6.667アール）、管花ニクジュウ
ヨウと寄主植物であるギョリュウの作地面積は27 万ムー
に達している。こうして漢方薬であるニクジュウヨウ（肉
蓰蓉）の資源問題が解決しただけでなく、砂漠に75万ムー
もの栽培拠点を設けることができた。セッコク（石斛）、
カンシュクバイモ（川貝母）、トウチュウカソウ（冬虫夏
草）、ジャコウジカ、クマといった絶滅の恐れのある動植
物の人工栽培や飼育も概ね成功している。
4.2　一般的な漢方薬材の規範化栽培技術に関する研究と

普及
漢方薬産業の発展や品質の高い漢方薬材に対する需要

拡大に対応するため、1998年から『漢方薬の近代化を促
進する行動計画』が実施されている。同計画により、国
家は漢方薬材の規範化栽培技術に関する研究を大々的に
支援するようになった。100種類を超える一般的な漢方薬
材の規範化栽培技術に関する研究に対する資金援助が相
次いで決定し、品質の高い漢方薬材の生産が可能となっ
た。このうち50種類余の漢方薬材についてGAP生産拠点
を設立したほか、その多くが国家食品薬品監督管理局の
認証を受けた。中国政府が退耕還林（耕地を森に戻す）
政策や退牧還草（牧草地を草原に戻す）政策を実施する
と、全国で漢方薬材の栽培ブームが巻き起こった。漢方
薬農業は、中西部地区における重要な産業となっており、
カンゾウ （甘草）、オウギ（黄蓍）、タンジン（丹参）、キ
ンギンカ（金銀花）、オウゴン（黄苓）、チョウセンニン
ジン、デンシチニンジン（田七人参）、コウカ（紅花）、キッ
カ（菊花）、シャクヤク（芍薬）、オウレン（黄連）など
の作地面積は、いずれも数十万ムー（1ムーは約6.667アー
ル）に達している。これまでに200種類におよぶ一般的な



320 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

医薬品添加物の調合、成形製剤などが含まれる。中国に
おける漢方薬生産の近代化を実現するため、最近20年に
わたって漢方薬の生産技術に関する膨大な研究が行われ
た。新しい技術や設備を開発し、工業化生産に応用する
ことにより、生産効率やプロセス化水準を向上する面で
大きな成果が得られた。
抽出工程においては、連続向流抽出、マイクロ波抽出、

超音波抽出、二酸化炭素を用いた超臨界流体抽出といっ
た抽出法や設備が開発された。固液分離工程においては、
ディスク型遠心分離機、円筒型高速遠心分離機、膜分離
などの設備が開発された。漢方薬成分の分離、純化、精
製といった工程においては、クロマトグラフィー技術が有
効成分や有効部位の分離や純化に応用され始めている。
例えば巨大網状吸着樹脂やイオン交換樹脂が漢方薬成分
の分離や純化に広く応用されている。またポリアミド、セ
ファデックスLH-20 (Sephadex LH-20)、セファデックスG 
(Sephadex G)、逆相シリカゲルRP-18といったクロマトグ
ラフィー充填剤が、付加価値の高い漢方薬成分の分離に用
いられている。さらにタキソール(Taxol) など一部の単一
化合物の生産において、工業液相が応用され始めている。
乾燥工程においては、真空乾燥や噴霧乾燥が広く普及し
ているほか、ベルトコンベヤタイプ真空乾燥、冷凍乾燥
といった技術や設備も抽出物の乾燥に応用され始めてい
る。製剤工程においては、ワンステップ造粒、噴霧造粒、
口腔内崩壊錠、ソフトカプセル、パップ剤などの生産設備

が開発され、工業化生産において広く応用されている。ま
た大蜜丸（生薬を蜂蜜で練って丸めた丸薬をロウで包んだ
もので一粒が0.5g以上のもの）、小蜜丸（大蜜丸より小さ
く一粒が0.5g以下のもの）、微丸（直径2.5mm未満の丸薬）
といった伝統的な製剤の生産設備も改善されており、パイ
プライン化や自動化が実現している。

７．中国における漢方薬の発展余地
中国の伝統的な薬品である漢方薬は、数千年にわたる

臨床応用を通して、器質的疾患、慢性疾患、自己免疫疾患、
ウイルス感染といった疾患の予防や治療に効果があるほ
か、抗老化、健康回復、ヘルスケアなどにも寄与するこ
とが明らかになっている。中国経済の発展や人口高齢化
が進み健康意識が強まるに伴い、漢方薬に対する需要も
長期的に増加し続ける見込みである。このため中国政府
は、漢方薬に関する研究や産業の発展を極めて重視して
おり、第11次五ヵ年計画における「重要新薬開発のため
の特別プロジェクト」の中で、特別プロジェクト予算の
三分の一以上を漢方薬関連の資金援助とすることを明ら
かにしている。同プロジェクトにより漢方薬に関する科
学技術の革新が進み、産業の発展や漢方薬の国際化が促
進されることだろう。今後10年の間に、中国における漢
方薬の研究や産業のハイテク水準は、世界トップレベル
に達すると予想される。
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務に従事。

要旨：
キュービック液晶とは一般に、両親媒性分子が水中で

自己形成する、独特の構造を持った安定した体系を指し
ており、2本の互いに通じていない水チャネルと巨大な膜
表面積を有し、さまざまな極性の薬物を送達することが
でき、かつ優れた生体接着性、生体適合性、安定性を具え、
薬物キャリアの分野においてかなり大きな優位性を示し
ている。本論文は、近年の我が国における、放出制御型
薬物キャリアとしてのキュービック液晶の分野に関する
研究の進展について概説と総括を行い、キュービック液
晶の放出制御製剤における応用の将来性を展望している。

１．前書き
医療薬学の発展と人類の健康モデルの変化にともな

い、人々は薬物の「安全・有効」に関心を持つと同時に、
薬物の「有効・安全」という特色にふさわしい新しい剤
形に関心を寄せ、それにより薬物の有害副作用の低減、
生体利用率の向上、服用回数の削減といった目的を達成
してきた。科学技術の絶え間ない発展にともない、前世
紀50年代に登場した放出制御製剤はまさに上記のニーズ
を満たすことが可能となっている。
放出制御製剤の研究は外国で始まったが、その開発周

期が短く、経済リスクが小さく、技術内容が高く、しか
も利益がかなり大きいことから、治療効果と産業効果の
ウィンウィンを実現することができ、製剤開発における
活発な分野となっている。近年、我が国の放出制御製剤
の研究開発と生産も長足の進展を遂げており、様々なタ
イプの放出制御製剤製品を打ち出して臨床に応用するこ

とが、国内の医薬製品発展の主流方向となり、必然的趨
勢となっている。
現在、各種の機能性薬物キャリアの出現は、新しい放

出制御製剤を開発するための条件を提供している。薬物
キャリアは必要に応じて正確に放出を遅らせたり、抑え
たりすることができるため、治療効果が十分に上がると
いう前提の下での薬物投与量の削減によって毒性反応を
軽減する、という目的を実現し、多くの薬学研究者の関
心を集めてきた。薬物キャリア材料の放出制御製剤分野
における応用と研究は、すでに飛躍的発展を遂げている
が、その供給源に限りがある、合成が難しい、化学的安
定性が劣る、生体適合性が芳しくない等の欠陥があるた
め、その応用は制限されている。したがって、新しい薬
物キャリアの絶え間ない開発がどうしても必要である。
20世紀70年代、液晶は一つの新興の材料として、研究

者の大いなる興味を呼び起こすとともに、電子分野に広く
応用された。実際には、液晶の用途はそれよりもはるかに
豊富・多様で、臨床における心血管疾患診断、胎盤定位、
火傷の度数識別などの方面にも用いることができる[1]。最
近では、一部の有機物液晶についての研究及び、いくつか
の特殊な液晶構造に対する認識にともない、研究者はま
すます液晶を活用して生命システムに関連した研究と開
発を行うようになっている。液晶は生物学上、細胞膜に似
た構造を持ち、また良好な調合・安定特性も具えているた
め、薬学関係者から広く重視されている[2-5]。なかでも、
キュービック液晶はターゲット性、生体親和性、生物分
解性などの特徴を有し、すでに薬学、材料科学、微分幾
何学、生物学、臨床医学など、多くの学問分野に放射状
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中で自己形成した熱力学的に安定な脂質二重層がさらに
再構成した、各種の形状と構造を具えた体系――図1に示
すような、層状液晶、逆ヘキサゴナル液晶、キュービッ
ク液晶を指している。このうち、キュービック液晶は、
両親媒性分子が疎水基を内側で、親水基を外側で球状に
凝集し、球状ミセルがさらに堆積して様々な立体構造の
キューブとなって出来るものであり、他の液晶相と比べ
ると、キュービック液晶は比類のない構造的優位性を具
えている。

2.2　キュービック液晶の立体構造の特徴
キュービック液晶は独特の構造を具えており、立方格

子を構造単位として、空間において三次元延伸し、双連
続性ネットワーク構造を有し、すなわち脂質二重層が捻
じれ折れて、三次元、循環排列、最小の表面積という特
徴を有する緊密な構造を成しており、「蜂の巣状」に類似
している。Larrsonはキュービック液晶双連続相の立体モ
デルについて初めて報告し、さらにその後、Scrivenが実
験・研究を行ってこれを支持した[5]。Larrsonの考えによ
れば、キュービック液晶には、図2に示すような、（A）
Pn3m（双菱形格子CD,Q224）、（B）Ia3d（ヘリカル格子 
CG,Q230）、（C）Im3m（体心立方格子CP,Q229）という
3種類の格子構造がある。また、このネットワーク状の
キュービック液晶格子の内部には2本の互いに通じていな
い、互いに不連続な水チャネル（aqueous channel）があり、
うち1本は外部とつながり、もう1本は密閉されているが、
その表面は巨大な膜表面積を構成しているため、薬物送
達の多様性という特徴を具えており、一つの潜在的な薬
物キャリアである。

３．キュービック液晶の薬物キャリアとしての特徴
このような双連続性のネットワーク構造が、優れた温

度安定性、巨大な内表面積、ゲルに類似した粘度といっ
たキュービック液晶に独特の長所を賦与しているとの発
見が報告されると[10-12]、それがまた薬物活性の保護、薬
物放出の制御、ターゲットを絞った薬物送達、薬物分子
間に発生する凝集及び化学反応の阻止などといった、い
くつかの新しい応用機能についての思考を触発した。さ

に広がり、複数の学問分野を包括した思考の「衝突」を
作り出し、薬学などの高度科学技術分野、さらには社会
全体に対し、極めて大きな推進作用を果たしてきた[6,7]。
また、薬物放出制御という研究分野に対するキュービッ
ク液晶の絶え間ない浸透と影響は、一つの深遠な技術革
命を誘発しており、その理論と技術の発展は、放出制御
製剤の改革と革新のために将来の大きな可能性を切り開
こうとしている。
外国のキュービック液晶の研究にはすでに十数年の蓄

積があるのに対し、国内における薬物キャリアへの応用
についての研究はスタートしたばかりだが、しかし国内
の関連研究はすでに素晴らしい進展と喜ばしい成果を上
げている。そこで、本論文では、我が国の放出制御製剤
におけるキュービック液晶の応用について概説すること
にする。

２．キュービック液晶
2.1　液晶の概要

液晶はサーモトロピック（thermotropic）液晶とリオ
トロピック（lyotropic）液晶に分けられ、前者は単一成
分の純化合物または均一混合物であり、温度変化によっ
て液晶の形成と相転移を起こし、分子形状は多くが板状
と棒状である。後者は多くが界面活性剤と溶剤から成り、
液晶相は溶剤濃度または組成条件によって転移を起こす
[8]。このうち、リオトロピック液晶系は主に2種類あり、
1種類は層状複水酸化物、ギブサイトといった無機リオ
トロピック液晶である。もう1種類は両親媒性分子と溶剤
によって形成され、両親媒性分子は薄い水溶液中にしば
しば単体及び、界面に吸着された形で存在するが、溶液
濃度がその臨界ミセル濃度（CMC）以上に達すると、分
子はファンデルワールス力と静電力によって互いに会合
し、体系の自由エネルギーを最小化し、分子濃度の増加
にともなって、ミセルは球形構造から棒状へ、さらには
ヘキサゴナル構造へと転移し、濃度が引き続き増大する
と、板状または層状構造となり、分子の炭化水素鎖は乱
れた分布から整然とした配列へと転移し、液体から液晶
への転移が完了し、また様々な光学的性質の液晶相を呈
するようになる[9]。
現在、薬学分野でいうところの液晶とは、主にリオト

ロピック液晶、すなわち、一定濃度の両親媒性分子が水

◎図1　液晶（A： 状液晶；B：反相六角液晶；C：立方液晶）

◎図２　立方液晶
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らに、キュービック液晶の水チャネルは、水溶性薬物を
送達することができる一方で、脂溶性の薬物はキュービッ
ク液晶の脂質二重層膜内に封入しておくことができるた
め、キュービック液晶は一種の薬物キャリアとすること
が可能である。長期にわたる探究の結果、研究者はキュー
ビック液晶を薬物キャリアとして使用することには多く
のメリットがあることを発見した。第一に、それは熱力
学的に安定な体系で、調製時に外力の作用を必要とせず、
常温下で長期保存ができる。第二に、体系中に大量の界
面活性物質があるため、難溶性薬物の溶解度を高めるこ
とができる[4]。さらに、キュービック液晶は薬物の徐放キャ
リアとして、その徐放効果が薬物の極性及び分子量の大
きさによる制限を受けない[5]。最後に、キュービック液晶
は薬物を保護し、薬物の安定性を高め、酸化しやすい不
安定な薬物が生体酵素及び免疫系の影響を受けないよう
にすることができる[6,7,15]。
また、キュービック液晶は最も早期には脂肪消化の過

程で発見され、その後、形質膜といくつかの生体膜にお
いてもその存在が発見された。したがって、キュービッ
ク液晶と脂質体は似ており、いずれも生体膜に類似した
構造を持っているが、しかし、伝統的な脂質体と比較す
ると、キュービック液晶には、高い安定性という長所が
ある。リン脂類脂質の酸化は脂質体の不安定さをもたら
す原因の一つである。キュービック液晶内部の膨大な、
循環延伸する三次元ネットワーク構造は、比較的高い薬
物送達量と安定性を確実に保証することができる。キュー
ビック液晶はナノ粒子として調製すると、無限に希釈す
ることができ、希釈安定性が優れているが[12]、脂質体は
希釈するとその漏出確率が増大する。
以上のことからわかるように、キュービック液晶は薬

物キャリアとして様々な優位性を具えており、放出制御
型薬物送達システムに広く応用することが可能である。

４．キュービック液晶薬物送達剤形の設計
キュービック液晶はマクロ的には主に三つの形態―バ

ルクゲル状、液晶粒子分散系（cubosomeともいう）、前

駆体として表れるため、研究者はキュービック液晶のそ
れぞれの形態の構造と性能の特色に基づいて、様々な薬
物送達剤形を設計し、多様化した薬物送達方式に適合さ
せてきた。
4.1　ゲル型キュービック液晶
バルクゲルは一種の光学的に等方性の液晶、すなわち

概念上のキュービック液晶であり、粘稠・透明で、外観
は図3の通り、固体に類似しており、水と平衡に共存する
ことができる。ただし、ゲルのキュービック液晶は含水
量が高く、粘度が大きいため、薬物送達手段のスタイル
多様化を制限しているが、キュービック液晶に独特の生
体接着性により、経皮薬物送達への使用に適している。
4.2　キュービック液晶ナノ粒子
キュービック液晶ナノ粒子の調整は一般に、まず融解

した液晶材料と水、または薬物を含有した水溶液を混合
し、しばらく平衡に放置してゲル状キュービック液晶を
形成させ、そのあと過量の水を加え、さらに超音波、高
圧といった高エネルギーによる均質化処理を数回行い、
図4に示すように、ナノまたはマイクロレベルの粒子に分
散させる。キュービック液晶ナノ粒子系には通常、ポロ
キサマー 407（F127）、ポリビニルアルコール（PVA）、
ポリペプチド等といった安定剤を加える必要がある。う
ちF127は最もよく用いられる、一種の両親媒性ブロック
共重合体で、これを加えると安定したネットワーク構造
を構築するのに有利であるが、ただしその用量は考察を
経て決定しなければならない。キュービック液晶ナノ粒
子は注射、経皮または眼部薬物送達製剤とすることがで
きる。

4.3　キュービック液晶前駆体
キュービック液晶は粘稠度が高すぎ、平衡化に要する

時間が比較的長く、調製と実際の応用には一定の困難が
伴うが、液晶系の相転移の特徴に基づき、先に低粘度の
液晶系、すなわちキュービック液晶前駆体を調製し、こ
れを一定の条件の下でキュービック液晶に転移させるこ
とができれば、調製の利便性と応用の事業化可能性を効

◎図３　凝 型立方液晶

◎図４　立方液晶 米粒
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果的に高めることができ、キュービック液晶の使用範囲
も拡大することができる。
キュービック液晶前駆体は通常、固体または液体の形

で存在し、液体との接触といった外的要因に促されて吸
水・膨潤し、キュービック液晶を形成する。Engstroem[13]

の発見によれば、層状液晶の含水量はキュービック液晶
より低く、同時に粘度もより低く、流動性が優れており、
体液と接触すると、粘度のより高い、構造のより緻密な
キュービック液晶に転移することができ、一種のキュー
ビック液晶前駆体とすることができる。
層状液晶のほか、液体型の等方性溶液もキュービック

液晶前駆体とすることができる。ChangとBodmeier[14]は
三元相図を通じて液晶相の転移特性について考察するこ
とにより、低粘度のキュービック液晶前駆体を作り上げ、
研究の結果、薬物と有機溶剤がキュービック液晶を低粘
度の等方性溶液に転移させ得ること、この溶液は体内に
入ると、体液との接触により、吸水してキュービック液
晶を形成し、in-situ効果を達成するということを発見し
た。このうち、等方性溶液の識別と体系の組成は、相図
に基づいて決定することが必要だが、この研究は、等方
性溶液の薬物送達を使用して、注射に供することの可能
な製剤が調製できるということを示している。

５．我が国の放出制御型薬物送達システムにおける
キュービック液晶の応用

キュービック液晶の調製プロセスは穏やかで、その優
れた生体適合性・接着性及び自己安定的特質から、放出
制御型薬物送達システムの分野において大きな潜在能力
を有しており、また経口、経皮、注射等の薬物送達方式
にも応用することが可能である[15-17]。
5.1　経口薬物送達システム
経口に用いるキュービック液晶は前駆体の形に調製す

ることにより、胃腸管に入った後、水分を吸ってキュー
ビック液晶を形成し、薬物を放出するようにすることが
できる。前駆体が層状結晶の形で存在する場合、この液
晶相は水分を含んでいるため、成形と貯蔵に不都合であ
る。前駆体が等方性溶液である場合は、体内に入ると、
その相転移過程がコントロールしにくくなる可能性があ
り、薬物放出の再現性がかなり低く、バースト放出が深
刻となる。以上の理由から、経口用キュービック液晶を
水分を含まない固体前駆体として調製することは、製剤
の成形・貯蔵・輸送により適している。
近年、製薬工業の発展と製薬技術の進歩にともない、

徐放性ハードカプセルは伝統的充填技術の上に新たな概
念を生み出したが、液体充填カプセルこそは一つの新し
いタイプのカプセル製剤として、固体剤形による液体放
出方式を「液体・半固体製剤の理想的容器」にしたもの
である[18,19]。薬物は液体充填カプセル―半固体基質（Semi 
Solid Matrix, SSM）充填カプセルともいう―を通過する

が、薬物と適当な賦形剤が混合すると、充填物に適度な
粘度、HLB値またはその他の特性が具わるため、計画し
た徐放特性が得られる[20]。液体充填ハードカプセルは一
つの新しいタイプの剤形として、薬学界及び薬品生産分
野においてますます広く関心と承認を得ており、液体充
填ハードカプセル剤の処方と生産プロセスに関する研究
とその発展により、充填物はすでに脂溶性液体薬物から、
単一種類の液体・乳剤及び、非水溶液・懸濁剤や固体分
散剤から成る混合液状物を含む、非脂溶性液体薬物へと
拡大している[21]。
筆者らのチームは上記の理念に基づき、キュービック

液晶という新タイプの薬物キャリアと液体注入ハードカ
プセル技術を革新的に結びつけ、処方物質が体温下で溶
解し、室温化で固化するという性質を利用して、貯蔵と
包装のために有利な条件を提供するとともに、キュービッ
ク液晶の大きな粘度など、経口に適した製剤を作る上で
の障害を克服した。本研究を通じて調製したキュービッ
ク液晶前駆体カプセルは、様々な性質の薬物を包容でき
る、過量の水と安定的に共存できる、徐放効果を提供で
きるといったキュービック液晶の長所を十分に利用し、
薬物の含有量、内容物添加剤の種類とその用量について
の考察を通じて処方の最適化を成し遂げ、前駆体カプセ
ルの体温下での溶解、内容物の放出媒体との接触後にお
ける速やかなキュービック液晶形成という転移を実現
し、脂溶性・水溶性薬物が24時間にわたる徐放効果を上
げるようにしたものである。この新タイプの徐放製剤は
処方プロセスが簡単で、様々な性質の異なる薬物に適用
でき、経口用キュービック液晶のために成形の手立てを
提供し、工業化生産実現のために根拠と基本的条件を提
供している。
5.2　経皮薬物送達システム
いくつかの両親媒性分子と分子会合体は、経皮的浸

透促進剤として薬物の経皮輸送を促すことができ、また
人体の皮膚角層タンパクの中にキュービック液晶に似た
双連続型結合を見つけたという報告もあることから[10]、
キュービック液晶は経皮薬物送達システムに応用するこ
とができ、さらに浸透促進作用を発揮することも可能で
ある。さらに、キュービック液晶独特のin-situ生体接着特
性と、潰瘍・感受部位に対する液晶層の一時的保護作用
によって、キュービック液晶は他の経皮薬物キャリアよ
りも優れたものとなっている。
甘莉ら[22]はデキサメタゾンをモデル薬剤とし、高圧均

質化法を採用して眼用ナノキュービック液晶を調製する
とともに、その家兎房水内薬物動態について考察を行っ
た。実験により、デキサメタゾン・ナノキュービック液
晶眼用製剤のAUC0→240とCmaxは、いずれも市販の溶液
剤より著しく高い（P<0.05）ことを発見したが、これは
デキサメタゾン・ナノキュービック液晶眼用製剤が房水
の薬物濃度を著しく高め、眼部組織における薬物の生体
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察し、水の含有量が50%を下回っているときは、大領域の
等方性溶液が形成され、その粘度は非常に低く、優れた
流動性を具えているということを発見した。さらに、示
差走査熱量測定、顕微ラマン分光法、X線小角散乱法、レ
オロジーなどの検査手段により、この等方性溶液は組織
液と接触すると、水分を吸って膨潤し、高粘度の生体接
着性能を有するフィタントリオール・キュービック液晶
に転移することができることが明らかになり、このよう
なin-situキュービック液晶を一種の血管塞栓材とし、肝癌
に応用して治療に介入するという構想を立てた。この研
究は正常な家兎の肝動脈塞栓実験を通じて、塞栓材とし
てのin-situフィタントリオール・キュービック液晶の技術
的な事業化可能性、塞栓の有効性と安全性を探るもので
あった。その結果、in-situ フィタントリオール・キュービッ
ク液晶はマイクロカテーテルをスムーズに通過すること
ができ、注入抵抗が小さく、粘着現象がなく、図6に示す
ように、デジタルサブトラクション血管造影装置の下で
肝動脈がうまく塞栓されているのが見られ、しかもキュー
ビック液晶の高い生体接着性により、注射部位に長期間
滞留させることができ、異所性塞栓の可能性が減少した。
また、病理切片の検査結果は、肝動脈腔内に塞栓材が充
填されているのに対し、正常な肝組織と血管には異常が
ないことを示しており、in-situフィタントリオール・キュー
ビック液晶が血管塞栓材となり得ることが明らかになっ
た。当チームのこの革新的な研究は、キュービック液晶
実験技術の検討、キュービック液晶に独特な性能の開発
利用、医薬分野におけるキュービック液晶の発展促進に
とり、大きな理論的・実践的価値を有するものである。

６．展望
キュービック液晶は登場以来、その優れた生体適合性、

接着性、自己安定的性能により、国内外の多くの薬物研
究者と製薬企業の大きな関心を集め、またその様々な性
質や性能についてもかなり広く、深く知られるようになっ
た。薬物製剤の方面で、キュービック液晶は極めて大き
な潜在力を発揮し、広範囲に応用され、例えばゲル基質、
生体接着材料、マトリックス材料等として、様々な薬物
送達システムに適しており、特に放出制御製剤分野にお
ける研究はすでに一定の深さと広さに達している[25]。だ

利用率を改善することができるということを示している。
儲藏[23]は、生体適合性を持つレシチンを界面活性剤、

無水アルコールを界面活性助剤、ミリスチン酸イソプロ
ピルを油相として選択採用し、三元相図を利用して四元
キュービック液晶の形成領域について考察を行い、その
うえで浸透速度と液晶粘度を指標として、テトラカイ
ン・キュービック液晶の処方スクリーニングを実施。安
定性実験とインビトロでの評価結果から、テトラカイン・
キュービック液晶経皮製剤は性質が安定し、安全有効で、
さらなる研究と開発が可能であることを明らかにした。

このほか、筆者らのチームはキュービック液晶経皮製
剤の設計、研究を行い、三元相図を使って、グリセリル
モノオレアート―水の二元液晶系に対する浸透促進剤ポ
リエチレングリコールの影響について研究し、偏光顕微
鏡とX線小角散乱技術によってキュービック液晶の領域を
証明した。インビトロ放出実験の結果は、この三元キュー
ビック液晶が、図5に示すように、カプサイシンをゆっく
り放出できるということを示し、またインビトロ細胞毒
性実験により、グリセリルモノオレアートはインビトロ
培養のラット皮膚線維芽細胞に対して明らかな毒性を持
たず、キュービック液晶経皮薬物送達材料として、皮膚
に対する毒性が比較的小さいということが示された。し
たがって、カプサイシン・グリセリルモノオレアート・
キュービック液晶は術後の長時間作用型鎮痛経皮製剤に
用いることができ、将来における大きな応用の可能性を
有している。
5.3　注射薬物送達システム
乳剤、脂質体、生体内分解性マイクロスフィア、ミセ

ルは、かつて注射薬物送達システムの研究に用いられて
いたが、程度の差こそあれ、いずれにも安定性の問題が
存在し、しかも脂質体は体内での消失が速いうえ、滅菌
及び薬物封入率が低いなどの問題が存在しており、一方、
マイクロスフィアは再現性が劣り、製造工程も相対的に
複雑である[24]。だが、キュービック液晶という新タイプ
の薬物キャリアは、上記の問題がかなり解決でき、その
多様な剤形選択、独特の性質、優れた組織適合性から、
注射薬物送達システムに用いることが可能である。
筆者らのチームは三元相図を利用して、エチルアルコー

ルのフィタントリオール液晶相に対する影響について考

◎図５　立方液晶 放辣椒 示意

◎図６　立方液晶肝 脉栓塞 （A：栓塞前；B：栓塞后）
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が、キュービック液晶に関する大多数の成果はなお研究
開発段階にあり、一部の研究は依然として一方的、表面
的である。全体的に言えば、今日存在している最大の問
題は主に、いかにして産業化するかということと、応用
の事業化可能性、有効性等の方面に集中している。また、
製品化の可能な科学研究成果は決して多くないため、い
かにしてコストを下げ、現有の技術を生産力に転化し、

優れた薬効を具えた、中国の消費市場に適した放出制御
製品を生産するかということをさらに研究する必要があ
る。とはいえ、バイオテクノロジーの発展、医薬工学と
材料科学の急激な発展にともない、キュービック液晶は
より広範囲に、深く掘り下げて研究・応用されていくは
ずであり、その将来における発展は楽観すべきものであ
り、非常に大きな市場潜在力を有している。
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天然物新規合成法の研究･開発

１．はじめに
近年，衛生環境・食糧事情の改善等により，人々の平

均寿命が著しく延び，いわゆる高齢化社会が到来してい
る。医療技術の進歩に伴って臓器移植患者の増加もみら
れる。また，生活様式の欧米化に伴って，癌患者や種々
の生活習慣病患者が増加している。さらに，コンピュー
ター技術の通信情報システムへの応用とそれらの普及に
よる地域社会や職場における人間関係の変化は，ストレ
スに悩む人達の増加をもたらしている。このような人達
においては免疫機能が著しく低下しているため，健常人
では問題にならないような細菌やウイルスの感染により
容易に発症し，しかも重症化しやすい傾向にある。
２０世紀の後半から新興ウイルス感染症が相次いで発

見されたが，その多くは国境を超えて急速に感染拡大する
ものであった（表 1）。過去に３度のパンデミックを起こ
したインフルエンザは人獣共通感染症で，いずれの場合
も，弱毒型のA型インフルエンザウイルス（H1N1, H2N2, 
H3N2亜型）が原因ウイルスであった。ところが，1997年
に香港で発見されたインフルエンザウイルスは、新型の
鳥インフルエンザウイルス（強毒型の H5N1亜型）で，
2003～2006年にアジアやヨーロッパにおいても，しばし
ば感染が報告されたものである。因みに、本ウイルスは
我が国では，山口，大分，京都などの養鶏場で飼育され
ていたニワトリに感染したことから，感染拡大を防ぐた
めに多数のニワトリの処分が行われた。また，タイ，ベ
トナム，インドネシアなどのアジアでは，本ウイルスが
ヒトにも感染し，死者がでるに至った（感染者の致死率
60％）。そこで，我が国の厚生労働省は，高病原性の新型
鳥インフルエンザのパンデミックを想定した対応マニュ
アルを作成するとともに，抗インフルエンザ薬（ノイラ
ミニダーゼ阻害剤）として認可されている oseltamivirや
zanamivirの備蓄を各医療機関に指示した。そのような状
況下にあった昨年の春，メキシコで突然発生した新型豚

インフルエンザは瞬く間に世界中に感染拡大し，６月11
日にWHOがPhase 6を宣言するに至ったことから，日本
列島はパニック状態となり，マスコミにより新たな感染
者数や死亡者数が連日報道された。幸い，今回の病原体
は弱毒型（H1N1亜型）で，年末には新たな患者の発生が
激減し，それ以後現在に至るまで沈静化しているが，強
毒型の鳥インフルエンザの流行の可能性がなくなったわ
けではない。既に確認されたH5N1亜型の鳥インフルエン
ザウイルスのトリからヒトへの感染やノイラミニダーゼ
阻害剤耐性ウイルスの出現は，なお現実に起こりうる重
大問題である。ところで，抗インフルエンザ薬として最
も多く生産，使用されているのはoseltamivirであるが，
本薬剤は経口服用量の 80％以上が体外に排泄され，下
水道を通って排水中に流れ出る。最近，排水中にかなり
の量のoseltamivirが検出されたことが新たな問題となっ
ている。1) インフルエンザウイルスは，水鳥の腸管に常在
して増殖するが，冬期に放流水温が高く，食餌生物が多
い下水処理場放流口付近に集まる傾向があることから，
oseltamivirが残留している放流水を水鳥が飲むことにな
るので，水鳥の体内でoseltamivirに耐性を持つウイルス
株が出現する可能性がある。加えて，化学合成された抗
ウイルス薬は子孫ウイルスの特定の複製過程を標的とし
たものであるが，生体にとっては異物（毒物）であるこ
とから副作用の発生を避けることができないという宿命
的な問題がある。
著者らは，伝承薬や食用藻類などの古来より人々の生

活の知恵として活用されてきた天然素材を対象として，
新規な化学構造や作用機序を有する生物活性分子を探索
し，それらのウイルス感染症に対する有用性の評価を行っ
てきた。本稿では，それらのうち，メカブ由来フコイダ
ンの有用性について紹介する。
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１．メカブ由来酸性多糖体の化学的性状
メカブは褐藻に属するワカメ Undaria pinnatifida の胞

子葉で，我が国ではヌメリのある食材として珍重されて
いる。申請者らがメカブから抽出・精製した酸性多糖体
は，みかけの分子量は 9,000で，fucoseとgalactoseをほ
ぼ 1:1の比で含むとともに，uronic acidを1.9%，硫黄を
10.4% 含むことからfucoidan (FU) の一種であることが分
かった。また，本多糖体は，メチル化分析により，複雑
な枝分かれ構造を有し，硫酸基はfucose残基の２位及び
galactose 残基の３位または６位に結合していることが判
明した。2）

２．メカブ由来フコイダンのin vitroでの抗ウイルス作用
FUについて種々のウイルスに対する増殖阻害活性を評

価したところ，FUは単純ヘルペスウイルス１型(HSV-1)，
同２型（HSV-2），ヒトサイトメガロウイルス（HCMV），
及びA型インフルエンザウイルス（IFV-A）などのエン
ベロープをもつウイルスに対しては顕著な阻害活性を示
したが，エンベロープをもたないpoliovirusやcoxsackie 
virusに対しては無効であった。2）また，ウイルスの感染
と同時にFUを添加した場合の方が感染直後に添加した場
合より大きい選択指数を示したことから，FUはウイルス
の宿主細胞への吸着・侵入段階を阻害すると推察された。
一方，FUのIFV-Aに対するより具体的な作用標的段階を
明らかにするために time-of-addition実験を実施したとこ
ろ，FUは，ウイルスの感染と同時に添加した場合に感染
24時間後の子孫ウイルス量を顕著に抑制した。また，感
染中にのみFUが存在した場合は，対照群の40% までウイ
ルスの産生を抑えたが，それ以外の時間帯に添加した場
合は，極めて弱いウイルス増殖阻害効果しか示さなかっ
た。3）これらの実験結果は，FUの作用標的は，ウイル
スの細胞への吸着段階であることを示している。因みに，
抗インフルエンザ薬であるoseltamivirは，子孫ウイルス
の細胞外への放出の際に関与するneuraminidaseに対し阻
害活性を示すもので，ウイルスの感染３時間以降に添加

してもウイルスの産生を顕著に抑制したことから，FUは
明らかにosertamivirとは異なる作用機序を持つことが判
明した。そこで，培養細胞を用いる評価系において，FU
と oseltamivir の種々の濃度の組み合わせによる抗IFV-A
活性の変動を調べたところ，両者は明らかに相乗作用を
示すことが分った。3）なお，いずれの組み合わせにおい
ても細胞毒性の上昇は認められなかった。

２．メカブフコイダンのin vivoでの抗ウイルス作用3, 4）

1×106 PFU (plaque forming unit) の IFV-A (A/
NWS/33株) をBALB/cマウスの鼻腔内に接種した場合の
死亡率を比較したところ，対照群は37%であったが，FU 
(5 mg) とoseltamivir (0.1 mg) の投与群は0%であった。
一方，それぞれ単独又は両者を併用して１日２回経口投
与したところ，FU単独投与群における肺のウイルス量
は，対照群と比べて顕著な減少が認められなかったが，
oseltamivir単独投与群及び併用投与群におけるウイルス
量は顕著に減少した。なお，併用投与群における肺のウ
イルス量は，oseltamivir単独投与群と比較しても有意に
減少した。これらの実験結果は，FUをoseltamivirと併用
投与することにより，oseltamivirの副作用の発現や薬剤
耐性ウイルスの出現を軽減させることが可能であること
を示唆している。

３．メカブフコイダンの免疫系に及ぼす効果
生体にウイルスが感染すると，防御機能を担っている

自然免疫系と獲得免疫系が応答する。従来の抗ウイルス
薬は，いずれもウイルスの複製に関与する酵素や蛋白質
などを標的部位としたものであり，生体の免疫系を標的
としたものはワクチンに限られていた。ただし，ワクチ
ンが効果を示すのは，抗原としてのウイルスの遺伝子に
変異がない場合である。また，免疫力が低下している人
に対してはワクチンの効果はあまり期待できないし，副
作用を惹起する危険性もある。そこで，FUについて，生
体の免疫機能に及ぼす効果を調べた。生体に侵入したウ
イルスは，自然免疫系を担っているマクロファージによ

◎表１　近年の主な新興ウイルス感染症

◎図１　抗癌剤（5-FU）処理マウスにおけるIFV-A感染後の血清 (A) およ
びBALF (B) 中の抗体産生量に及ぼすFUの効果

■: H2O投与群; ■:oseltamivir投与群; □: FU投与群



329

新薬の研究・開発

血清及びBALF中における中和抗体のみならず BALF及
び糞便中の分泌型IgA の産生量に対しても増加作用を示
すことが確認された(図 2)。5)

以上のように，メカブ由来FUはインフルエンザの病原
体としてのウイルスの増殖を抑えるのみならず，生体の
免疫機能調節作用を有し，ウイルス感染に対する防御効
果をもつので，日常的なFU摂取は，将来想定されている
新型鳥インフルエンザのパンデミック対策としても重要
な意味をもつと考える。因みに，FUのインフルエンザ感
染予防効果（抗体産生能増強効果）は，最近，特別養護
老人ホームに入居している67歳から102歳の男女67名を無
作為に２群に分けて実施されたヒトでの試験においても
実証された。6) 

り貪食されるが，FUはマクロファージの貪食能亢進作用
を示した。3) また，natural killer (NK) 細胞も自然免疫系を
担う細胞の一種であるが，加齢，ストレス，外科手術，
放射線療法や化学療法などにより惹起される免疫力の低
下状態からの回復に寄与している。そこで，抗癌剤とし
て利用されている5-fluorouracil (5-FU)で処理してNK活
性を低下させたBALB/cマウスにFUを経口投与したとこ
ろ，NK活性は正常値にまで回復したのに対し，NK活性
が正常に維持されているマウスでは，FU投与によるNK
活性の上昇は見られなかった。3) 一方，FUは抗体産生に重
要な役割を果たしているB細胞のブラスト化を濃度依存的
に促進した。3) また，IFV-A感染後の中和抗体産生に及ぼ
すFUの効果を調べたところ，FU投与群の２週間後の血
清中の中和抗体価は蒸留水投与群（対照群）に比べて有
意に上昇していた (図 1)。4) ところで，抗癌剤は免疫力を
低下させる事が知られている。そこで，5-fluorouracilを投
与したマウスにIFV-Aを感染させてから２週間後の血清
及びBALF中における中和抗体産生に及ぼすFUの効果を
調べたところ，同様に抗体産生増強作用が認められた。
Oseltamivir投与群では，抗癌剤の投与に関係なく中和抗
体の産生量は対照群およびFU投与群と比較して著しく低
かった。4) さらに，FUの粘膜免疫系に対する作用の評価
として，分泌型のIgAの産生量を調べたところ，気道粘膜 
(BALF)からのIgA産生量は対照群と比較して有意に増加
したのに対し，oseltamivir投与群では，対照群と比べて
も少ないことが判明した。4) このことから，インフルエン
ザという疾患は同一シーズンに再感染する機会が多いこ
とを考慮すれば，充分量の抗体が産生されず発症を繰り
返す結果としてoseltamivirの頻回投与につながり，新た
なoseltamivir耐性ウイルスの出現を招くことになるとい
うことが懸念される。さらに，鳥インフルエンザウイル
ス（H5N3, H7N2亜型）をマウスに感染させた場合のウイ
ルス特異的抗体産生に対する効果を検討した結果，FUは

◎図２　鳥インフエルエンザウイルス（H5N3, H7N2）感染マウスにお
けるウイルス感染２週間後の (A) 血清およびBALF中の中和抗体
産生量に及ぼすFUの効果

□: 血清; ■: BALF, 投与量：0, 1, 5 mg/day], (B) BALFおよび糞便中の
分泌型IgA産生量 [投与量：□: 0 mg/day; ■: 1 mg/day; ■: 5 mg/day
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ゲノム創薬の研究現状および展望

辻本　豪三　つじもと ごうぞう　●京都大学大学院薬学研究科　薬理ゲノミクス・ゲノム創薬科学分野教授
1953年2月奈良県生まれ。1978年北海道大学医学部卒業、　医学博士。

医薬研究とは、本来いかに効果的な薬を作り出すかという実学のはずが、いつの間にか理論が重視されるようになってしまいま
した。しかし、私たち医薬科学研究者が社会に直接貢献していくためには、実際に効果のある薬を作り出すことが一番ではない
かと考えています。京都大学薬学部を始め、大学発の薬はまだ未完成ですが、将来、京大といえばあの薬と言われるような臨床
薬の開発に取り組んでいきたいと考えています。同じような志の学徒が増える事を期待しています。 URL: http://gdds.pharm.
kyoto-u.ac.jp/

はじめに
創薬研究は、先端的な科学と技術の融合の上に成り

立っている。したがって、創薬研究のアブロ－チの歴史
を振り返ってみると、それぞれの時代における先端的な
科学と技術に基づき、研究コンセプトや開発手法の技術
が大きく推移している。近年、各学問領域の中で、生化
学、分子生物学、細胞生物学の著しい進展は目を瞠るも
のがあるが、中でも最大の収穫の一つは、ヒトゲノムの
全解読とそれに基づく生命科学研究の変貌、また併行し
て発展してきたコンピュータサイエンスの進展に伴うIn 
Silico生命科学、システム生命科学の誕生であろう。ヒト
ゲノムの構造が明かとなり、更に次世代高速シークエン
サーの登場などで近未来に迅速、安価に各個人のゲノム
が解析され、ヒトのゲノムから個のゲノム（personalized 
genomics）へ、またその個のゲノム情報の応用が急展開
する兆しにある。この加速化する個のゲノムの成果の影
響を最も受けるものは、病気の原因解明、診断、治療と
いった医療分野である。個のゲノムの成果により、個々
の患者の遺伝的体質に合わせた処方、治療計画がなされ
る、いわゆるテーラーメイド医療が現実となりつつある。
遺伝子情報を基に患者各人に個別至適化された薬物治療
を実現するため、従来から臨床薬物動態に関連する遺伝
学として発展してきた薬理遺伝学は、ヒトゲノムの解読
を受け更に薬理ゲノミクス（ファーマコゲノミクス）と
いう新たなコンセプトの登場とともに、医療への応用に
加速されつつある。また、この個別至適化した薬物治療
を実用的にするための『ゲノム創薬』により、遺伝子情
報に合わせた薬の品揃えの戦略も拍車がかかり、新たな
分子標的医薬、抗体医薬の広がりは更に個の疾患治療を
加速化しつつある。ここでは、この加速現実化しつつあ
る薬理ゲノミクスを基盤とする個の医療についての取り
組みの現状と更にそれを発展させる方法論、また近未来
の「個の医療」について俯瞰する。

薬 理 ゲ ノ ミ ク ス（ フ ァ ー マ コ ゲ ノ ミ ク ス　
Pharmacogenomics）とゲノム創薬
ヒトゲノム構造が明かとなり、その弾みを受けて現在、

世界の研究者の関心は構造（塩基配列）からゲノムに記
されている情報（遺伝子の機能）の読解（機能ゲノム科
学functional genomics）へと既にポスト・ゲノム（シー
クエンス）時代へ突入しつつある。このヒトゲノム計画
の影響を最も受けるものは、ヒトの病気の原因解明、診
断、治療といった医療分野である。ヒトゲノム計画の成
果により、病気の診断から治療に使用する薬の製造まで
のすべての過程は大きく影響を受け、近い将来には“あ
りふれた病気”に対しても個々の患者の遺伝的体質に合
わせた処方、治療計画がなされる、いわゆる個別至適化
医療（personalized medicine; わが国ではテーラーメイ
ド医療、オーダーメイド医療などと称される）が提供さ
れるであろう。このゲノム情報、技術を活用する患者各
人に個別至適化された “テーラーメイド医療”を現実化
するため、薬理ゲノミクス（ファーマコゲノミクス　
Pharmacogenomics）という新しい方法論が登場した。テー
ラーメイド医療-個別至適化した薬物治療-を実用的にする
には、遺伝子情報に合わせた薬の品揃えが必要となるが、
いわゆるゲノム情報から薬を理論的に創る『ゲノム創薬』
の戦略が、やはりヒトゲノム情報解読により多くの製薬
企業でますます加速化されつつある。このように、ヒト
ゲノム構造解読の波及効果として、ゲノム情報、ゲノム
テクノロジーの進展は大きなうねりとして基礎、臨床研
究、更には医療、創薬産業を大きく変えつつある。
２１世紀医療はテーラーメイド医療を軸として進化す

るであろう。そのテーラーメイド医療を完成させるため
には多くの”仕組み”が必要となる。すなわち、各個人
の"体質"（病気になり易さ、薬に対する応答性など）を正
確に診断し、更にその”体質”にあった治療、予防がデ
ザインされる。きめ細かな予防、治療のためには、いろ
いろなバイオマーカーも必要とされる。また、ゲノム科
学による影響は、このような臨床医療の現場だけではな
く、広く医療関連領域全般に波及効果が考えられる。例
えば、治療薬開発の臨床治験も従来の各個人の"体質"を同
一と考える集団統計に基づくものではなく、ゲノム解析
により層別化された集団（responder，non-responderと呼
ばれる効果群、非効果群、また副作用発現リスク群など）
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を対象として事前にハイリスクな被験者を除いておくこ
とにより小規模で、迅速、低価格化が可能となろう。こ
のように層別化されたある特定の患者集団を対象とする
テーラーメイド医療は広範囲な医療、医学革命をもたら
す。
このような医療の個別化を完成させ、また推進するも

のとして、層別化された患者集団に最も至適化された治
療薬を創成し提供する方法論が"ゲノム創薬“"薬理ゲノ
ミクス”である。ゲノム科学に基づき網羅的に疾患関連
遺伝子、治療関連遺伝子を探索し、科学的根拠に基づく
創薬を行うプロセスが"ゲノム創薬”であり、一方そのよ
うにして創られた薬物を各患者個々の遺伝的背景を元に
治療薬選択、投与設計を行う方法論が"薬理ゲノミクス” 
（Phramacogenomicsファーマコゲノミクス　とも言われ
る）である。既にゲノム創薬や薬理ゲノミクスの戦略は
かなり確立されつつあるが、創薬プロセス各層の迅速か
つ高高率なシステムが求められている。その最右翼の方
法論がバイオインフォマティクスを活用するIT創薬であ
る。

IT創薬：これからのゲノム創薬の鍵
わが国でもゲノム創薬の必要性は、産官学界いずれに

も強く認識されているものの、現在、必ずしも要請に十
分対応出来ていない。その主たる要因は、ゲノム生命科
学と化学が融合した新たな学際領域の人材不足、またそ
の背景には専門教育の欠如にあると考えられる。特に、
ゲノム創薬プロセスは、創薬ターゲット探索から創薬リー
ド探索を経て臨床段階に至る広範で高度に専門化した領
域からなる融合学際領域であるため、現状のオーソドッ
クス創薬のための単一学科のみで纏った専門教育体制で
はその修得が困難で、横断的な教育システムが必要とさ
れる。すなわち、急速に進展しつつある「ゲノム生命科
学（特にゲノム情報とゲノムテクノロジーからなる機能
ゲノム科学）」、「医薬品化学（特にケミカルゲノミクス）」、
そして両者を連関させ革新的な創薬へと昇華する「情報
科学（特にバイオインフォマティクス）」の融合領域を基
盤とするゲノム創薬科学の包括的教育とその実践的人材
の輩出が、今後のゲノム創薬の発展には急務である。
このような現況を克服する目的で、京都大学大学院薬

学研究科ではゲノム創薬科学の礎となる新たな学際領域
「創薬バイオインフォマティクス（IT創薬）」の体系化、
およびその基盤知識に基づくゲノム創薬の包括的かつ実
践的な指導を行い、今後の我が国における先端的創薬の
推進と確立を担う人材輩出を目指す新たな専攻科を計画
し、平成１９年度より文部科学省の支援を受けわが国初
のIT創薬専攻　"医薬創成情報科学専攻”を設立した。IT
創薬（医薬創成情報科学）専攻は次の３点の大きな特色
を有している。

１．新しい学際領域「創薬バイオインフォマティクス」
の体系化とその研究教育

２．ゲノム創薬プロセスにそった横断的な研究教育体制
の確立

３．新学際領域のための教育カリキュラム作成と実践的
ゲノム創薬人材養成コース
である。
新しい学際領域「創薬バイオインフォマティクス」の

体系化とその研究教育部門の新設：ここではゲノム創薬
科学の基盤となる新たな融合学際領域「創薬バイオイン
フォマティクス」の体系化と教育に取り組む。創薬バイ
オインフォマティクスは、ゲノム科学時代の生命科学を
医薬品化学と連携させる新たな創薬情報学分野であり、
従来型のオーソドックス創薬からゲノム創薬への橋渡し
を実現するゲノム創薬科学の基盤的専門領域と位置づけ
られる。創薬バイオインフォマティクスには、創薬のた
めのゲノム生命科学を担う｢機能ゲノミクス｣、ゲノム科
学時代の先端的医薬品化学を担う「ケミカルゲノミク
ス」、および両者を連関させ革新的な創薬へと昇華する「創
薬インフォマティクス」の新たな融合領域の大きく３領
域に対応する部門が必要となろう。
いずれにしろ、このインターネットによる情報グロー

バル化の今日、如何に効率良く、また迅速に、また網羅
的に必要な情報を抽出し、更に其の情報に基づき具体的
な創薬研究を効率良く推進する、いわばWET BIOLOGY
とDRY BIOLOGYを適宜使うことが要諦である。そのた
めには、其の両者（WET BIOLOGYとDRY BIOLOGY）
に精通した研究者が必要とされるが、未だわが国の現状
はお粗末な状況である。
国内外を問わず、基礎的なバイオインフォマティクス

の研究教育が普及・定着しつつありその応用の可能性に
機運が高まっているが、創薬に特化したバイオインフォ
マティクスやゲノム創薬科学の体系的教育システムは国
内外ともに構築されていなかった。しかし、近年、米国
ではポスト・ゲノムの戦略的ロードマップに基づきゲノ
ム情報の創薬への展開が産官学で囲い込まれようとして
おり、我が国のこの分野での遅れは致命的になりつつあ
る。これら米国におけるゲノム創薬の産学官連携体制に
対当し先行するには、我が国の国家戦略としてのゲノム
創薬の推進、とりわけその基盤となる独自の効率的なゲ
ノム創薬教育システムの構築とその人材養成が急務であ
る。特に欧米先進国の創薬戦略のみならず、IT領域では
インド、中国といった経済成長著しい新興国が、特にイ
ンドや東欧は従来より化学合成に実績が高く、またやは
りインド、中国などは天然物の宝庫である。今後、これ
らの国で其のIT力と天然物化学、化学合成が合体すれば、
其の創薬力は飛躍的に伸びるであろう。少子高齢化とゆ
とり教育で出遅れるわが国はこれらの国の後塵を拝する
危険が極めて高いことを危惧する。
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実践的なゲノム創薬研究開発者の人材が不足している現
状において、ゲノム創薬研究・開発の実践的人材の需要
は高まる一方である。IT創薬という学際領域の基盤知識・
技術に裏打ちされた実践的なゲノム創薬を推進できる人
材は、医薬製造業、情報処理業をはじめとした多くの企
業でのゲノム創薬の即戦力、あるいはベンチャー企業の
創出を促し、経済の発展と社会の福祉に貢献できると期
待される。また、IT創薬を通じて世界を先導するゲノム
創薬科学を確立することにより、創薬立国としての我が
国の世界競争における優位性が獲得できよう。国家戦略
としての取り組みを早急に期待したい。

2010年時点では医薬製造業の研究者のかなりの部分が
ITのスキルを有するとみられ、現在の医薬品製造の研究
者の約１～２割に相当する2000 人程度の人材が必要と試
算されている（三菱総合研究所）。また、バイオ関連の情
報サービスの雇用も2010年には30万人以上に急増すると
予想され、創薬とITの両方のスキルを有する人材に限定
したとしても数万人レベルの雇用が想定される。さらに
同アンケート調査によれば、医薬製造業、情報処理業い
ずれにおいても、創薬インフォマティクスのスキルを有
する人材採用は、即戦力として採用したいとの回答が2割
以上を占め、自社での育成や外部人材の利用を希望する
比率を大きく上回っている。このように、企業における
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糖鎖研究と創薬：バイオマーカーとしての糖鎖とその可能性

西村　紳一郎　にしむら しんいちろう　●北海道大学 大学院先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門新薬探索研究分野教授
昭和34年4月生まれ。1987年　北海道大学大学院理学研究科高分子学専攻、博士課程修了（理学博士）。JST産学イノベーショ
ン加速事業【先端計測分析技術・機器開発】で開発している全自動糖鎖分析装置をグローバルスタンダードにしたいと考えてお
ります。

１．はじめに
人類が自らの全遺伝子配列（ヒトゲノム）情報を手に

した２００３年から既に約７年が経過した。当時の驚き
とインパクトはかなり大きなものだったが、今考えてみ
てもこの前代未聞の偉業がとてつもないスピードで成し
遂げられたことにあらためて感服してしまう。１９５３
年にワトソン、クリックらによって「遺伝子の本体であ
るDNAは二重らせん構造のポリデオキシリボ核酸とい
う高分子である」ということが明らかにされてから５０
年という短期間でヒトの全ゲノム情報を解読してしまっ
たのである。この偉業はマリス博士によって発明された
「Polymerase Chain Reaction (PCR法、ポリメラーゼ連鎖
反応法)」という画期的な遺伝子増幅技術に大きく依存し
ている。この方法論は１９８０年代後半にデファクトス
タンダードとして世界中で一気にブレイクしたことで、
あらゆる生物の小さな遺伝子断片からの広範にわたる大
規模高速ゲノム解析が実現したのである。
このPCR法という一つの革新的技術は２１世紀の医療

と創薬に関連する領域においても大きなパラダイムシフ
トをもたらしている。すなわち、単一塩基多型（SNPs）
やｍRNAの発現プロファイルなどの大規模解析によって
得られる「ひとりひとりのゲノム情報と多様な臨床情報
を比較解析すれば各個人に合った疾患治療法を速やかに
予想できるだろう。」あるいは、「病気に関連する遺伝子
が同定されればその疾患の早期発見や予防も可能になる
のではないか？」など診断技術や新しい分子標的薬の開
発などが期待されている。

２． ゲ ノ ミ ク ス（Genomics）,プ ロ テ オ ミ ク ス
（Proteomics）,そしてグライコミクス（Glycomics）
への展開

ゲノミクスやプロテオミクスに代表されるオミックス
（OMICS）という概念は全ゲノム・全タンパク質解析デー
タから疾患関連遺伝子あるいは疾患関連タンパク質を見
つけ出すことを目的とした研究領域に発展している。い
かに早くそしていかに効率良く理想的な新しいバイオ
マーカーを選定できるかが診断技術のみならず新しい創

薬ターゲット分子の探索、すなわち新薬開発の成否を握っ
ているということは自明でありそのために患者検体を用
いたDNAマイクロアレイ解析やMALDI-TOFMSあるいは
LC-ESIMSといった質量分析法による大規模網羅的な疾患
関連ゲノム・タンパク質データベース構築を目指した研
究プロジェクトが進められてきた。
しかし、残念なことに莫大な研究資源の投入に反して

ゲノミクスとプロテオミクスを基本とした探索研究から
実用化にとって有効といえる新規マーカー開発は極めて
困難であり、当初期待したほどの成果を挙げていないの
が現状である。その理由として考えられるのは、第一に
バイオマーカー探索の対象は遺伝子、タンパク質、自己
抗体、さらに関連する低分子代謝物におよぶ多様かつ膨
大な種類の生体分子であることによるとされている。ま
た、第二に疾患マーカー分子として遺伝子やタンパク質
の変動を指標とする場合、当然それらの「質（構造の変化）
よりはむしろ量（発現量の増減）」に着目しなければなら
ないことが問題となっている。つまり、それらの膨大な
分子は広いダイナミックレンジ（たとえばヒトの血液中
には数千種類のタンパク質が10－3 ～ 10－10　M程度の
濃度範囲に広く存在すると推定されている）に分布して
いるのでこれらの分子を定量的にモニターすることで臨
床情報との相関を議論するのは難しいと考えられるので
ある。
一方、ヒト遺伝情報の翻訳後修飾（posttranslational 

modifications）のひとつである糖鎖によるタンパク質修飾
（protein glycosylation）というプロセスは細胞の分化、
臓器形成、老化、免疫さらに疾患（病態）を含む様々な
生命現象において観察される「多様な分子構造の不連続
かつ大きな変化の過程」とみなすことができる。糖鎖の
生合成プロセス(図１)はゲノムによる1対1の直接支配を受
けない（テンプレートドリブンではない）。しかも多くの
環境要因に敏感に影響されることから「いつ、どこで、
どのように」糖鎖構造が変化しているのかを知ることが
できなければそれらの生物学的意義はなかなか見えてこ
ない。つまり、グライコミクスとはタンパク質や脂質な
ど生物にとって最も基本的で重要な多くの生体分子の機
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能をダイナミックに変貌することでコントロールしてい
る糖鎖構造の質的および量的変化の関係を議論する全く
新しいOMICSなのである。遺伝子やタンパク質マーカー
との大きな違いは「その構造自体が短時間のうちに変化
すること」、つまり「同じタンパク質であっても修飾され
る糖鎖構造に違いがある」ということである。しかし、「糖
鎖はPCR法で直接増幅できない」ため血清、尿、組織や
細胞などから直接、今そこにある糖鎖を失うことなく精
製できなければ構造解析も定量もできないという大きな
障害が長い間研究者を悩ませてきた。

３． グ ラ イ コ ブ ロ ッ テ ィ ン グ 法（Glycoblotting 
method）1－3

我々は最近「グライコブロッティング(Glycoblotting)
法」という新技術を開発した。この方法はおもな生体物
質のうちでアルデヒド（＝ヘミアセタール）を持つ分子
はほぼ遊離の糖鎖だけなので、生体試料中のアルデヒド
化合物を選択的に捕捉することで糖鎖が特異的に回収で
きるという原理に基づいている（図２(A)）。この原理に
基づいて血清や尿、培養細胞などを用いる大規模糖鎖解
析が世界で初めて可能となり、一度に数十人分の血清を
用いた糖鎖発現プロファイルが短時間で達成できる自動
化装置のプロトタイプが完成した(http://www.jst.go.jp/
seika/01 /sentan.html、先端機器開発プログラム「疾患早
期診断のための糖鎖自動分析装置開発」)。
具体的には、アミノオキシ基やヒドラジド基などのア

ルデヒド基に速やかに求核付加する官能基を表面に持つ
ビーズを作製し、酵素処理によってタンパク質から切断
した糖鎖を含む試料溶液と反応させ糖鎖のみを担体に共
有結合させることで夾雑物を完全に洗浄して糖鎖のみを
精製する。捕まえた糖鎖はビーズから切り離し、質量分
析に供する。糖鎖を切り出す効率の最適化、ブロッティ
ング担体の改良、シアル酸の脱離を防ぐためのビーズ上
でのメチル化、MALDI- TOFMS測定の感度を向上させる

ため、オキシム交換反応等でタグを導入する方法なども
考案した。このプロトコルにより、ヒト血清約５～１０
μl（マイクロリットル）を用いて定量的グライコミクス
を半日以内で完了できた。グライコミクスプロトコルと
しては世界最速である。さらにこの方法では96穴プレー
トを用いた並列処理が可能であり、処理速度が飛躍的に
向上している（図２(B)）。この方法は一部の工程を変更す
れば、N-グリカンのみならずO-グリカンやスフィンゴ糖
脂質の捕捉と解析にも応用できる4。

このプロトコルを使って健常人20人と肝細胞癌患者83
人の血清を対象として網羅的グライコミクスを行った5。
図3(A)に103人分の生データ(質量分析スペクトルデータ)を
示すが、ここでは内部標準糖鎖を用いていないので、任
意のふたつの糖鎖の観測イオン強度の比をデータとして
統計解析を行っている。分類機としてk-nearest neighbor
法 (k=3)を用い、sequential forward selectionアルゴリズ
ムで特徴選択を行った結果、３つのデータ(糖鎖の組み合
わせ)を使うことで健常群と疾患群を100%クラス分けでき
ることがわかった（図3(B)）。また、このような多変量解
析によらない２つの糖鎖の発現量の単純な比較を基本と
する方法であっても図3(C)、有望なマーカー糖鎖候補が見
つかる場合がある。この例の場合２つの糖鎖の発現量の
比は、一体何を意味するのだろうか？実は分子と分母に
くるものが、生合成経路上、原料（糖転移酵素の受容体
基質）と産物の関係に相当するか複数の競合する酵素反

◎図１　糖タンパク質の生合成プロセスと糖鎖による翻訳後修飾

◎図２　グライコブロッティング法の基本原理(A)と大規模解析用前処理ロ
ボットSweetBlot(B)
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いる。このように我々は肝細胞癌によるグライコフォー
ム全体像のダイナミックな変化を初めて明らかにして有
効なマーカー候補を数種類見出した。肝細胞癌に限らず、
膵癌、肺癌、腎癌、卵巣癌、子宮体癌などについてもグ
ライコブロッティング法により有望なバイオマーカー候
補が発見されている。この方法は血清のみならず、尿、
さらに培養細胞抽出物やホルマリン固定パラフィン包埋
（FFPE）組織サンプルなどにも応用できることが示され
ている6。

応の産物の関係である場合には、疾患による生合成系の
偏りがみえてくる場合もあり得るだろう。図３(C)の場合、
分子に置いた糖鎖構造と分母の糖鎖構造は同一の前駆体
から別々の酵素によって合成される可能性がある。つま
り、この疾患において、血清糖タンパク質全体としてみ
た場合、分子に置いた構造を優先する反応が著しく進行
しているということが示唆される。このような、生合成
経路における個々の糖鎖の関係を考慮したグライコミク
スは、疾患メカニズムや分子標的医薬を開発する上で、
今後、欠かせないツールとなることが大いに期待されて

（A）肝細胞癌患者83人と健常者20人の血清からグライコブロッティング
法により捕捉された全糖鎖プロファイル（生スペクトル）

（B）多変量解析による患者と健常者の差別化の例グ法により捕捉された全
糖鎖プロファイル（生スペクトル）

（C）生合成経路上関係のあることが推測される2つの糖鎖構造についての発現変動解析から見出さ
れたマーカー糖鎖候補の組み合わせの例グ法により捕捉された全糖鎖プロファイル（生スペク
トル）

◎図３　臨床検体の大規模グライコミクスの例。



338 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

４．リバースグライコブロッティング法（Reverse 
glycoblotting method）7、8

グライコブロッティング法により、バイオマーカー候
補としての糖鎖を発見してもその糖鎖がどのような血清
タンパク質に結合していたのかを同定する必要がある。そ
こで我々はそれらのマーカー糖鎖構造を一種のタグとみ
なして、血清中の総（糖）タンパク質のトリプシン消化
物中から該当する糖ペプチド（群）ごとに選り分けて糖
タンパク質を同定する手法を考案した。この方法は非還
元末端側の糖鎖に着目して捕捉しているので著者らはリ
バースグライコブロッティング法（Reverse glycoblotting 
method）と名付けた。特に、末端にシアル酸をキャリア
する糖タンパク質の同定法については、MRM（Multiple 
Reaction Monitoring）法を用いるターゲット糖ペプチド
の定量解析が可能な段階にまで方法論を確立している（図
４）。シアル酸は、通常、糖鎖の非還元末端に存在してい
るが、これを特異的に過ヨウ素酸酸化（限定酸化反応）
することで、アルデヒド基をシアル酸選択的に付与する。
このアルデヒド基をヒドラジドビーズに捕捉すること
で、シアル酸を有する糖ペプチド混合物を選択的にエン
リッチし夾雑物、特にペプチド片やシアル酸を含まない
糖ペプチドを徹底的に洗浄して除去する。さらに、ヒド
ラゾン結合を酸性条件で選択的に切断後再遊離したアル
デヒド体を２－アミノピリジンとの還元アミノ化により
蛍光標識する。これにより、その糖ペプチドのグライコ
ミクス（グライコームの決定）に加えてLC-ESI/MSによ
るペプチドの配列決定さらには親タンパク質の同定と定
量解析を行うことが可能となった。
リバースグライコブロッティング法により同定した糖

タンパク質については、それ自身や、その発現制御に関
わる遺伝子情報に遡る、いわばセントラルドグマを逆方
向に辿ることにより、転写メカニズムや翻訳制御の解析
を行う多様なアプローチも考えられるであろう。これが、
著者らの提唱するグライコフォームフォーカストリバー
スジェノミクス（GFRG）の概念である（http://www.
gfrg.org/）。 GFRGの展開により、さまざまな-omicsから

提供される情報を横断的に意味づけしたり、関連づけて
議論することが可能となるであろう。

５．おわりに
このようにグライコブロッティング法の発見によって

広い意味で糖鎖研究が一気に加速されることが予想され
る。特に、疾患の予防や早期診断技術への展開を目標と
するプロジェクト（http://www.jst.go.jp/sentan/saitaku/
H21p.html、プロトタイプ実証・実用化プログラム「全自
動糖鎖プロファイル解析診断システムの開発」）では生体
試料からの糖鎖捕捉と質量分析までの一連の工程を全自
動で行うことが可能な第２世代の装置開発が進行中であ
る。疾患マーカー候補としての糖鎖の有効性が証明され
るにはまだ多くの臨床データが必要な段階であるが、こ
れらの研究成果から新たな創薬ターゲットが見出される
ことも大いに期待されている。また、グライコブロッティ
ング法は抗体医薬や糖タンパク質製剤の糖鎖構造評価（品
質管理）においても威力を発揮している。「その糖鎖は
PCRで増幅できない。」ことを今一度強調したい。

◎図４　リバースグライコブロッティング法によるマウス血清からのシア
ロ糖ペプチドのエンリッチメントとMRM法による定量的糖タン
パク質解析の概要
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ハイブリッド天然物をモチーフとする分子多様性
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連邦工科大学客員助教授、2010年レーゲンスブルグ大学客員教授。〔専門〕有機合成化学

１．ハイブリッド天然物とは
ポリケチド生合成経路は様々な生理活性物質の供給源

となっている（図１）。さらに、それらが糖質やイソプレ
ノイドなどと複合化すると、驚くほど多様な分子構造の
宝庫が出現する。重要なことは、こうした複合構造に特
有の生理活性があることであり、自然が長い分子進化過
程を経て獲得した、分子多様性を産み出すための巧妙な
仕掛けに感心させられる。
一方、こうした複合構造（ハイブリッド天然物）の

合成はしばしば困難を伴う。糖、テルペン、ペプチド
等、生合成経路を異にする構造類型に特有の合成手法や
論理が発展してきたが、複合構造を有する合成標的の場
合には、これらに矛盾が生じることが多いからである。
しかし、これらの複合型化合物に見られる生命科学関連
の潜在的重要性を考えると、それらの合成経路を開拓す
ることは意義深い。また、合成的課題の解決を通じて有
機合成化学自体の発展にも寄与できると考えた。我々は
CREST-JST(H11-H16)、SORST-JST（H17-H21）の援助を
受け、研究を行うことができた。

以下、最近の成果を中心に紹介する。

２．ジヒドロフェナントレンジオール構造を有する天然
物の合成

多環式芳香族骨格を有する天然物の中には骨格の一部
が脱芳香化したものがあり、中には重要な生理活性を示
すものも少なくない（図２）。例えば、ベナノミシンー
プラジマイシン系抗生物質はHIV表層の糖タンパク糖鎖
(gp120)と特異的に結合し、ヒト免疫細胞への感染を阻害
する。また、TAN-1085は血管新生阻害活性、FD-594は顕
著な抗腫瘍性を示す。これらはジヒドロフェナントレン
ジオールという特異な構造を共有しており、その重要な
生理活性も相俟って種々合成が試みられたが、成功例は
なかった。その難しさは、脱芳香化部分の構築と立体制
御にある。すなわち、こうした構造では種々の潜在的分
解経路があるので、それらを回避して目的構造に達しな
ければならない。また、立体制御の手掛かりに乏しい点
も厄介である。

検討の結果、我々は“不斉転写アプローチ”とも言う
べき方法論を開発することに成功した（図３。その基本
は、ビアリールジアルデヒドのピナコール環化反応（step 
3）に見出された二つの立体化学的特徴にある1）。一方は
トランスジオールを与えること、他方、ビアリールの軸

◎図１　ハイブリッド天然物

◎図２　ジヒドロフェナントレンジオール構造を有する天然物
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不斉がジオールの中心不斉へと転写されることである。
このアプローチを適用し、1999年にはベナノミシンープ
ラジミシン類のアグリコン部の立体選択的構築に成功し
た2）。
さらに不斉合成の前提となる環化前駆体の軸不斉につ

いては、二段階から成る制御法を確立した。すなわち、
１）Pd触媒を用いた分子内反応によるビアリールラクト
ンの形成（step1）、２）アミノアルコールを用いたアトロ
プ選択的なラクトン開環反応（step ２）、である。さらに、
制御困難な糖の位置選択的導入についてもセミピナコー
ル生成反応3）を開発して問題を解決し、３種の類縁体[ベ
ナノミシンA(R=OH)、B(R=NH2)、およびプラジミシンA 
(R=NHMe)；図2]の初の全合成を達成した４）。また、同様
なアプローチにより、FD-594のアグリコン部の初の全合
成を完成した５）。

一方、TAN-1085の合成では別法を採用した６）。これ
は[2+2+2]アプローチ７）とも呼ぶべき3段階に始まるもの
で、ベンザインとケテンシリルアセタールとの[2+2]環化
付加反応（step　1）、ベンゾシクロブテノンへのスチレン
単位の導入（step　２）、連続的な4員環の開環と６π系の
電子環状反応（step　３）、によってフェニルナフタレン
骨格を構築するものである。さらにピナコール閉環反応
（step　4）により、ジヒドロフェナントレンジオール骨
格に至る（図4）。
実際、この手法を用いTAN-1085の初の合成を達成した

が、その際にいくつか興味ある知見を得た。まず、置換
基の協同効果により環拡大反応が室温で進行する場合が
あることである。これは4員環の開環の回転選択性により
理解できる。また、SmI2を用いたピナコール環化反応を
アシル化剤で停止すると、位置選択的なモノアシル化を
行うことができ、位置選択的な糖の導入が可能になった。
さらに、最近、“軸不斉スチレン”をキラル素子として用
い、その不斉合成を達成した８）。

３．核間位に置換基を有する多環式天然有機化合物の合成
先述のようにポリケチド由来の天然物の中には、生合

成経路における多環式芳香環の完成後に酸化的脱芳香化
が進み、極めて複雑な構造となったものがある（図5）。
こうした化合物の合成では、合成途上も芳香化が起きや
すく、また多くの不斉中心の制御や核間位への置換基導
入なども課題となる。

我々は、こうした構造の天然物の合成に向け、有効な
アプローチを開発した。図6に概要を示すが、１）ニトリ
ルオキシドと1,3-ジケトンとの縮合環化反応９）、２）アゾ
リウム塩触媒による分子内不斉ベンゾイン生成反応10）、
によって得られる多環性a-ケトールを経由し、骨格構築お
よび立体制御を行うものである。

◎図３　不斉転写アプローチ

◎図４　[2+2+2]アプローチ＋ピナコール環化

◎図５　核間位に置換基を有する多環式天然有機化合物

◎図６　ニトリルオキシドとベンゾイン生成反応によるアプローチ
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く得られるようになった。カテキン3量体であるプロシア
ニジンC2の合成においてその効果を示した19a）。
こうして合成効率が格段に向上し、各種の大きさのフ

ラグメント同士を結合させるブロック合成においてその
効果が遺憾なく発揮された（図9）この例に見られるよう
に、分子量が４kDaを超える分子同士の結合にも成功した
が、我々が知る限りこうした大きさの分子同士を効率よ
く結合させた例はない19b）。
なお、天然には水酸基の数や置換位置あるいは立体化

学の異なる様々なカテキン類縁体が存在し、有用な生理
活性も期待されるが、こうした化合物は一般に単離、精
製が難しく、有効な合成法もないため、純品は入手困難
である。最近、我々はこうしたモノマーの立体選択的合
成に成功した20）。これにより各種のモノマーの選択的供
給の道が開けたのみならず、異なるカテキン単位から成
るオリゴマー（ヘテロオリゴマー）の合成への道が開け、
生理活性物質発見のアプローチにおいて一段高いステッ
プに立つことができた。

ベンゾイン生成反応を基盤として、アントロンC-グ
リコシド類の代表的化合物であるカシアロインを合成
し、不明であった立体化学を決定したほか11）、ホモイ
ソフラバノン構造を有する天然物サッパノンBの合成を
行った12）。

核間置換基の立体選択的導入には、イソオキサゾール
環の強力なαカチオン安定化効果を利用した。一つには、
ピナコール転位反応を基盤とするアプローチである13）。
すなわち、ジアステレオ選択的求核付加反応と、位置選
択的かつ立体特異的な1,2-転位反応の二段階を通じ、核間
位に第４級不斉炭素をもつ合成中間体の不斉合成を可能
にした。また、このイソオキサゾールによる強力なカチ
オン効果を利用すると、SN1反応で核間置換基の直接導入
も可能である14）。なお、核間位のcis-ジオール構造の構築
にはN-メチル化後、NaOClによる酸化が有効である15）。

４．フラバン系ポリフェノールの合成
植物由来の一大天然物であるフラボノイドは、健康食

品、飲料の成分として知られるが、実はこれらは構造の
似通った類縁体の混合物（いわゆる"ポリフェノール"）で
あるため、個々の純粋な化合物について性質が調べられ
た例は少ない。我々は糖とフラノボイドの類似性に注目
し研究を進めた16）。すなわち、糖のアノマー位とフラバ
ン骨格のC4位における反応性の類似性を生かし、各種の
炭素求核剤やヘテロ求核剤をカテキン単位に導入する手
法を確立し、実際にドリオプテリン酸の（酢酸単位との
ハイブリッド構造）合成17）やロタノンジン（インドール
とのハイブリッド構造）の合成に成功した18）。
さらにそれらの知見を活かし、カテキンオリゴマー

（特にその重合度が高いものの生理活性に興味が持たれ
る）の合成に取組んだ。オリゴマー合成には、やはり糖
鎖化学において提唱された「オルトゴナル合成」の概念
が有効であった。すなわち、種類の異なる脱離基（OAc, 
SAr）をフラバン骨格４位に導入し、それらをハード/ソ
フトの概念に基づいて選択的に活性化することにより、
効率よく構成単位を伸長する。また、本質的に求核的部
分と求電子部分を併せ持つカテキン単位のC8位に臭素を
導入し、求核成分と求電子成分との分離を実現したこと
により、等モル量の反応においても交差化合物が収率良

◎図７　立体選択的ベンゾイン生成反応を用いた天然物合成

◎図８　カテキン類

◎図９　カテキンオリゴマーのブロック合成
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５．アリール-C-グリコシドの合成
糖と芳香族とが直接C-C結合で繋がったアリールC-グリ

コシド抗生物質は、1970年、アクアヤマイシンを皮切り
に増え続けている（図１０）。

合成上の基本命題は糖と芳香族との選択的結合形成に
あるが、先に我々は天然物ベンズアントリンBの生合成に
ヒントを得、有用な反応を開発した（図11）。すなわち、
ルイス酸条件下、グリコシル供与体とフェノールとを反
応させると、低温で速やかにＯ-グリコシドが生成し、引
き続き温度を上げる過程で糖がフェノールのオルト位へ
と転位する21）。このＯ→Ｃグリコシド転位と名付けた反
応は、フェノールのオルト位に位置選択的に糖が導入さ
れる点で有用であり、ビネオマイシノンB222）、アクアヤ
マイシン23）の合成に活用した。一方、顕著な抗腫瘍性を
有するギルボカルシンーラビドマイシン類の合成では、
形式上、糖をフェノールのパラ位に導入する必要がある
が、我々はレゾルシノールトリック24）と言う合成戦略で
これを解決し、1992年にギルボカルシンMを 6段階で合成
に成功した25）。

現在はビス-C-グリコシド型抗腫瘍性抗生物質であるプ
ルラマイシンーヘダマイシン類（DNAとの相互作用）の
合成を検討している。これらの化合物の合成については、
アグリコンの報告例は多いものの、糖を含めた全合成は

未踏である。これはビス-C-グリコシドの構築に有効な手
法がないことに起因するが、我々は既にO→C-グリコド転
位反応におけるSc(OTf)3の高い触媒活性を見出し26）、こ
れをレゾルシノール誘導体に適用すると、目的のビス‒C‒
グリコシドが得られることことを明らかにしている27）。
また、本反応ではアミノ糖の導入にも有効なので、全合
成の完成に向け、鋭意検討を進めている。

◎図10　色々なアリール-C-グリコシド

◎図11　Ｏ→Ｃグリコシド転位反応
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１．前書き
後天性免疫不全症候群、略称エイズ（acquired immune 

deficiency syndrome, AIDS）は、ヒト免疫不全ウィルス
（human immunodeficiency virus, HIV）の感染によって
引き起こされる深刻な伝染性疾患である。1985年に中国
で初めてHIV感染者が報告されて以来、中国のHIV感染者
は増加の傾向を示し、多くの人々がエイズによって命を
落としてきた。
2009年末までに報告された全国のHIV感染者は累計32.6

万人、エイズ患者は同10.7万人に上り、5.4万人が死亡して
いる。推定によれば、2009年末現在、生存しているHIV感
染者及びエイズ患者は約74万人おり、うちエイズ発病者
数は10.5万人と見られる。HIVの遺伝子突然変異など様々
な要因の影響により、エイズワクチンの開発はいまなお
成功していない。そのため、現在もHIV感染とエイズに対
する最も有効な手段は、依然として予防が主で、HIV感染
について迅速かつ正確な診断を下せるかどうかは、その
流行拡大を食い止める鍵であり、早期検査、早期治療は
HIV感染者の寿命を延ばし、HIVの伝播を抑えるうえでと
りわけ重要であると思われる。
HIV抗体検査は最もよく使われる病因学的検査方法だ

が、ただし、血清における抗体の出現は一般にHIV急性感
染後の2週目に始まり、抗体が産生する以前、または抗体
の出現が検出されていないこの時期は、感染後の「ウイ
ンドウ期」という。ウインドウ期は二つの面の意味を含
んでいる。その一つは、この時期に生体自身が本当の意
味でHIVに対し特異的な体液性免疫を産生し、HIV抗体を
産生しているかどうかであり、HIVが生体に感染すると、
1週間前後でまずIgM抗体が産生され、続いてIgGが出現
する。もう一つは、抗体が産生されているにもかかわら
ず、使用した抗体検査試薬の感度が不十分である場合、

依然として抗体を検出することができず、これもウイン
ドウ期にあるとされることだ。この期間は、一般的な検
査方法では診断を下すのがかなり難しいが、この時期、
HIV感染者はHIVを他人にうつす恐れがありながら、自身
はいかなる症状もなく、HIVの感染源となってしまうので
ある。したがって、HIV 抗体検査を行った後に、さらに
HIV抗原検査を行うことには重要な意義がある。

２．HIV-1抗原抗体診断方法の概要
HIVはウィルス株の種類から、HIV-1型とHIV-2型に分

かれている。HIV-1遺伝子は全長約9.6kbで、3個の構造遺
伝子（gag, pol, env）、2個の調節遺伝子（tat, rev）、4個の
補助遺伝子（vif, vpr, vpu, nef）を含んでいる。HIVは変
異性が非常に強いが、しかし各遺伝子の変異度は様々で
あり、うちenv遺伝子は変異率が最も高く、gag及びpol遺
伝子は相対的に保守的である。gag遺伝子は55kDの前駆
体タンパク質をコードし、pol遺伝子のコードしているプ
ロテアーゼの加工の下でp17、 p24、p55タンパク質を産生
する。したがってp24タンパク質はアミノ酸順序が高度に
保守的であり、そのためにp24タンパク質はHIV-1感染の
検査において高い法則性をはっきりと表す。HIVが生体に
侵入すると、コア抗原p24のレベルはウィルスのRNAレベ
ルの発展にともなって発展し、かつ急性感染期にはすぐ
に出現するので、通常、HIV複製の間接標識と考えられて
おり、しかも病状の進行と密接に関わっている。そのた
め、血液及びその他の体液標本中のp24抗原の検査はウイ
ンドウ期を短縮することができ、HIV-1の早期診断、予後
判断及び抗ウィルス治療の効果評価に役立ち、臨床面に
おけるすぐれた実際的応用価値を有している。
個体差、各種HIVタンパク質の濃度及び抗原性の強さ

の違い、また個体によりそれぞれの抗原成分に対する反

HIV-1抗原抗体検査診断試薬キットの研究開発
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応がすべて多少異なっていることなどから、各々に応じ
た抗体の産生時期や、それぞれの個体の同じ抗原成分に
対する免疫応答の強さなどには一定の差異が存在してい
る。このほか、検査方法及び使用試薬の感度の違いは、
HIV-1抗体の検出時間に対し一定の影響を及ぼす。HIV-1
に感染した後、患者の血清には真っ先にp24抗原が出現
し、そのあと、各種のHIV-1抗原がピークに達する。感染
から2～ 6週間後、HIV-1抗体の産生と濃度の絶え間ない
増加にともない、HIV-1抗原は徐々に低減していく。臨床
で一般的に広く用いられている診断法は、酵素結合免疫
吸着法（ELISA）と免疫沈降法（Western-blot）である。
ELISA法の基本原理は、酵素分子と抗体または抗抗体

分子の共有結合である。この結合は抗体の免疫学的特性
を変えることがなく、酵素の生物学的活性にも影響を及
ぼさず、酵素標識抗体が固相担体上に吸着している抗原
または抗体と特異的結合を生じている。基質溶液を滴加
すると、基質は酵素の作用の下で、その含有している水
素供与体を無色の還元型から有色の酸化型に変え、色彩
反応を出現させる。したがって、基質の色彩反応によっ
て相応の免疫反応の有無を判定することができ、色彩反
応の強さと標本中のそれに見合った抗体または抗原の量
は正比例を成している。このような呈色反応はELISA検
査機器を通じて定量測定を行うことができ、酵素化学反
応の感度と抗原抗体反応の特異的結合が、ELISA法を一
つの特異かつ高感度な測定方法としている。
ELISA法自体の限界性と、p24抗原検査のHIV-1診断に

おける重要な役割のために、近年、国内外では高感度p24
抗原検査の確立についての研究が止むことなく行われ、
免疫複合体解離p24抗原測定法（ICD）、ELISA増幅法、
超高感度酵素免疫測定法（UEI）、免疫吸着剤電子顕微鏡
法（ISEM）、ナノ粒子バイオバーコード検査技術法（BCA）
等の新しい方法が相次いで開発された。

３．HIV抗体酵素免疫診断試薬の発展
HIV抗体酵素免疫診断試薬の発展を概観すると、20世

紀80年代初めに第1世代診断試薬キットが登場し、HIVの
血液による伝播を食い止める上で効果があった。その原
理は間接ELISA法であり、検査のウインドウ期は約3か
月であった。試薬中に用いられていたコーティング抗原
は体外で培養した HIV分解物で、このHIV分解物の中に
は多くの不純抗原が含まれているほか、天然の構造及び
発現タンパク質上に多くの交差抗原エピトープが含まれ
ており、そのため感度と特異性が低く、偽陰性や偽陽性
が現れることがあった。80年代中期は、依然として間接
ELISA法を利用していたが、組換合成ポリペプチド抗原
を使用したことで、感度が第1世代試薬キットよりも多少
高くなり、検査のウインドウ期が第1世代試薬よりも平均
20日間短縮した。同時に、第1世代試薬にはHIV-1抗原し
か含まれておらず、HIV-1抗原とHIV-2抗原のヌクレオチ

ド配列には40%の差があるため、HIV-1抗体を検査する試
薬はHIV-2抗体陽性の標本に対してやや感度が低く、しば
しば誤検査が発生していた。このような状況に対して、
第2世代試薬キットにおいてはHIV- 1/HIV-2抗体診断試薬
が出現し、この試薬キットはコーティングした抗体の中
にHIV-2抗原（gp36ポリペプチド）も加えられていたため、
一回の試験でHIV-1とHIV-2抗体が同時に検査できるよう
になり、時間と労力だけでなく、コストも節減され、第1
世代試薬に比べ、特異性が明らかに向上した。試薬キッ
トの感度をさらに高めるために、1994年、第3世代HIV抗
体スクリーニング試薬キットが開発され、反応モデルは
二重抗原サンドイッチ法に取って代わられ、酵素標識物
は抗ヒトIgGから特異的HIV抗原に変わり、IgG、IgM、
IgA等を含むHIVの様々な抗体サブクラスの検査ができる
ようになった。第3世代試薬キットは第2世代試薬キット
に比べ、HIV抗体の検出時間が4～ 9日間早くなり、これ
は国際的に公認された優れた抗体検査モデルであり、ま
た現在の国際・国内市場における主流製品でもあり、し
ばしばゴールドスタンダードと見なされている。90年代
末には第4世代試薬キットが現れ、 HIV1/2/0抗体とp24抗
原が同時に検査できるようになり、HIV抗原抗体検査試薬
キットと総称されているが、抗体部分の検査の感度と特
異性は第3 世代試薬と同水準を保っており、抗原の検査が
加わったことにより、ウインドウ期を感染後14日間にま
で短縮することができた。
第4世代HIV検査試薬キットの出現における最も主な特

徴は、既存の抗体検査をベースとして、抗原に対する検
査手段が追加されたことにある。ウインドウ期には、HIV
抗体は検出することができないが、HIV関連抗原または分
離ウィルスは検出することができる。HIV抗原は個体感
染の後、まず血清転換が検出されるので、p24抗原を検査
することによってHIV感染の早期補助診断の一つの方法
とすることができる。HIV-1 p24抗原検査の主なものとし
て、酵素免疫測定法（EIA）、放射免疫測定法（RIA）、免
疫蛍光分析法（IFA）、免疫吸着剤電子顕微鏡法（ISEM）
などの技術がある。このうち、EIAをベースとしたp24抗
原測定技術はHIV感染検査の一般的方法である。第4世代
HIV検査試薬キットは、HIV抗原と抗体を同時に検査す
ることができるので、献血者スクリーニングの際には、
第4世代HIV検査試薬キットを用いて検査を行うことによ
り、できるだけ輸血の安全性を高めることを提案する。
検査技術の進歩にともない、検査感度は絶えず向上して
おり、p24抗原検査は以下の重要ないくつかの方面――
HIV-1抗体の不確定な時期またはウインドウ期の補助診
断、HIV-1抗体陽性の母親から生まれた乳児の早期の補助
鑑別診断、病状経過及び抗ウィルス治療の効果に対する
監視において応用されている。ウインドウ期の各種検査
技術はHIV感染者の早期発見、早期診断、早期治療に役立
ち、エイズの流行を効果的に食い止め、個人・家庭・社
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会に対するエイズの害を軽減することができる。

４．国内市場におけるHIV診断試薬キットの現状
いまなお、中国市場におけるHIV p24抗原検査試薬

キットは基本的に外国企業に独占されており、このう
ち第4世代エイズ検査試薬キットには、アメリカBio-Rad 
Laboratoryの製品（Gene-Screen Plus HIV Ag/Ab）及び
フランス・ビオメリュー社の製品（Vironostika HIV Uni-
Form Ⅱ Ag/Ab）があるが、最近、国内メーカーの北京
万泰公司も第4世代エイズ検査試薬キットを発売した。
エイズ研究の分野において、単にHIV p24抗原を検査す
るだけの検査試薬は主に外国企業の製品であり、その中
にはフランス・ビオメリュー社のVironostika HIV Uni-
Form Ⅱ plus O、アメリカ・ベックマン社のBeckman 
Coulter’s HIV-1 p24 Antigen EIA kitなどがある。

５．HIV-1 p24抗原抗体検査試薬キットに関する我々の
研究開発

現在、我が国のHIV感染のスクリーニング作業は、大部
分がHIV抗体を検査する方法（第3世代エイズ診断試薬）
を採用しており、この方法はHIV の発見・監視において、
かなり重要な役割を果たしてきた。だが、この方法では
HIV抗体しか検出できないため、HIVの感染性ウインドウ
期のサンプルをきちんと検査することができない。血液
はHIV抗体スクリーニングを経た後も、ウインドウ期にあ
るHIVによって感染し、輸血後のHIV伝播を引き起こす危
険性が非常に大きい。ウインドウ期にあるHIV抗体は検出
することができないが、ウィルス関連抗原または分離ウィ
ルスは検出することができ、抗原は個体感染後、血清転
換よりも2～ 18日前に検出することができる。第4世代エ
イズ抗原抗体を使用して同時に検査すると、HIVの感染性
ウインドウ期を平均4～ 7日間短縮でき、HIVのウインド
ウ期の感染リスクが一定程度減少するので、血清転換期
にp24抗原の検査を行うことには非常に大きな優位性があ
る。二重抗原サンドイッチ酵素免疫法は優れた感度と特
異性を有し、コストが比較的低く、取り扱いが簡単、スピー
ディで、大量サンプルの検査に適し、普通の実験室に普
及させることが可能であり、現在、臨床において一般に
広く使用されているスクリーニング方法である。
中国科学院武漢ウィルス研究所は、専らウィルス学研

究に従事する中国の総合的研究機関の一つであり、主に
医学ウィルス学及び新たに発生したウィルス性疾患を研
究の重点とし、ウィルス学研究の分野において国内トッ
プの科学研究・技術条件を具えている。中でも、HIV分
子疫学及び分子ウィルス学の学科チームは、主にHIV/
AIDS分子生物学の研究に力を入れている。近年、武漢
ウィルス研究所の優れた設備などの条件を頼みとして、
学科チームはHIV-1B’株の起源追究、遺伝子進化ならび
にHIV-1の発病メカニズムなど、分子生物学研究の方面で

一定の進展を見、またHIV分析技術等の方面でも素晴ら
しい業績を上げ、特に中国におけるHIV流行株に的をし
ぼった検査試薬の研究業務において、相応の成果を収め
てきた。HIV-1 p24抗原検査試薬の必要に基づき、武漢ウィ
ルス研究所のHIV分子疫学及び分子ウィルス学学科チー
ムはモノクローナル抗体実験室と共同で、国内外の文献
や現在の輸入試薬の品質レベルを参考に、3年にわたる反
復実験と研究を経て、HIV-1 p24抗原診断試薬に用いる良
質なモノクロール抗体とポリクロール抗体を作り出し、
さらにHIV抗原抗体酵素免疫法診断試薬キットの実験室
における研究開発事業を成し遂げた。武漢ウィルス研究
所が開発したHIV-1 p24タンパク質の遺伝子は国内におけ
るHIV-1流行株へと幅を広げ、このp24抗原に的をしぼっ
た抗体であるモノクロール抗体が得られ、国内における 
HIV株の関連抗原抗体検査作業への適用が可能になった。
武漢ウィルス研究所は科学研究機関として、現在、

GMP基準の工場建屋など、当該の科学研究成果を最終的
に製品として作り上げる条件を備えておらず、そこで同
研究所は珠海麗珠試剤股份有限公司と協力し、中国薬品
バイオ製品検定所、解放軍エイズ検査確認実験室、解放
軍302医院、深圳市血液センター等の機関に委託し、当該
試薬に対する臨床評価事業を協同で完遂した。武漢ウィ
ルス研究所と珠海麗珠試剤股份有限公司が共同開発し
た、ヒト免疫不全ウィルス抗原抗体診断試薬キット（酵
素免疫法）を審査試薬とし、輸入したビオ・メリュー社
製ヒト免疫不全ウィルス抗原抗体診断試薬キット（酵素
免疫法）を参考比較試薬として、以下のような評価結果
を得た。「審査試薬と参考比較試薬は比較的高い一致性を
具え、審査試薬は特異性と感度が比較的良好で、我が国
における主要なHIV-1流行株の感染を正確に検出すること
ができ、またHIV-1のウインドウ期の感染も検出すること
ができる。BBIの陽性化血清パネルの検査結果は、審査試
薬のHIV-1早期感染に対する検査能力が参考比較試薬より
やや強いことを示している。ウィルス培養物の検査結果
は、審査試薬のp24抗原に対する検査能力が参考比較試薬
より高いことを示している」。
現在、武漢ウィルス研究所と珠海麗珠試剤股份有限公

司はすでに中国国家薬監局に対し、「ヒト免疫不全ウィル
ス抗原抗体診断試薬キット（酵素免疫法）」認可文書の申
請を正式に提出済みである。

６．展望
中国が自主開発した免疫不全ウィルス抗原抗体検査試

薬キットは、HIV感染の有効な診断と国内におけるエイ
ズ流行の予防に対し、重要な意味を持っている。一方で、
輸入試薬は価格が高すぎ、国内実験室での広範囲な使用
を制限してきたため、国内で自主開発した試薬の出現は
国内実験室での使用コストを引き下げる効果があり、関
連の科学研究と予防事業の展開にとって有利である。他
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方で、外国メーカーが調製したp24モノクロール抗体は、
多くが欧米における HIV流行株のp24抗原を結合標的とし
ており、科学研究において国内のエイズ予防と研究に関
わる需要を満たすのは難しい可能性がある。中国におけ
る HIV流行株のp24モノクロール抗体及び関連の検査方法
は、国内の医療者・研究者のニーズに応えるだけでなく、
彼らのより特異的な検査に対するニーズも満たすことが
できる。
中国政府は一貫してエイズの予防・研究事業を大いに

重視するとともに、エイズ研究事業に積極的な支援を与
えてきた。国内の専門家諸氏のたゆみない探究と実践に
より、中国はHIV抗原抗体検査の方面で際立った成果を収
めてきたが、外国の先進的な検査技術レベルとの間には
依然として一定の隔たりが存在している。ELISA分析法
に基づく検査試薬の感度の向上がなお待たれており、感
度と特異性のさらなる向上、ウインドウ期の短縮、簡便
さとスピードは、 HIV抗原抗体検査試薬の今後における発
展の主要な方向である。
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高精度医用画像技術の発展は、重大疾患の早期診断と
治療においては、特に重要である。従来の臨床画像診断
技術（超音波、CT、MRI等）は、主に器官とマクロ組織
の観察に基づくものであり、分解能と精度に限りがある
ため、疾患（腫瘍等）を診断したときには、病巣が既に
かなり長期にわたって成長しており、このために疾患に
対する後続治療の難度が高まり、医療費の更なる上昇が
生じている。早期に病変を発見することができれば、治
癒率が高まるばかりか、医療費を抑えることもできる。
情報化時代の到来に伴って、情報科学の成長に大きく

後押しされ、身体の健康状態に関する情報はマクロのレ
ベルから分子と細胞のレベルへと発展し、分子レベルや
ミクロレベルでの細胞活動の研究が行われ、重大疾患に
関する正確な早期診断と治療の実現を目指して努力が続
けられている。例えば、高分解能による分子イメージン
グは、非侵襲性、即時性、特異性と画像の精密性（分子
レベル）等の特徴があり、非侵襲的な画像を介して、生
体内の生理学的・病理学的プロセスに関わる分子に対し
て定性的観察や定量的観察を行って、生理学的・病理学
的プロセスのメカニズムを詳細に解明するものであり、
疾患の発生に対する診断を早期に下すことができる。
中国科学院深セン先進技術研究院において、筆者を中

心としたPaul C. Lauterbur生物医学成像研究センターと
その研究員は、次世代の「画像‐投薬‐治療の一体化」
を目指した医療用超音波、高精度マイクロCT、多機能 
MRI技術等を含めて、マルチモダリティ対応の高精度医
用画像技術に関する研究に取り組み、バイオメディカル
画像技術、システムおよび設備の研究開発、医療器機の
研究開発とバイオメディカルへの応用推進に努めている。
臨床医療用超音波は、非電離放射線であるという特

徴、軟組織に対する識別が比較的容易であるという優位

性、機器操作の簡易性によって、将来性の高い代替不可
能な高度診断技術となっており、現在、臨床における様々
な疾患を診断する上で最初に選択される方法となってい
る。1990年以降、コンピュータ、IT、電子技術、圧電材
料等、ハイテクの飛躍的な発展および臨床診断と治療の
ニーズに伴って、超音波画像の品質と分解能は益々向上
し、超音波診断の範囲と情報量も拡大している。また、
新型超音波造影剤の使用により、超音波技術の発展は新
たな段階へと進んでいる。「超音波画像‐投薬‐治療の一
体化」は、超音波技術が臨床医学の中でも最先端の将来
性の高い診断方法として、疾患を早期に発見する鋭敏な
「プローブ」および標的薬の有効な「薬物キャリア」と
して超音波造影剤を使用するものであり、科学的な構想
の段階から動物実験の段階へと着実に進んでおり、最終
的には臨床で応用される見通しである。今後、この技術
が成功裏に臨床応用されれば、全世界の癌や心臓と脳の
血管疾患を抱える患者への極めて大きな福音になるであ
ろう。Paul C. Lauterbur生物医学成像研究センターにお
いて、筆者のチームは、「超音波画像、投薬、治療の一体
化」という学問的理論に従うと共に、この理論に基づき、
超音波弾性イメージング技術、多元的超音波カラーフロー
イメージ技術、超音波標的分子画像およびドラッグデリ
バリー技術等、超音波の新技術に関する様々な研究に取
り組んでいる。
超音波弾性画像は、組織硬度の差異に対する識別能力

が高いという長所があり、周囲の組織とは異なる非正常
組織として成長した病理変化を客観的に数値化して比較
し、生物組織（乳房、肝臓、腎臓、筋肉、眼、膵臓等）
の弾性に基づいて病変の診断情報を提供することができ
る。肝硬変を例とした場合、中国は B型肝炎ウィルス
の流行国であり、これに伴う肝硬変と肝癌患者は、毎年

鄭　海栄　Zheng Hairong　●中国科学院深セン先進技術研究院医工所副所長、Paul C. Lauterbur生物医学成像研究センター主任
2000年、ハルピン工業大学卒業。2006年5月、コロラド大学博士号取得。2006年～ 2007年、カリフォルニア大学デービス校
バイオメディカルスクール Project Scientist。深セン市第一回「双百計画」入選、中国科学院青年連合会委員。2010年、深セ
ン市国家級ハイレベル人材認定。中国科学院－国家外国専家局の高精度マルチモダリティ対応医用画像イノベーションチーム
（2009）および広東省第一回科学研究誘致イノベーションチームの中心メンバー（2010）。深セン生物医用画像キーテクノロジー
プロジェクト実験室主任、広東省バイオメディカル装備科技イノベーションプラットフォーム主任。主な研究分野は、超音波分
子画像‐投薬‐治療の一体化およびマルチモダリティに対応した医用画像。国際的な学術専門誌と会議において80以上の論文を
発表、 18件の特許を出願、米国心臓病学会議（AHA）優秀博士研究賞等を受賞。最近3年間は、プロジェクトの責任者として、
国家973計画前期事業と重大事業における個別の課題、国家自然科学基金の計器重点事業と国際協力重大事業、中国科学院知識
イノベーションプロジェクト等、国、広東省、深セン市および企業における10事業以上を担当。現在、IEEE生物医学工程学会
（EMBS）技術標準委員会、健康信息技術委員会委員、IEEE-EMBS会報Associate Editor、Ultrasound in Medicine and Biology
国際顧問編集委員会委員、IEEE Shenzhen Chapter主席。また、APL、UMB、IEEE-UFFC等、10の国際的な学術専門誌の査読者。

マルチモダリティ対応の次世代高精度医用画像技術に
関する研究
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百万人以上に達している。このため、筆者のチームは、
肝線維化の早期検査に使用する瞬時弾性イメージングシ
ステムを開発しているが、肝硬変に対する非侵襲的検査
のマーケットでは、これは概ね50億元から70億元の市場
価値があると見積もられている。
多元的な超音波カラーフローイメージ技術は、エ

コー粒子画像速度計測技術（Ultrasonic Particle Image 
Velocimetry, EchoPIV）とも呼ばれ、超音波造影剤と高
フレームレートを利用してフローフィールドの超音波画
像を採集すると共に、超音波画像に対してリアルタイム
で後処理を行ってフローフィールドの二次元や三次元の
血流の動力学的情報（血流速度、せん断率、せん断応力等）
を取得する技術である。都市化が加速し、人口の高齢化
が急激に進むにつれて、心血管疾患は、世界的にも社会
公共衛生上の大きな問題となることが予想され、予防は
日増しに難しくなっているが、人体の血流の動力学的情
報を正確に測定することは、心臓や脳の血管疾患の早期
発見に寄与するものであり、早期治療が実現し、治療効
果が向上した上、治療コストは大幅に削減される。
超音波分子画像技術は、ここ十数年に提唱された新し

い医用超音波画像方法であり、主に標的型微小気泡超音
波造影剤をイメージングの「プローブ」とし、体内の組
織器官における顕微鏡的病変に対して分子レベルの測定
とイメージングを行うものである。超音波標的分子画像
には、スピーディ、無毒、優れた感度、信頼性の高い測
定レベル、普及し易い装置および安価な費用等の特長が
あり、患者群の広範囲にわたる早期スクリーニングに活
用され、癌および心臓や脳の血管等の重大疾患に対する
早期検査と治療の分野において、幅広く応用される可能
性を有している。現在、国内外で利用されている標的型
超音波微小気泡を造影剤とした分子画像は、腫瘍、炎症、
血栓性病変の標的イメージング、腫瘍新生血管の検査、
細網内皮系組織およびリンパ系撮影法の研究に採用され
始めている。
筆者のチームは、高感度の検出実現に影響を与える微

小気泡のサイズの均一性、微小気泡の特異な非線形信号、
並びに標的型微小気泡の吸着効率という三つのポイント
となるファクターに沿って、研究方法の刷新に努め、画
像に最高の超音波プローブ信号を提供している。微小気
泡の製造に関しては、マイクロ流体チップのフローフォー
カシングを活用し、均一な超音波造影剤を製造すること
によって、直径約6μmの均一サイズの微小気泡を成功裏
に製造し、体外細胞での標的吸着実験に使用している。
コンピュータ断層撮影（CT）の分野において、筆者の

研究チームは、一年以上にわたる努力の末、高解像度の
マイクロCT（Micro-CT）装置の研究開発に成功すると共
に、この新しい先進のマイクロ画像装置を昆虫と小動物
の体内における詳細な構造形態の表示用として使用し、
素早く且つ非侵襲的に生物の進化、行動、年齢と成長、

繁殖開始年齢または疾患の発生や拡大の進度等の情報を
採取する効果的なツールとしてマイクロCTを活用してい
る。このほか、マイクロCTに関するハードウェアとソフ
トウェアの性能の模索と改良を通して、関連する知的財
産権を取得し、マイクロCTの細部から全体までの自主開
発を一歩一歩実現し、中国国内における高精細度で且つ
スピーディなCT画像装置の研究製造と開発の基礎を構築
すると共に、当該技術を小動物の疾患モデルや動物の化
石に関する研究に採用している。
核磁気共鳴画像法（MRI）は最も重要な医用画像技術

となっており、人体組織に対する極めて高い分解能、任
意の方向で撮影された画像、軟組織の高いコントラスト、
画像パラメータの豊富さという長所を有すると共に、全
く害がないため、疾患に対して早期診断を下すことがで
きる。SN比の増加、時間と空間の分解能を向上させるこ
とは、核磁気共鳴画像法の発展における一貫したテーマ
であり、同時に、分子と機能的核磁気共鳴画像法へと発
展している。最近、 Paul C. Lauterbur生物医学成像研究セ
ンターは、超高磁場（3T）MRIシステムの導入に成功し、
高磁場 MRI技術、核磁気共鳴による治療、核磁気共鳴の
機能的画像、マルチモダリティ対応の画像技術等の発展
に着手している。
Paul C. Lauterbur生物医学成像研究センターは、ノー

ベル賞受賞者であり、核磁気共鳴画像法技術の父と呼ば
れるPaul C. Lauterburから名付けられた中国科学院深セ
ン先進技術研究院生物医学・健康工程研究所のコアとなっ
ている研究センターの一つである。Paul C. Lauterbur生
物医学成像研究センターは、バイオメディカルの画像技
術、システムと設備の研究開発、医療器機の研究開発と
バイオメディカルの応用の推進に尽力している。本稿は、
多機能超音波と高精度CT画像の分野における筆者の取り
組みを簡単に紹介したものである。
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◎図１　肝硬変超音波非侵襲的検査装置

（a）モデル装置図
（b）（c）プローブは発振器と超音波変換器によってカップリングされ、同

時に超音波と低周波振動によるせん断波を発生させる
（d）健康な志願者の弾性係数試験の結果

◎図３　超音波分子画像の模式図

◎図5　（1）高解像度マイクロCTシステムによる写真
（2～5）小型昆虫の高解像度画像写真

◎2007年8月15日、Paul C. Lauterbur生物医学成像研究センターが正
式に設立され、中国における医用画像技術の発展を支援するため、ラウ
ターバー教授は中国における研究機関に自らの名前を使用することに賛
同すると共に、受賞したノーベル賞のメダルと賞状を当院に寄贈され、
ラウターバー婦人がセンターの除幕式に出席された。

◎図４　（a）マイクロ流体チップにより製造された微小気泡の模式図
（b）マイクロ流体チップにより製造された微小気泡の実物図
（c）均一サイズの微小気泡の電子顕微鏡写真
（d）乳腺の癌細胞に吸着した標的型微小気泡
（e）標的型微小気泡が吸着した血管ファントム

◎図２　エコー粒子画像速度計測EPIVシステムの原理図

EchoPIVシステムは、主に超音波システム、フローフィールド、造影剤微
小気泡、画像処理アルゴリズムにより構成される
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中国における医用画像技術産業の発展について

医用画像技術は現代医学科学の発展の重要な技術基盤
である。1895年にレントゲンがX線を発見して以来、医用
画像技術は飛躍的な発展を遂げ、医学分野において決定
的に重要な位置を占めてきた。なぜなら、今日、診断に
せよ、治療（例えば、介入療法、立体定位放射線治療、
あるいは画像誘導下ロボット支援外科療法など）にせよ、
画像技術が中枢的な役割を果たしていないものはないか
らである。医用画像は情報量がきわめて大きく、病院の
情報量全体の80%前後を占めており、したがってそれは現
代医学の重要な構成部分であり、病院の投入資金占有率
が最も大きい部分でもある。現在、X線、超音波、磁気共
鳴、核医学はすでに四大医用画像技術と呼ばれている。
特に、1971年にイギリスEMI社が世界で初の頭部X線

CTを打ち出して以後、医用画像技術には革命的な変化
が起こった。その後、コンピュータの画像再構成を中核
としたイメージング技術、例えば、磁気共鳴イメージ
ング（MRI）、単光子放射線コンピュータ断層撮影装置
（SPECT）、陽電子放射断層撮影装置（PET）などが相
次いで開発、応用されてきた。現在、デジタル医用イメー
ジング技術は、マクロ形態学的イメージングから生理・
機能・代謝イメージング、組織・器官イメージングから
分子・遺伝子イメージングの方向へと発展しつつある。
医用画像装置は医療器械の中でも、基盤工業の支えに

依存した、技術の複雑な、基準の高い、光メカトロニク
スのハイテク製品である。1949年、中華人民共和国の建
国時、我が国の基盤工業は非常に薄弱で、医療器械はほ
とんど空白であった。60年来、中国の医療器械産業はま
さにこの一窮二白（訳注：一に経済的貧窮、二に文化的
な空白）の状態を踏まえ、一歩一歩、無から有へ、少か
ら多へ、小から大へという発展のプロセスを歩んできた。
だが、広く知られている理由により、この間、我々は10
年に及ぶ貴重な歳月を失い、一方、この歳月はちょうど

また世界の科学技術がすさまじい勢いで発展した、きわ
めて重要な 10年間でもあった。したがって、この60年の
うち、前の30年間は基本的に改革開放以前のいわゆる「計
画経済」の時代であり、本当の意味で高スピードの発展
を遂げ、今日の中国の医療器械産業の新たな様相が形作
られたのは、1978年の改革開放以後の30年間のことであっ
た。ある専門家の総括によれば、中国の医療器械産業の
発展は、ほぼ30年にわたる模倣、15年にわたる導入・協
力、15年にわたる自主設計・統合イノベーションという
三つの段階を経てきたというが[1]、もちろん、この三つの
段階の具体的モデルは相互に入り混じっている可能性が
あり、決してはっきりと分かれているわけではない。そ
して、中国の医用画像技術産業の発展もまたこの変遷過
程をまさに体現している。本論文はX線、超音波、磁気共
鳴、核医学の四大画像技術を例として、その中国におけ
る発展の軌跡を概説するものである。

１．X線画像技術
周知のように、四大画像技術のうち、歴史が最も古い

のはもちろんX線イメージング技術であり、放射線画像技
術とも呼ばれる。これまでのところ、臨床医学画像情報
の60%は依然としてX線技術によるものであり、その市場
売上額は医用画像設備市場全体の三分の一以上を占めて
いる[2]。
CTの出現によって、X線画像技術はさらに平面透過イ

メージングと断層撮影イメージングの二つに大きく枝分
かれし、互いに独立して発展しつつ、相互に呼応し合っ
てきた。その後30年間余り、放射線画像技術は常に放射
線損傷の低減と新たな臨床的機能の開拓という二つの方
面を軸にして発展してきた。
1.1　平面透過イメージング技術
中国のX線画像技術産業は1950年代の上海で誕生した。
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1952年、上海精密医療器械廠は我が国初の200mA医療診
断用X線装置を開発した。ただし、それに必要な中枢組立
部品、例えば、X線管、高圧整流管等はいずれも輸入に頼っ
ており、産業基盤はきわめて薄弱であった。産学官の共
同取り組みの結果、1956年、ついに自ら研究開発したX線
管と高圧整流管等を使って、医療診断用X線装置の生産が
開始され、1961年にはすでに400mA X線装置が開発され
た。上海のほか、北京も当時はX線装置の重要な生産基地
であり、例えば、北京医用射線機廠（現北京万東医療設
備公司の前身）が70年代初めに開発した300mA 125kV ツ
インデュアルチューブ診断用X線装置は、初めて我が国に
おいて二重回転陽極管球配置を採用し、その技術及び品
質指標は国内のトップレベルにあった。1970年、上海精
密医療器械廠は四川省内江市に移転後、名称を西南医療
設備廠と改め、7、80年代には上海医療器械廠、北京医用
射線機廠とともに三者鼎立の様相を成していた[3]。こうし
た成功は主に、ひたすら模倣するという開発モデルによっ
て収めたものだと言わなければならない。
上に述べたように、医療器械工業は技術の高度に集約

した、関連する学科の広い一つの総合的産業であり、そ
の国のハイテクの水準を体現し、また基盤工業の総合的
実力を反映している。長年にわたり、我が国の医療器械
は、基盤工業が弱く、技術水準が低く、人材・資金が不
足していたために、ずっと先進国に後れをとってきた。
だが、中国の改革開放にともない、人々は組立部品を輸
入するだけでなく、外国の企業と直接、協力を展開する
ことができるようになった。そこで、改革開放の最初の
十数年間に、中国の生産メーカーは導入・協力によって
発展を求めるという道を歩み始めた。
例えば、1984年8月、上海医療器械廠は日本の東芝から

KXD-850 800mA X線装置ユニットのばら部品を導入し、
これを組み立てて国内で販売した。1987年、同廠は上海
交通大学と協力し、自分たちの遠隔操作800mAテレビ透
視X線装置の試作に成功した[3]。
X線画像技術の発展過程において、画像増強管の出現は

一つの重要なポイントであった。それはX線テレビ技術を
作り上げ、X線検査を暗室から明るい室内へと移し、医療
従事者と患者に対する放射線損傷を大きく減らしただけ
でなく、臨床応用の範囲を広げ、X線誘導下での手術を可
能にした。
中国は70年代後期には、X線テレビシステムの開発を開

始したが、画像増強管、高感度低騒音テレビ撮影システ
ムなど、中枢組立部品の制約を受けていたため、成功し
なかった。1983年、上海はヨウ化セシウム（CsI）画像増
強管を自主開発したが、規格に合う専用生産設備がなく、
手作業による製法技術だけでは製品品質を確保すること
ができなかったため、大量生産体制を形成することは難
しかった。1985年末、上海はアメリカVarian社のX線画像
増強管の専用生産設備一式を導入し、ようやく産業の技

術アップグレードのテンポが速まった。同様に、早くも
1972年に、上海は回転陽極X線管の試作も行ったが、おそ
らくは性能と品質の問題により頓挫してしまった。1984
年末になって、上海医療器械第九廠はユーゴスラビアEI
社と契約を結び、低速回転陽極X線管の中枢技術を、生産
プロセスと設備を含めて導入し、製品合格率を引き上げ、
その品質を国際的レベルにまで高めた[3]。
また例えば、デジタル減算技術は造影検査において

血管系統が明瞭に示されるようにし、ひいてはその後の
介入治療分野におけるX線イメージングの主導的地位を
築いた。北京医用射線機廠は1976年から1980年にかけ、
心血管造影、消化管造影、マルチパス断層診断の行える
1250mA心血管造影X線装置の開発に成功したが、中核技
術と中枢組立部品の面では、自主イノベーションの要素
はまだほとんどなかったと言わなければならない。1990
年代初め、同廠は日本の島津製作所と協力して、遠隔操
作消化管検査装置を開発した。協力を通じて、同廠は島
津製作所の多くの設計理念と技術を吸収し、自己ブラン
ドの新しい遠隔操作X線診断装置を開発した。北京万東公
司のHFシリーズ消化管検査ベッドにはうっすらと島津の
機器の影が見える、という者がいるのも無理はない[3]。
デジタル撮影技術の出現（CD/RD）は、X線撮影をいっ

そう簡便に、保存をいっそう容易にし、しかもX線画像の
表現レベルを大幅に向上させ、普通のアナログ放射線画
像のデジタル化を実現し、それによってネットワーク化、
情報化のための基礎を築いた。1980年代、日本富士フィ
ルムは、コンピュータX線撮影（Computed Radiography, 
CR）と称するデジタルX線撮影システムを他に先んじて
発表した。これはそれまで通り、伝統的な増感紙―スク
リーンフィルム（Screen-Film）方式によって画像を撮影
するため、既存のアナログX線装置を利用して改善を加え
ればよく、デジタル化に進むための敷居を大いに下げる
ことになった。とはいえ、その操作フローにX線撮影の全
面デジタル化を徹底的に実現させることはできず、依然
としてX線フィルムを残すことが必要であったし、その性
能と画像の質にもなお多少の欠点があった。1990年代後
期に出現したデジタル撮影（Digital Radiography, DR）
はX線撮影のフィルムレス化を実現したが、その鍵は
様々なタイプのフラットパネルディテクター（Flat Panel 
Detector, FPD）を開発し、撮影、R/F、血管介入、心臓
造影などの臨床応用を一つの新しいレベルにまで引き上
げたことにあり、また、この種のディテクターを使用し
たDRシステムも急速に市場に進出するようになった。DR
技術の出現は、医用X線撮影技術のさらなる飛躍であった
と言うことができる。
1997年に誕生した珠海友通科技有限公司は、1999年

に国内でいち早くフラットパネルディテクターに基づい
たデジタル撮影システムDR- 2000を開発し、世界の先
進企業とほぼ同時に発売を行った。医用画像技術には大
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北京清華大学等の機関と共同で頭部断層スキャン装置（頭
部CT）の研究開発を行った。1982年に開発が完成し、
XDN-1と名づけられ、上海華山医院での試用に付された
が、当該モデルのCTは合計4台しか生産されなかった。
この装置をベースとして、1987年、上海医療器械廠はい
わゆる次世代のJD21型頭部CTを開発した。
1988年、上海医療器械廠と上海核工程研究設計院、北

京核儀器廠など9つの機関は、外国の先進技術を消化吸収
し、1990年に我が国初の全身用 CT装置を作り上げた。こ
のCT完成機の国産化率は75%以上に達していた。残念だっ
たのは、このような成果が出るのに時間のかかる自主開
発は、結局、ノックダウン方式の速効性の誘惑には勝て
ず、開発したJD21・JD31型CTは、1台ずつ製造されたの
みで、お蔵入りになってしまったことである。
実際のところ、1987年にこのプロジェクトが実施され

る以前に、すでに「市場と技術を交換する」という願望
の下に、いわゆる「技貿結合（訳注：ノックダウン加工
のこと）」の形でSiemens社との提携がスタートし、数十
組分のSOMATOM CR/CRF全身用CT装置のばら部品
を導入して組み立てを行い、その年だけでCT 5台を生
産・販売し、その後は、毎年10台を組み立てるというス
ピードで発展していった。この提携の最終的な結末は、
Siemens社がこれをもとに中国のCT市場に進出し、数年
間の訓練により実践経験を積んでいた技術者を取り込ん
で、1992年9月、研究開発・生産・販売を一体化した持ち
株合弁会社―上海西門子医療器械有限公司を設立したこ
とであった。同公司はSiemens社の唯一の海外CT研究開
発センターとなり、一方、上海医療器械廠はその優秀な
人材が外資系持ち株会社に流出してしまったため、これ
以降、CT技術分野とは二度と縁がなくなってしまった[3]。
アメリカGE社も同じように中国のCT市場に進出し

た。1991年、GE社は中国医療衛生器材進出口公司、航天
部二院と共同で北京にGE航衛合資公司を設立。そのCTば
ら部品を導入して、低ランクの全身用CT装置MAX640を
組立生産し、多くのプライマリユーザの最初の応用ニー
ズに応え、それによってたちまち中国市場に参入した。
5年間合弁を行った後、GEもこの公司を自分の単独資本
会社に変え、さらに中国最大のCT生産基地へと発展させ
た。現在、その生産量はすでに1000台に達し、GEの世界
におけるCT生産量の三分の一を占めている[3]。
こうした改革開放のプロセスにおけるすべての経緯は

人々に、市場を「手土産」として技術の師につき、「市場
と技術を交換する」いわゆる技貿結合案など、通用しは
しないのだということを思い知らせた。往々にして、「技
術が手に入らぬうちに、市場を先に失い」、「人材と市場
の両方がふいになる」という結末を迎えるのである。自
分の掌握している技術や自主知的財産権がなければ、た
とえ合弁経営であろうと、最終的には市場法則にしたがっ
て放り出されてしまうだけである。もちろん、中国につ

きく分けて、イメージング技術と画像処理技術の二つの
部分が含まれる。友通公司のDRが輸入製品と比肩し得
るのは、ハードウェアの面で採用しているのがアメリカ
Hologic社のDirectRay 1000 アモルファスセレンディテク
ターであるほか、さらに重要なのは、それが画像処理と
システム管理/制御ソフトウェアの面で優位性を発揮して
いることであり、それにより世界の新技術を追いかけて
最も速く発展を遂げた国内企業の一つの模範例となって
いる。現在、そのDRとPACS製品はすでにアメリカ、イ
ギリス、ドイツ、フランスなどの先進国や中東、アフリ
カなどの地域に進出している。同時に、その専門レベル
も国際的に認められ、すでにその他のDRメーカーのため
にオペレーションソフトウェアソリューション一式を提
供するOEMサプライヤーとなっており、例えば、アメリ
カVarian社、日本東芝、韓国DR- Teckや、ドイツのDR設
備メーカーに関連のシステム処理ソフトウェアを提供し
ている[3]。
ディテクターはDRにおける中枢組立部品であり、その

製造技術も当然ながら中核技術である。1990年代に入っ
て以後の中国は、製造業にすでにかなり強固な基盤がで
きあがり、知的財産権の意識もより強くなっていた。条
件の整ったメーカーは技術を導入すると同時に、自主開
発を重視するようになった。現在、我が国が生産してい
るDRは基本的にすべて、まず輸入に頼り、消化吸収を経
た上で自主設計、統合イノベーションを行ったものであ
り、友通公司のほか、例えば北京万東公司のCCD型ディ
テクター DR製品、北京航天中興公司の低線量ラインス
キャンX線撮影システムなどは、いずれもこの例に属して
いる。聞くところによれば、今はまだ輸入に頼っている
フラットパネルディテクターも、まもなく自社の開発製
品が世に出るという。現在、我が国ではすでに7、80 のメー
カー、例えば、瀋陽東軟、深圳安科、邁端、江蘇魚躍、
普愛などの企業が続々と自社のデジタルX線撮影製品を発
表しており、すでに国際市場への進出を開始している企
業もある。
1.2　X線断層撮影技術
断層撮影の方面では、中国におけるCTの曲折に満ちた

研究開発プロセスは、とりわけ典型的な一つの例証であ
る。
周知のように、前世紀70年代のCTの登場によって、放

射線診断には革命的な変化が生じ、すでに臨床における
主要な診療手段となり、また技術の進歩と製品イノベー
ションの面で絶えず変化の起きている、数少ないイメー
ジングモデルの一つともなっている。現在では、すでに
ローエンドの16層CTシステムから、ハイエンドの320層
システムへと発展している。中国は大体1975年頃にCTの
臨床応用を開始した。
1979年、旧国家医薬管理総局の手配の下に、上海医療

器械研究所が中心となり、中国科学院上海珪酸塩研究所、
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いて言えば、これは徐々に頭角を現していく苦難に満ち
た過程で、どうしても支払わなければならない代償なの
かもしれない。なぜなら、自らが技術と知的財産権を持っ
ていなければ、平等な基礎の上に立って誠実な協力を展
開し、友好的競争に参加し、共同発展を追求していくこ
となどできないからである。
1997年、CTが世に出てから20余年後、中国ではついに

瀋陽東軟数字医療系統股份有限公司の開発した初の自主
知的財産権を有する汎用CTスキャン装置CT-C2000が市
場に出、2000年に輸出が開始され、国際市場に進出して
いった。さらに同年3月には、自主知的財産権を具えた初
のスパイラルCTスキャン装置も開発され、10月には臨床
病院において正式に使用が開始された。これ以降、東軟
はさらに相次いで多層CTを開発した。2009年7月、最初
のNeuViz 16層スパイラルCTがアメリカの顧客に向けて
発送されたが、この出来事は中国の多層スパイラルCT市
場の空白を埋めただけでなく、東軟の16層CT製品がすで
に世界のハイエンド医療市場への進出に成功したことを
示している。今や、東軟の医療用CT製品は国内の同ラン
ク製品の中でトップの市場占有率を占め、さらに遠くア
メリカ、イタリア、ロシア、中東など、世界各地の300以
上の医療機関に販売されている[4]。東軟のほか、深圳安科
公司もスパイラルスキャン、多平面再構成、三次元再構
成等の機能を具えた全身用スパイラルCT装置を開発して
いる。中国はすでに世界でも数少ない、スパイラルCTが
生産できる国の一つとなり、これによって、外国メーカー
が中国のスパイラルCT市場を独占する時代も終わりを告
げたのである。

２．超音波画像技術
超音波画像技術は放射線損傷がなく、何度も繰り返し

て使用でき、価格も手ごろであることから、臨床病院の
心臓内科、消化器内科、泌尿器科、産婦人科疾患のルー
チン検査を行う際に最もよく用いられる方法となってい
る。中国では、通常、その表示の違いにより、それぞれ
白黒超音波、カラー超音波と呼ばれている。
2.1　白黒超音波技術
中国における超音波画像技術の臨床応用はA型超音波

診断装置から始まった。1959年、上海が真っ先にA型超音
波診断設備の研究開発に成功した。 1965年には、武漢無
線電研究所が心臓動態状況の観察できるM型超音波診断
装置を開発した。
1970年代中期になって、四川省錦陽の旧電子工業部第

730工場がようやくB型超音波診断装置の開発に成功し、
当時の国内における空白を埋めた。長年にわたる発展の
結果、錦陽索尼克電子有限責任公司、錦陽美科電子設備
有限責任公司など、有名な医用超音波製造企業がそこか
ら相次いで派生し、錦陽は我が国の重要な超音波画像設
備生産基地へと発展した。今日、錦陽索尼克公司が開発

生産した7万台余りの「華西」ブランド超音波診断製品は
中国全土に行き渡り、遠く56の国及び地域に販売され、
我が国の医療事業の発展と計画出産の国策実施のために
貢献している[5]。
中国の門戸開放にともない、1983年から、アメリカと

日本の大量のB型超音波装置が中国市場にどっと流入し始
めた。広東汕東超音波儀器研究所、上海医用電子儀器廠
なども同じ時期にいくつかのB型超音波診断装置の開発に
成功したが、我が国の自製機器は技術性能、画像品質の
面でも、信頼性の面でも、外国製品との間にかなり大き
な差があり、輸入B型超音波製品の強大な市場競争力には
太刀打ちできず、最終的にいずれも持続的な発展を遂げ
ることができなかった。このような不利な局面に対処す
るために、上海医用電子儀器廠も外国企業と提携し、ば
ら部品を導入し模倣して組み立てる方式によって、市場
でいくばくかの分け前に与ろうと企図した。
1983年、上海医用電子儀器廠は日本Aloka社のSSD256

型B型超音波ばら部品30組を導入して組み立てを行い、
1984年に、さらにアメリカADR社の100組にのぼるSDR-
4000B超音波ばら部品を導入して組み立て、CX-851型B型
超音波装置を開発した。1988年には、さらにAloka社のポー
タブルB型超音波SSD-210を導入して組み立てを行い、
CX700ポータブルB型超音波装置を模造開発した。だが、
これらの努力によっても、結局、より多くの市場を獲得
することはできなかった。1992年11月、上海医用電子儀
器廠も日本Aloka社との合弁会社設立という道を歩み、自
社のすべてのB型超音波製品を合弁企業での生産に転換し
た。この結末もまた惨敗の運命を免れることができず、
合弁企業は全部日本の単独資本会社に変わり、合弁時に
育成した技術資本もまた、そっくりそのまま相手にお返
しすることになった。
広東汕東超音波儀器研究所が歩んだのは、別の道であっ

た。1986年に同研究所が導入したのは部品ではなく、日
本日立のB型超音波技術と生産ラインであり、消化吸収と
国産化を経て、自分たちのブランドによって市場に飛び
込んだ。この道は長く険しいものではあったが、最終的
には市場において、汕東白黒B型超音波の居場所をわずか
ながらも獲得することができた。2008年、同研究所は外
国の少数の企業が独占的にカラー超音波に用いていた、
いわゆる四次元超音波専用プローブと専用イメージング
ソフトウェア技術を開発するとともに、これを白黒超音
波に用いることに成功し、購入コストを大幅に減らし、
診断の正確性を高める効果を上げ、この新技術の普及と
応用を促した[6]。
無錫海鷹集団公司も、1980年代末から1990年代初めに

かけて、我が国のB型超音波産業のリーダー企業であっ
た。1987年、海鷹の初のリニアアレイB型超音波試作機の
開発が成功し、臨床使用に投入された。1992年以降、さ
らに機械的セクタースキャンB型超音波も開発した。1996
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るまで、すべて完全な自主知的財産権を具えている[1]。中
国の企業はしだいに、組み立てしかできず技術がないと
いう苦境を脱し、普及型カラー超音波の生産技術を徐々
にマスターするとともに、一定の生産規模を形成してい
る。

３．磁気共鳴画像技術
1971年にRaymond Damadianの実験により、それぞれ

の組織の水分含有量に応じたMRシグナルの変化によっ
て、腫瘍と正常な組織の区別ができることが示され、
1973 年にPaul Lauterburが最初の原始的なNMR像を得
て、磁気共鳴画像（MRI）技術を創出して以来、今日ま
でにすでに40年近くの進展を経てきた。最初に現れた
MRIシステムには、その磁性体の違いにより3つのタイプ
―すなわち、常伝導型、永久磁石型、超伝導型があった。
常伝導型磁性体は電力を使って駆動するもので、電力消
費量が非常に大きく、永久磁石型磁性体は希土材料（例
えば、Nd-Fe-B）自体の磁性を利用して構成されている。
この2種類の磁性体の磁場強度はいずれもその固有の原因
によって制限を受けている。超伝導型磁性体は、物体の
超伝導現象を利用して、磁場強度を大幅に高めることが
できるが、技術が非常に複雑で、産業化の難度が大きい。
3.1　永久磁石型MRI
永久磁石型MRIは磁場強度は低いが、その技術性能と

画像品質はすでに臨床ルーチン診断の現実的ニーズを満
たすことができる。とくに販売価格が安く、運転コスト
が低く、磁性体のメンテナンスが不要で、必要とするス
ペースが少ない等の特色は、通常の臨床病院から広く好
評を得ており、将来的にきわめて大きな市場を有してい
る。
中国は1980年代以降にようやく永久磁石型MRI技術

の発展に着手した。1982年及び1983年、筆者は幸運にも
招きに応じて、当時の中国国家科学技術委員会が相次い
で招集した、MRIの事業化可能性と技術案に関する論証
事業に参加したことを覚えている。筆者の考えでは、中
国はすでにMRIの研究開発を行う基礎的条件を具えてお
り、鍵はCT開発時の経験と教訓を汲み取ることであり、
国が統一的に計画し、産学官が緊密に結びつくことが必
要であった。技術案の面では、非常に豊かな希土資源を
有しているという我が国の優位性を十分発揮し、臨床応
用に供することのできる永久磁石型MRIを開発する必要
があり、一方、更なる発展のために、経済力・技術力が
一定のレベルに達した適当な時期に、超伝導型MRIの開
発事業をスタートさせればよかった。その当時出現した
主に電力に依存する、いわゆる常伝導型MRIについては、
中国の事情に合わないので排除すべきであると思われ
た。参加していた専門家諸氏は、この件についていずれ
も共通の認識を持っていた。
1984年、国家科学委員会と国家計画委員会は3000万元

年、無錫海鷹企業集団の生産していたB型超音波の一部
分が、アメリカGEとの合弁になったが、その結末はご多
分にもれず、この合弁会社も同様にGEの単独資本企業に
変わり、GEの中国におけるB型超音波生産基地、世界の
八大超音波研究開発センターの一つとなってしまった。
GEが無錫で生産している LogiQ100/200/400等の白黒B
型超音波とLogiQ Bookカラードップラー超音波は、中国
市場において巨大なシェアを占めている。2003年になっ
て、無錫海鷹企業集団はようやくまた自社のHY6000 型カ
ラードップラー超音波によって市場へ戻り、「海鷹」は翼
に大きな痛手を負いつつも、また新たな旅へと飛び立っ
て行った[3]。
1990年代に、多くの新設の民営企業が続々と超音波の

分野に進出し、現在では外資系企業を含め、すでに数十
の企業がB型超音波の開発と生産に従事し、中国はすでに
世界最大の白黒B型超音波製造基地となっている。
2.2　カラー超音波技術
カラードップラー超音波技術は1970年代に登場し、

1980年代に広く臨床に用いられた。1990年、我が国の深
圳安科公司が中国初のカラー超音波を開発した。だが、
その後のかなり長い期間、国産カラー超音波は輸入製品
の圧力の下でなかなか局面を打開することができなかっ
た。2004年になって、深圳開立科技有限公司は国内初の
SSI-1000型ポータブルカラー超音波の開発をベースとし
て、さらに一連の開発済みの様々なランクのカラー超音
波を相次いで市場に送り出した。2009年11月、世界の有
名なコンサルティング会社Frost & Sullivanは、開立公
司のS8ポータブルカラー超音波装置が栄えある2009年
度「欧州製品品質リーダーシップ賞」（Product Quality 
Leadership Award）を受賞したことを発表した。同公司
は品質の面でこの素晴らしい栄誉を受けた、中国で最初
の医療器械メーカーであった。Frost & Sullivan社の上級
アナリストKrishanu Bhattacharjee氏は、「開立公司は一
貫して製品品質を企業の優先順位第一位に置いてきた」、
「開立のカラー超音波は、しだいにグローバル医療器械
メーカーのレベルに届きつつある」[3]と評価した。
2001年に監視システムの生産から事業を興した深圳邁

端公司は、最初のオールデジタル白黒超音波診断システ
ムによってB型超音波分野に足を踏み入れて以来、そのシ
リーズ製品がすでに数千軒の病院に採用され、販売量は3
年連続第一位となった。また2006年に発売した自社製の
最初のエコノミー型オールデジタルカラードップラー超
音波診断装置も、その優れたコストパフォーマンスによ
り国内市場でトップの座を占め、一方、邁端の超音波は
後発企業ながら、中国のB型超音波分野におけるトップブ
ランドとなっている。
邁端公司と同じく、北京天恵華公司が生産するドップ

ラーカラー超音波イメージングシステムは、128列の高感
度マルチビームフォーマーから、完成機システムにいた
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RMBを投資して、中国科学院が株式を支配する中国科健
股份有限公司を設立し、MRIの開発と生産に専ら従事し
た。1986年末、中国科健股份公司はアメリカAnalogic社
との合弁により、深圳安科高技術股份有限公司を設立し
た。1989年末、中国初の0.15T MRI永久磁石型システムが
安科公司において製造されたが、当時、MRIの生産能力
を持っていたのは世界でもアメリカ、ドイツ、日本の三
か国だけであった。このことは、MRIイメージングシス
テムの研究開発が中国においてゼロからの飛躍を成し遂
げ、我が国が今日のような世界の主要なMRI生産基地と
なるための基礎が築かれたことを示している。1998年、
安科公司はさらに中国初の渦電流のない0.2T二本柱式永
久磁石型MRIを開発した[3]。
1998年4月に設立された浙江省寧波市の鑫高益有限公司

は民営ハイテク企業として、主にNd-Fe-B永久磁石材料の
生産に従事し、日本日立や我が国のその他のメーカーの
MRIシステムのために永久磁石型磁性体を提供している
OEMサプライヤーである。1999年から、鑫高益有限公司
はMRI完成機の開発に着手した。2001年、最初のOPER-
0.2T MRIシステムがユーザー設置を実現し、2002年、0.3T 
MRIシステムを発売し、2004年4月には、0.35T MRIシス
テムを開発した。2006年9月、0.4T MRIシステムが臨床
病院に採り入れられ、2008年1月にはさらに世界で最初の
0.5T永久磁石型MRIシステムを開発した。わずか10年間
の発展を経て、鑫高益公司は永久磁石型MRIシステムの
中国最大のサプライヤーとなった。2002年、製品が正式
に市場に投入されたその年に、中国の開放型MRI市場で
10%以上のシェアを獲得した。2004年、販売数は100台を
突破し、2005年には国際市場に進出するようになり、製
品はインド、ロシア、レバノン、トルコなどの国々に販
売された。これまでにすでに累計200台余りのMRIシステ
ムを販売し、国内の同類製品市場におけるシェアは6年連
続第一位となっている[3]。
21世紀初め、何人かの海外で学んだ中国の学生が帰国

し、医用MRIイメージングシステムの研究開発に専門に
従事する深圳邁迪特（Mindit）公司を立ち上げた。これ
に対し、政府は強力な支援を与えて、激励を行った。筆
者も大いに感心し、また一つの新たな若い力が医用画像
技術の研究開発に身を投じたと考え、筆者が科学技術部
中小企業イノベーション基金のプロジェクト審査に参加
した折には、同公司の申告したMRIプロジェクトに対し
通常を超える額の資金支援を行うよう、科学技術部に積
極的に提案も行った。これは、当時資金の不足していた
邁迪特公司にとり、確実に一つの強力な後押しとなった。
だが、それが少しずつ正常な軌道に乗り、徐々に状況が
好転しつつあった時、シーメンス医療グループに気に入
られ、その子会社―西門子邁迪特（深圳）磁共振有限公
司として再編成されてしまった。2004年7月、シーメンス
は同公司内に西門子磁共振園を設立し、それはシーメン

ス医療グループの世界的な三大磁気共鳴開発・生産・営
業販売/技術サービス基地の一つとなった。そして、西門
子邁迪特（深圳）公司は、シーメンスのグローバル磁気
共鳴産業の重要な戦略的構成部分となったのである。
20年余りにわたる曲折に満ちた発展を経て、中国の

MRI画像技術はついに比較的大きな規模を持つ産業とな
り、0.2T、0.3T、0.35T、 0.4T、0.5T等、さまざまな規格
の永久磁石型MRI製品を有するようになった。永久磁石
型MRIシステムを生産することのできる企業は、深圳安
科と鑫高益の他にも、瀋陽東軟、北京万東、深圳貝斯特、
河北新奥博為、北京泰傑など、約7、8社ある。現在では、
技術性能がすでに外国の同類製品のレベルに達している
上、コストパフォーマンスも高いことから、一定の市場
競争優位性を具え、すでに国内の50%以上のシェアを占め
ている。また、世界の多数の国及び地域に大量に輸出さ
れており、例えば0.5T MRI製品は今や、アメリカFDAに
承認された磁場強度の最も高い開放式永久磁石型MRI製
品である。現在、中国はすでに永久磁石型MRIの世界最
大の生産国となっている。
3.2　超伝導型MRI
超伝導型MRIイメージングシステムは永久磁石型MRI

に比べ、臨床診断と医学研究の面で、いっそう重要な応
用価値と応用の将来性を有しているが、価格が非常に高
く、1台当たりの販売価格は約1,000万元RMB以上である。
超伝導型MRIは価格が永久磁石型MRIよりもはるかに高
いとはいえ、その市場シェアは依然としてMRI市場総額
の70%前後を占めている。これまでのところ、中国国内の
1.5T超伝導型MRI市場は相変わらず、西門子邁迪特（深
圳）公司のMAGNETOM ESSENZAシステムが主である。

この1、2年、中国も超伝導型MRIの開発と生産を開始
している。2010年5月、東軟公司が開発・生産した超伝導
型MRIイメージングシステムが、河南省開封市中医院で
正式に稼動し、臨床使用に投入された[7]。

◎Echostar Centauri 1.5T 磁気共鳴装置
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CDが登場し、設備と造影の費用が大幅に削減され、陽電
子造影の広範囲な応用の可能性が生まれた。
マルチモダリティ画像融合技術の発展にともない、画

像学はさらに飛躍を遂げ、まったく新しい医用画像学―
分子画像学（解剖―機能画像学）が創設されたが、PET/
CTはその代表的設備である。1998年、最初の専用PET/
CTプロトタイプがアメリカのピッツバーグ大学医学セン
ターに設置された。このマルチモダリティ画像設備は、
高解像度の解剖学的構造画像と減衰校正機能を提供する
と同時に、臓器機能及び血液灌流等の機能的画像を提示
し、システムの画像検査の感度、特異性、正確性を高めた。
PET/CTは決して両者の簡単な組み合わせ、画像の重ね
合わせなどではなく、基礎医学と医用画像処理技術の研
究に基づいて作り上げられたものである[11]。
中国では最初1986年に、中国科学院高エネルギー物理

研究所が我が国初の単一リングPET実験試作機の開発に
成功した。1987年、中国原子エネルギー研究院は放射性
標識薬剤Na18Fの開発に成功し、さらに18F-FDGを調製
した。その後、中国科学院高エネルギー物理研究所と広
東威達医療器械集団公司は2リング及び4リングシステム
（PET-BO3）の共同開発に成功した。1995年3月、山東万
傑医院はアメリカ GE社から1台目のPETスキャン装置と
小型回旋加速器を導入し、それによって我が国の陽電子
造影の臨床応用期がスタートした。2002年8月、山東省立
医院はさらにGE社の発表したPET/CTをいち早く導入し
た[12]。
PETは分子画像学設備として、その関連する学科は核

物理学、ソフトウェア学、高速エレクトロニクス、機械
工学、医学、薬学、分子生物学、分子画像学など、さま
ざまな分野に渉り、1300種余りの物資、数万個の部品（RC
部品を含む）によって構成され、技術基準がかなり高い
[13]。臨床の面では、PETは特に腫瘍学、神経学、心臓血
管等の分野において、疾患の早期診断、病巣定性、手術、
放射線計画治療の定位、小病変の診断と鑑別及び、いま
だ解明されていない代謝及び受容体疾患の研究にとって
重要な価値を有している。だが、我が国について言えば、
PETの臨床応用が直面している最大の問題は、その高額
の費用であり、患者の検査一回がRMB数千元から一万元
にもついてしまう。
中国の自国製品をできるだけ早く開発するために、以

上に述べた外国企業との協力の経験・教訓をしっかりと
踏まえたうえで、2005年9月、瀋陽東軟集団股份有限公
司はアメリカPositron社との合弁により、PETの生産開
発基地として、「瀋陽東軟派斯通医療系統有限公司」を
設立。東軟が90% の株式によって絶対的なコントロール
権を持つとともに、中国の現地人材をメインとし、アメ
リカの人材をサブとした国際的PET研究開発団体を組織
した。4年間にわたる取り組みを経て、2009年5月、東軟
はNSP-P8、MSP-P6Cの二つのモデルを含むTruesightシ

超伝導磁性体は超伝導型MRIの中核技術、中枢部品箇
所である。現在、中国はすでに1.5T低温超伝導磁性体の
開発に成功している。例えば 2002年以降に四川省成都
に設立された奥泰集団は数年にわたる努力の結果、2009
年、自主開発した超伝導体を用いて生産したEchostar 
Centauri 1.5T 16チャネル超伝導型MRIをついに世に送り
出し、16チャネル一体化の高密度マトリックスコイルRF
システムを新たに開拓し、コイルを交換しない状態のま
まで、より高い時空間解像度の全身画像が得られるよう
になった[8]。
また例えば、2008年に設立された南京豊盛超導技術

有限公司は、すでに2010年初めに自身が自主知的財産権
を有する1.5T超伝導磁性体の産業化試作機の製作に成功
し、2011年初め、1.5T超伝導MRI完成機システムの組み
立てに成功した。報道によれば、同公司は年間300組の超
伝導磁性体を生産できる見込みであるという。それだけ
でなく、「3.0T磁性体のラインオフ期日も目前に迫ってお
り、7.0T動物用イメージング磁気共鳴システムの設計も
すでに大詰めに近づいている」[9]。
だが、現在用いられている高磁場低温超伝導磁性体は

運転時に冷媒として液体ヘリウムを必要とし、液体ヘリ
ウムの消費はシステムの運転コストを増すだけでなく、
システムの製造コストを増やし、システムの利用可能な
空間を減らし、同時に環境保全にも悪影響を及ぼす。し
たがって、MRI技術の発展という角度から見ると、今後
は高温超伝導材料が人々の関心を集めるホットな研究対
象となるであろう。
このほか、RFコイル技術の方面で、上海美時医療技術

公司は高温超伝導RFコイルを開発し、人体画像の解像度
と鮮明度を300%以上も高めた。これを低磁場共鳴イメー
ジングシステムに用いると、その鮮明度を高磁場製品の
レベルにまで高めることができるが、コストは高磁場装
置のわずか1/3であり、開発途上国の公共医療により適し
ている[10]。

４．核医学画像技術
現在、放射性核種マーカーの核医学画像技術において

よく使われる設備は、単光子放射型コンピュータ断層撮
影装置（SPECT）と陽電子放射型コンピュータ断層撮影
装置（PET）である。
1973年、Phelps Hoffman とTer Pogossian はいち早く

PETプロトタイプの研究開発に成功した。1977年には、
最初の全身用PETを正式に発表。1985年に、PETのプロ
グラムシステムを初めて作り上げ、高等数学と物理学を
用いて多重画像分解を行う方法を発明した。1986年には、
初の自己遮蔽・コンピュータ制御の陰イオン型回旋加速
器が製造された。1995年、アメリカADAC社の最初のデュ
アルプローブ単光子放射型断層撮影装置（SPECT）のコ
インシデンス検出陽電子造影（coincidence detection）の
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リーズPET製品の開発と生産に成功し、さらにアメリカ
FDAの認証を取得した。これにより、東軟はPETを生産
し、国際市場に販売することのできる中国で最初の企業
となった。現在、東軟のPET完成機部品の国産化率はす
でに90%以上に達し、しかも15項目の国際的ならびに国内
の技術イノベーションを達成し、製品は世界の同類製品
の先進的レベルに達している。腫瘍、神経系統への臨床
応用の条件を満たし、心臓病診断の面でとりわけ世界一
流のソフト、ハード技術の優位性を具えているだけでな
く、特に優れた画像品質、高い信頼性、省電力、体積の
小ささといった特徴を有している。最初のPETはすでに
同年7月、アメリカ・ニューヨークに輸出されており、こ
れは中国の医用画像技術の発展過程におけるもう一つの
ゼロからの飛躍である[12]。2010年7月15日、東軟公司はア
メリカ市場から一回限りの6台の発注を得たことを発表し
たが、これは今までに手にした中で最大のPET単一項目
契約であり、中国のハイエンド医療設備がすでにアメリ
カ等のハイエンド市場の顧客に受け入れられ、好評を博
すようになったことを示している[14]。
もちろん、PET/CT技術は今なお急速に発展している

最中である。外国で新しく研究されているいわゆる「タ
イムオブフライト」技術は、PET /CTスキャン技術分野
の画期的意味を持つ重要な技術的進歩と言われており、
PET/CTの多くの技術パラメータを高めるだけでなく、
患者の検査の安全性と正確性を高めることができ、将来
のPET/CT技術の主な発展動向になると考えられてい
る。報道によれば、我が国はすでにこの最新世代のPET/
CTを導入し、2010年1月17日、北京腫瘤医院において運
転が開始された[15]。

結論
以上の紹介により、中国における医用画像技術産業の

60年間にわたる苦難と曲折に満ちた発展過程のあらまし
を述べた。今日、我が国は中・低ランクの平面透過イメー

ジングの常用X線設備と断層撮影イメージングのCT及
び、デジタル白黒超音波、カラー超音波を生産すること
ができるだけでなく、比較的高ランクのMRI及びPET等
画像設備の分野にも足を踏み入れ始め、しかも少数なが
ら世界各地に輸出し、我が国の医療衛生事業の発展を強
力に支えている。
縦の比較からいえば、中国の医療器械産業は確実に目

覚ましい進歩を遂げ、発展スピードは世界の注目を集め
ており、しかも市場規模も拡大しつつある。専門家は、
我が国の医用X線装置市場の年間複合成長率は10%前後に
上り、2010年までに、我が国の医用X線装置は9億米ドル
の市場規模に達し、また新たな医療改革の推進は、我が
国の医用X線装置の発展を後押しする主要な力になるだろ
うと分析している[16]。2008年、我が国の医用画像取得装
置の総設置量は25,000台近くに達し、うちCTは総設置量
の27%前後を占める約6,800台に上っている。我が国の2級
Aランク病院では、CTの設置量はCTの設置量全体の4割
を占め、一方、近年、我が国の医用画像設備市場はずっ
と15%という年平均増加率を保っている[17]。2008年のアメ
リカ、日本など先進国のMRI普及率は百万人当たり約30
台であったが、我が国はたったの1台であった[9]。統計に
よれば、2010年の我が国における MRI市場の年間売上額
は約30億元RMBに達し、うち超伝導型MRIはMRI市場総
額の70%前後を占めると見られる[20]。別の資料によれば、 
2011年には世界のPET設置量は4800台前後に達するとい
う。一方、中国のPET設置量は2010年に152台に達すると
みられ、年平均複合成長率は36%である。2008年から2010
年までに、我が国の医療機関ではPETシステムが38台増
えるとみられ、1台1,400万元として計算すると、5億元
RMB余りの市場規模に達することになる。関連データの
示すところによれば、アメリカの100万人当たりのPET及
びPET-CT保有数は5～ 6台、日本は3台であるのに対し、
我が国はたったの0.1台である[18]。これは、中国の医用画
像技術製品市場には非常に大きな発展の余地があること
を物語っている。
ある資料によれば、2010年には中国の医療器械総生産

高は1,000億元に達し、世界の医療器械市場におけるシェ
アが5%に達し、2050年には25%にまで上昇するという[19]。
中国市場のこの魅力的な発展の将来性によってこそ、多国
籍企業は中国の改革開放という情勢の力を借りて、続々と
中国に進出し、北京におけるGE、瀋陽におけるPhilips、
上海及び深圳におけるSiemens、大連におけるToshibaの
ように、生産基地を設けてきたのであるが、真の意味の
技術開発とハイエンド器械の生産はいまなお、すべて各
企業の本部に置かれているようである。したがって、国
際化の進む今日、我々は世界と先進国との横の比較にいっ
そう目を配ることが必要であり、そうしてこそ初めて「中
国製造」と「中国創造」の違いと差を知り、危機感を持ち、
覚醒した頭脳を保つことができるのである。

◎東軟医療PET
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さらに例を挙げると、上に述べてきたように、現代の
医療器械産業は基盤工業とハイテクノロジーに依拠して
いる。一国のデジタル制御システムを用いた機械設備の
使用比率は、その自動化水準をはかる共通指標の一つで
ある。日本野村証券のデータによれば、2010年3月～ 5月、
中国のこの比率は27%に上昇し、過去2年間に比べ多少高
くなったが、しかし日本と比較すれば、1980年代のレベ
ルにしか相当しない。現在、日本の工業のデジタル制御
の比率はすでに82%という世界のトップレベルに達してい
る[21]。
中国の経済は確かに発展したが、それは万里の長征の

第一歩を踏み出したにすぎない。一人当たりGDPについ
て言えば、中国は日本の1/10でしかなく、下層社会集団
の基本的生活状態を比較の中心基準として見るならば、
我々の言うところの「勃興」とは、まだまだ遠くかけ離
れている。将来の使命を思えば、任務は重く、道は遥か
である。13億の人口を擁する大国として、我々は自身の
力に頼って医療衛生事業を発展させていくしかないので
ある。それゆえ、 13億の国民の健康に関わる医療器械産業
の方面では、発展の難度がどんなに大きくとも、競争環
境がどんなに厳しくとも、歯を食いしばって勢いよく前
進するしかなく、後退すれば活路はないのである。した
がって、我々は安定した調和のとれた内外環境を早急に
必要としており、各国の誠実な友人、特に一衣帯水の日
本が我々と協力し、相互信頼・相互補完・相互収益を通じ、
ウィンウィンを勝ち取るべく共に努力していくことを期
待している。これは実現可能なすばらしい願望であるは
ずだと思う。

中国医療器械業種協会元副会長、東軟集団国家デジタ
ル医用画像設備工学技術研究センター主任の鄭全録教授
の説明によれば、我が国の医用機械分野では、CT市場の
80%、超音波機器市場の90%、MRI装置市場の90%、検査
機器市場の85%、心電図計市場の90%、中高ランク監視装
置市場の 80%、高ランク生理機能等記録装置市場の90%
は多国籍企業によって独占されているという。例えば、
64層以上のCT、1台1,000万元の1.5T以上のMRI、価格が
150万元以上の高ランクカラー超音波、1組700数万元の心
血管X線装置、腫瘍の治療に用いる直線加速器は、すべて
輸入に依存している[18]。
大都市の入札募集の状況から見ると、我が国の大型ハ

イエンド医療器械市場では、外資系企業がすでに80%以上
を占め、GEの市場占有率は 50%～ 60%に達している。世
界中で、GE、Philipsなど三つの企業だけがPETを生産し、
絶対の独占的地位を占め、価格決定の面で絶対的なコン
トロール権を持っており、我が国の市場価格は1台3,500万
元にも達し、スキャン検査を1回するだけで1万元RMBも
かかってしまう[18]。
専門家の推計では、現在、ハイテク製品の方面で、中

国の医療器械の全体的レベルは外国の先進的レベルと比
べて、約15年間の隔たりがあり、技術は依然として立ち
後れ、なお核心的競争力に欠け、まだ国際的ブランドを
形成していない[18]。例えば、早くも2001年から、GE、
Siemens、 Philipsはすでに市場において3.0T超伝導型MRI
を提供してきた。GEはすでに、7.0TMRI設備を開発中で
あると発表している[20]。明らかに、中国はこの分野にお
いてまだ同等に論じられることができない。
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開発の3方面から、中国の病原菌迅速鑑定診断試薬の研究・
開発分野における進展について紹介する。

１．微生物診断血清試薬の研究と開発
血清学検査は長い間、重要病原微生物検査のために必

要な方法の一つであり、特に末端検査、検査機関ではな
お幅広く応用されている。これまでの抗血清製造技術は
複雑、煩瑣で、時間と労力がかかり、製造効率が低い。
また交叉反応を排除することが難しく、標準化された一
定規模での製造を実現することができていない。さらに
種類、数量が著しく不足しており、実際の検査での需要
を満たすのが難しい。国際的には、細菌抗血清の主なメー
カーであるデンマークの SSI社、アメリカのBD社、日本
の生研社、タイのS&A社等により提供される血清の種類
は少なく、実際のニーズの20%に達していない。アメリカ
疾病予防管理センターとイギリス国立感染症実験室には
すべての血清があるものの、これまで外部に出されたこ
とはなく、新たな血清も再生産されない。
かつて中国では細菌抗血清を製造する機関は少なく、

かつその品質は安定せず、検査と予防の必要を満たすの
は困難であった。そのため、既存の抗血清製造技術に対
して早急に改善を進めるとともに、新たな技術体系の下
で種類のそろった高品質の抗血清貯蔵庫を設立すること
が必要である。
現代の生物学技術、特にゲノミクス、バイオインフォ

マティクス、分子生物学の技術の発展によって、従来の
抗体調製技術の革新が可能になっている。従来の方法を
参考にした上で、各種技術を総合的に利用し、新たな抗
体調製技術を開発し、抗血清交叉反応を効果的に排除し、
標準化された製造工程を構築し、一定規模の生産を実現
することで、抗血清製造技術の分野で高い地位を占める

21世紀、微生物が引き起こす感染症は、世界的に人類
の死亡の主な原因となっており、しかも世界は「古い感
染症が引き続き存在し、かつて一度は抑制された感染症
が再び勢力を盛り返し、新たな感染症が次々に現れ、既
知の病原の薬剤耐性が急激に高まる」などの厳しい状況
に直面している。突発性の感染症は、突発的であり、不
確実であり、伝播が早く、危害が大きいといった特徴を
持ち、社会の安定性、ひいては国家の安全を著しく脅か
している。このことは、中国そして世界全体で感染症を
予防・抑制していくための難点であり、また公衆衛生の
安全にとって重大な課題でもある。人類と感染症の戦い
においては、診断、治療、予防の3つが重要なポイントと
なる。このうち速やかに正確な診断をすることが最も重
要で、それは有効治療の基礎であるとともに、予防戦略
を策定し、有効な措置を適時にとるための根拠でもある。
このため、先進技術に基づく新世代の微生物検査製品の
開発と製造が切に待たれる。
中国衛生部の『中国衛生統計概要』と国家統計局の統

計データによると、2008年中国の病原微生物検査の市場
規模は約20億元で、市場潜在力は巨大である。内訳とし
ては、病院と疾病予防機関で毎年約10億元分（年間のべ
約3484万人が検査）、出入国検査検疫部門で毎年約4.6億元
分（年間のべ 1560万個のサンプル検査）、食品・化粧品等
の品質安全検査部門、メーカー、大型スーパーで毎年約5.4
億元分の検査製品・技術が必要とされる。中国の経済発
展と大規模イベント（2008年北京オリンピック、2010年
上海万博など）の相次ぐ開催にともなって、公衆衛生面
での応急処置能力についても重大な課題が提示されるこ
ととなった。
本文では、微生物診断血清試薬の研究と開発、分子生

物学検査技術の発展、サンプル前処理技術の発展と製品
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ことができ、同時に各種免疫学技術を広範囲に応用する
ための基礎を築くことができる。
抗血清交叉反応の排除が難しいことと、種類の著しい

不足が、抗血清製品の開発における二大問題になってい
る。
中国のこの分野でも際立った存在として、天津生物

芯片技術有限責任公司は、長期間にわたり細菌表面の多
糖抗原の多様性の遺伝基礎と分子進化の研究に携わって
きたことから、診断血清間の交叉反応を排除するための
主要な技術を把握している。細菌表面多糖抗原の合成メ
カニズムを理解したうえで、分子生物学技術によってカ
ギとなる遺伝子をノックアウトし、同じ遺伝子背景をも
ちながら表面多糖抗原を発現しない実験用菌株を構築し
て、その実験用菌株を利用して抗血清を吸着し、交叉反
応を効果的に排除する。それをもとにして、標準化され
た吸着技術と工程化された抗血清製造の一連の体系を構
築する。そのほか、この会社では長期間の科学研究の蓄
積を通じて、カバー範囲の広い標準菌株貯蔵庫を設立し
ており、そこには、大腸菌O抗原とH抗原の全標準菌株、
赤痢菌O抗原の全標準菌株、サルモネラ菌O抗原の全標準
菌、肺炎連鎖球菌カプセル多糖抗原の全標準菌株、レジ
オネラ・ニューモフィラO抗原の全標準菌株、プロテウス
O抗原の全標準菌株等がある。このように、世界でも最
も種類のそろった微生物抗血清製品体系を作り出すため
に、重要な基礎を打ち立てている。
この会社ではこれまで、重要病原菌の血清型455種に対

する特異抗血清を製造しており、他社の製品種（デンマー
クSSI社の357種、日本デンカ生研社の293種、タイS&A公
司の232種など）をはるかに上回っている。製品は中国疾
病予防管理センター等の検査機関による使用を経て、反
応速度が早く特異性が高いという特徴をもつことが実証
されており、日本のデンカ生研社の同種の血清の品質に
相当し、中国国内の同種の製品より優れている。

２．分子生物学検査技術の発展
現在、PCR技術とバイオチップ技術を代表とする分子

微生物技術は、国際的に認められている微生物検査の発
展方向であり、その急速な発展によって、重要微生物に
対する迅速、正確、高速スクリーニングによる検査が可
能になっている。2000年にアメリカ疾病予防管理センター
は世界各国の専門家と職員を招き、従来の血清学鑑定
方法の改善方法について議論するための会議を開催した
が、その主な結論は、「DNA分子に基づく信頼できる細菌
鑑定方法をできるだけ早く研究する必要がある」という
ものであった。
現在、世界各国は分子診断技術の発展について非常に

重視している。アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、日本、
シンガポール、韓国、キューバ、インド等の国ではそれ
ぞれ生物技術発展戦略を策定しており、生物新薬の開発

を自国の新たな経済成長ポイントと位置づけるだけでな
く、分子診断技術の発展を国家医療レベルの向上に関す
る指標の一つとしている。中国政府は、第11次五カ年計
画『国家中長期科学技術計画』の中で、各種分子診断技
術・製品の発展を強力に支持していくことを明確に示し
ている。2006年、中国発展開発委員会は、支援対象の生
物技術産業化項目の中で、「中国の主要感染症と腫瘍等重
大疾病の診断に必要な迅速診断試薬、免疫診断、分子診
断等の新型検査試薬について、重点的な支援をしていく」
ことを明確にしている。
種特異的分子マーカーのスクリーニングは、分子生物

学病原菌検査の要点であるとともにボトルネックでもあ
り、また病原菌検査製品の開発のための基礎でもある。
2004年から2009年の間には、種特異的分子マーカースク
リーニングの分野で国際的に328編の論文が発表されてい
る。しかし現在、大多数の機関では、そして市場で販売
されている大部分の分子生物学検査製品は、すべてジェ
ンバンク(Genbank)の順列を利用して種特異的分子マー
カーをふるい分けており、系統性に欠け、種内の保守性
と種間の特異性を保証することができず、また検査の正
確性を保証することも難しい。
南開大学の王磊研究チームは、長期間の研究を通じ

て病原菌迅速鑑定の分野で多くの重要技術を構築してお
り、相応する検査製品の開発のためにふさわしい基礎を
築いて、この分野で国際的にもリーダー的存在である。
1）病原菌種・属レベルの種特異的分子マーカーのスク
リーニング
16S rRNAは、細菌に対して種属レベルの鑑定を行う

際のターゲット分子として現在よく用いられるが、16S 
rRNAに基づいてふるい分けられた分子マーカーは特異性
に劣ることが多く、特に類縁関係の近い種や属の鑑定が
非常に難しい。このため、病原菌を特異的かつ正確に種
属レベルまで鑑定できる新たな分子マーカーを見つけ出
す必要がある。
16S-23S rRNAの遺伝子間領域の変異速度は、16S 

rRNAの10倍に相当し、より高い識別率をそなえているた
め、細菌を種属レベルまで鑑定するためのより理想的な
ターゲットである。しかし16S rRNAとは異なり、現在ま
でに知られている16S-23S rRNAの遺伝子間領域の配列は
相対的に数量が少ない。王磊研究チームでは、異なる病
原菌についてこの領域の大規模な解読と分析を行うこと
で、未発表の配列データと種特異的分子マーカーを大量
に（8000本以上）有している。多くの実験により、これ
らの分子マーカーは高い特異性と感度を備えることが検
証されている。
2）病原菌血清学レベルの種特異的分子マーカーのスク
リーニング
研究により、一部の病原菌では種（属）全体が病原性

を持ち、また、一部の病原菌では種（属）内の一部に病
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の実際の検査に応用するために解決しなければならない
重要な問題である。病原微生物の細かな分離と富化はな
お欠かすことのできないステップであり、また病原微生
物検査技術の歩みを抑制するステップともなっている。
病原微生物を複雑な環境からどのように効率よく分離し
富化するか、また環境中の複雑な要素による病原微生物
の培養と検査への影響をどのように減少するかは、病原
微生物検査技術の実際の応用におけるキーポイントであ
る。微生物免疫磁気ビーズ法は、磁性選別技術を利用し
て、環境、臨床、食品サンプルから病原体を富化するも
ので、高感度で迅速であるという特徴をもっており、幅
広い承認を得ている。2008年に更新された中国の「大腸
菌O157検査国家基準」では、免疫磁気ビーズによるサン
プル富化方法が採用されている。
免疫磁気ビーズ法の基本原理は、以下のようなもの

である。免疫磁気ビーズは、活性タンパク質（抗体）と
結合することができ、また磁気に引きつけられる。免疫
磁気ビーズを特異な微生物抗血清とカップリングさせた
後、磁気ビーズをサンプル処理液に入れると、磁気ビー
ズ上の抗体と特異抗原物質が結合し、抗原・抗体・磁気
ビーズ免疫複合物が形成される。その後、複合物は磁場
の作用の下で移動をはじめ、病原微生物が複雑な環境の
中から効果的に分離される。一部の病原菌に対しては、
各血清型の病原菌がすべて磁気ビーズに結合されるよう
にするため、また操作を簡便で取り扱いやすくするため、
各血清型病原菌の抗血清を磁気ビーズとカップリングさ
せ、その後に抗体にカップリングした磁気ビーズに混合
して、各病原菌種に対する免疫磁気ビーズを構成するこ
ともできる。
免疫磁気ビーズ法の研究開発においてカギとなる技術

は、磁気ビーズと結合される特異抗体の獲得である。天
津生物芯片技術有限責任公司は、病原菌特異抗血清の研
究開発において独自の優位性をもち、自社の免疫磁気ビー
ズ法の研究開発のため確固とした基礎を築いている。
この会社ではこれまでに「大腸菌O157免疫磁気ビーズ

法試薬キット」、「赤痢菌免疫磁気ビーズ法試薬キット」、
「サルモネラ菌(A-Z、 O51-O67)免疫磁気ビーズ法試薬キッ
ト」、「コレラ菌O1/O139免疫磁気ビーズ法試薬キット」
等6種類の免疫磁気ビーズ製品を研究開発しており、大腸
菌O157とサルモネラ菌(B-Z)の免疫磁気ビーズ法技術しか
なかった国際的な市場の空白（Matrix社とDynal社のみが
この種の製品を製造）を埋めている。また6時間以内に増
菌と吸着を完了し、9時間以内にPCRの結果を得、24時間
以内に培養基鑑別結果を得ることを実現している。
「大腸菌O157免疫磁気ビーズ法試薬キット」を例にと

ると、純菌サンプルの吸着率について、この会社の製品
では60-90%であり、海外の会社の同類製品では40%であ
る。混合サンプルの吸着率では、この会社の製品は50%、
海外の会社の同類製品では40%である。製品の主な技術性

原性を持つことが証明されている。たとえば一番よく見
られる大腸菌には合計180あまりの血清型があるが、その
うち53のO血清型は病原性に関連すると報告されている。
また肺炎連鎖球菌はカプセル多糖の特異性により90の血
清型に分けられ、うち23の血清型の菌は侵襲性感染の85%
以上を引き起こす。そして病原性のない、又は人体に有
益な血清型の菌が環境中には大量に存在している。こう
した原因から、実際の検査時にはこの種の病原菌に対し
て血清型レベルまで検査して、それが病原性の型かどう
かを確認する必要があり、種（属）レベルの検査だけに
とどまってはならない。分子生物学技術をいかに利用し、
病原菌を血清型レベルまで鑑定するかという課題は、国
際的な微生物検査分野で現在の最大の難題の一つだが、
適合するDNAターゲットポイントを見つけ出すことがこ
の技術のカギとなる部分である。
前段階での研究で、王磊研究チームは病原体表面の

進化メカニズムを確実に理解したうえで、表面抗原遺伝
子群中の一部の特定遺伝子がきわめて高い特異性をもつ
という理論をはじめて提示、証明し、さらにこれを基礎
として病原体表面抗原の遺伝子群から種特異的分子マー
カーをふるい分ける技術を構築した。現在、これを基礎
としてふるい分けられた分子マーカーは最も優れた特異
性をもつことが国際的にも認められている。この理論と
技術はすでに、アメリカ農務省、アメリカ疾病予防管理
センター、フランス食品衛生安全局、オランダ食品・消
費者製品安全庁などを含む国内外の数十の機関で幅広く
応用されている。本研究チームは、表面多糖抗原遺伝子
群の中の種特異的分子マーカーをターゲットとして、完
全で、病原菌を血清型レベルまで鑑定できる検査技術体
系を構築した。この技術ではさらに、豚肉と水のサンプ
ル中から関連の菌株を特異的かつ高感度に検出すること
ができるとともに、臨床、環境、食品等多方面で応用す
ることができ、高い特異性と高感度を持つ。大量の実験
により、この細菌分子分類と検査技術は従来の血清学検
査の高い特異性という特徴を引き継ぎながら、さらに従
来の方法の感度の低さ、持続時間の不足というデメリッ
トを補うことが明らかにされおり、細菌検査の中でも現
在最も先進的で有効な技術となっている。
本研究チームによる前段階研究の成果は、これまでに

FEMS Microbiology Reviews、Journal of Bacteriology、
Journal of Clinical Microbiology等の国際的に権威ある微
生物関連の刊行物で、SCI論文87編を発表されており、本
分野で国際発明特許4項目、国内発明特許90 項目を取得し
ている。このように、これら病原菌の高品質検査製品を
さらに研究開発していくための基礎が打ち立てられてい
る。

３．サンプル前処理技術の発展と製品開発
サンプル処理技術は、現代の分子生物学技術を病原体
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能指標は、すでに国際的にも最高の水準にある。
現在、中国では第10次五カ年計画、第11次五カ年計画

の実施を通じ、「重点支援、統一計画、各方面への配慮」
という戦略的指導の下、国内の多くの大学、研究所が国
家重要科学技術特別プログラム、863計画、973計画、国
家科学技術支援計画等のプロジェクト支援金を受けて、
これまでに病原菌検査に関する研究とその関連製品の開
発の分野で多くの成果を上げている。特に南開大学、天
津生物芯片技術有限責任公司をはじめとする一部機関で
は、一通り整備された重要技術を構築しており、世界を
リードする地位にある。近年の第二世代DNAシークエン
シング技術の効率の大幅な向上とコストの大幅な低減な
ど、生命科学技術の急速な発展に伴って、今後数年間に
このような全く新しい技術が病原菌迅速診断に用いられ
る可能性も排除できない。中国はゲノミクス分野ではス
タートを切るのが遅かったとはいえ、ここ数年間の発展
を通じて一連の躍進を得ており、世界の最前列に入ろう
とする勢いを見せている。
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医療用レーザー技術やレーザー治療器の発展
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の応用を目的とした研究、開発、産業化の業務を担当。
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するが、主にはレーザーの波長によって左右される。紫
外線は主にタンパク質によって吸収され、可視光はヘモ
クロム、メラニン、その他の色素によって吸収される。
700～900nmは、生体組織における光学窓とも称され、同
波長範囲において組織における光の吸収が最小になる。
赤外線は主に水によって吸収される。レーザー照射と生
体組織の相互作用によって生じる生物学的効果には、光
熱効果(Photothermal)、光化学効果(Photochemical)、生物
刺激効果 (Biological stimulation effect)、光圧効果(Light 
pressure effect)、光機械効果(Photomechanical)などがあ
る。これらの効果を利用することにより、レーザーを用
いた疾患の診断や治療が可能となる。
レーザー技術は基礎医学研究に先進的な手段を提供し

ている。レーザー診療は、手術療法と非手術療法に分け
ることができる。レーザー手術療法とは、マイクロビー
ムを用い患部組織の切除、蒸散、凝固を施すことであり、
部分的な侵襲が機能に与える影響を観察する。非手術療
法とは、弱いレーザービームを患部に直接照射したり、
光ファイバーを挿入し組織を破壊することなくレーザー
を血管内に照射したりすることによって、血液循環の改
善、免疫力の強化、抗アレルギー、鎮痛消炎といった効
果を引き出すことである。

３．レーザー医療における一般的なレーザー装置
（１）気体レーザー (Gas Laser)
医療に用いられる気体レーザーの中でも代表的なもの

がCO2レーザーである。波長は10.6μmである。臨床で用
いる炭酸ガスレーザーの高出力がもたらす熱圧力効果に
より、組織中の水分を揮発させ、病変組織を切除する。
しみ、血管腫、皮膚癌、胃の切除、心臓、心血管手術、
口腔癌や口腔粘膜疾患などの分野で顕著な効果を発揮し
ている。またHe-NeレーザーやAr+レーザーなどは、網膜
剥離、網膜変性、胃潰瘍などの治療に広く用いられている。
（２）半導体レーザー (Semiconductor Laser)
半導体レーザーの材料には、一般的なGaAs、GaAlAs、

GaAsPを含め20～30種類がある。低出力の半導体レーザー
を人体組織に照射すると、体液循環の増進や人体組織に

概要：
本論文では、生物医学の見地からレーザーの効果や一

般的なレーザー治療器を簡潔に紹介する。医学分野にお
けるレーザーの主な応用例を分類することにより、幾つ
かの代表的なレーザー治療技術を紹介すると共に、中国
におけるレーザー治療器市場の展望を分析する。またレー
ザー医療機器の発展の方向を示す。

１．序文
レーザーとは、物質の誘導放出によって生じる一種

のコヒーレント光である。レーザーには良好な単色性、
視準性、コヒーレンス性といった特徴があるため、疾患
の診断、観察、治療などに非常に適している。1963年に
Goldmanが、良性皮膚疾患に対するルビーレーザーの応
用に成功すると、医学分野におけるレーザーの活用が始
まった。さまざまな新型レーザー機器の開発が進むに伴
い、数多くの学門分野の基礎や臨床においてレーザー技
術が広く応用されるようになった。応用目的は大きく分
けてレーザー診断とレーザー治療の二つである。前者は
レーザーを主に情報担体として用いており、後者はレー
ザーを主にエネルギー担体として用いている。レーザー
診療技術は、従来の診療方法と比べて非接触・最小侵襲
の面で非常に優れており、臨床治療には欠かせないキー
技術と効果的な手段となっている。レーザー医療機器に
対する需要は急速に拡大しており、臨床治療や科学研究
におけるレーザー医療機器の役割がますます重視されて
いる。

２．レーザーの生物学的効果
レーザーには一般的な光線とは異なる発光メカニズム

があり、レーザーと生体組織における生物学的効果が顕
著であることが、生物医学分野においてレーザーが広く
採用される基本的な理由である。レーザーを生体組織に
照射すると、一部は散乱され、レーザーの照射によって
形成される光学情報により、検体組織の成分構造を検出
することができる。また一部は吸収されるが、生体組織
における光の吸収は、組織構造や吸収スペクトルに関係



370 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

る。一般的に癌に対する光線力学的療法に用いられるほ
か、白内障治療や内視鏡による凝固処理などにも採用さ
れている。
（７）各種レーザー装置の性能比較

４．レーザー診療技術
医療分野におけるレーザーの応用には、光線力学的療

法、エキシマレーザー角膜形成術、レーザー砕石術、低
出力レーザー治療、レーザーを用いた歯科診断および治
療、レーザー血管形成術、レーザーを用いた内視鏡手術
などがある。
4.1　光線力学的療法
光線力学的療法(Photodynamic Therapy、PDT)とは、

光力学反応を用いて疾患の診断や治療を行う新療法の一
つである。可視光線、近赤外線、紫外線などによって生
じる光力学反応は、生体組織において励起状態の光感作
物質が脱励起することで引き起こされる一連の物理、化
学、生物学的変化の過程である。主に固形悪性腫瘍に対
する治療に用いられている。
光線力学的療法の基本的な過程は以下の通りである。

生体組織における内源性または外源性の光感作物質に対
し適切な波長の光を照射すると、光子エネルギーを吸収
し基底状態から励起状態へと変化する。励起状態にある
光感作物質は非常に不安定であり、脱励起の物理過程に
おいてエネルギーを放出し、急速に基底状態に戻る。脱
励起の物理過程において蛍光が生じる。蛍光スペクトル
を分析することにより疾患の診断を行うことができる。
脱励起の化学過程において一重項酸素を中心とする大量
の活性酸素が生成される。活性酸素は幾つかの生体高分
子と相互作用することによって、損傷した細胞構造の機
能に良い影響を与えるため治療効果が得られる。
PDTを用いた悪性腫瘍の治療は、数十ヵ国において大々

的に進められている。各種腫瘍患者に対する治療事例は

おける活性細胞の成長促進といった効果があり、臨床に
おいて皮膚炎の治療、傷口の癒合、鎮痛を目的として用
いられている。高出力の半導体レーザーは、止血効果の
高いレーザーメスを用いた切除手術に用いられている。
代表的なものとしては、前立腺切除術や肝葉切除術など
がある。
（３）ランプ励起固体レーザー (Lamp Pumped Solid 

State Laser)
世界初のレーザー装置であるルビー (Ruby)レーザー

は、ランプ励起固体レーザーであった。ルビーレーザー
は当初眼科で採用されていたが、後にアルゴンレーザー
や色素レーザーが主流となった。高出力のルビーレーザー
は、現在では刺青の除去に用いられている。固体レーザー
装置の開発初期は、ランプ励起レーザーが圧倒的に多かっ
た。低価格、高出力、高安定性といった特徴ゆえに、幅
広い分野で採用された。目下最も代表的なものは、波長
1.06μm、第二高調波532nmのランプ励起Nd:YAGレーザー
であり、上部消化管の出血など出血性疾患の止血のほか、
血管病変にも用いられる。またランプ励起 Nd:YAGレー
ザーを内視鏡と組み合わせることにより、膀胱、肺、消
化管などの内部にある腫瘍、声帯病変、鼻茸などの治療
に採用できる。
（４）半導体励起固体レーザー (Diode Pumped Solid 

State Laser)
半導体レーザーの急速な発展は、全固体レーザーに画

期的な革命をもたらした。半導体励起固体レーザーには、
高効率、コンパクトな構造と体積、長寿命といったメリッ
トがあるため、レーザー装置の研究開発においても注目
されている。医療分野における同レーザーのシェアは高
く、今後段階的にランプ励起固体レーザーに代わり、全
固体レーザーの主流となると予想される。
（５）エキシマレーザー (Excimer Laser)
エキシマレーザーは、強力な紫外線を発生させること

ができる。他のレーザー装置では、紫外線を発生させる
ことは非常に難しく、独特のメリットを有している。二
つの原子で構成する分子であるエキシマは、励起状態で
のみ安定する。励起状態の寿命は短く、エキシマは短い
時間の中でレーザーを発生する。臨床における応用では、
さまざまな組織を正確に切除することができるほか、切
除過程において熱変化を伴わないという特徴がある。主
にレーザー血管形成術、屈折矯正角膜形成術、中枢神経
系の病巣切除術などに用いられる。
（６）色素レーザー (Dye Laser)
色素レーザーの出力波長は、連続調節が可能であり、

異なる作業波長を提供することができる。通常の作業環
境下における治療用レーザーのシングルパルスエネル
ギーは5～30mJであり、疾患に応じて選択する。医学分野
で用いられる色素レーザーは、アルゴンイオンレーザー
励起のものとクリプトンイオンレーザー励起のものがあ

◎表　各種医療用レーザー装置の性能比較

出力 /
エネルギー

效率 線質 体積 寿命 安定性 価格

気体
レーザー

大きい 低い 良い 大きい 短かい 良い 中間

半導体
レーザー

大きい 高い 悪い 小さい 長い 良い 低い

ランプ
励起固体
レーザー

やや
大きい

低い
やや
良い

やや
大きい

やや
短い

やや
良い

やや
低い

半導体
励起固体
レーザー

やや
大きい

高い 良い
やや
小さい

長い 良い
やや
低い

エキシマ
レーザー

やや
小さい

やや
低い

悪い 大きい
やや
短い

やや
悪い

高い

色素
レーザー

やや
小さい

やや
低い

やや
悪い

大きい 短かい
やや
悪い

高い
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ける1回当たりの成功率は95%以上、膀胱結石の治癒率は
100%である。この種の手術は、穿孔の必要や出血のリス
クがないほか、尿管腫瘍、尿管ポリープ、狭窄といった
疾患を同時に治療できる。ホルミウムレーザー碎石によ
る顆粒は細かい粉末状であるため、砕石後の排出時間も
大幅に短縮することができる。
4.4　低出力レーザー治療
医学的に言えばレーザーの強弱によって異なる生物学

的効果のメカニズムがある。このため臨床応用における
目的や手法もさまざまである。医療分野ではレーザー自
体の物理パラメータ（出力やエネルギー）に基づきレー
ザーの強弱を評価するわけではない。その強弱は、レー
ザーが生体組織に作用した結果として生じる生物学的効
果の強弱に基づき区分される。レーザーを生体組織に照
射した直接の結果として、生体組織に修復不能な損傷が
生じた場合、照射表面におけるレーザーを高出力レーザー
と呼ぶ。修復不能な損傷が生じない場合は、低出力レー
ザーと称される。
1967年にハンガリーのMesterらが低出力レーザーの生

物に対する刺激作用について発表した後、動物実験や臨
床実験に基づく低出力レーザーのメカニズムや治療効果
に関する高度な探究や医学研究が世界中で行われるよう
になり、低出力レーザー治療(Low Level Laser Therapy)
が開発された。低出力レーザー治療とは、低出力レーザー
に皮膚を透過させ、細胞に作用を及ぼす療法である。レー
ザーの光子が細胞のミトコンドリアに作用し細胞のエネ
ルギーとなる。ミトコンドリアは細胞における「発電所」
であり、前述した作用の過程でアデノシン三リン酸(ATP)
を生成する。ATPは細胞の健康を促進し活性を強化する。
また細胞の活性化に伴い、血管における血液循環が改善
し、細胞の新陳代謝も促進する。こうして細胞の有糸分
裂が加速し繁殖速度が上昇するため、治癒速度も大幅に
向上する。これまでに低出力レーザー治療は、精神疾患、
関節リウマチ、皮膚疾患、五官疾患、さまざまな急性ま
たは慢性疼痛、炎症、血管疾患、狭心症、気管支喘息といっ
た疾患の治療に採用されている。
4.5　レーザーを用いた歯科診断および治療
齲蝕学、歯内療法学、歯周病学、口腔外科学、診断学

にもレーザーが応用されている。特に最近十年間は、歯
科分野におけるレーザーの応用に関する研究が盛んに行
われている。
視診、触診、放射線検査は、昨今の臨床における一般

的な齲蝕検査の方法であるが、これら従来の検査方法は
確実性や適時性の面で問題も認められている。レーザー
虫歯検知機器(Diagnodent)は、数年前に開発された虫歯
診断技術である。その原理は次の通りである。齲蝕組織
は半導体レーザー (655nm)に励起されると、波長680nm
の蛍光を発する。蛍光の強さが齲蝕の程度を示してお
り、蛍光強度を測定することにより齲蝕の深さを診断で

数万例に及び、臨床効果は一貫して肯定的なものである。
腫瘍疾患の他に焔状母斑、網膜黄斑、動脈硬化、乾癬、
関節リウマチ、尋常性白斑などの治療においても、PDT
が良い成果を上げている。
4.2　眼科におけるレーザー技術の応用
眼球の組織構造は光に対して特殊な性質を有している

ため、眼科疾患に対するレーザー治療は非常に有効であ
る。これまでに角膜切除屈折手術、虹彩切除術、強膜切
除術、眼底組織凝固術などにおいてレーザーが採用され
ている。目下臨床において用いられているエキシマレー
ザー角膜屈折矯正手術には、エキシマレーザー角膜切除
術(photorefractive keratectomy、PRK)、エキシマレーザー
角膜内切削形成術(laser in situ keratomileusis、LASIK)、
エキシマレーザー上皮細胞屈折矯正術(laser epithelial 
keratomileusis、LASEK)の3種類がある。度数の低い患
者に対しては、PRKが依然として適切な手術法の一つ
である。また角膜が薄く近視度数の高い患者に対しては
LASEKを選択することもできる。しかしLASIKの採用率
が著しく高く、徐々に主流となってきている。
LASIKの光源には、一般的に波長193nmのエキシマレー

ザーが採用される。エキシマレーザーは、一種の超紫外
線波長であり、レーザーが組織上に照射されるごとに、
組織の分子を蒸散させる。正確性が非常に高いだけでな
く、コールドレーザーであるため照射部位の周囲組織に
熱反応が生じない。角膜構造に悪影響を及ぼすことなく、
正確な蒸散によって角膜1層のみを精確に切除できる。手
術ではマイクロタイプの角膜切除メスを用い、角膜前の
基質層に直径 8.5mm(8.0～9.0mm、角膜の厚みの1/4～1/3)
のレーシックフラップを切り込む。次いでエキシマレー
ザーを用いて、フラップ下の角膜基層を削る。最後にフ
ラップを元の状態に戻す。同手法は角膜上皮や前境界板
を温存するため、角膜の生理解剖に最も合致する。無痛、
安定した屈折状態、急速な視力回復といった利点があり、
目下世界で最も進んだ屈折矯正技術である。
4.3　レーザー砕石術
ホルミウムレーザーは、波長2.1μmのパルスレーザー

であり、外科手術に用いられているレーザーの中で最も
新しいものの一つである。レーザーの生み出すエネルギー
は、光ファイバー先端と結石の間にある水を蒸散させ、
微小な気泡を形成する。またエネルギーを結石に伝達す
ることによって結石を砕き粉末状にする。水が大きなエ
ネルギーを吸収するため、周囲組織に対する損傷が軽減
される。加えてホルミウムレーザーは、人体組織に対す
る侵入深さがわずか 0.4mmと浅い。このため砕石時にお
ける周囲組織の損傷を最小限に抑えることができ、安全
性は非常に高い。膀胱鏡、尿管鏡、経皮腎臓鏡を通して
ホルミウムレーザーで直接砕石することにより、組織の
損傷を回避することができる。
研究によると、内視鏡下ホルミウムレーザー砕石にお
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ジェクトにおいて皮膚病患者30万人の母斑、刺青、メラ
ニンを除去し、正常な皮膚の色を回復することに成功し
た。米国やオーストラリアで進行中の臨床試験によると、
高出力のウルトラパルス炭酸ガスレーザーを用いること
により、顔のしわ、あざ、その他の皮膚欠陥を除去でき
る。900人が参加した試験において、90%の人が顔のしわ
を75%除去することに成功した。世界中で数多くの科学者
が、皮膚に照射したレーザーの作用に関する基礎理論や
臨床応用の研究に従事している。例えばレーザーを皮膚
に照射した際における細胞破壊の程度やレーザー治療に
おける熱量に関する問題についての研究が行われ、数多
くの有効な参考データを取得している。
医学分野におけるレーザー技術の応用は、前述した内

容だけにとどまらない。他にも整形外科、血液内科、外
科手術、神経内科、耳鼻咽喉科、前立腺、腎臓結石など
においても新たな研究成果や臨床応用に関する発表が相
次いでいる。

５．レーザー医療機器市場の展望に関する分析
経済や社会の発展に伴い、中国は日米に次ぐ世界第三

の医療機器市場となっている。今後3～6年のうちに世界
第二位の市場となることだろう。目下中国には 17万5000
の医療・衛生機関が存在する。国家政策に基づく指導や
医療・衛生機関における設備更新需要が、中国を医療機
器の巨大な消費市場にしており、中国の医療機器業界に
とっては大きなチャンスとなっている。レーザー技術の
急速な発展、レーザー機器コストの低下、生物医工学の
研究の進展と円熟といった要素により、近年中国におい
てレーザー医療技術が急速に普及している。調査による
と、中国におけるすべての大型総合病院（中国の病院格
付けで「三甲」に相当する病院）や8割の中小病院に、独
立したレーザー医療科がある。中国の医療機関における
レーザー医療機器の需要は大幅に増加している。

中国におけるレーザー医療の始まりは遅く、その発展
も2000年までは緩やかなものであった。報道によると、
1999年における中国のレーザー医療機器市場の規模は、
わずか数千万元であった。近年になり中国におけるレー

きる。レーザーをゾンデとして使用し、歯の構造に一切
の損傷を与えることなく、深い位置にある齲蝕組織を容
易に観察できる。Diagnodentに付属するフィッシャーカ
リエス・ピットカリエス検査用の円錐形プローブを用い
て、表面の小窩裂溝を一つ一つ検査し、それぞれの齲蝕
の程度を判断することができる。さまざまな位置におけ
る齲蝕の程度を精確に検査することができるのは、目下
Diagnodentのみである。
4.6　レーザーを用いた内視鏡手術
内視鏡(Endoscope)は一種の光学機器であり、体外へ開

口している穴から内視鏡を差し入れて体内の疾患を観察
する。内視鏡は精密なカテーテルやマイクロカメラを組
み合わせた光ファイバーなどで構成されており、画像を
伝送しモニターに表示することができる。また冷光源や
光電変換システムが装備されている。臓器の内側を直接
観察し、患部の位置や範囲を確認できる。また撮影や生
検を行うことも可能で、患部の診断における精度が著し
く向上した。さらに内視鏡を用いた治療も可能である。
光ファイバーによって冷光源を伝送する光ファイバー内
視鏡は、小口径で自在に湾曲するため検査時の苦痛が少
ない。患部を大きく拡大しても鮮明に画像システムに伝
送することができる。内視鏡によって得た精確な画像に
基づき、執刀医は鮮明な視界を確保することができるた
め、精密な治療が可能である。正常な組織を損傷するこ
となく、病巣を精確かつ完全に切除することができる。
光ファイバーの伝送するレーザービームを内視鏡に

よって体内に照射し、病変組織の治療を行う技術を、レー
ザー内視鏡治療技術と呼ぶ。レーザーは一種のコヒーレ
ント光であり、非常に短時間のうちに密度の高いエネル
ギーを放出する。病変組織に照射すると、速やかに大き
な熱効果が生じ、組織が凝固または蒸散するため、治療
効果が得られる。レーザー内視鏡技術は、消化管におけ
る出血を止めるといった消化管疾患の治療のほか、さま
ざまな鼻腔疾患、ポリープや椎間板の摘出、結石などの
治療に採用されており、臨床における治療効果も良好で
ある。
4.7　皮膚科におけるレーザー技術の応用
皮膚科におけるレーザーの応用には、紅斑のレーザー

治療、レーザーによるしわ、母斑、刺青の除去、損傷し
た皮膚の修復などが含まれる。米国フロリダ州ジャクソ
ンビルの形成外科医らは、臨床において水素励起色素
レーザーを用い母斑、刺青、薄い褐色のしみの除去を行
い、良好な効果を上げている。ドイツ・ミュンヘンの科
学者らが実施した数多くの試験に関する報道によると、
308nmのXeClエキシマレーザーを用いた乾癬(Psoriasis)や
尋常性白斑(Vitiligo)の治療は、従来の治療法より効果が
良好で、なおかつ正常な皮膚の老化を抑制する。米国マ
サチューセッツ総合病院・ Wellman光医学実験センター
の科学者は、MFEL(the Medical free-electron laser)プロ

◎図１　2005-2008年における中国のレーザー医療機器市場の規模と成
長率



373

医療における診断技術の研究開発

ザー医療機器市場が急速に拡大したのは、世界各地にお
けるレーザー機器や各種医療用レーザー設備の急速な進
歩、医療用レーザーの研究に従事する科学者の増加、政
府による医療インフラへの投資拡大といった要素によ
る。調査会社の馳昂諮詢 (Sinotes)が実施した市場調査に
よると、2008年通年における中国のレーザー医療機器市
場の規模は、前年同期比22.4%増となる19億 7000万元を突
破した。2010年には30億元を超える見込みである。
レーザー医療機器の分野では、欧米、イスラエル、日

本が世界をリードしている。国内市場において中国メー
カーは海外メーカーとの激しい競争に直面しているが、
総合的に見て劣勢である。中国の三級病院（中国の病院
格付けで最高水準、各級はさらに甲乙丙に区分される。）
では、一般的に輸入医療機器が採用される。二級病院で
も医療機器の2/3が輸入製品である。中国の医療機関は、
毎年巨額の外貨資金を投じて数多くの医療設備を購入し
ている。このような状況は改めなければならない。レー
ザー技術の研究水準だけで見ると、中国は外国と比べて
も遜色がなく、一部の分野では外国を上回っている。し
かしレーザー医療機器に対する新技術の採用率が海外に
比べ劣っている。レーザー技術に関する研究成果の応用
率を向上させることが急務である。
中国製レーザー医療機器における重要技術や重要部品

は、輸入に依存する傾向が強い。専門的な研究・生産拠
点の構築、独創的革新力の向上、技術集積力の強化など
によって、中国製レーザー医療機器の発展を促進し、先
進国との差を縮めることができる。

６．結論
21世紀におけるレーザー医学は、技術や臨床応用の面

で発展の速度を速めるだろう。レーザーの生物学的効果
のメカニズムに関する研究を基礎として、レーザーの各
種パラメータに基づき、生体に及ぼす作用が最適となる
パラメータを模索することにより、新たな診断や治療の
方法を開発することができる。レーザー機器の継続的な
改良と進歩により、いっそう先進的で高性能なレーザー
機器や光ファイバーが開発されるだろう。さまざまな波
長や出力のレーザーを体内や血管内に挿入し、手術や照
射治療を行うようになる。また高出力で超短パルスの自
由電子レーザーが消化管や尿管の切開、結石の粉砕、そ
の他の手術に広く採用されるようになる。さらにレーザー
による光線力学的療法の悪性腫瘍治療に対する応用が進
むだろう。
レーザー医学に関する基礎研究は、臨床応用に比べて

非常に遅れている。レーザーの持つ特性の多くが医学分
野に用いられないままになっている。医学分野における
数多くの問題を新たなレーザー技術によって解決するこ
とができるだろう。今後レーザー技術がいっそう速やか
に発展することを期待する。
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１．序文
医学映像技術は構造イメージング、機能イメージング

から分子映像へと発展しつつある。分子映像学（Molecular 
imaging）は映像学の方法を用い、生体状態下の生物過程
について細胞及び分子レベルの定性・定量研究を行う。
これは近年、医学映像技術と分子生物学が結び付いて発
展を遂げた新しい学問分野である。エックス線、CT、超
音波、MR、PET等に代表される古典的な医学映像技術
は疾病進行後期における人体の生理機能と解剖構造の変
化を診査するのに用いることができる。分子映像技術は
新しい工具、プローブ及び方法を応用し、疾病過程にお
ける細胞及び分子レベルの変化を探るものである。この
技術は疾病の臨床症状が現れる前に異常を検出すること
ができ、病気経過の生体検出、遺伝子治療の生体追跡、
薬物効果の生体評価、機能分子の生体活動法則といった
一連の研究分野に新たな技術プラットフォームを提供し
た。分子映像学は現在、限りない発展の可能性を秘めた
最先端医科学分野の1つと見られ、ホットな研究テーマと
なっている。
結像原理の違いに基づき、分子映像技術は主として核

種イメージング（PETとSPECT）、磁気共鳴イメージング
（MRI）、光学イメージングに分かれる。他の分子イメー
ジング法に比べ、光学分子イメージングはコストが低く、
放射がなく、創傷又は毒性がなく、特異性が高く、多目標・
多パラメータの検出が可能で、プローブの調製と保存に
便利といったメリットを持ち、ますます多くの専門家・
学者から注目されており、近年、急速な発展を遂げた。
光学分子イメージングは主として生物発光イメージン

グ（Bioluminescence imaging、BLI）と蛍光分子イメー
ジング（Fluorescence molecular imaging、FMI）に分か
れる。前者はルシフェラーゼ遺伝子を採用して細胞又は
DNAを標識し、基質フルオレセインを注入した後、酸化
反応を発生させ、蛍光を放出する。一方、後者は蛍光レポー
ト基（例えば緑色蛍光蛋白質）又は蛍光染料を採用して
標識を行い、外部から特定波長光源を照射し、励起によっ
て蛍光光子を発生させる。上記の蛍光光子は生物組織内
で散乱と吸収を経た後、生物体の表面に到達し、光学イ
メージング設備によって検出される。特定の再構成アル
ゴリズムを通じ、生物体内の細胞又は分子レベルの生理
又は病理過程を反映した直観画像を再構成することがで
きる。光子の透過距離に限りがあるため、光学分子イメー
ジングは主に小動物の生体イメージング研究に応用され
ている。
光学分子イメージングシステムは結像方式の違いによ

り、平面イメージングと断層イメージングの2種類に分か
れる。平面イメージングは平面写真の原理に基づき、代
表的な検出器を用い、光信号を集めた二次元図形を出力
する。その原理は簡単で、使い勝手がよく、スピーディ
で、フラックスが高い等のメリットを持ち、このため、
幅広く応用されている。しかし、平面イメージングで検
出される信号は多くの深さから来る信号を重ね合わせた
ものであり、画像がぼやけ、分解能が低く、生物体内光
源の深部情報を得ることができない。そのため、この方
法は通常、薄い物体のイメージング又は表在イメージン
グに用いられるだけである。平面イメージングの限界を
克服した新しい断層イメージング法は多点測定・収集を



376 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

通じ、強散乱生物組織における光子の遷移法則と光伝播
の数学モデルに基づき、特定の反転アルゴリズムを採用
しており、光源の立体定位を行うことができ、当面の研
究重点となっている。そのうち、蛍光分子トモグラフィー
（Fluorescence Molecular Tomography、FMT）技術は
低エネルギーの励起光源を用い、目標物の深部情報を再
構成することができ、染料が安定し、コストが低く、長
期の定量モニタリングが可能といった多くのメリットを
備えており、非常に有望な新しいイメージング技術だと
言える。
国は蛍光分子イメージングを非常に重視しており、973

計画、863計画及び国家自然科学基金で関連のプロジェク
ト研究をスタートさせた。中国科学院自動化研究所、清
華大学など多くの研究機関が国の973計画の支援を受け、
生体内蛍光分子イメージングの基礎理論と中核技術に対
する研究を深めており、また、清華大学、中国科学院高
エネルギー物理研究所等の機関は国の863計画の支援を受
け、蛍光とPETの2つの方式による小動物イメージングシ
ステムの共同研究を進めている。本論文では蛍光分子ト
モグラフィー技術研究の新たな進展状況を重点的に紹介
する。

２．FMTイメージングシステム
FMT始原型システムは主に励起光源、光学検出設備、

小動物固定スタンド、制御装置、濾光板及び全く光を透
さないイメージング暗箱から成る。励起光源は広域スペ
クトル光源（例えばハロゲンタングステン灯、キセノン
灯）を採用し、これに特定波長の濾光板を加えるか、又
は特定波長のレーザーを使用することができる。光学検
出設備は当初、PMTを使用していたが、現在では高性
能CCDカメラが採用されている。小動物は麻酔後にスタ
ンドに固定され、イメージング暗箱の中に置き、制御装
置でスタンドを制御し、水平運動、垂直運動又は回転運
動を行う。光源が小動物の体表に照射され、CCDカメラ
を利用して、多くの角度と位置から小動物生体内の蛍光
団に対し、投影イメージングを行う。集めた信号をコン
ピュータで処理すれば、生体内における蛍光光源の正確
な位置情報を得ることができる。
励起光源の違いに基づき、FMTシステムは主として連

続波モデルと時間領域モデルの2種類がある。連続波モデ
ルでは、定常強度の励起光が生物体に照射される。ここ
で検出するのは蛍光信号を励起した強度情報であり、蛍
光プローブの三次元濃度分布が再構成される。連続波モ
デルのシステムは蛍光プローブ分布を比較的うまく局在
化、定量化することができる。透過深さが大きく、信号
雑音比が高く、感度が高く、設備が簡単で安定し、コス
トが低い等の特徴を備えているため、現在、FMTシステ
ムはその大部分が連続波モデルのイメージングを採用し
ている。

時間領域モデルでは、超短パルス光で励起した蛍光信
号が生物組織によって拡大された後、その時間曲線がゲー
ト制御式検出器によって検出される。理論上、このシス
テムは最も多くの情報が得られ、蛍光寿命情報を再構成
するだけでなく、早く到達する光子情報を利用してシス
テムの空間分解能を大幅に高めることができる。しかし、
このシステムは実際の運用においてコストが高く、信号
雑音比が低く、イメージング時間が長い等の制約を受け、
その普及と応用にも限りがある。
イメージングの構造から見ると、FMTシステムは接触

式イメージングと非接触式イメージングの2種類に分ける
ことができる。初期のFMTシステムは接触式イメージン
グであり、一般には円筒イメージングチャンバを採用し
ていた。境界条件を簡略化するため、動物を整合液の中
に浸し、光ファイバを通じてイメージングチャンバに接
触させ、照射を行うとともに、境界の光強度分布を導出
する。円筒イメージングチャンバを採用したFMTシステ
ムは結像原理が簡単である。しかし、そのシステムは部
品が多く、構造も複雑である。サンプリング数に限りが
あるため、画像の再構成速度は速いものの、その品質と
分解能は高くない。
近年、FMTシステムの多くは非接触技術を全面的に

採用し、又は検出器端においてこの技術を一部採用して
いる。励起端では、点毎に走査した集束光点又は拡散し
た光面を通じて励起光源を提供し、一方、検出端では、
高性能CCDを採用し、非接触信号の検出を行う。励起光
源の走査は一般に二次元スキャナーを通じて実現される
ため、光ファイバに照射する必要がなく、システムはよ
り便利なものとなった。CCDの利用によって一層多くの
サンプリングデータセットを得ることができるようにな
り、FMTの再構成画像の品質が高まり、再構成問題の不
適切性が低下した。しかし、整合液と円筒イメージング
チャンバを取り除いたため、FMT画像再構成の境界条件
として、小動物体の三次元表面輪郭の情報を得る必要が
ある。

図1は清華大学医学部分子映像研究チームが確立した非
接触全角度蛍光分子トモグラフィーシステムである。小
動物が支持物を通じ、昇降・回転可能な回転台の上に固

◎図１　非接触全角度蛍光分子トモグラフィーシステム
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摂動法は主にBorn近似法、Rytov近似法、Newton法を
含み、生物組織の光学特性パラメータの再構成及び生物
体内の蛍光光源の定位に既に幅広く応用されている。一
方、傾斜法は解析する逆問題を非線形最適化の問題に転
換し、1つの目標関数を構築するとともに、それを最小
化させて最適解を得る。この研究は共役傾斜法（Method 
of conjugate gradients、CGD）、 最 速 降 下 法（Method 
of steepest descent、SD）、 代 数 再 構 成 法（Algebraic 
reconstruction technique、ART）に関係している。有限
要素法は複雑な幾何形状及び異方的に分布する媒質を効
果的に処理することができ、且つ計算速度が速いため、
光学イメージングの順問題と逆問題の解析に幅広く応用
されている。
清華大学医学部分子映像研究チームは光子伝送経路の

MCシミュレーションと画像再構成アルゴリズムの研究面
でたゆまぬ努力を払ってきた。例えば、順問題の研究で
は、表に基づくランダムサンプリング数値アルゴリズム
（Table-Based Random Sampling Algorithm、TBRS）を
打ち出し、計算が正確で、柔軟性があり、複雑な組織と
光源に対する適応性が高いという伝統的なMC方法の特徴
を保ち、計算時間を短縮した。
現在、イメージングシステムのデータ量は増える一方

であり、このため、イメージング速度を如何に高めるかと
いう難しい問題に直面している。適応有限要素法と適応
グリッド技術は徐々に細分化されるグリッド上での一連
の反転を通じ、蛍光団が存在する関心エリアを細分化し
て、上記の問題を解決することができる。清華大学医学
部分子映像研究チームは最小2乗共役傾斜法とLandweber
方法を結び付けた適応有限要素再構成アルゴリズムを打
ち出すとともに、これを実際のマウスの腹部輪郭モデル
に応用し、良好な効果が得られた。また、平板イメージ
ングに関し、同チームは解析解と適応グリッド技術に基
づく高速再構成アルゴリズムを打ち出し、アルゴリズム
に正確な解析解と高速技術を持たせると同時に、適応グ
リッド技術を利用してグリッドを効果的に分割し、再構
成速度を一段と高め、画像品質を改善した。図2は単一蛍
光体グリッドの選択性細分化過程及び再構成結果である。

定される。光源とCCDはそれぞれ動物に向き合う両側に
位置する。回転台は小動物が等速で緩やかに回転するよ
う制御し、異なる角度から小動物の投影情報を得ること
ができ、これによって360°の全角度イメージングが実現
される。研究チームは最適閾値に基づく小動物三次元輪
郭再構成アルゴリズムを打ち出した。白色光から小動物
の三次元輪郭画像を直接再構成することができる。この
システムは整合液及び組織に接触する光ファイバを使用
しないため、実験装置と実験過程が大幅に簡略化され、
高品質の投影データを集めることができ、また、散乱・
蛍光断層計算方法を十分に利用することができる。その
他、このシステムはスリットを入れずに他のイメージン
グ方式と融合させることができ、FMTのイメージング性
能が大幅に高まることが期待される。

３．画像再構成アルゴリズム
蛍光プローブが発する光エネルギーは微弱なため、ま

た、生物組織の強散乱という特性から、生物組織内にお
ける光子の伝送経路は非常に複雑なものとなる。このた
め、生物組織内の光子の伝送法則を深く理解することは、
FMTイメージングシステムの再構成アルゴリズムにとっ
て極めて重要である。FMTのイメージング性能に影響す
る要因は主に2つある。それは適切な数学モデルを選択
し、生物組織内における光の伝送を正確に記述すること
（即ち順問題）及び、適切な画像再構成アルゴリズムを
見つけ出すこと（即ち逆問題）である。
光学イメージングの順問題研究は蛍光光源からの光子

発射過程、生物組織内における光子の伝送過程及び、光子
が検出器によって吸収される過程を含む。大部分の生物組
織は高散乱、低吸収の媒質であり、生物組織の光子に対
する作用には散乱、吸収等が含まれるため、生物組織内に
おいて光子は主に順方向の伝播となる。従って、通常は
拡散方程式を採用し、強散乱性の生物組織内における光子
の伝送を記述する数学モデルとしている。一般的な状況の
下で、拡散方程式の解析解を得ることは難しく、通常は数
値解法（有限差分法と有限要素法）又はランダム統計解法
（Monte Carlo方法）を採用して解を求める。
光学イメージングの逆問題は主に2つの種類に分かれ

る。1つは既知光源パラメータ、生物組織の幾何パラメー
タ及び検出器で得られる投影データであり、生物組織内
部の光学特性パラメータ（例えば吸収係数、散乱係数等）
の解を求めるもの。もう1つは既知生物組織の幾何パラ
メータ、光学特性パラメータ及び検出器で得られる投影
データであり、一定の先験的知識を利用し、小動物体内
の蛍光光源の正確な位置を定位する。
現在、一般に採用されている再構成アルゴリズムは大

体、摂動に基づく方法（Perturbation-based method）、
傾斜に基づく方法（Gradient-based method）、有限要素
法（Finite element method）等に分かれる。そのうち、

◎図２　単一蛍光体の再構成

(a)初期グリッド分割　(b)第2次グリッド繰返し分割　(c)第3次グリッド
分割　(d)単一蛍光体の再構成結果
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実際の小動物の光学パラメータは異質性が高いもので
あり、不均質な光線パラメータは光子伝播及びモデル構
築に影響を与えることになろう。同研究チームはDOTに
導かれるFMT再構成アルゴリズムを打ち出した。DOTと
FMTの再構成はそれぞれ独立して行われる。その中で、
DOT再構成問題は非線形最適化問題に転化され、傾斜に
基づく最適化アルゴリズムを用いて解を求める。スピー
ディなDOT目標関数の共役傾斜計算法は非有限要素表面
の節点における検出点まで拡大され、その応用範囲が一
段と広がった。同時に、線形収束・発散後の処理段階が
FMT再構成の中に加えられ、画像コントラストを変えな
い状況の下で、FMTの定量正確度が改善された。
FMTを用いて小動物の全身の生理的変化過程を体内観

察するため、研究チームは非接触全角度FMTシステムに
的を絞り、線、面及び多点3種類の並列励起モデルを研究
し、小動物の全身イメージングに用いる並列励起FMTシ
ステムを確立した。システムは図1の点励起光源を線光源
で代替しており、全身の変化の生物学的現象をスピーディ
に観察することができる。図3はヌードマウスの尾に0.15ml 
13uMのICGを注射した後、異なる時間点と角度において
観察したICGの全身分布であり、その代謝過程を反映して
いる。図4はヌードマウスの体内における2つの蛍光団再
構成効果の二次元、三次元表示である。

４．応用と展望
新たな分子、遺伝子発現の分析検出技術として、生体

における蛍光分子イメージング技術は1.比較的高い時間分
解能と空間分解能を備えている、2.腫瘍と良性組織の間で
比較的高い軟部組織コントラストを有する、3.結像コント

ラストが生物分子と直接関係し、重要疾病の遺伝子発現
及び生理過程の生体イメージングに適している、4.電磁放
射がなく、染料が安定し、長期の動的モニタリングに適
している、5.イメージングの結果が一定の定量性を備えて
いる、等の特徴を持つ。そのため、この技術は腫瘍の成
長と転移の生体モニタリング、遺伝子治療における遺伝
子発現の生体モニタリング、有機体の生理的、病理的変
化のプロセス解明、薬物のスクリーニング・評価といっ
た前臨床研究に幅広く応用されている。
生体における蛍光分子イメージングは臨床応用への大

きな可能性を秘めているが、多くの面でなお挑戦（試練）
に直面している。まず、特異性を持つ分子プローブと蛍
光トレーサの標識技術を開発し、蛍光団と背景のコント
ラストを高め、生体光学イメージングの精度を高める必
要がある。次に、現在の再構成アルゴリズムは再構成の
精度、速度、感度、確度等の面で明らかに不十分な点が
あり、新たな再構成アルゴリズムを研究し、光源位置を
正確に定位することは、この分野の研究における焦点及
び難点の1つとなっている。その他、生体光学イメージ
ングシステムの分解能はCT等の伝統的イメージングより
ずっと低く、イメージングの新たなシステムと方法を研
究する必要がある。
多モード・イメージングシステムは2種類又はそれよ

りも多い各種イメージング技術の特徴を結び付けて、情
報を互いに補い合うことができ、新たな研究分野及び発
展動向となっている。国内の中国科学院自動化研究所と
清華大学医学部は光学－CT2モード・イメージングシス
テムを確立し、解剖と分子映像の2種類の情報を提供する
他、CTを利用して先験的知識を与え、光学イメージング

◎図３　ヌードマウスのICG代謝過程の生体全角度全身イメージング

(a)4cm線光源の照射の下における180°個所の蛍光図と白色光図の重ね
合わせ
(b)0°、80°、180°、260°の個所及び、異なる時間点（1分間、2分間、
48分間）におけるICGのヌードマウス体内での代謝分布イメージング効果図

◎図４　ヌードマウス体内における2つの蛍光団の全身生体イメージング

(a)4cm線光源の照射の下における180°個所の蛍光図と白色光図の重ね
合わせ及び、蛍光団イメージング二次元図
(b)2つの蛍光団の三次元再構成効果、横断面の中の赤線はヌードマウスの
輪郭を示している。
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性能と目標定位能力を一段と高めた。また、清華大学医
学部と中国科学院高エネルギー物理研究所の共同研究に
よる蛍光－PET2モード・イメージングシステムは1次走
査を通じ、PET、FMT情報及び両者の融合情報を提供し
ている。
蛍光分子プローブ技術の発展とイメージング技術の進

歩に伴い、蛍光分子イメージング技術は前臨床研究から
臨床応用へと発展を遂げ、人類の医療に対して深い影響
を及ぼすことが期待されている。
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再生医療と人工臓器・ドラッグデリバリーの最近の進歩
―「治療・診断のための医療材料システムの開発」―

赤池　敏宏　あかいけ としひろ　●東京工業大学フロンティア研究機構研究部門 卓越教授
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研究部門卓越教授現在に至る。専門分野：医用高分子（生体適合性材料・血液適合性材料）、細胞特異性認識材料、糖鎖工学、人
工臓器（ハイブリッド人工臓器＜肝臓・膵臓＞）、ドラッグ（遺伝子）デリバリーシステム、細胞工学、臓器工学、組織工学、
再生医療、遺伝子治療。平成元年4月日本バイオマテリアル学会賞受賞。平成17年11月蔵前技術士会市川有功賞受賞。平成19年
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主な著書：
器官形成̶発生生物学から臓器工学まで̶、生命材料工学、生体超分子システム、日経サイエンス別冊「糖鎖と細胞」、人工臓器
１９９４- １９９５、ティッシュエンジニアリング、再生医工学等、いずれも共著書。生体機能材料学－人工臓器・組織工学・再
生医療の基礎－、バイオマテリアルワールドへの御招待　単独執筆

共著者：賀喜　白乙

度が分かる。皆さんはいわば大鉄道王であり、大地主で
あるといったところだろうか。60兆個の細胞でヒトは成立
しているが、そのうちの25兆個が赤血球で、その主成分
のヘモグロビンによって酸素を吸脱着し、9万kmに及ぶ血
管中を駆けずり巡って、全部の細胞に酸素を運び老廃物
とも言うべき炭酸ガスを回収し、肺でそれらの交換作業
をしている。血液には腸で吸収され肝臓でその濃度をコ
ントロールされた大量のグルコースが溶けており、この
グルコースが酸素とともに流れ各臓器の細胞内に取り込
まれることによって酸化（好気的代謝）を受けることで、
細胞に不可欠な生体のエネルギーのドル通貨とも言うべ
き、ATP（アデノシン三リン酸）が最も効率的に生成さ
れている。体内の循環システムは、ポンプ役の心臓が全
身九万キロの血管内にグルコースを均一に送り出し、途
中の分工場に当たる肺や腎臓、肝臓などが、肺は呼吸器
として酸素を外部から効率的取り入れ、腎臓は細胞が排
泄する老廃物を一手に引き受け廃棄するなど、それぞれ
の役割を実行している。医用工学の前線では、平均一年
以上にわたり患者の循環機能の代行ができるほどこの人
工心臓の性能が上がっている。心臓移植の必要な患者が
一年近く待機できるようになったのもこの成果である。
重篤な心臓病手術は数時間本人の心臓と肺の機能をス

トップさせて行われるが、これを支えているのは人工心
臓（ロータリーポンプ型が多い）の他に膜型人工肺（合
成高分子膜を介して酸素の血中補給を行う）の性能がレ
ベルアップしたことによる。人工腎臓は完全に腎機能が
失われた患者に対して週3回程度、 4 ～ 5時間/回の透析を
繰り返すことで不自由ながらも20 ～ 30年間、存命させう
るほどにまで性能が上がっている[図1]。大動脈瘤患者に
対する人工血管、心臓弁不全患者に対する人工弁の置換
手術も今では問題なく行われている。

１．はじめにー人間のからだの恒常性と病気―
私達の体は、生きている限り時々刻々と変化している

のであるが、血糖値（グルコース血中濃度）、（Ca2+, Na+等々
各種のイオン濃度、pH（H+濃度）、水分、体温、血圧等々、
様々な基本的な体成分の濃度・物性が一定の範囲内にお
さまっているメカニズムが作動している。これを体の恒
常性（ホメオスタシス）と言っている。最近はやりの“動
的平衡（ホメオダイナミックス）”も同じ意味合いと理解
してよい。これらの（動的）恒常性が時として大きくく
ずれることがある。これが病気の状態である。生体の有
する復元力（回復力）はよほどに逸脱しない限り適切に
回復してくれるのであるが、時には医者の手による薬の
処方・投与や適切な切開除去手術なしには回復しない場
合もある。
さらに重い病気の場合には臓器機能を代替する人工臓

器の埋め込みや一時装着さらには臓器/細胞移植が必要と
なる。
医療の柱は予防を別格にして、“診断”と“治療”である。

従って的確な診断システムの確立と治療システムの発展
はきわめて重要であり、現代医療技術の前線でたゆまざ
る努力が続けられている。その意味で21世紀は新しい診
断と治療へのチャレンジの時代と言うことができる。

２．人工臓器/医用工学の前線
2-1　人工心臓、人工肺、人工腎臓とは？
我々の体の有する生体現象を、工学的な手法を使って

積極的に診断し、病気の場合にはさらに治療に役立てて
いこうというのが医用工学である。
人間の体の中には総距離9万km、総面積6300㎡に及ぶ、

百億本(分枝ごとに一本と計算)の毛細血管が走っている。
人間の体表面積は2㎡にも満たないので、その大きさの程
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2-2　生体防御システムとしての人工皮膚、人工肝臓
皮膚はかなり強硬な甲冑を着衣しているのと同じであ

る。粘膜がむき出しなら、確実に感染する細菌やウイル
スを物理的に排除するとともにDNA（遺伝子）に変性を
及ぼす強い紫外線も相当程度食い止めている。
また発汗作用のコントロールを行いながら体重量70 ～

80％にも及ぶ体液の蒸発を防いでいる。このような防衛
体制は何層にも及ぶ表皮層の階層構造と毛細血管ネット
ワークをはりめぐらせた真皮層の組み合わされたインテ
リジェントシステムで行われている。この皮膚の完全な
人工化は困難を極めた。性能的に劣るコラーゲン膜やキ
チン/キトザンを主成分とした膜、さらには乾燥豚皮が開
発されたにすぎない。結局バイオ人工臓器の嚆矢となっ
たハイブリッド（バイオ）人工皮膚の開発にエネルギー
は向けられていった。実用化に先鞭をつけたのはアメリ
カのベンチャー企業数社であったが、これらは悪戦苦闘
の後に倒産していった。我が国ははるかに遅れて開発に
向かった数社の内、ようやく一社（JTEC社）がようやく
実用化に到ったのが最近であるが、これとても経営的に
は楽観を許さない状態である。（最近富士フイルム（株）
が子会社化）
さて、エネルギーや物質、情報などを外界から取り

入れていくためには、どうしても口や鼻、胃、腸などに
ある粘膜が必要である。危機管理に弱い国境線と言える
のである。それらの防衛軍としては、毛細血管内の白血
球やリンパ毛細管内のリンパ球がその任務にあたってい
る。ちなみに膿は、局所戦で敗れた兵士の遺体すなわち
白血球の屍骸である。防衛軍さえしっかりとしていれば、
粘膜組織を経た多くの感染症も排除することが可能であ
る。
毒物は注射でもされない限りふつうの場合、食べ物か

ら入って来るのである。それを防衛しているのが肝臓と
言える。肝臓はまさしく解毒システムの総本山で、いろ
いろな毒物や化学物質をたくみにデザインされた化学反

応と輸送反応のシステムで無害なものに変え排出してい
る。
この解毒機能を容量の大きい活性炭カラムで毒物を物

理的に吸着除去することによって強力に代行しているの
が、現在実用化されている唯一の人工肝臓（補助肝臓）
である。しかしながら生体の肝臓は実際には数百～数千
の酵素反応の組み合わせで、複雑で高級な代謝反応、貯
蔵等々を行っているので、重症肝疾患々者を救命するた
めには実際の肝細胞を利用したバイオ人工肝臓の開発が
不可欠であるが後に再生医療の箇所でも述べるように幾
多の大きな困難のため挫折しつつある。
2-3　糖尿病の診断と治療
統計的数字に基づけば、世界中で糖尿病による合併症

で30秒に一人の方が指先などの手足を切除していること
を御存知であろうか？それほど多くの患者の手足の指を
腐らし、腎臓病を引き起こす合併症の多い悲惨な病気が
糖尿病である。糖尿病自身で直接死ぬことが少ないとい
う意味では軽い病気のようにも見えるが、合併症による
視力障害、神経障害、動脈硬化、特に腎臓の動脈硬化は
悲惨であり、それゆえ現在もっともないがしろにできな
い病気の一つである。
最近の統計によると、我が国だけでも糖尿病から来る

透析患者が三十万人を超えている。透析費用は一兆五千億
円にも昇っている。世界中でも百万人ほどの透析患者で
あることを考え併せると日本での患者数の多さは異常で
ある。我が国の糖尿病患者数は五百万人、潜在糖尿病患
者数は千八百万人と言われており、厚生労働省はこの数
字を減少させることなしには、国民総医療費の削減は難
しいと判断するに到っている。
正常な体ではインスリンとグルカゴンの分泌を通じて

血糖値のコントロールを精度よく行っているわけである
から患者に対する血糖値の計測とその値に応じたインス
リンの注入を目指す血糖値センサーや人工臓器の開発は
重要でこれまで20 ～ 30年の長きにわたって追求されてき
た。しかしながら血中で長期に安定なセンサーはその表
面の血液適合性が悪いために全く実用化されてこなかっ
た。それではということで赤外線を用いた光学的手段に
より経皮的に血糖値を計測しようとする試みも行われて
いる。現在臨床的には血糖値そのものの計測と経過追跡
としてヘモグロビンにブドウ糖が結合したHbA1ｃを計測
し利用することが多い。こうした計測データに基づき食
事量と連動してインスリンを自己注射する。最近あまり
痛くない注射針が開発されたり治療効果の良い経口性の
薬（インクレチン関連医薬など）が開発されるなど患者
にとってのQOL(生活の質)も随分と上がっている。しかし
やはり本物すなわち正常な膵臓、ランゲルハンス島（ラ
氏島；主にβ細胞とα細胞からなる）の性能には到底か
なうものではない。ラ氏島あるいはβ細胞そのものを組
み込んだバイオ人工膵臓技術の開発が望まれる。

◎図１
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二年、三年、四年と生き続けることは難しく、その間に
移植できる心臓を探さなければならない。提供者を待っ
ている間に不幸にして亡くなられる患者が多い。
一方肝臓に目を向ければ、肝臓移植が必要な位重症肝

疾患に悩む人は多い。日本では原発性の肝癌は、ほとん
ど肝炎ウイルスによるもので、ウイルス感染から肝炎、
肝硬炎に至るとほぼ１００％近くが肝臓癌になると言わ
れてきた。原発性による肝癌は原因も分かっており上手
に処置すればインターフェロンをベースにした医薬投与
と外科手術により治療できる時代に入りつつある。前々
章で述べたように活性炭で毒物を除去する解毒に関して
は、人工肝臓でも対応できるが、肝臓の役割は決してそ
れだけではなく、数百・数千の代謝的・生化学的反応を行っ
ている。
大量の肝細胞を使ったバイオ人工肝臓を作りたいので

あるが、再生能力を持っているはずの肝細胞も、シャー
レの中では殆ど増やすことができない。用意できる肝細
胞数はせいぜい10万～100万個程度で、一人の肝臓の肝細
胞数2500億にはほど遠く、最低でも５分の１にあたる500
億個の細胞がなければ患者を救うことができない。
しかも、本来の肝臓が果たせなくなった機能の最低1/5

は、人工腎臓と同じように、体外循環装置である細胞組
込み型バイオ人工肝臓が代替しなければならないのであ
る。
しかし、人間一人の総血液量が５リットルであるから、

1/5にあたる１リットルを体外循環に回すといくら処理後
に戻したとしても事実上大出血と同じ状況になるのであ
る。したがって、血液のプライミング容積が300mlから
500mlの小さな容量で、2500億個の1/5にあたる500億個分
の肝細胞が高密度にパックされた装置が調製されなけれ
ばならない[図３]。
これまではその要件を満たすこととは難しく事実上あ

きらめざるをえなかった。そのような状況の中で新規の
細胞源の希望の星としてES細胞やiPS細胞が登場してきた
のである。

３．ドラッグデリバリー・システムへの期待
前出の様々な疾患の内科的治療で、いま最も期待され

ている最先端療法が、薬を必要な場所に、必要な時に、
必要な量だけ投入する「ドラッグデリバリーシステム
（DDS）」である。このDDSはポリ-L-乳酸、ポリグリコー
ル酸、タンパク質等々の生体内分解性高分子に薬を封じ
込め担体が徐々に膨潤・分解するのに伴い薬を放出する
システム（コントロールドリリース）や標的細胞のみを
認識して薬を送達させるターゲティング（ミサイル型医
薬）のそれぞれ単独あるいは組み合わせで実現する。Ｄ
ＤＳの手法は21世紀の医療に確実に革新をもたらすもの
と期待されている。今の投薬法は、事実上は必要でない
場所や必要でない時にまで、必要でない量を投与してい
るようなもので、制ガン剤、免疫抑制剤を筆頭に副作用
は大きなり小さいなり避けられない状况である。
言い換えれば、これまで副作用が強いため使用できな

かった抗癌剤も、ドラッグデリバリーシステムで、癌部
位だけに選択的に到達することが可能であれば、性能の
良い治療薬として使うことができる。参考までに筆者の
グループで展開中の制がんのための医薬とSi RNA, DDS
を利用した図解して示すことにしよう[図２]。

４．再生医療と医薬評価モデルをめざしてー ES/iPS細
胞利用への期待ー

21世紀の最先端医療におけるもう一つの期待の星が、
外科的な治療とも深く関わってくる再生医療である。ES
細胞由来の細胞で臓器や臓器にかわる機能細胞を作りあ
げ、移植するものである。移植医療は、移植用に提供さ
れる臓器が少ないことからチャンスがほとんどない実情
である。我が国はとりわけその出遅れとためらいが目立
つ。それにかわるべき人工臓器は大量生産できるものの、
多くの問題点を抱えている。例えば、一つの人工心臓で、

◎図２

◎図３
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５．ES/iPS細胞をベースとした再生医療への挑戦̶開発
の両輪となる医学系と工学系のアプローチ̶

受精卵を胚盤胞ぐらいまで成長させるとその中に内部
細胞凝集塊と呼ばれ、未分化状態でどの臓器にもなり得
るES細胞の原料になりうる細胞が存在している。しかも
癌細胞より増殖能力が強く、その特徴を活かせば、理想
的なバイオ人工臓器のソースになるのである。徹底した
インフォームドコンセントの後に提供される受精卵から
ES細胞が調製されざるをえないという倫理的な問題がど
うしても残るので米国、カソリック教国や我が国などで
は研究における消極性は否めない状況にある。
そのような状況の中で、登場してきたのが、iPS細胞で

ある[図４]。京都大学の山中伸弥教授によるiPS細胞の樹立
は、すでに分化した細胞でも、遺伝子を上手に操作する
ことで、未分化で増殖力旺盛かつ、どの臓器にもなり得る
ES細胞のような未分化細胞にもどすこと（リプログラミ
ング）ができることを明らかにした画期的なものである。
しかし、この発見も、医学系の研究だけでなく、筆者等の
ような工学系の研究者も加わらないとうまく生かされず実
用化は難しいと断言できる。今後両者が車輪の両輪となっ
て研究していくことが極めて重要と考えられる。iPS細胞
による究極の再生医療は、テーラーメイドのバイオ人工臓
器や移植臓器に替わる埋め込み臓器が可能にすることであ
る。そこで具体的に一つの臓器がいくつの細胞から成り
立っており、患者一人を救うのにどれくらいの細胞数（と
りあえず全体数の1/10程度と概算した。）と細胞分裂回数
が必要となるかを[表１]に試算して示した。）例えば、肝硬
変で回復の難しい患者を想定してみよう。本人の正常な皮
膚細胞や腎臓細胞、血管細胞から、１か月から２か月かけ
てiPS化した細胞を増やし、それを分化誘導して、肝臓の
細胞にする技術はある程度確立している。しかし安全性の
確保を含めその量的かつ質的な問題点は数多く、再生医療
実現化へのハードルは高い。このような場面にこそ筆者ら
工学系研究者の出番である。その出発点においてつくりだ
されたiPS細胞を基にして、要求される大量の細胞数をダ
メージの少ない方法で増やし、移植可能なサイズのバイオ
人工臓器へと完成させていくのである。これによって、初
めて医療分野での実用性が出てくるのであるから、工学分
野と医学分野はまさに車の両輪として協力しなければなら
ないのである。

また、いくら輸血用の赤血球ができると言っても、一
人前が何億円もかかるような治療法は現実には成り立た
ない。やはり大量生産、低コストでバランスよく生産で
きる方法をバイオエンジニアリングとの協力で生み出す
ことが必要である。幸いなことに、工学系からスタート
した筆者等の研究グループの三十年来の研究結果から、
細胞の快適な培養ベッドになる材料が生み出され、体系
化され始めている。いろいろなタイプのベッド材料がで
き、お好みに応じて細胞を生かしたり料理したりするこ
とができるわけである。言わば細胞加工用のまな板を分
子レベルで開発したということもできる[図５]。具体的に
は、まな板の上に活きのいいES細胞やiPS細胞を寝かして
おき、必要に応じて各種サイトカインや薬を投与したり、
遺伝子操作したりして、増殖および機能変換することが
できる。しかも、それらの細胞は、一個ずつ独立させた
状態で処理することが可能である。一方、既存の方法は、
生きた細胞の上にマウス胎児細胞を敷き詰めるか、ある
いはゼラチン・フィブロネクチン等のマトリックスをコー
トしたシャーレを用意し、その上で飼うしかなく、増え
ても細胞は大きな凝集塊を形成してしまうため無傷で引
き離すことができなかった[図６]。一個一個独立して増や
せることは決定的に有利だと判断して、筆者は、４年前
に、当時創刊された、アメリカの電子ジャーナル「プロ
スワン（PLoS one）」の第一号に投稿した。同論文は、掲
載後の４年間で、7500件ものダウンロードがなされたと
のことである。この数字は、iPS細胞やES細胞をノンスト
レスで大量培養できることが、いかに重要かということ
を物語っている。
成功のポイントは、細胞と細胞を結びつける細胞接着

分子マシーンとなるカドヘリンタンパク分子を人工的に
つくり直し、コーティングできるようにした点である[図
７]。その結果、ES細胞やiPS細胞は、敷き詰められたカ
ドヘリン分子のベッド上での接着を担保するために細胞

◎表１

◎図４
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く変動させられ、完全には回復できないとなっても、自
力である程度までは回復できる。まずは自分の体を最大
限大事に守ることが重要である。DDS技術の進展ととも
に内科的治療をアップグレイドすることも可能になりつ
つある。決定的に難しい症状となった場合には、近い将
来足りない細胞を少し補ってやる方法さらには性能の良
い再生医療デバイスを作り上げる目標に今向かいつつあ
る。私達は医用工学サイドに立って国際性、学術性を備
えた研究開発を進めていきたいと思う。それが再生医療・
DDSを含む、今後の主要な流れであると確信するからで
ある。着実な診断と治療を実現しようとする冷静な努力
と熱い心意気は医療研究最前線でも確実に堅持していき
たいと思う。

表面全体に分布していたカドヘリン膜タンパク質を接着
面だけで使い切っている。しかも、接着状態も、関与し
ているカルシウムを取り除くと、約10分程度で全て脱離
させることができ、次の目的の実験に利用することが可
能となった[図８]。
このような培養方法は培養シャーレの代わりにマイク

ロビーズやマイクロファイバーをカドヘリンコート担体
として使い大量培養系としてスケールアップすることも
できるし、肝細胞や神経細胞・心筋細胞へ分化させる目
的に使用することもできる。したがって肝細胞や心臓細
胞を組み立てうる（ティッシュエンジニアリングできる）
数のiPS細胞やES細胞ができた時点で、そのまま培養ある
いは専用装置に移して培養することにより目的のバイオ
人工臓器にしてしまうという臓器設計戦略をとることも
できる。

６．終わりに
さて、冒頭に述べたように、私達の体は、極めて巧

妙にできている。また、外部環境要因や病気により大き

◎図５ ◎図７

◎図８◎図６



386 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版



387

医療における診断技術の研究開発

•Prof i le•

「医療における診断技術の研究開発」－脳磁図の臨床応用
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調べる脳ダイナミクス研究、人間の心の働きを画像化する脳機能イメージング研究を推進し、世界をリードする業績を多数あげ
ている。さらに、これらの脳科学基礎研究成果を社会還元することを目的として、認知症患者の認知機能を向上させる生活介入
方法を開発し、認知症の認知機能改善システム（学習療法）として、一般に広く普及することに成功した。さらに、健常な高齢
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マッピングにおける脳磁図、脳波、脳表電気刺激、機能的MRIの応用を行っている。

はじめに
われわれは、これまでに導入した超高磁場（３Ｔ）Ｍ

ＲＩ装置、光トポグラフィ装置、多チャンネル脳波計、
ＴＭＳ装置、ウェアラブル光トポ装置、超小型光トポ装
置に加え、2 010年3月に脳磁計を導入することで、ほぼ全
ての人間の脳活動計測を可能とした。加えて、動物用の
計測装置として、７ＴＭＲＩ装置、２光子レーザー顕微
鏡、パッチクランプ、電気生理計測システムなどが稼働
しており、世界でも有数のイメージングセンターである
と自負している。
本稿では、最近導入した脳磁図の臨床応用について述

べる。

脳波と脳磁図の発生機序
脳の神経細胞の活動に伴ってイオン電流が流れる。

細胞内を流れた電流は細胞膜を通過して細胞外へ流れ出
る。それは導電率の高い脳、脳脊髄液を流れ、さらに導
電率が脳の約百分の一の頭骨を流れて頭皮にまで漏れ出
る。この頭皮上を流れる電流による電位差を測定してい
るのが脳波 electroencephalography (EEG)である。一方、
電流が流れると、「右ネジの法則」として知られる磁界を
誘起する。神経電流によって誘起された磁界は脳、脳脊
髄液、頭骨、頭皮を貫通して頭外に達する。電流が頭の
各部分の導電率の影響を受けて頭皮まで流れ出るのに対
し、磁界はほぼ何の影響も受けることなく頭外に出てく
る。これは磁界に影響を及ぼす透磁率が脳、脳脊髄液、
頭骨、頭皮、頭外の空気の間ではほとんど変わらない値
をもっているからである。しかし、神経細胞1個の活動で

流れる電流は極めて小さく、それによる磁界を頭外で測
定することは現在の技術では不可能である。この神経細
胞を切り出してその神経細胞の周りにコイルを巻くと、
その神経細胞の電流による磁界を検出することはでき
る。しかし、この方法を日常的にヒトの脳の測定に使う
ことは難しい。ところが、脳の皮質には、錐体細胞が多
数並んでいる部分があり、この錐体細胞が一斉に活動す
るときには大きな神経電流が流れる。この電流による神
経磁界を頭外で観察することができる (図１)。すなわち、
脳磁図magnetoencephalography (MEG)である。

脳磁図の利点
脳波も脳磁図も神経細胞の電気的活動を観察してお

り、波形の上でも良く似た信号である。また、脳磁図は

◎図１　脳磁図の起源（文献１より一部改変し引用）
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他の脳機能診断法、すなわち機能的 MRI(fMRI)、PET、S 
PECTと比較し時間分解能が極めて高い。加えて、脳磁図
は脳波のもつ問題点を克服し、以下の利点を有する。第1
に、頭部の電導率の不均一性による影響、つまり信号の
ひずみが少ない。これは脳磁図が細胞内電流によって生
じる磁界を観察しており、細胞外電流による磁界の影響
が小さいためである。第2に、脳磁図は頭皮に水平な電流
成分のみを選択的に観察し、複数方向の電流源が混在し
た場合でも、脳磁図の方が脳波より単純なモデルで信号
源推定できる。第3に、脳磁図では電極が不要で測定準備
時間が短く、しかも脳波のように基準電極の位置に悩む
必要がない。

生体磁界計測
脳磁図の最初の計測は1968年のCohenら[2]により、

巻数が数万回のコイルによって行われた。1972年に同
じくCohenら[3]が超伝導量子干渉素子superconducting 
quantum interference device (SQUID)による脳磁図計測
を行い、本格的な研究が開始された。 1980年代に入ると
中型の装置が登場し、一度の計測で信号源推定が可能と
なったが、頭部全体の同時計測は不可能であった。現在
では、図２に示すように、ヘルメット型の160チャンネル
脳磁センサーからなる装置が開発された。左右大脳半球
の活動を同時にカバーすることができる。患側と健側の
大脳半球の左右差を検出しやすく、てんかん異常波の左
右半球間の伝搬も一度に観察できる [4、 5]。

MR画像との連結の重要性
脳磁図により計測される情報は脳波と同様波形であ

る。その波形を基に電流双極子モデル[6]等を用い信号源
推定を行う。しかし、この段階では機能局在情報は単な
る座標値で示されるだけで、臨床応用上不十分である。
脳の解剖画像と連結されてはじめて診断・治療の上で参
考になる。最近のシステムでは脳磁図とMRIの座標合わ
せのため、脳磁図用には小コイル、M RI用に肝油球等の
マーカーが使用されている。さらに、信号源解析の際、
頭部形状に近似させた球を定義する必要があるが、MRI
を用いて被験者個人の頭皮形状にあわせた信号源解析が
可能である（図３）。

信号源推定
頭皮上磁界分布から、脳の興奮部位を推定する。電流

双極子モデルを用いた信号源推定では[6]、頭部のある1点
に電流双極子を仮定したモデルを用いるが、ヘルメット
型脳磁計ではしばしば複数の電流源を同時に推定する方
法が必要となる。得られた結果は、MR画像上に表示して
解釈する。最近では、被検者のMR画像を約1万個の格子
点で表し、空間フィルター法で電流源表示する手法[7]も
用いられている。

脳磁図の臨床応用
現在、臨床応用されている項目は、自発活動と誘発

活動に分けられる。自発活動としては、てんかん[4、 5、 
8-11]や脳虚血[12、 13]の異常波計測がある。一方、誘発活
動としては、体性感覚誘発反応[14、 15]、聴覚誘発反応[16、 
17]、視覚誘発反応[18]、言語有意半球同定[19、 20]が行わ
れている。本稿では紙面の都合により１臨床例を提示し
脳磁図臨床応用の有用性を示す。

症例
8歳女児。生来健康、発達正常の女児。6歳より左口角

が引きつらせ、流涎を伴う部分発作が出現。MRI検査に
て中大脳動脈支配領域に一致した陳旧性の脳梗塞と瘢痕
脳回を右前頭葉に認め、胎生期から周産期における脳梗
塞が疑われた。てんかんに対し、種々の抗てんかん薬を
使用するも徐々に発作の頻度が増加した。7歳ごろより左

◎図２　ヘルメット型脳磁計

◎図３　脳磁図とMR画像の空間座標の統一

上段は脳磁図用小コイル装着例およびデジタイズを行っている様子。中段
は光学的手法による空間座標登録の様子。下段は被検者のMR画像を基に
した球体モデル例。
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と判断した。加えて言語優位半球同定を目的に、聴覚名
詞タスクを行い、聴覚言語優位半球が左半球であること
を確認した（図７）。
上記脳磁図結果に加え他の臨床検査結果評価を含め検

討し、協力的で理解力の高い女児であることから短期間
の電極留置を行い、病巣切除術を検討する方針とした。

おわりに
以上、ヘルメット型脳磁計とMRIを連結し、脳機能診断

することの有用性について示した。今後、さらなる臨床応
用への普及と生理学的新知見探求への貢献を期待する。

口角のけいれんから始まり、左上肢、下肢に広がる15秒
から30秒程度の二次性全般化発作が見られるようになっ
た。瘢痕脳回を伴った難治性てんかんであり、外科的治
療の適応を検討するため精査目的に紹介となる。
発作間欠時自発活動を脳波と脳磁図で同時記録した。

脳磁図のみに右前頭部の棘波を認め、電流双極子モデル
による信号源推定では、棘波は解剖学的病変に一致した
異常所見であった（図４、図５）。さらに病変周囲の機能
局在推定のため、正中神経刺激および下口唇刺激[21-23]体
性感覚誘発磁界反応を計測した（図６）。病変は、正中神
経刺激による N20m信号源位置より下方、下口唇刺激に
よるcP55m信号源位置に隣接した口腔・顔面領域である

◎図４　脳波・脳磁図同時記録自発活動

脳磁図のみに棘波を認める。脳波に下唇刺激体性感覚誘発磁界活動計測時
の背景活動として記録したために、電気刺激によるアーチファクト混入を
認める。

◎図５　等磁場線図および棘波信号源位置

図４における棘波頂点における等磁場線図および電流双極子モデルによる
信号源推定位置。等磁界線図における赤は磁場の湧き出し、青は磁場の沈
み込みを示す。MR画像上の○は信号源推定位置、線分は電流の向きを表す。

◎図６　体性感覚誘発磁界反応

上段は左正中神経刺激体性感覚誘発磁界反応、下段は左下唇刺激体性感覚誘
発磁界反応である。正中神経刺激では、刺激前20 msから刺激後60 ms、
下唇刺激では、刺激前20 msから刺激後150 msまでの磁場反応波形を示
す。等磁界線図における赤は磁場の湧き出し、青は磁場の沈み込みを示す。
MR画像上の○は信号源推定位置、線分は電流の向き、黄色△は中心溝を
表す。病巣が正中神経領域より下方、口腔顔面領域にあると判断する。

◎図７　聴覚タスクによる言語優位半球同定

Time-Frequency 解析によりhigh-gamma帯域における非同期活動を認
める。Permutation testではp=0.024と左半球、運動言語野に活動を認
める。
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主な研究：光半導体デバイス、テラヘルツイメージング。

１．はじめに
テラヘルツ(THz)波技術は、禁止薬物や危険物の未開

封検査などのセキュリティ分野や、生体分子・高分子の
分光やイメージングなど医学および薬学研究のさまざま
な分野への応用が期待されている。特に、DNA、RNAお
よびタンパク質などの生体分子では、分子構造全体にわ
たる集団的な振動モードやわずかな分子修飾の違いによ
る振動モード変化などがTHz領域に存在し、生体分子の
構造形成および機能発現に関連していると予想されてお
り、THz分光を用いた構造分析や臨床診断に対する期待
が高まっている。
このような生体分子は多くの場合溶液の状態で供給さ

れるが、THz分光では分子の構造を保ったまま破壊せず
にサンプルを準備し、かつ水の影響を低減して高感度に
測定することが課題となっている。これまでに、このよ
うな溶液状態または溶液を乾燥させた生体分子を測定す
る方法として、1)プレート上に滴下もしくはセルに注入す
るもの1)、2)全反射光学系を用いるもの2)、3)高周波伝送線
路を用いるもの3)などが報告されている。我々は、それ以
外の新しい分析手法として、バイオテクノロジーによく
利用され、分子構造を保ったまま塗布できるマイクロフィ
ルタメンブレンを用いた測定デバイスを開発した4)。この
デバイスを用いて溶液で準備される様々な生体分子に対
してTHz波領域での分光スペクトルデータを蓄積してい
る。また、このスペクトルデータを用いてさらに高感度
な診断装置を開発するために、3)の高周波伝送線路を用い
た集積センサーチップの検討を行っている5)。本報告では
このような我々の開発した2種類のデバイスと、それらを
利用した生体分子におけるTHzセンシング技術について
述べる。

２．メンブレンデバイス
2.1　デバイスの構造
生体分子等の溶液サンプルを用いてTHz波の透過セ

ンシングにより精度の高い分光データを取得するために

は、面内均一性の高い分子の塗布が必須となる。我々が
新たに開発した測定デバイスは、Fig. 1に示すように生体
分子溶液を滴下するための9個のウェルが形成され、ウェ
ル内部に分子吸着用のマイクロフィルタメンブレンが装
着されている。バイオテクノロジーでは一般的なマイク
ロフィルタメンブレン（以後単にメンブレンと呼ぶ）は、
単に生体分子の濾過や保存のみではなく、生体分子の構造
や性能などの維持に役立つものが開発されてきている。わ
れわれは何十種類におよぶこれらメンブレンについて、そ
のTHz波の透過性を調べ、その中から 85-98％以上のTHz
波透過率を持つものを選抜してメンブレンデバイスに使
用した。選択されたメンブレンは、ポリエーテルスルホ
ンまたはポリプロピレンを主原料とし、平均開口径が0.45
μm～ 0.8μmで厚さが114μm～ 145μmである。

一般的に、生体分子のほとんどは一定の生理水溶液が存
在する状況でしか活性を持たない。使用したメンブレンで
は、サンプル調整時に常温および常圧下で生体分子に結合
している生理水溶液を保てると思われ、生体分子センシン
グには好都合である。また、水溶状態の生体分子をメンブ
レンに滴下すると素早く滲入するので、サンプルの準備も
容易である。さらに、参考文献1)のようにシリコン、サファ
イアなどの基板上にサンプル溶液を滴下する場合は、表面
張力と対流により析出した分子が不均一に分布するが、メ
ンブレンに滴下したサンプルでは分子の不均一分布が起
きにくいとともに、屈折率が1に近いため基板内の THz波

◎図１
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多重反射の影響を受け難いというメリットがある。
THz波の透過測定は一般的なTHz時間領域分光システ

ム(TDS) 6)を構築して行った。THz波の発生検出は、LT（低
温成長）-GaAsにダイポールアンテナを形成した光伝導素
子にフェムト秒レーザ（パルス幅80fsec、波長800nm）を照
射することで行う。測定においてTHz波の伝播経路中にメ
ンブレンデバイスを2次元スキャンできるステージに搭載
し、自動でウェル位置を変えながら透過測定を行えるシス
テムとなっている。遅延系を走査することでTHzパルス波
形を観測し、フーリエ変換することで分光スペクトルを得
る。同一ウェルのデータを120回積算して求めることで精
度を高めており、0.2 ～2.5THzの範囲で再現性の高いメン
ブレンデバイス透過測定を行うことができた。
2.2　核酸塩基類の評価
DNAは四種類の塩基（A、G、C、T）に糖やリン酸基を付

加したヌクレオチドが連なった長大な二本鎖からなる分
子である。生体中ではDNAの塩基は必要に応じてメチル化
やアセチル化などの修飾を受けることがよく知られてい
る。DNAの塩基修飾がTHz領域で検出できれば、遺伝子検
査や癌の診断に有用なツールを提供できると期待される。
Fig. 2は4種のヌクレオシド、すなわち糖鎖や塩酸塩、およ
びメチル基をそれぞれ付加された塩基シトシンの水溶液
をメンブレンデバイスに滴下し、乾燥させたそれぞれの2
μmolの試料を測定した結果である。

測定結果より、糖鎖が付加されたシトシン（dC）では
特徴的なスペクトルは観測されていないが、塩酸塩のみ
を付加されているシトシン（C・ HCl）、および糖鎖、塩
酸塩両方を付加されたシトシン（dC・HCl）、さらにメチ
ル基、塩酸塩両方が付加されたシトシン（MC・HCl）で
は特徴的な指紋スペクトルが観測された7)。このように溶
液サンプルを乾燥させて指紋スペクトルを観測すること
ができたが、これらは分子の構造を反映した吸収である

と考えられる。このような指紋スペクトルを用いれば、
わずかな修飾状態の違いを高感度で検出することができ
る。
2.3　タンパク質の評価
タンパク質である仔牛血清アルブミン(BSA)を用いて、

正常および変性タンパク質分子を測定しその透過率スペ
クトルを比較することによって、タンパク質構造の識別
を試みた8)。濃度としては10mg/mlに調整し、変性タン
パク質分子は75℃で3分加熱することで用意した。それぞ
れ30μlを滴下して乾燥させたところ、図3に示すように
周波数0.2-2.5 THz領域において正常および変性タンパク
質の比較では透過率の周波数依存性に顕著な差が見られ
た。赤外分光を用いた15THzまでの広範囲での測定では 
6THzを中心としたブロードな吸収スペクトルが確認され
ており、変性タンパク質では立体構造（コンフォメーショ
ン）の変化によりこの帯域での吸収量が減少したと考え
られる。異なるタンパク質であるアビジンを用いて測定
した結果でも、同様に熱変性したサンプルのTHz波透過
率向上が確認されており、その他のタンパク質の立体構
造診断にも応用できると考えている。

よく知られているように、タンパク質はビタミンやホ
ルモンなどのようなリガンド分子との結合によって、そ
の主な機能を果たす。タンパク質の立体構造の変化は、
これらのリガンド分子との結合に大きな影響を与えるの
で、その構造が正常であるか変性であるかの診断は非常
に重要である。
これまでの結果から、メンブレンデバイスを用いた

THz透過率測定システムは、簡便かつ有効な生体関連分
子判別法を提供することが示された。現在は、ホルモン
等の生理活性物質、食品添加物、医薬品等のデータ蓄積
にも取り組んでおり、新しい検査システムなどへの適用
有効性を検討したいと考えている。

◎図２

◎図３
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３．集積センサーチップ
3.1　高周波伝送線路デバイスの特徴と特性
2節で述べたフィルタメンブレンを用いた方式では、検

体をバルク体として扱うこと、THz波を集光して照射さ
せるために1mmφ以上の領域に塗布する必要があること
などから、生体関連材料としては比較的大量の検体を必
要とする。実際の臨床診断装置で使用できる検体の量は
微量であることが多いので、より高感度な分析手段の開
発が重要である。
高周波伝送線路はマイクロ波領域で一般的に用いられ

ているデバイスであり、波長に比べて十分小さな領域を
電磁波が伝播する。信号ライン近傍のわずかな誘電率変化
で大きな伝播状態の変化が現れ、THz波の高感度センサー
として利用することができる3)。
Fig. 4に示すものは、マイクロストリップ線路を用いた

ときの高周波伝送線路デバイスの構造図である。Si基板上
に形成した金属グランドプレーン（Au ／ Au- Sn）の上
に、誘電体としてBCB（ベンゾシクロブテン）3μm　を
形成し、さらに信号ラインとして5μm幅の金属薄膜（Ti/
Au）を形成している。 THz波の発生、検出のために
THz-TDS測定でも用いているLT-GaAsで構成した光伝導
スイッチ素子をSi基板上に集積させている。これは、 LT-
GaAsの 2μmのエピタキシャル層だけをGaAs基板から転
写して集積化させたものである。Fig. 4のように光伝導ス
イッチ素子には金属ギャップ部が設けられており、その領
域にフェムト秒レーザ光を照射することでTHzの発生、
検出を行う。信号ラインの長さはおよそ0.6mmであり、
信号ラインの部分に検体を塗布すればそのTHz波との相
互作用について観測できる。実際にはこのライン上に400
μmφ の円形で高さ約6μmの液だめをポリマーで形成し
て、安定的に液体サンプルを供給できるようにした。

発生側に2.4mW、検出側に2.0mWのフェムト秒レーザ
光(約80fsecパルス幅)を照射した場合に、0.6mm長のマイ
クロストリップ線路を伝播して検出されたTHz波の時間
波形をFig. 5に示す。この波形には伝送線路構造に由来す
る反射エコーパルスが観測されるが１つめのパルスは半
値全幅が約3psecであり、フーリエスペクトル上ではおよ
そ2THzまでの帯域で観測可能であることがわかった。
発生側のバイアス電圧を0～ 20V、照射平均パワーを0～
8mWまで変化させたときに1つ目のパルスのピーク値の
大きさは線形に変化させることができた。これらは測定
サンプルに応じて最適な条件に調整することができる。
塗布した検体をエタノールや水の浸漬を繰り返して除去
して乾燥させることで、このセンサーデバイスを再利用
することができる。
3.2　生体関連分子の評価
生体関連分子としてDNAを用いた実験例を紹介する。

Fig.6は作製したデバイスの伝送線路上にDNA検体を塗布
し、THz波の伝搬特性の測定を行っている様子である。
DNA検体を塗布するにあたっては、Fig. 6のように10μm
オーダーの管径をもつガラスキャピラリおよびナノリッ
トルオーダーで制御可能なピペッタを用いている。

DNA検体としてはvector pcDNA3 5.4kbを0.5μg/μlに
調整たものを用い、1回につき12nlとして複数回塗布を繰
り返した。そのときの時間波形のピーク位置の変化を表
したものがFig.7である。塗布量に応じてパルスピークが
シフトしており、DNA検体の複素誘電率を反映している

◎図４

◎図６

◎図７

◎図５
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４．まとめ
微量な生体関連分子の溶液を扱ってTHz波で簡便に測

定する方法を開発した。フィルタメンブレンを用いて分
子を吸着する手法では、塩基類の修飾を受けることによ
る指紋スペクトルの発現、タンパク質の変性状態による
透過率変化を観測することができた。高周波伝送線路を
用いたセンサーでは、DNA検体の 2本鎖／ 1本鎖の構造の
違いをマーカーフリーで3fmol程度の少ない量で判別でき
ること、糖類粉体サンプルを10μg以下の量で物質同定で
きることを示した。
今後は、メンブレンデバイスを用いた生体分子データ

ベースを構築することで、新しい診断手法／装置の検討
していきたいと考えている。さらに、このデータベースを
利用した高感度の診断装置として高周波伝送線路をベー
スとした集積センサーチップを高度化していきたい。

と考えられる。DNAセンサーを考える場合には、1本鎖
か2本鎖かを判別することが重要である。そこで、通常用
意された2本鎖(ds)DNAと、同じ検体を95℃ 5分で熱変性
させ1本鎖(ss)としたDNAでの比較実験を行なった。Fig. 7
より、ss-DNAの方がDNA検体量に対するシフト量が大き
く、複素誘電率の実部が大きいことがわかる。この結果
は、光を用いたDNAセンサーのような蛍光マーカーを用
いることなくDNA構造の判別が可能であることを示唆し
ている。今回の測定ではこの判別をおよそ24 nl（3.4 fmol
に相当）で行うことができ、市販の光学式DNAセンサー
に迫る感度が得られた。このように伝送線路デバイスに
よるTHzセンサーでは2項で述べたフィルタメンブレンを
用いた方法に比べて塗布量に対する感度を大きく向上さ
せることができる。
さらに同じセンサーデバイスで粉体の分光スペクト

ル取得を試みた。糖類のサンプルでペレットを作製して
通常のTHz-TDSで予め透過スペクトルを求めておき、
粉体をガラスプレートで伝送線路部分に押し付けて分子
識別を試みた。その例としてマルトース水和物の結果を
Fig.8に示したが、分光スペクトルのピーク位置はほぼ
一致しており、集積センサーチップで物質同定が可能で
あることを示唆している。このとき用いた検体量は7μg
であり、通常の測定でペレット作製で典型的に必要な量
10mg(100mgの10%)のおよそ1/1000の量で分析できること
がわかった。

◎図８
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高性能・高感度マルチ抗原アレルギー診断チップ

概要：
人口の約３０％が何らかのアレルギー疾患に罹患して

いることから、アレルギーは日本を始め先進国で国民病
と位置づけられており、今後益々増加すると推定されて
いる。アレルギーの診断は、現状では血液中のIgE抗体に
よる原因物質の検索が行われているが、これをハイスルー
プットの多項目アレルゲン検出法に変えると共に、さら
に予防と治療に役立つ検査法に改良することが強く望ま
れている。我々は、高密度抗原の固定化を可能にするカ
ルボキシル化Diamond- Like Carbon (DLC)を用いて、IgE
抗体を始めとした各種抗体を正確に定量可能な多項目ア
レルゲン検出法を確立した。内部標準抗体の搭載で定量
性を高め、１－３マイクロリッターの微量の血液や体液
で多項目抗原に対する抗体価を一度に測定するシステム
である。高感度化が達成されて、ファディア社のUniCAP
法の測定限界をさらに1/10-1/20にまで下げることで、こ
れまで測定ができなかった臍帯血や唾液中の微量の抗原
特異的IgE抗体の測定が可能になった。

はじめに
医師がアレルギー診断を行う際に最初に行う検査がア

レルゲン検査であるが、近年これまで実施されてきたア
レルゲン検査法の改良が始まっている。改良を促す理由
に、抗原特異的IgEレベルと患者のアレルギーの症状と
が必ずしも相関しない、感度が高いとは言えず多くの検
体量を必要とする、治療や予防に必ずしも役立たない、
検査に時間がかかりコストも高い、等の理由が挙げられ
ている。また現在検査に使用されているアレルゲン抽出
溶液は、全てのアレルゲンが抽出されているわけではな
く、患者の中には抽出溶液に含まれていない抗原や微量
成分が原因となったアレルギーであるために検査結果に
表れてこない例が少なからずある。これらの問題を解決
する、ハイスループットの検査法の開発が進んでいる。
現在国際的に検討されているハイスループットの検査法
を図１に示す。 Microbeads 法、Microarray法、さらに
これに微細流路系を搭載したMicrofluidic Chip法、従来の

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA）をより
微細なWellで実施する酵素抗体法などが挙げられるが、
比較的安価で高性能な検出が可能なマイクロアレイとし
て、DLCを基板とした方法を検討した。

DLCを基板にした多項目抗原特異的IgE測定Allergen 
Chipの概要
DLC基板は、図２に示すように、2.5Å間隔で表面から

ほぼ垂直に突き出た反応基（カルボキシル基）の高密度
集積が、測定の高感度化、幅広い定量性、迅速性、微量
検体化を実現する基本要素となっている。カルボキシル
基を導入したDLCチップ上に抗原蛋白質を多量に固定化
できるが、チップと抗原との間を繋ぐリンカーの長さは
様々に変えることが可能である。抗原間の相互作用によ
る立体構造障害が考えられる場合は、長いリンカーで抗
原間の間隔を開けて、抗原抗体反応の最適化を図る。検
出は蛍光標識した２次抗体を用いたELISAの方法を取っ
ている。DLCチップは、高密度集積性の反面非特異的吸
着性も高いため、ブロッキングと洗浄工程の工夫が重要
となる。一般にマイクロアレイでは、アレイ間のデータ
のばらつきが問題になることがあるが、これを最小限に
して安定したデータを得るために、この高密度集積性が
重要な役割を果たしている。DLC基板素材の検討と蛍光
色素の検出波長の検討が進んでおり、低バックグラウン

◎図１　ハイスループットの検査法
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ド化が実現され、安定した高感度測定が可能となった。
内部標準としてIgEを始めとした各種標準抗体を搭載して
データの定量性と再現性を高め、１－３マイクロリッター
の血液や体液で多項目抗原に対する抗体価が一度に測定
できる。測定感度では、ファディア社のUniCAPの測定限
界をさらに1/10-1/20にまで下げた高感度化が達成されて
いる。これらの改良により、従来測定が不可能であった
胎児の微量IgEの抗原特異的抗体産生の検証や、唾液、鼻
汁中のIgE測定を可能にして、アレルギーを各種の指標か
らより詳細に解析することができるようになった。

アレルゲンチップ
アレルゲンチップのレイアウトの例を図３に示す。4

×5 mmのウインドウに208スポットの搭載が可能である
が、図に示した例は、108スポットの例で、各抗原当た
り４スポットを搭載して、検出におけるばらつきの程度
を示した例である。ばらつきの指標であるCV値はチップ
内、チップ間、日間差がいずれも5-10%以下で、優れた再
現性を示した。多項目抗原特異的抗体測定Allergen Chip
として、高感度化、幅広い定量性、微量検体化が実現さ
れた。血液、臍帯血診断、それら以外の体液（唾液、鼻
汁、涙液など）診断、IgE以外の抗体価の測定とアレルギー
診療における意義付けについてのコホート研究が始まっ
ている。さらに搭載するアレルゲンの抽出方法の再検討
と改良、大気汚染などの環境因子による抗原のニトロ化、
酸化、硫酸化等の化学修飾に対応した抗原の調整が進ん
でいる。一方では、同じ原理と方法を使用して、アレル
ゲンチップ以外にインフルエンザウイルスなど、各種感

染症の抗体の定量的測定にも応用され、実用化に向けた
取り組みがなされている。

おわりに
実用化では、診断結果をいかに迅速に医師と患者に伝

えることができるかが重要である。そのため開業医が少
数の検体を医療現場で測定する全自動測定装置の開発が
必要で、関連企業との間で開発研究が進んでいる。また、
検査会社での多量な検体測定にも対応できる自動測定装
置の開発も必要で、さらにこれらの情報を一括管理する
医療情報ネットワークの構築が検討されている。
世界のアレルギー診断の方向性は、多項目の抗原特異

的抗体測定に舵が切られており、それに共って、アレル
ギー疾患の治療と予防を目指す様々なコホート研究が計
画されている。技術革新が現場の診療と研究に大きな影
響を及ぼすと期待される。

◎図２　カルボキシル化DLCチップの高密度抗原集積性の原理

◎図３　アレルゲンチップのレイアウト

◎図４　蛋白チップを用いた医療の将来展望
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１．はじめに
ヒトゲノムの解読以後、生命科学研究の主流は生体

内の分子機能の解明に重心が置かれるようになった。
近年は、さまざまな分子機能を生物が生きたまま可視化
し、定量的な機能解析を可能にする分子イメージング技
術の需要が高まっており、現在までに、光イメージン
グ、PET（Positron Emission Tomography）、SPECT
（Single Photon Emission Computed Tomography）、
MRI（Magnetic Resonance Imaging）など様々な原理の
技術が実用化されている。なかでもPETおよびSPECT
は、放射性同位元素（RI，radioisotope）を標識した分子
プローブを用いる核医学の撮像手法であり、感度や定量
性が高く、投与量が微量で済み毒性が低いなどの利点が
あるため、臨床用分子イメージング装置として適してお
り、現在はガイドライン策定などの制度面での整備も行
われているところである。
また、近年の研究成果は、生命現象が体内の様々な分

子や各種元素の複合的な活動によって成立していること
を明らかにしている。つまり、非侵襲的かつリアルタイ
ムに、複数の分子ダイナミクスを同時に捉える「複数分
子同時イメージング」が可能になれば、疾病に関与する
複合的な要因も正確に識別し、その時点における最適な
治療を選択可能な、より有用な診断情報を得ることが可
能になると考えられる。言うまでも無く、その他の基礎

医学、生物学など様々な研究領域においても、革新的な
ブレイクスルーがもたらされると期待される。しかしな
がら、同時に複数の分子挙動の画像化を実現しているの
は、現状では光イメージング技術のみであり、撮像対象
の大きさの制限やイメージング剤の毒性の問題があるた
め、この手法では臨床用分子イメージング装置の実現は
困難である。

２．GREI による複数分子同時イメージング法
著者らは、複数分子同時イメージングを実現する新し

い分子イメージング装置として、高純度ゲルマニウム(Ge)
半導体検出器を用いた半導体コンプトンカメラ「GREI」
（Gamma-Ray Emission Imaging）の開発を行ってきた
[1]。コンプトンカメラはPETやSPECTと同じくγ線に
よって放射線源の空間分布を画像化する装置であるが、
様々なエネルギーのγ線を識別して同時に画像化できる
特徴がある。コンプトンカメラの概念自体はγ線天文学
用の装置として1973年に考案され[2]、翌年には医学診断
用装置としても提案されており[3]、その後もコンプトン
カメラの医用画像診断法への応用を目指した機器開発は
世界中で試みられているが、なかでもわが国の研究は先
んじて進捗している。

複数分子同時イメージング装置の開発とその応用研究
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コンプトンカメラの撮像原理は、2台の位置感応型γ線
検出器を並べることにより、γ線と物質の相互作用の一
つであるコンプトン散乱事象を捉え、γ線の入射方向を
特定することにある。図１に示したGREIにおける撮像原
理図を例にとると、1段目の検出器に入射したγ線がコン
プトン散乱され、その散乱γ線が2 段目の検出器で全吸収
された場合、γ線の散乱角θは次のコンプトン散乱の公
式から求められる：

ここで、Eγは入射γ線のエネルギー、E1は1段目の検
出器で測定されたエネルギー、E2は2段目の検出器で測定
されたエネルギー、mec2は電子の静止質量エネルギーで
ある。この方程式から1段目と2段目で測定されたγ線の
相互作用点を結ぶ直線を軸とし、1段目の検出器における
相互作用点を頂点とした、散乱角θの2倍の開角を持つ1
つの円錐面が定まる。その円錐面はγ線源の位置を通る
ため、多数の測定から定められる円錐面の重ね合わせか
ら、γ線源の位置の描出が可能となる。
この様に、コンプトンカメラ方式の大きな特徴は、機

械的なコリメータを必要としないγ線撮像装置であると
いう事である。そのため、従来の SPECTに比べて格段に
広いエネルギー範囲のγ線イメージングが可能であり、
また、γ線の入射方向の制限がないため、1つの方向から
の固定撮像であっても複数の方向へ投影した3次元分布の
情報を得ることが理論上可能となる。
現在のGREIのプロトタイプ（図2）は、両面直交ストリッ

プ電極式の平板型Ge半導体を2つ平行に並べて一つの装置
に組み込んでおり、各検出器の電極面の寸法は39 mm×
39 mm、前段の厚さは10 mm、後段は20 mmである。そ
れぞれの検出器は陽極・陰極が直交する方向に3 mm幅の

ストリップ状に分割されている。高純度Ge半導体検出器
の持つ高いエネルギー分解能と、この電極分割によるγ
線の検出器中での相互作用点の位置検出によって、コン
プトンカメラの原理によるγ線源分布のイメージングが
可能となっている。さらに、複数の核種から放出される
γ線をエネルギーによって識別して別々に線源分布を特
定することが可能であるため、異なる分子プローブ（生
体内分子機能のイメージング剤）ごとに異なるγ線放出
核種を標識し、それらを同時に投与して撮像することに
より、複数分子同時イメージングが可能になる。

３．生きたマウスで複数分子同時イメージング実証

著者らはGREIのプロトタイプを用いて生きたマウス
の撮像実験を行い、世界で初めて複数分子同時イメージ
ングの実証に成功した[4]。この実験では特に、生体内で
異なる反応を示す3種類の放射性薬剤を同時に投与して撮

◎図１　GREIの撮像原理図

◎図２　GREIプロトタイプ、写真右側中央が本体部分

◎図３　実証実験の結果、マウス写真との重ね合わせ(上図)と3次元画像再
構成像(下図)
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には、複数分子の利用を念頭に置いた新しいコンセプト
の分子プローブ開発を行う必要がある。このプローブ開
発は装置開発と同時並行的に進める必要があるが、現在
のGREIはまだ試作段階であり、この装置でプローブの機
能評価を十分に行うのは困難である。そこで、十分技術
開発が成されている既存の分子イメージング機器を用い
てプローブ開発を行い、複数分子イメージング用プロー
ブへ転換することが望ましい。
プロトタイプGREIによるイメージングに適した条件

としては、長時間撮像に耐える長い生物学的半減期、よ
り少ないイベント数で検出可能な局所集積性が挙げら
れる。そこで著者らは、比較的長い物理的半減期を持
つポジトロン放出金属核種64Cuによって標識した生体高
分子プローブと、動物用PET装置を用いたプローブ探
索を進めている。標識には様々な金属核種標識に利用可
能 な1,4,7,10-tetraazacyclododecane- N,N’,N’’,N’’’
-tetraacetic acid （DOTA）をキレーターとして採用し
ており、PETイメージングの後標識核種を他のγ線放
出核種に変えることで複数分子イメージング用プローブ
化が可能となる。ここで、最近のプローブ探索において
行った抗体プローブによる担がんマウスイメージング結
果を一つ紹介したい。上皮成長因子受容体（epidermal 
growth factor receptor: EGFR）高発現A431細胞株を用い
て担がんマウスを作成し、抗EGFR抗体であるcetuximab
を64Cuで標識した64Cu-DOTA- cetuximabを投与して実験
を行った。また対象群として標識していない64CuCl2を投
与して同様に撮像した。図5は23時間後から30分間のPET
イメージング像と24時間後から12時間のGREIイメージン
グ像の比較である。同一個体を用いて、PETとGREI両方
で同様の腫瘍集積をイメージングすることに成功した。
抗体医薬は悪性腫瘍の分子標的治療などに用いられる
が、その適応の判断は難しく、抗原の発現を非侵襲的に
検査可能な評価系が求められている。複数分子同時腫瘍
イメージングは、非侵襲的に、複数の抗原について1度に
評価可能であり、有効な診断情報となる可能性がある。

像し、それぞれの薬剤の分布の違いを明確に識別可能で
あることが示された。図3は、正常マウスに65ZnCl2(1116 
keV)、85SrCl2（514 keV）および副腎シンチグラム用放射
性医薬品アドステロールⓇ-131I注射液（364.5 keV、富士フィ
ルムRIファーマ株式会社）を投与し、麻酔下で12時間連
続撮像した結果である。Znが肝臓に、Srが骨に集積して
いる様子や、アドステロールの副腎集積および遊離Iの甲
状腺集積を明確に区別して捉えている。さらにこの実験
では、撮像データから時系列画像の再構成にも成功し、
装置の改良によりリアルタイムに撮像中の線源分布の変
化を捉えられることを実証した。

また、PET用放射性医薬品を用いたイメージング
実験として、担がんマウスにPET用放射性医薬品の
18F-fluorodeoxyglucose （FDG、511 keV）、54MnCl2（834 
keV）、65ZnCl2を投与して12時間撮像した結果を図4に示
す。BALB/c nu/nuマウスを用いてC6細胞株を右大腿部に
移植して担がんマウスを作成した。54MnCl2（0.9 MBq）、
65ZnCl2（2.0 MBq）を投与後12時間絶食し、18F-FDG（3.5 
MBq）を投与し、40分間飼育してから撮像開始した。腫
瘍部を捉えるため検出器からの距離30mm、34mmの位置
での2次元画像再構成を行った結果、腫瘍部への54Mn、
65Znの集積が観察できたが、18F-FDGの腫瘍部への集積は
見られない。Mn、 Znはともに腫瘍への集積性が高いこと
が報告されている[5, 6]。18F-FDGはグルコーストランス
ポーターによって細胞内に取り込まれるため、糖代謝の高
い腫瘍に集積性があるが、全ての腫瘍において高い集積を
示すとは限らない。複数分子同時イメージングによって、
多様な機序による集積性を利用し、より高感度な診断を実
現できる可能性を示している。
このように、GREIでは高いエネルギー分解能によっ

て複数のγ線を同時識別可能であるため、核種ごとの分
布を画像化することができ、PET用プローブや一部の
SPECT用プローブも撮像可能であることが実証された。

４．複数分子イメージング用プローブの開発
複数分子同時イメージングの有用性を明確に示すため

◎図４　担がんマウスの18F-FDG、54Mn、65Zn3核種同時イメージン
グ像

◎図５　同一個体によるPETおよびGREIによる担がんマウスイメージング
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５．GREI 実用化のための技術開発
前述の通り、著者らは複数分子同時イメージングの実証

に成功しているが、当時のGREIのプロトタイプを用いた
典型的な撮像実験では、約4-5 mm の空間解像度の画像を
得るために10時間程度の撮像時間を要しており、まだ実用
的とは言い難い状況であった。そこで、さらなる画質の向
上と撮像時間の短縮をめざし、GREIに実装される要素技
術の高度化開発を行ってきた。特にGREIの主要な構成要
素である電極分割型Ge半導体検出器は、信号処理法の高
度化によって検出器固有の空間解像度や検出効率を格段に
向上させることが可能である[7]。著者らは、開発した信号
処理法を実装し[8]、感度および計数率特性を向上させたプ
ロトタイプを構築し、2時間で約3mmの空間解像度の画像
を取得することに成功している（図6）。現在もさらなる高
度化開発を続けており、1時間以内の撮像で 1 mm の空間
解像度の画像化を可能にすることを目標にしている。

また、臨床用GREI実現のための鍵となるのが、アレイ
型コンプトンカメラである。現在のGREIのプロトタイプ
では、十分な撮像性能が得られる視野が限られており、
直径10cm、奥行き10cm程度である。そこで、撮像対象の
周囲に複数の検出器を配置したアレイ型コンプトンカメ
ラを構築することで、視野の拡大および感度の向上が実
現し、また、より多方向への投影情報を得ることができ
るため、高精度の３次元画像化が可能になると考えられ
る。著者らは２台の GREIを組み合わせたアレイ型コンプ
トンカメラを構築し、原理の実証に成功した（図7）。こ
の装置をさらにスケールアップし、全身撮像が可能な臨

床用 GREIを構築することが目標であり（図8）、計算機シ
ミュレーションの結果、人体の深部でも2 mmの空間分解
能の画像が取得可能であることが分かっている。

６．今後の展望
以上の様に、コンプトンカメラ方式を採用した複数分

子同時イメージング装置「GREI」は、その要素技術の高
度化によって撮像性能が着実に向上してきており、臨床
用GREIの実現も急速に展開することが期待される。ま
た、今後様々な疾患関連分子のプローブ開発を進めるこ
とにより、がんと炎症の区別、移植・再生医療における
成功の判定など日常臨床における重要な診断基準のモニ
タリングに有用なツールとして、複数分子同時イメージ
ングの果たす役割が示されて行くと考えられる。著者ら
の開発しているGREIが、近い将来、日本発の新しい診断
装置として実用化されることを期待している。

◎図６　GREIの高度化開発による撮像性能の向上

◎図７　アレイ型コンプトンカメラの実証

◎図８　臨床用アレイ型GREIのイメージ図
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１．要旨
悪性腫瘍（がん）はすでに人類の健康を脅かす最大の

疾患となっている。全世界で毎年新たに1600万ものがん
患者が発生し、死亡数は720万人／年に上り、しかも年を
追って増加している。WHOは、2020年には全世界のが
ん発病率はさらに50％増加するだろうと予想している。
現在の腫瘍治療の重要な手段の一つは化学療法である。
しかしながら、化学療法の基本原理は「細胞を毒殺する
(Poison cells)」ことが基盤であるため、化学療法薬の深刻
な有害副作用は、腫瘍細胞を殺すだけでなく、腫瘍治療
が失敗してしまう重要な要因ともなっている。現在の腫
瘍患者の死亡率は50年前とほとんど差がない。したがっ
て、がんの治癒能力を高めることは、全人類が直面して
いる非常に差し迫った共通の挑戦である。
中国科学院の研究者らは、「細胞を毒殺する」ことを必

要とせずに、腫瘍の成長がより効果的に抑制できること
を発見した。彼らは細胞毒性のないフラーレンナノ構造
物質を利用して、新世代の抗腫瘍化学療法薬の研究を行っ
た。研究によれば、腫瘍細胞を殺す既存の「毒薬」と比
べて、低毒または無毒のフラーレンナノ構造物質は腫瘍
治療の総合的効果の面で、比べ物にならないほどの優位
性を示していることがわかった。これは伝統的化学療法
薬の重大な欠陥を克服することが期待でき、腫瘍治療の
面で大きな突破口を開くチャンスをはらんでいる。
偶然の一致ではあろうが、「細胞を毒殺する」腫瘍化学

療法は、第二次世界大戦中に毒ガスのナイトロジェンマ
スタード漏出事件によってたまたま発見された高毒性物
質が抗腫瘍活性を持っていたことから、化学療法の研究
がスタートし、その後、腫瘍化学療法体系が確立され、

今日まで踏襲されてきたものである。本論文で紹介する
「細胞を毒殺しない」化学療法もまた偶然の発見に属し
ており、研究者がナノ材料の毒性を研究する中で、低毒
性または無毒性のナノ構造粒子は、細胞を殺さなくとも、
非常に高い抗腫瘍活性を具えているということを発見し
たのである。したがって、低毒性または無毒性ナノ構造
に基づいた新世代腫瘍化学療法薬が確立できるか否かと
いうことは、すでに70年間にわたって踏襲されてきた「細
胞を毒殺する」腫瘍化学療法の方式を徹底的に改め、化
学、ナノサイエンス、薬学及び医学界等の分野に新しい
チャンスをもたらすものであり、また極めて大きな挑戦
でもある。

２．背景
今日の腫瘍治療の三つの大きな主要手段は手術、化学

療法、放射線療法であり、そのうち化学療法はすでに腫
瘍臨床治療の中で最も使用範囲の広い重要な手段となっ
ている。既存の腫瘍化学療法薬の基本原理は「細胞を毒
殺する」、すなわち、毒性の強い薬物を用いて腫瘍細胞を
殺すということである。細胞を毒殺するという伝統的方
法には、三つの致命的な欠点がある。
第一に、化学療法薬は腫瘍細胞を殺すと同時に、生

体の正常細胞（特に代謝の旺盛な細胞）にも深刻な影響
を及ぼす。化学療法薬は毒性が大きいため、通常、薬効
のある投与量の下では患者に重篤な不良反応を引き起こ
し、その有害副作用は造血器系と胃腸管系を損ない、一
部の薬物は心臓、肝臓に対し明らかな毒性を有し、とき
には合併症を招くこともある。毒性によって細胞を殺す
ことを基盤とした化学療法薬は、人体中の成長発育の旺

低毒性ナノ薬物―細胞を殺さず、反対に腫瘍の成長を
効率よく抑制　腫瘍治療の新戦略
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盛な血液細胞、リンパ組織細胞などを殺傷しやすく、一
方、これらの細胞と組織は人体の重要な免疫防御システ
ムであり、人体の免疫システムが壊されてしまうと、が
ん自身がその機に乗じて急速に進行することになる。
第二に、薬物の毒性は腫瘍細胞にすぐさま薬物耐性を

生じさせる。そのため、腫瘍患者の2クール目の始まりか
ら、化学療法の効果は急激に低下する。一方、薬物の毒
性及びそれ以前の化学療法が腫瘍患者の免疫力に与えた
損害のせいで、臨床治療案は投薬量の増加によって治療
効果を高めるということができなくなる。これらはすべ
て、臨床化学療法が失敗してしまうきわめて重要な要因
である。
第三に、今に至ってもなお、腫瘍の転移を抑制できる

化学療法薬はない。臨床において、腫瘍で死亡した患者
のうち、90％は腫瘍の転移と拡散によって亡くなってい
る。
過去50年間に、医療技術、とくに診断技術は急速に発

展したが、しかし腫瘍患者の死亡率は50年前とほとんど
同じで、改善されていない。したがって、いかにして伝
統的思考と既存の腫瘍治療案を越えて、新たな治療戦略
を探し出すかということは、すでに人類と腫瘍との戦い
の中で、突破口を開けるか否かのキーポイントとなって
いる。
ナノ医薬分野の研究の進展にともない、人々は腫瘍ナ

ノテクノロジーが腫瘍の診断と治療に新たな突破口を開
いてくれることを期待するようになった。現在、ナノ薬
物には主として二つの異なる発展路線があり、一つは上
記の伝統的な抗腫瘍薬に改良を加えるもの――ナノコー
ティング（例えば、脂質体）を利用して伝統的化学療法
薬をくるむ（水溶性を強め、生体利用率を高め、あるい
は毒性を減らす等）、ナノ粒子を利用してキャリアとし
伝統的化学療法薬をターゲット臓器に送達したり、放出
を制御したりする等である。もう一つは、ナノ構造物質
の持っている新しい機能を直接腫瘍の診断や治療に用い
るものである。これまでのところ、大部分の研究は、い
かにナノテクノロジーを利用して伝統的薬物を改良する
かということに集中していた。一方、新しいタイプのナ
ノ構造物質を直接腫瘍の革新的薬物の研究に用いること
は、比べるとまだ少数だが、腫瘍の治療と診断の面で、
革命的進展を遂げるチャンスを秘めている。

３．腫瘍治療の新戦略：ナノ薬物は細胞を殺すことなし
に、腫瘍の成長を効率よく抑制
2004年、中国科学院ナノ材料の生物学的効果・安全性

重点実験室（中国科学院高エネルギー物理研究所、国家
ナノサイエンスセンター）は、ナノ材料の毒物学的性質
に関する研究の中で、Gd@C82(OH)X等の一種のフラーレ
ン誘導体を偶然発見し、それらを細胞と一緒にインキュ
ベートしたところ、腫瘍細胞（または正常細胞）を殺さ

ないにもかかわらず、体内において腫瘍の成長を抑制す
る高い薬効を具えていることがわかった。その後の体内
実験の研究結果から、Gd@C82(OH)Xには観測可能な体内
毒性がなく、肝がん、肺がん、乳がんの成長に対する抑
制効果が、シスプラチン、パクリタキセル、シクロフォ
スファミド等といった現在の臨床薬物よりもはるかに優
れていることが実証された。
臨床医は、腫瘍細胞や正常細胞を殺さず、細胞毒性が

ないのに、腫瘍の成長を高い効率で抑制できるならば、
腫瘍の低毒性化学療法が実現し、臨床治療案の制定と腫
瘍治療効果の向上にとって、革命的な進展になると考え
た。そこで、当該の実験室は6年間にわたり、フラーレン
構造表面の化学修飾と改造から、毒物学実験、抗腫瘍細
胞試験、動物実験に至るまでの研究に取り組み、薬効学、
薬物動態学、メカニズム研究などの動物実験をすでに完
了した。研究の結果、表面化学修飾を利用することによ
り、一定サイズの低毒性（無毒性）のフラーレンナノ粒
子(Gd@C82(OH)22、C60(OH)20、C60(C(COOH)2)2など）が得
られ、薬物をローディングしていなくとも、それ自身が
乳がん、肺がん、肝がんの成長を効率よく抑制する機能
を持っていることがわかった。さらに重要なのは、フラー
レンナノ粒子は腫瘍の転移を効率よく抑制できるだけで
なく、シスプラチンのような臨床化学療法薬と併用する
と、シスプラチンに対する腫瘍細胞の薬物耐性を大きく
減らし、シスプラチンの治療効果を高めることができる
ということである。これは今日の腫瘍治療が直面してい
る大きな難題のために、解決策を提供することが期待さ
れる。
同実験室はすでに、腫瘍免疫、血管生成、酸化的ス

トレス、肝細胞分化など多くの方面から、ナノ粒子の高
効率低毒性化学療法薬そのものとしての効果、メカニズ
ム、応用可能性について、深く掘り下げた研究を行って
きた。研究の結果、フラーレンナノ粒子による腫瘍成長
抑制には四つの大きな特徴があることがわかった。第一
に、細胞を殺すという伝統的メカニズムによらずに腫瘍
の成長を抑制すること。第二に、伝統的薬物は腫瘍組織
部位に相当の濃度が蓄積しないと薬効が生じないが、腫
瘍組織内のフラーレンナノ粒子含有量は投薬量のわずか
0.05％であること。これはナノ粒子が腫瘍組織に進入し
なくとも、高い薬効を生じ得ることを証明している。第
三に、伝統的腫瘍薬物とは逆に、フラーレンナノ粒子は
免疫システムを損なわないだけでなく、反対に免疫機能
を高め、体内の抗酸化防御システムを強化し、がん細胞
の正常な筋肉組織への侵入を効果的に阻止することがで
きること。第四に、伝統的な腫瘍化学療法薬物とは逆に、
フラーレンナノ粒子は腫瘍細胞の薬物耐性を誘発しない
だけでなく、反対にシスプラチンなどの伝統的薬物が引
き起こす腫瘍細胞の薬物耐性を効果的に抑制すること、
である。
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融合研究分野

3.1　フラーレンナノ粒子は細胞を殺さず、反対に腫瘍の
成長を効率よく抑制する

メタロフラーレンの水酸基誘導体Gd@C82(OH)22は一つ
の常磁性中心Gdイオンと、C原子から成る一つのナノカー
ボンケージを含み、その表面に20個余りの水酸基グルー
プを修飾し、これらの水酸基グループは生物環境におけ
る水分子と水素結合によって結びつき、Gd@C82(OH)22に
生物体内において優れた生物親和性を持たせる。低投与
量のGd@C82(OH)22はH22モデルを移植されたマウスの肝
がんの成長に対し、著しい抑制作用を持っている。投与
量わずか2×10－7mol/kg体重のGd@C82(OH)22（化学療法
薬シクロフォスファミドのわずか100分の1）は、腫瘍抑
制率が57.7％にも達し、しかも投与量の増加にしたがって
抑制効果が増大する。

その後の6年余りにわたる研究の中で、研究者は多く
の腫瘍動物モデルにおいて、フラーレンナノ粒子の高効
率の腫瘍成長抑制効果を実証してきた。とくに、Gd@
C82(OH)22は抗腫瘍効果がシスプラチン、パクリタキセル
や、シクロフォスファミドよりもはるかに高いにもかか
わらず、細胞毒性を持っていない。Gd@C82(OH)22の1万分
の1の投与量で、現在の臨床化学療法薬は細胞を殺してし
まうことができる。一方、Gd@C82(OH)22ナノ粒子は、担
腫瘍動物を治療しても、通常の化学療法薬による各種の
致命的な有害副作用を引き起こさなかった。
3.2　伝統的腫瘍薬物と異なり、ナノ粒子は10種類余り

の腫瘍血管成長因子の発現を同時に抑制することが
できる

臨床において、腫瘍患者の死亡の90％は腫瘍の転移に
よって引き起こされている。多数の研究が明らかにして
いるように、腫瘍は一種の血管生成依存性疾患であり、
原発腫瘍の成長、侵襲、転移はすべて新しい血管の大量
生成を必要としている。
Lewis肺 が ん 高 転 移 モ デ ル(LCC)に お い て、Gd@

C82(OH)22フラーレンナノ粒子は腫瘍の成長を効果的に抑
制するだけでなく、同時に腫瘍の転移をも抑制している。
ナノ粒子治療の期間中、組織病理検査、臓器係数、血液
生化学指標分析のいずれにも明らかな毒性作用は見つ
かっていない。血液生化学検査の結果は、ナノ粒子が肝

臓と心筋機能の損傷を保護していることを示しており、
肺組織についての病理検査とNO含有量測定によれば、
ナノ粒子は肺の炎症性病変と、腫瘍細胞の肺組織への転
移を抑制していた。研究の結果、ナノ粒子は担腫瘍マウ
スの肺組織の酸化的ストレスを効果的に調節し、肺組織
が活性酸素による損傷を受けないよう保護することがで
き、同時に腫瘍細胞表面の繊維組織層を増厚することに
より、腫瘍細胞の周辺筋肉組織への拡散と転移を抑制す
るということがわかった。
フラーレンナノ粒子の抗腫瘍メカニズムには、さら

に腫瘍新生血管の成長を抑制することと、基質メタロ
プロテアーゼ(MMP)の発現を低下させることが含まれ
ている。EMT6乳がん高転移モデルの研究において、
C60(C(COOH)2)2及びC60(OH)20フラーレンナノ粒子も同様
に腫瘍の成長と転移を抑制する活性を発現し、肺組織転
移巣の数が明らかに減少し、同時に明らかな有害副作用
がなかった。効果はGd@C82(OH)22に及ばないものの、こ
れらは腫瘍細胞を直接殺さない、毒性がない、有害副作
用がないといった重要な長所を同様に具えている。体内
実験の結果が示しているように、これらが腫瘍の成長を
効率よく抑制するのは、主に腫瘍組織中の酸化的ストレ
スを調節することにより、腫瘍組織の血管成長促進因子
(TNFα、VEGF、 PDGF)の発現を抑制するとともに、腫
瘍組織の血管新生密度を下げていることによる。
体内において、フラーレンナノ粒子は腫瘍と肺組織に

おけるVEGFの発現を著しく抑制することができる。正
常な肺組織に比べて、LLCを接種した担腫瘍マウスの肺
組織のMMP－2とMMP－9はかなり上昇するが、フラー
レンナノ粒子を使用して治療すると、MMP－2とMMP－
9のレベルは著しく低下する。動物実験の示すところによ
れば、フラーレンナノ粒子の1クール治療によって、腫瘍
組織中の腫瘍血管新生密度を38％下げることができる。
一般的抑制剤は2～ 3種類の腫瘍血管成長因子しか抑制で
きないが、フラーレンナノ粒子は20種類余りの腫瘍血管
成長因子の発現を同時に抑制することができ、そのうち
10種類は著しい統計学的意義を有している。これは高い
薬効を生み出す基盤の一つとなる可能性がある。

◎図１　メタロフラーレンGd@C82(OH)22は腫瘍の成長を効率よく抑制す
るが(A)、有害副作用はない。(B)わずか0.20μmol/Lの臨床腫瘍
薬シスプラチン(Cisplatin)が腫瘍細胞をほぼすべて死なせてしま
う（赤色）。(C)Gd@C82(OH)22は100倍の投与量（20μmol/L）
でも腫瘍細胞を殺していない。研究の結果、Gd@C82(OH)22の1
万分の1の投与量で、現在の臨床化学療法薬は細胞を殺してしま
えることがわかった。

◎図2　フラーレンGd@C82(OH)22ナノ粒子は、担腫瘍マウスの体内にお
いて多種の腫瘍血管成長因子の発現を同時に抑制する
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3.3　伝統的腫瘍薬物とは逆に、ナノ粒子は薬物耐性を誘
発せず、反対に腫瘍細胞の薬物耐性を弱める

腫瘍細胞の薬物耐性とは、腫瘍細胞がある薬物の破壊
した代謝経路を克服することによって、当該薬物に対す
る感度が下がることを指し、多剤耐性とは腫瘍細胞が一
種類の薬物に接触した後、当該薬物に対して薬物耐性を
生じるだけでなく、構造や作用メカニズムの異なるその
他の薬物に対しても薬物耐性を生じることをいう。例え
ば、すでに広く応用されている抗がん剤のシスプラチン、
パクリタキセル等は臨床において明らかな薬物耐性を示
し、投与量を徐々に増やすことが必要となるが、それで
も腫瘍の感度はしだいに低下していき、投与量の増加に
より副作用が増すため、腫瘍患者は最終的に薬物の毒性
に耐えることができなくなる。
腫瘍細胞の薬物耐性は腫瘍臨床治療の主な障害であ

り、薬物耐性の発生は伝統的薬物の高毒性と直接関わり
がある。未治癒または再発後の腫瘍は、まだ使用したこ
とのない多種の伝統的薬物に対しても薬物耐性を生じる
が、このことは伝統的薬物の腫瘍治療効果を低下させる
重要な原因である。驚くべきことは、動物実験の結果か
ら明らかなように、フラーレンGd@C82(OH)22ナノ粒子自
身は薬物耐性を生じず、反対に腫瘍細胞のシスプラチン
に対する薬物耐性を抑制できるということであり、その
機序はシスプラチン耐性細胞のエンドサイトーシス機能
を促進することにより、腫瘍細胞内のシスプラチン薬物
濃度を高めるというものである。また、フラーレンナノ
粒子はDNA遺伝物質の複製を遮断することによっても、
薬物耐性腫瘍細胞の繁殖をさらに抑制する。

3.4　伝統的腫瘍薬物とは逆に、ナノ粒子は生体の免疫シ
ステムを損なわず、反対に免疫機能を増強する

生体にはこのように多様な抗腫瘍免疫反応があるが、
腫瘍はそれでもなお体内で発生し進行することができ
る。同時に、腫瘍の進行もまた生体の免疫機能を甚だし
く抑制する。腫瘍細胞自身が免疫抑制作用を有するいく
つかの生成物を分泌し、さらにはそれが流入しているリ

ンパ節を侵し、患者の生体局所（腫瘍早期）、ひいては全
身（腫瘍晩期）の免疫機能低下をもたらす。
伝統的腫瘍薬物の高毒性は患者の免疫システムを甚だ

しく損ない、腫瘍患者自身の免疫力の低下を招き、腫瘍
細胞の侵襲と転移を抑えることを難しくしており、これ
もまた腫瘍が治癒しにくい重要な要因の一つとなってい
る。これとは逆に、フラーレンナノ粒子は担腫瘍マウス
の免疫システムを損なわないだけでなく、反対に免疫シ
ステムの機能及び体内の抗酸化防御システムの機能を大
きく高めており、したがって、腫瘍細胞の正常な筋肉組
織への侵入を効果的に食い止めることができる。
樹状細胞(DCs)は最も主要なプロフェッショナル抗原提

示細胞で、外来抗原に対し真っ先に反応を示す免疫シス
テムの一つの細胞であり、「免疫システムの前哨拠点」と
称えられている。研究により、Gd@C82(OH)22やC60(OH)22

フラーレンナノ粒子は、いずれも生体の免疫力を高める
ことによって腫瘍の成長を抑制するということがわかっ
た。Gd@C82(OH)22はDCがIL-6、TNF-α、IL-8、IL-10、
IL-12といった多種の細胞因子を放出するよう促し、同
時にDC細胞の成熟と遷移を促して、膜表面の受容体を
CCR5の発現を主とするものから、CXCR4を主とするもの
へと転換させる。Gd@C82(OH)22と未成熟の樹状細胞、異
種T細胞を一緒に培養し、ナノ粒子が樹状細胞の成熟を促
すと、樹状細胞はT細胞の増殖を促し、多種の細胞因子を
分泌することができる。

マクロファージは免疫反応を励起し調節する過程で重
要な役割を果たしている、もう一つの重要な免疫細胞で
ある。Gd@C82(OH)22またはC60(OH)22をマウス体内に腹
腔内注射すると、大多数のナノ粒子はすべて腹腔中のマ
クロファージまたはそのファーゴサイトによって貪食さ
れ、ごく少量が腹膜や腸間膜を通して直接血液循環に進
入する。マクロファージとTリンパ細胞は刺激を受ける
と、IL-2、IL-4、IL-5、TNF-α、IFN- γといった各種の
細胞因子を放出して血液に送り込み、中枢免疫システム
（例えば、胸腺）と末梢リンパシステム（例えば、脾臓。
最大、最重要の末梢性免疫臓器）が活性化され、Th0細胞
がTh1とTh2細胞に分化する。フラーレンナノ粒子はTh0
細胞がより多くTh1細胞に分化し、より多くのIFN-γ、 

◎図3　（A、B）Gd@C82(OH)22フラーレンナノ粒子は体内腫瘍細胞のシ
スプラチンに対する薬物耐性を逆転させる
（C）Science China (Chemistry) 最近刊号の表紙

◎図４　フラーレンナノ粒子は免疫システムを損なわず、反対に生体の免
疫システム機能のプロセスを増強する



407

融合研究分野

である。それだけでなく、Gd@C82(OH)22は常磁性を具え
た、新世代の高効率MRI造影剤であり、そのイメージン
グ効果は現在臨床で使用しているGd-DTPAの20 ～ 40倍
あり、腫瘍の臨床治療、臨床診断及び、腫瘍の治癒経過
追跡の一体化が初めて実現できるようになった。
以上をまとめると、フラーレンナノ構造物質は、新

世代の抗腫瘍化学療法薬として、既存の腫瘍薬物とは比
べ物にならない特有の優位性を具えており、腫瘍治療の
現状打破のために可能性に満ちたチャンスを提供してい
る。今後の事業の重点として、次のいくつかの方面がある。

（1）新たなナノ構造に基づく新世代の腫瘍低毒性化学療
法薬体系を確立する：フラーレン特有の球体構造の生
物学的活性と新しい医学的機能を発見し、フラーレ
ン特有の球体構造を利用して、より広範囲な生物医
学的応用分野を発展させる。例えば、フラーレンに
さまざまな表面化学修飾を行って、それぞれの表面
特性を得、それらが生み出すさまざまな生物医学的
機能を研究し、抗腫瘍活性を有するさらに多くのフ
ラーレン誘導体を発見し、新世代の低毒性腫瘍化学
療法薬シリーズを打ち立てる。

（2）腫瘍低毒性化学療法の基本原理を明示する：腫瘍細胞
を殺すことなく、腫瘍の発生と転移を効率よく抑制
することができる。まったく新しい抗腫瘍メカニズ
ムが存在するかどうかについては、さらに研究が必
要である。

（3）多量調製技術を確立する：薬効の最も高いメタロフ
ラーレンの多量調製技術をまとめることは、今のと
ころまだ世界的難題であり、重点的な取り組みが必
要である。

（4）臨床前試験：臨床前試験に必要な各種基準及び関連体
系を確立する。

（5）臨床応用：最終的に、新たなナノ構造に基づく新世代
の低毒性腫瘍化学療法薬を臨床の場に利用されるよ
う広める。

TNF-α、IL-2が放出されて、腫瘍組織中に凝縮し、腫瘍
細胞アポトーシスを促進する一連のシグナル経路が始動
されるよう促すことができる。同時に、腫瘍組織中のIL-2
等の細胞因子によって活性化されたTILは、腫瘍細胞を
直接殺傷することができる。さらなる研究の結果、Gd@
C82(OH)22やC60(OH)22フラーレンナノ粒子は、T細胞とマ
クロファージを刺激して大量のTNF-αを放出させること
ができ、後者は細胞免疫過程において中枢的な役割を果
たしているということがわかった。したがって、腫瘍の
成長を効率よく抑制するというフラーレンナノ粒子の重
要な機能は、それが持っている生体細胞の免疫を効果的
に誘発するという機能と密接に関わっている可能性があ
る。
3.5　伝統的腫瘍薬物とは逆に、ナノ粒子は細胞の損傷を

招かず、反対に細胞内フリーラジカルを強力に消去
し、細胞の抗酸化力を高める

フリーラジカルは腫瘍の発生と進行に密接に関わっ
ている。フリーラジカル及び過酸化生成物はDNAの正
常な配列に変更を生じさせ、例えば遺伝子の突然変異を
引き起こし、それによって細胞の悪性突然変異を招き、
腫瘍を作り出すことができる。Duganらのチームが、フ
ラーレンには活性酸素を消去する性質があることを発見
して以来、C60は最も応用の将来性のある細胞抗酸化保
護剤とみなされるようになり、そのため一時的に人気の
高い研究分野となった。中国科学院の研究者は電子スピ
ン共鳴技術（ESR）を用いて、生活細胞中のフリーラジ
カルに対するフラーレンナノ粒子の消去作用について研
究し、多種のフラーレン誘導体粒子がすべてのタイプの
フリーラジカルに対して消去作用を有し、同時に、細胞
に対するフリーラジカルの酸化損傷及び、もたらされ
る細胞の活性低下とミトコンドリア膜の電位降下を効果
的に抑制するということを発見した。これはフラーレン
誘導体の細胞保護作用を直接証明するものである。フ
ラーレンの細胞保護作用の強さは、そのフリーラジカル
消去能力と直接関連しており、順序はGd@C82(OH)22≧
C60(OH)22>C60(C(COOH)2)2となっている。このほか、フラー
レンナノ粒子のサイズ、表面化学修飾グループ、表面電
荷なども、そのフリーラジカル消去能力、抗酸化力と密
接に関連している。

４．展望
6年余りにわたる細胞試験と動物実験による研究を経

て、中国科学院の研究者らは最初の発見を十分に実証し、
フラーレンナノ構造に適切な表面修飾を行い、細胞毒性
のないナノスケール粒子を得た。それらは細胞を殺さず、
有害副作用がないにもかかわらず、腫瘍の成長と転移を
効率よく抑制し、腫瘍細胞の薬物耐性を弱めることがで
きる。これらの特徴はいずれも、今日の腫瘍臨床治療学
が夢にまで求めながら手に入れることの難しかった長所
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要旨：
近年、生物医学分野におけるナノテクノロジーの応用

についてはその将来性から、広く世界の学界や工業界の
関心を集めているが、そこから派生した生物医学ナノテ
クノロジーは最も発展の速い最先端分野の一つとなって
いる。本論文は、現代の低温バイオメディカルテクノロ
ジーの研究の現状とその将来の方向についての大まかな
分析を踏まえて、ナノ低温生体医工学という、ナノテク
ノロジーと低温生物医学の融合によって出現したナノ医
学の新しい分野について論評し、それに相応した技術の
基本的特徴、機能、応用方式などの問題を明らかにし、
さらに筆者の研究室がこれまでに収めた一連の進展を例
として、現段階でのナノ冷凍治療技術及びナノ低温保存
技術を発展させる典型的方法を分析し、同時に両者の発
展の将来性について一定の予測を行い、解決すべき基礎
科学及び応用技術のいくつかの問題をまとめたものであ
る。

１．背景
今日、人類が直面しているさまざまな重大疾患の中で、

悪性腫瘍はすでに人を死に至らしめる最も主要な疾患の
一つとなっている[1－5]。WHOの統計によれば[2]、2008年
には、全世界で計1240万の悪性腫瘍の新発病例があり、
計760万人が悪性腫瘍のために死亡し、同年度の全世界の
死亡者総数の約13%を占めた。中国の状況はとりわけ深刻
で、第3回全国死因調査によって明らかになった現実は、
中国では近年、がんで死亡する総数が毎年200万近くに達
し、死亡者4～ 5人のうち1人ががんで亡くなっており、
また中国が毎年がん患者のために支出する医療費は低く

見積もってもすでに1千億元を超え、全国の医療衛生総費
用の20%以上を占めているという厳しいものであった。
さらにWHOが発表した『世界がん報告書2008』[2]は、予
防と有効な治療措置を講じなければ、2030年には全世界
で悪性腫瘍の新発病例が毎年2700万に上り、悪性腫瘍で
死ぬ患者は毎年1700万になる見込みだと指摘している。
がんとの闘いはすでに全人類に対して警鐘を鳴らしてお
り、全世界の医療衛生事業が直面しているリスクは、悲
惨な戦争にも劣らないものである。
これまで、伝統的なメスによる切除、放射線治療、化

学療法のほかにも、生体医工学界は腫瘍治療のさまざま
な新しい方法を発展させてきた。大量の臨床実践の中で、
腫瘍の低侵襲性ターゲット治療はすでに徐々に医療科学
技術発展の最先端となっており、これに相応した技術は
先進医療装備市場を開拓する上できわめて重要なポイン
トとなっている[3－5]。さまざまな低侵襲的手段の中でも、
低温外科手術の近年の進展は特に注目を集めている[6－10]。
これは比較的新しい部類の物理的療法であり、その実施
は通常、一つの低侵襲な方法によって冷凍プローブ（冷
凍メスと言い習わされているもの）を悪性腫瘍部位に挿
入し、さらに冷却技術を利用してメス先端においてコン
トロール可能な降温・昇温機能を実現すると、組織が冷
凍過程においてプローブの周囲に氷球を形成し、そこで、
プローブが病巣を絶え間なく冷凍、解凍し続けることに
よって、一連の不可逆的損傷が生じ、病巣除去という目
的が達成できるというものである。これらの氷球の成長、
消融の過程で、プローブの周囲には必要に応じてさまざ
まの複雑な氷球の組み合わせが生じ得るが、ただし生体
組織においては（特に大血管が存在している場合）かな
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り複雑なものとなる[9]。低温手術には麻酔鎮痛、止血や出
血軽減、それに腫瘍拡散が防げる等のメリットがあり、
またその副作用も放射線療法や化学療法よりはるかに低
いため、腫瘍治療の方面で「グリーン療法」という好評
価を得ている。まさにこれらの要因により、低温外科手
術はすでにほとんどすべての腫瘍臨床分野に広く応用さ
れ、学術界と医学界から、薬物耐性の強い塊状腫瘍を治
療する一つの重要な方法として公認されている[3, 4]。
しかしながら、不幸なことに、低温外科技術は実践面

に今なお多くの技術的ボトルネックが存在し、それは主
に冷凍、溶解のコントロール上の難しさと、冷凍メカニ
ズムに対する認識の不足からきている[6, 9, 11]。今日の世
界で最も先進的な低温外科設備について言っても、依然
として、降温効果に限りがある、凍結範囲がコンフォー
ム化しにくい、氷球画像の監視精度が低い、健康な組織
が凍傷損害を受ける可能性がある等の不利な要素が存在
し、そのために最終的なターゲット殺傷効率が低くなり、
結果として腫瘍細胞の残留、転移、再発等といった事態
が出現している。現代の低温手術が今なお全面的に普及
していないのは、これらの現実的難題のせいによるとこ
ろが大きい。したがって、理想的な低温冷凍治療の方法
を探し求め、先進的な低温外科医療器械を開発すること
は、依然として現在の腫瘍臨床及び低温医学界の大きな
課題であり、相応の進展は必ずや腫瘍冷凍治療のレベル
向上を促すであろう。事実、まさにこれらの差し迫った
ニーズこそが、現代の低温生体医工学が活力に溢れてい
ることの要因を構成しているのである[9]。毎年、国際的に
低温冷凍外科をめぐって発表される大量の基礎・応用研
究論文からも、この点を見出すことができるが、しかし
やや残念に思われるのは、多くの研究の基本構想がいず
れもまだ古典的な低温手術戦略を越えられないでいるこ
とである。
腫瘍の低侵襲冷凍治療の方面における重要な応用のほ

かに、低温技術は生物材料の長期保存においても欠くこ
とのできない役割を担っている。周知のように、生物材
料の低温冷凍保存とは、特殊な方法を採用して生物材料
を低温（一般に－196℃）まで冷却し、長期にわたって保
存することを指し、必要になった時に、それを有効な方
法で正常な温度まで加熱すれば、活性を保持した生物材
料を元通り得ることができる[12]。低温保存技術は数十年
にわたる発展を経て、実験方法の面で非常に大きな成功
を収め、特にこの二、三十年は、低温保存技術を利用し
て、すでに大多数の細胞の保存実現に成功しており、皮
膚、角膜、肝臓、腎臓など、複雑な組織や臓器の短期保
存においても一定の進展を見、また臓器移植手術にも応
用されて、臨床医学の発展を大きく促してきた[10]。だが、
低温保存技術はすでに医学、食品科学、軍事、生物学等
の分野で広く応用されているものの、大量の複雑な細胞、
組織、臓器、特に生きている生命体の低温保存の面では

決して成功しておらず、依然としてより有効な低温保存
方法を探し求めることが必要になっている。
全体的に言えば、冷凍治療の面でも、低温保存の面で

も、低温生体医工学の分野は近年、急速な発展を遂げて
きたが、しかし依然として乗り越えることの難しい多く
の技術的障碍に直面している。低温バイオメディカルテ
クノロジーを新たな段階に進ませるためには、どうして
も新しい理論・技術体系の構築に力を入れることが必要
となる。そこで、ナノ低温バイオメディカルテクノロジー
が機運に乗じて生まれてきたのである。

２．ナノ低温冷凍治療学の提起
最近、伝統的冷凍外科手術に制約を与えている治療上

のボトルネックを打ち破るために、われわれはナノテク
ノロジーと低温医工学を結びつけることにより、先進的
な腫瘍低侵襲治療法の学術理念を発展させることを初め
て提起するとともに、それに相応したメカニズム分析、
試験研究、医療機器開発などの方面でも重要な進展を収
めてきた[13－22]。この方法の最も早期の試みは、本論文の
筆頭筆者とその学生の数年前の研究[23, 24]に端を発してい
るが、その後、この理念がしだいに明らかになり、ナノ
医学において重要な意味を持つ学術概念――ナノ低温冷
凍治療学[15, 16, 25]を定義づけ、調整し、作り上げるに至っ
た。研究室のこれまでの成果の一部はCryobiology[13, 14]、
国際伝熱界総説シリーズAdvances in Numerical Heat 
Transfer[20]、アメリカ物理学会刊行物Journal of Applied 
Physics[22]、ナノ医学刊行物Nanomedicine[10]といった低
温生物医学界の刊行物に相次いで発表され、筆者が国内
外のナノ冷凍治療学研究の方面での進展をめぐって執
筆した長編の論評・文章は、ナノサイエンス及びナノ
テクノロジー分野の刊行物Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology[26]に発表されている。最近、筆者はまた
多くの国内外の学術会議や機関の招請に応じ、基調報告
や学術講座（第46期国際低温生物大学; ナノ低温バイオメ
ディカルテクノロジー―新たなる学科最先端、 第6回全国
低温生物医学・器械学術大会）を行った。言及に値する
のは、ナノ冷凍技術が、国際的に著名な出版社Springer 
が2009年初めに出版した低温生物学の英語の専門書[27]に
も記載されたことである。
周知のように、ナノ粒子とは通常、サイズが1 ～

100nmの間にある粉末のことを指す。物質のサイズがナ
ノレベルに入ると、その物理化学的性質に往々にして突
然の変化が生じ、熱学的（引き起こす氷晶挙動を含む）
性能及び生物学的効果にもそれにしたがって質の転換が
生じ、多くの特有の性質（量子サイズ効果、表面効果など）
が現れる。ここから派生してくる大量の新たなミクロン/
ナノ、さらにはマルチスケールの相転移における生物伝
熱の問題は、非常に重要な理論的・学術的意義と臨床上
の参考価値を有している。筆者の研究室のこれまでの理
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論と試験研究が明らかに示しているように[13, 14－26, 22]、一
定量のナノ粒子懸濁液を標的組織部位に注射すると、そ
の降温速度、氷晶核生成率、冷凍範囲を著しく高めるこ
とができ、それによって通常の冷凍プローブの凍結能力
が大きく拡大される。特に、ナノ粒子のローディングに
より、標的組織内の氷晶の核生成確率と氷晶量は著しく
高められ、それにより腫瘍細胞に対してより徹底的な殺
傷がもたらされる。さらに、特定の機能画像効果を具え
たナノ粒子の導入により、冷凍治療プロセスにおける氷
球の成長過程をB超音波、MRI、X-CT等を通じて、いっ
そう監視しやすくすることで、より精確な腫瘍ターゲッ
ト治療の実現へと導くことができる。いくつかの状況下
では、さらに抗腫瘍薬物を帯びたナノ粒子を利用して標
的腫瘍に入り込むことにより、冷凍過程と結びついて腫
瘍細胞に対する多重殺傷を行うこともできる[16]。以上か
らわかるように、ナノ冷凍手術は伝統的冷凍外科の治療
内容を著しく拡大している。すべてのこれらのプロセス
において、サイズの小ささゆえに、ナノ粒子のローディ
ングは非常に簡単である。人々は特定の熱物性を具えた
ナノ粒子懸濁液を特定の部位に送達することにより、一
つの手っ取り早い方法によって冷凍過程における氷球の
成長方向、形状、大きさをコントロールできるようになっ
たが、このことは腫瘍治療の精確化、コンフォーム化を
実現する上できわめて重要な意味を持っている。総じて
言えば、ナノテクノロジーはひとたび低温手術と結び
つくと、伝統的な腫瘍冷凍治療の効率を大きく引き上げ
[15]、またそれを真の意味での「分子」化、「低侵襲」化
へとさらに向かわせることが期待できる[25]。

３．ナノ冷凍治療学の研究の進展
3.1　標的組織の冷凍効果のコントロール
ナノ冷凍手術が伝統的低温手術を越えている優位性の

一つは、それが標的組織の冷凍、ひいては殺傷効率を著
しく高めることができる点にある。関連の研究結果がはっ
きりと示しているように[13, 14]、高熱伝導率ナノ粒子のロー
ディングが生み出す冷凍効果の向上は、非常に顕著であ
る。しかも、異なるナノ粒子懸濁液を注射することで、
それぞれ異なった冷凍増強効果が生じるので[16, 22]、この
特性は低温手術における標的組織に対する冷凍効果のコ
ントロールに用いるのに適している。
冷凍治療を強化する手段としてだけでなく、生物組織

とは相容れるが熱伝導性のかなり劣るナノ粒子を採用す
ると、さらに特殊部位の伝熱を弱化または抑制するとい
う目的も達成することができ、これは重要な組織や臓器
が低温手術の中で冷凍損傷を受けるのを防ぐ上で非常に
有用である。冷凍外科手術において、正常な組織がプロー
ブ放冷量の漏出によって引き起こされる強烈な冷凍損害
を受けないようにすることは、一貫して一つの重要な問
題であり[3]、患者の入院期間と回復周期を短縮する上でき

わめて重要である。この面で、低熱伝導率ナノ粒子材料
及び抗凍性能を有するいくつかのナノ溶液の導入は、上
記の難題を解決する助けとなる[25]。全体として、ナノ冷
凍手術は凍結過程のコントロール及び治療効果の向上と
いう面で、便利で融通性に富んだ一つの手段を提供して
いる。
3.2　氷晶の成長の強化
ナノ冷凍治療には伝統的低温手術に比べて、多くの優れ

た点がある。細胞の低温損傷という角度から見ると[9, 12]、
細胞内氷晶形成は一つの致死要因であり、その細胞骨格、
細胞器官、細胞膜の殺傷は二つの重要なパラメータ―冷
却速度と細胞内の核生成確率によって決定される。ひと
たび一定数量のナノ粒子が細胞内に沈積すると、上記の
二つの要因はいずれも著しく増強されることが期待で
き、そのことはわれわれの最近の研究においてすでに実
証済みである[16]。
ナノ冷凍手術の重要な役割は、標的組織の降温速度と

降温レベルを著しく高めることができるだけでなく、細
胞内核生成の確率を大きく引き上げ、それによって腫瘍
細胞の殺傷を助けることにもある。文献[16]において、わ
れわれは核生成理論を持ち込むことにより、ナノ冷凍手
術のメカニズムの一歩進んだ解釈を行った。結果が示し
ているように、ナノ粒子の細胞への導入は、細胞内の不
均一相核生成確率を著しく高めるので、それにより標的
腫瘍細胞に対するより大きな冷凍殺傷効果がもたらされ
る可能性がある。
3.3　腫瘍のコンフォーマルナノ冷凍治療
臨床で出会う腫瘍はほとんどが複雑な形状を持ってお

り、そのため最適な冷凍範囲を確保することは非常に重
要である。一般に、低温手術において組織及び細胞の損
傷を決定する主な要因は、冷凍過程の中で達する最低温
度、当該温度下での停留時間、冷凍―復温の循環回数、
降温・復温速度などであると考えられている[9]。組織損傷
は多くの要因が一緒になって決定しているが、しかし研
究によれば[11]、組織の温度がある臨界値まで下がると損
傷が引き起こされる可能性があり、組織によってこの臨
界値は多少異なり、通常は－20℃～－70℃の間であるこ
とも明らかになっている。したがって、臨界温度の等温
線（面）は通常、組織に致命的損傷が発生する境界であ
ると考えられている。これらの要素に基づき、外科医は
冷凍メスの挿入方位などのパラメータを調整することに
よって、ターゲット部位の腫瘍ができるだけ臨界等温線
（面）内に含まれるように保証することができ、同時に
周囲の健康な組織に対する殺傷をできる限り減らさなけ
ればならない。治療プロセスにおいてプローブが産生す
る氷球は標的腫瘍の境界の一定範囲を越えていなければ
ならず、さもなければ腫瘍細胞を徹底的に壊滅させるこ
とはできない[3]。実際のプロセスでは、腫瘍形状の複雑さ、
大血管の存在、冷凍プローブの挿入方位の制限により、
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各プローブの間に冷凍不足によって起きる「治療の死角」
が出現することがあり、これはしばしば腫瘍の再発を誘
導する要因となる。そのため、塊状腫瘍の伝統的治療プ
ロセスにおいては、往々にして多数の冷凍プローブを導
入することが必要となり、最も多い場合には20個を超え
てしまうが、明らかに、これによってもたらされるプロー
ブの機械的挿入による創傷は非常に深刻である。したがっ
て、いかにして低侵襲な方法で「死角」の発生を避ける
かということが、腫瘍の低温冷凍治療におけるきわめて
重要な問題となっている。われわれの最近の研究によれ
ば[21]、この問題はナノ冷凍治療技術を採用することで、
かなりうまく解決できることが明らかである。高熱伝導
率ナノ粒子懸濁液の導入により、もともと冷凍プローブ
によってカバーされ得なかった部位が、同じような冷凍
メスの働きの下で冷凍され、壊滅させられることが可能
になる。ナノ粒子の冷凍強化の問題については、赤外線
サーモグラフィイメージング方法の助けを借りて、はっ
きりと描出することができる[19, 20, 28]。明らかに、さま
ざまな量のナノ溶液のローディングによって、組織にお
ける冷凍過程が容易にコントロールされるため、高度に
コンフォーマルな腫瘍冷凍治療の実現にとって有用であ
る。総じて言えば、新しい方法は冷凍殺傷範囲のコン
フォーマルコントロールの面で優れた特性を示している。
3.4　ナノ材料が氷球のイメージング解像度をアップ　
近年、磁気共鳴イメージング、コンピュータ断層撮影、

超音波イメージング、光学イメージング技術等といった
一連の医用画像技術の低温外科分野における応用にとも
ない[9]、冷凍手術中の組織内の凍結氷球が画像の形でディ
スプレイ上に示されるようになったため、臨床医は氷球
の成長や消融を「見守り」ながら、冷凍手術の実施経過
を効果的にコントロールすることができるようになり、
低温手術はデジタル化、画像化へと大きく踏み出すこと
ができた。だが、現有の医用イメージング方法には、低
温手術中の組織内の氷球を監視するという面で、たとえ
ば、氷球の画像の質があまり明瞭でない、標的対象の解
像度とコントラストが今ひとつである、三次元動態イメー
ジングにまだ難点がある、標的組織の機能画像が十分に
得られない等、なおさまざまな制約が存在している。全
体として、比較的万全な、低温手術中の組織内の凍結氷
球の大きさ、組織の解剖構造、ひいては温度情報などを
同時に監視できるイメージング方法は、まだまだ少ない。
間違いなく、ナノ画像技術の導入は低温外科手術の

ために強力なツールを増やした。適切な画像増感剤を選
ぶことにより、伝統的イメージング方法の精度と品質を
著しく高めることが可能になった。このことは近年のい
くつかの分子画像技術の中にすでに具体的に表されてい
る。ナノ冷凍手術の画像監視は、これらの成果を全面的
に参考にすることができる。低温手術の画像誘導機器を
開発するためには、特殊な物理的性質を具えたいくつか

のナノ粒子材料を探し選別して画像増感剤とすることに
よって、MRI、超音波、X-CT、PET等設備が確実に高品
質の画像を得られるよう保証すればよい[15, 16, 25]。たとえ
ば、超音波イメージングのプロセスにおいて、コントラ
スト剤はできるだけ高い超音波散乱特性を具えているべ
きであり、しかも、その粒子サイズは、毛細血管を通じ
て輸送することができるよう、できるだけ小さくなけれ
ばならない。この方面では、最近開発された高効率超音
波イメージング増感媒体として、微泡、フルオロカーボ
ン類ナノ粒子乳状液などがある。一方、磁気共鳴イメー
ジングの増感剤として適当な候補材料には、超常磁性酸
化鉄ナノ粒子がある。光学イメージングについて言えば、
適度な光学的コントラスト特性を具えた材料をできるだ
け選択しなければならない。明らかに、最も理想的な状
況は、一つの良好なナノ粒子媒体が優れた凍結強化と画
像品質増強の機能を同時に具えていることである。そう
すれば、ナノ粒子は冷凍手術の性能をアップする強化機
能を果たすだけでなく、手術の前後に病状や治療効果の
診断を行う媒体の役もつとめられるので、臨床医が合理
的な治療計画を立てる上で助けとなる[25]。

四、生物材料のナノ低温保存技術に関する研究の進展
低温冷凍保存技術は生物材料の長期保存を実現する重

要な方法であり、組織工学、臓器移植などの医学分野で
広く応用されている[10]。近年、大量の医学臨床実践が必
要になるにともない、複雑な生物学的対象に対する保存
がすでに日程に上がってきている。生物材料は低温下で
長期間保存ができるが、降温及び復温の過程で溶液凍結、
溶解、溶液浸透圧の変化といった要因の作用を受けてご
く簡単に損なわれてしまう。多くの要因のうち、降温速
度の大きさ、低温保護剤の種類と添加方式、復温方式は、
細胞の低温損傷の程度に対する影響が非常に大きい。
Mazurの提示した「二つの要因による損傷」という仮説
によれば、それぞれの生物サンプルには、いずれも一つ
の最適な冷却速度が存在し、生物サンプルはその冷却速
度下において損傷を最小にすることができる[12]。他方で、
低温保護剤の添加は生物材料の低温損傷を大きく減らす
ことができるが、しかし不適切な低温保護剤はべつに細
胞に対して保護効果を発揮できるわけではなく、例えば、
高すぎる低温保護剤濃度は生物細胞に対し毒性を生じる
ことがある。したがって、どのような低温保護剤を選ぶ
か、最適な保護剤濃度はどれくらいかということは、生
物冷凍保存の実施において必ず考慮しなければならない
問題である。これらはすべて、いかにしてより上手く低
温保存を実現するかという問題を提起している。同様に、
ナノテクノロジーはこの方面でも日増しに重要な役割を
果たしている[29－33]。
低温保存においては、降温・復温段階のいずれも保存

する生物材料に損傷をもたらす可能性があることを考慮
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究を行うことがさらに必要である。
学問の発展から見ると、ミクロン/ナノスケール伝熱

学はすでに世界的規模で新たな研究の最先端となってお
り[38]、中でも生物伝熱と物質移動の問題に関する研究はと
りわけ注目を引いている新しい成長ポイントである。筆
者の研究室はこれまでナノ低温バイオメディカルテクノ
ロジーの研究・探索の面で、細胞レベルを含む生物組織
に関連した、早急に解決を要する大量の新しい生物熱学
の問題及びメカニズムを提示してきたが、それらは新技
術の実際への応用促進を制約しているキーポイントであ
る。これらの問題の深く掘り下げた研究は関連学科の新
しい理論体系[25]を豊かにし、開発する助けとなり、それ
によってナノ低温生体医工学という重要な分野のハイス
ピードな発展を促している。
低温外科手術において、生物組織は降温凍結と昇温溶

解という相転移プロセスを経なければならず、その中で
多くの非常に複雑な伝熱及び血液流動の問題と関わりが
生じることになる。高効率のナノ冷凍外科手術を展開す
るためには、どうしても降温過程における組織の温度応
答規則を深く掘り下げて研究することが必要であり、そ
れは生物伝熱学の理論モデルの構築と解明にも関わって
くる。この方面の研究は、細胞、亜細胞レベルから組織、
臓器さらには生命個体全体内の伝熱・物質移動現象まで
を含んでいる。ナノ冷凍手術概念の導入においては、マ
イクロスケールから上記のいくつかのレベルについて探
究を行うことが必要である。
このほか、近年に得られた一つの新たな認識は、生物

組織における血管加熱効果は、腫瘍冷凍治療の成功を甚
だしく制限してしまうということである。解剖学的に、
腫瘍組織には常に大量の血管が含まれていたり、大血管
が貫通していたり、あるいは瘤体自体が大血管に接近し
ていたり、直接血管にできていたりする[3, 9]。降温過程
では、温かい血液対流の提供する熱量が、血管と隣接し
た周囲の凍結組織内に比較的大きな温度勾配を引き起こ
す[39, 40]。そのため、大血管の周辺にあるそれらの腫瘍病
巣について、もしもその内部の血液流動の相転移伝熱に
おける影響の効果について評価を行わず、ひいては採用
する降温プログラムについて厳密な計画を立てなかった
ならば、手術の最終的な失敗を招く可能性がある。一方、
冷凍不足によってもたらされた血管内に残留している腫
瘍細胞は、血管に沿って拡散することにより、腫瘍の転
移と再発を誘発する可能性がきわめて高い。反対に、腫
瘍が人体にとって重要な大血管に接近している場合は、
プローブが血管にもたらす損傷をできる限り減らして、
生命の危険を招かないようにしなればならない。大血管
を巻き添えにする非常に厄介なこの種の複雑な腫瘍に対
しては、優れた適応性を有するナノ冷凍外科手術が、そ
のコンフォーマル冷凍治療の問題を解決する上で助けと
なる。現在この方面の研究はすでに優れた結果を出して

し、筆者の研究室はこれまで主にこの二つの面から、生
物材料のナノ低温保存技術について一連の探索・研究を
行ってきた[28－31, 33]。降温に関しては、異なるナノ粒子の
添加されている低温保護剤溶液の示差走査熱量曲線を系
統的に研究し、その熱学的性質の変化法則を分析すると
ともに、ナノ流体の均一相・不均一相核生成理論から、
ナノ粒子の凍結過程に対する影響と、その低温保存にお
ける潜在的応用価値を明らかにした[29－31]。復温について
は、われわれは磁性ナノ粒子の助けを借りたマイクロ波
強化復温方法を提起したが、研究結果によれば、この方
法は復温速度を大きく引き上げ、復温過程における温度
分布の均一性を保証することができるため、不均一な復
温及び復温速度の遅さが生物材料にもたらす損傷を効果
的に防止することができる [33]。最近、さらに多くの研究
者たちも生物材料のナノ低温保存技術に関する研究に着
手しているが[34]、筆者らは示差走査熱量計を利用して、
低温保護剤溶液の核生成温度及び過冷却度に対するナノ
粒子の影響についてテストを行い、それが晶核の形成を
著しく促し、溶液の過冷却度を下げることができること
を証明した。総じて言えば、世界的に現在この方面の研
究はほとんどがまだ模索段階にあり、大量の系統的かつ
深く掘り下げた研究の展開がいまなお必要である。

五、ナノ低温生物医学の研究における問題と挑戦
ナノ低温手術は、最も新しく出現したマイクロ熱学と

ナノテクノロジーに根ざしていると言わなければならな
い。事実、ナノテクノロジーはひとたび登場すると、現
代の医学技術と関連分野に対し重要な影響を与えた[5, 9, 35]。
その異彩を放つさまざまな革新の中で、磁性ナノ粒子、
ナノゴールドを採用して実現した腫瘍ターゲット温熱療
法こそは一つの際立った例である [36]。現在、ナノ医学は
すでに世界的規模での学術研究の人気テーマとなってお
り、そのことは広い専門分野にわたる大量の国際的著名
刊行物に発表されているオリジナル研究、論評、論文、
さらには特許出願からも、その一端をうかがい知ること
ができる[37]。人々は、ナノ医学がまさに現代のナノテク
ノロジー分野の最も重要な方向の一つとなりつつあるこ
とを、広く認めている。世界的規模で大量に報道されて
いる科学ニュースからわかるように、ナノバイオメディ
カルテクノロジーにおいていち早く優位に立つために、
世界各国は続々と巨資を投じてナノ医学の研究と開発を
加速している。中国では、「第10次5か年計画」と「第11
次5か年計画」の期間中、「973」、「863」計画を通じて、
多くのナノ医学、ナノ薬物の重要な研究プロジェクトが
配置され、国家自然基金委員会は関連テーマの資金援助
の面で急速な増加の傾向をいっそう体現し、中でもナノ
温熱療法はとくに多くの学術分野から広く重視された。
これに比べると、ナノ冷凍治療の研究は今なおスタート
地点にあり[25]、この方面については大量の基礎・応用研
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おり[20]、さらなる研究が積極的に進められているところ
である。
ナノ低温保存において、生物材料は同様に降温凍結と

昇温溶解の相転移プロセスを経なければならず、しかも
それがこのプロセスの中で損傷を受けるのを防がねばな
らない。その中で関わってくる伝熱法則と損傷メカニズ
ムはきわめて複雑で、直面している挑戦は同様に非常に
厳しいものである。現在、低温保護剤の性質に対するナ
ノ粒子の影響メカニズムはまだあまりはっきりしていな
いが、ナノ粒子と溶液分子の間の相互作用を深く掘り下
げて研究すれば、ナノ低温保護剤が降温及び復温の過程
で生じる一連の熱学的変化がよりきちんと分析でき、そ
れによって生物材料のナノ低温保存のために強固な理論
的基盤を提供することができる。
以上をまとめると、今日、ナノ低温生体医工学の提起

によって派生してきた一連の重要な科学的問題と挑戦に
は、大まかに要約すると以下のような、だがそれだけに
はとどまらない内容[25]が含まれている――冷凍または復
温の過程で関連してくるミクロン/ナノスケール（細胞、
微小血管等）の生物熱応答、熱損傷メカニズムの理論的
説明と実験解説、ミクロン/ナノスケールにおける生物材
料とナノ粒子の相互作用メカニズム、ナノ粒子がローディ
ングされている生物組織の熱伝導率、比熱、相転移潜熱、
相転移温度といった熱物性基礎データのインビトロまた
はインビボ測定、それらに相応した物理的メカニズムの
理論的解釈、ナノ粒子の細胞・組織・血管内における輸
送特性の研究、先進的ナノ低温冷凍設備の研究開発、腫
瘍ナノ冷凍治療の数値計算方法の確立及び対象に合わせ
た治療計画ソフトウェアの研究開発などである。

六、結びと展望
ナノテクノロジーとバイオメディカルテクノロジーの

結合は、一方でナノサイエンステクノロジーの発展を後
押しし、同時に先進的なバイオメディカルテクノロジー
の発展のためにも新しいチャンスを提供してきた。本論
文では多くの異なる側面から、低温治療及び低温保存の
分野におけるナノテクノロジーの進展と成果を総括し、
特に画期的な低温バイオメディカルテクノロジーを発展
させる上でのナノテクノロジーの重要な啓示的意味につ
いて検討した。本論文が集中的に検討を行ったナノ冷凍
治療学は新しい学術理念に属し、近年、腫瘍低侵襲治療、
低温生物医学、ナノテクノロジーと生物伝熱学との結合
によって登場した新しい考え方であり、そこから派生し
てきたナノ相転移における生物熱物理学の問題は今日の
学科の最先端であって、関連の概念は伝統的な冷凍外科
思想の局限を越えている。ナノ冷凍治療の過程において
関わってくる氷晶の核生成強化と相転移伝熱のメカニズ
ムには、非常に重要な学術的意義と実際的な応用の将来
性がある。これに相応した研究は、細胞内外の熱プロセ

ス、熱メカニズム、さらには生命熱現象等を理解する上
で基礎科学としての価値を有しており、それ自体、腫瘍
介入治療、医学生物学、熱科学、ナノテクノロジー等と
いった多くの学科の奥深い発展の要件でもある。特に、
新しい方法は氷球の成長方向と強度のコントロール、腫
瘍のコンフォーマル治療の確保、医用イメージングの解
像度向上などの面で伝統的手段よりも著しく優れている
ため、予想される臨床応用において実用価値がきわめて
高く、それらに相応した研究は高効率の物理的ターゲッ
ト治療の発展のために新たな道を切り開いてきた。それ
と同時に、ナノ低温保存技術の発展も複雑な組織、臓器、
さらには生体生物保存の方向へと進みつつあり、学界の
これに相応したメカニズムについての研究もますます深
化し、斬新な医学生物学的応用が派生するに至っている。
要するに、低温外科と低温保存はナノテクノロジーの導
入によって目覚ましい変貌を遂げようとしており、これ
に相応した基礎・応用研究の大きな進展は、低温生体医
工学分野全体の飛躍的発展を促す可能性がある。
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•Prof i le•

低温映像技術はかなり幅広い内容を含んでおり、低温
電子顕微鏡イメージング技術の他、エックス線による顕
微イメージング及び蛍光顕微イメージング等の技術にも
低温映像の方法（まだ発展途上にあるが）がある。また、
低温電子顕微技術は蛋白質三次元構造の研究分野で応用
される他、細胞の天然超微細構造を研究する分野でも独
特の役割を果たしている。このため、本論文は低温電子
顕微鏡による三次元再構成技術が蛋白質構造の研究に応
用されていることについて主に紹介する。電子顕微鏡に
よる三次元再構成技術の原理と最近の動きに関し、我々
の研究チームは今年、中国の「生物物理学報」で詳細な
総合解説を行った［1］。従って、本論文は低温電子顕微
鏡による三次元再構成技術及びその発展の歴史と動向を
簡単に紹介した後、蛋白質複合体の三次元構造解析にお
けるこの技術の応用と最新の成果を重点的に紹介し、さ
らにこの研究分野での中国の現状及び今後の方向を日本
の読者に紹介することとする。
構造生物学は生物高分子の構造と運動の研究を通じて

生命現象を解き明かす科学である。薬物設計、ワクチン
開発及び蛋白分子の性能改善といった応用分野はいずれ
も構造生物学の研究成果を基礎としている。エックス線
結晶学、核磁気共鳴スペクトル学、電子顕微鏡三次元再
構成（電顕三次元再構成とも呼ばれる）は構造生物学の
主要な三大研究手段であり、研究のサイズと精度の面で
それぞれの強みを持つ。図1は構造生物学の各種研究手段
を比較したものである［1］。小角散乱と伝統的な生物物
理化学技術は各種サイズの生物分子を研究するのに適し
ているが、分解能が比較的低い。核磁気共鳴技術は解析
分解能が比較的高いものの、研究サイズが比較的小さい。
エックス線結晶学は研究サイズの範囲が比較的広く、且
つ高分解能の構造を得ることができる。低温電子顕微鏡
三次元再構成技術は超高分子複合物の三次元構造を得る
ことができ、一般には中等度の分解能（ナノ級）に達す
る。自由電子レーザー散乱技術は発展しつつある技術で

あり、様々なサイズにおいて生物高分子の原子分解能に
近い三次元構造が得られるものと期待されている。自由
電子レーザー散乱技術が発展を遂げるまで、低温電子顕
微鏡三次元再構成技術はサイズの大きい複雑な分子体系
の高分解能構造を研究するための効果的な方法となる。
現在、この再構成技術は蛋白質の三次元構造を研究する
重要な手段となり、急速に発展している。Andrej Saliら
は構造生物学の長年の研究活動を総括し、今後の研究の
方向を打ち出した。それは即ちエックス線結晶学、核磁
気共鳴、低温電子顕微鏡三次元再構成、蛍光エネルギー
共鳴（FRET）等を含む多くの生物物理技術を統合し、そ
れぞれの足りない点を補い合い、蛋白質構造に対する理
解を蛋白質超分子複合体さらには全ての細胞に置き、最
終的に分子レベルにおいて細胞の構造を理解することで
ある。その中で、低温電子顕微鏡三次元再構成技術は架
け橋としての重要な役割を果たしている［2］。
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立大学電子顕微鏡施設、米Scripps研究所分子生物学支部及び自動化分子イメージング国立施設等の研究機関を訪問。2008年、「全
国優秀博士論文」賞を獲得、第8回「中央国家機関十大傑出青年」の称号授与。2009年、貝時璋青年生物物理学者賞等受賞。主
な研究分野は低温電子顕微三次元再構成技術、結晶学技術等の多様な生物物理方法を用いた、膜蛋白質及び蛋白質超分子複合体
の構造と機能の研究。

蛋白質構造の研究への低温電子顕微鏡による
三次元再構成技術の応用

◎図１　構造生物学における各種研究手段の比較

（『生物物理学報』から引用［1］｡編集部の同意を得ている）



418 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

低温電子顕微鏡三次元再構成技術の発明は生物高分子
電子顕微学と低温電子顕微鏡技術の確立に由来する。生
物高分子電子顕微学の起源と発展に関し、英ケンブリッ
ジ大学のMRC分子生物学実験室で働いた経験を持つ尹長
城博士（現北京大学医学部生物物理学科教授）は今年、「生
物物理学報」に発表した総合解説の中で興味深い歴史を
述べている［3］。その創始者はMRC分子生物学実験室の
Aaron Klug教授と愛弟子のDavid DeRosier教授である。
彼らは1966年に電子顕微鏡写真を利用してタバコのモザ
イクウイルスの三次元構造を再構成することに関する著
名な論文を Natureに発表し、電子顕微鏡三次元再構成の
一般的な概念と方法を提起・確立した［4］。その基本原
理は数学の中央断面定理に基づく。即ち三次元物体の一
定方向に沿った投影図のフーリエ変換は、この物体が対
応するフーリエ変換した空間の中で中心を通り、且つ投
影方向に垂直な1つの断面であり、物体の完備した投影の
集合と物体の三次元構造は同値となる。我々は実験で、
それぞれの方向における蛋白質複合体の投影を集め、計
算の方法を通じて各投影図の配向と中心を確定し、その
後、各投影図についてフーリエ変換を行い、投影方向に
従って三次元フーリエ空間の対応する断面を埋めていっ
た。最後に逆フーリエ変換を行えば、この蛋白質重合体
の三次元構造を得ることができる。
三次元再構成理論の確立により、電子顕微鏡を利用し

て蛋白質等の生物高分子の三次元構造を解析することが
可能となった。しかし、まだ2つの問題を解決する必要が
ある。1．固定と脱水の問題－－電子顕微鏡の電子光路は
高真空状態にあり、生物試料は高真空の中で脱水変形を
起こし、その天然含水状態下での構造を観察することが
できない。2．照射損傷問題－－通常の材料科学の観察で
使用される1平方オングストローム当たり数百～数千個の
電子の放射線量は生物試料に大きな照射損傷を与え、そ
の天然構造が深刻な破壊を受ける。この2つの問題を解決
するため、人々は低温電子顕微鏡技術と低線量照射技術
を打ち出した。低温電子顕微鏡技術は含水生物試料を急
速冷凍して固定させ、液体窒素（液体ヘリウム）温度の
下で電顕イメージングを行う。低温固定により、生物試
料の脱水問題が解決され、また、生物試料の耐照射損傷
能力が高まった（液体窒素温度では1平方オングストロー
ム当たり約20個の電子、液体ヘリウム温度では約 40個の
電子となる）。低線量照射技術はイメージングエリアの電
子放射線量を正確に制御することができ、これにより、
試料は不必要な照射損傷を受けることが避けられる。低
温電子顕微技術と低線量照射技術が出現する以前、人々
は重金属陰性染色の方法を用いて生物高分子の嵌合構造
（真の分子構造でない）を得るしかなかった。1984年、
Dubochet J.らはウイルスの低温電子顕微鏡写真を初めて
発表し、低温電子顕微研究の時代が切り開かれた［5］。
低温電子顕微鏡技術、低線量照射技術と電子顕微鏡三次

元再構成理論を踏まえ、新しい研究分野が出来上がった。
即ち低温電子顕微鏡三次元再構成技術を主要な手段とす
る構造生物学の研究である。この分野は過去 30年余りの
間に試料の調製、計器の性能、データ収集・処理の自動
化水準、画像処理技術、計算の規模と能力及び再構成結
果の分析処理技術において大きな進展が得られ、生命科
学の研究分野に大いに応用されている。以下、蛋白質構
造の研究における低温電子顕微鏡三次元再構成技術の最
新の進展状況を詳しく紹介する。
生物試料のそれぞれの特徴に基づき、低温電子顕微三

次元再構成技術を用いて生物高分子の三次元構造を解析
する際、そのデータの収集・処理方法は異なってくる。
これらの試料には螺旋対称性を持つ杆状試料、整然と配
列された二次元の結晶試料、アイソタクチック高分子複
合体の粒子試料、ウイルス試料、複雑な分子体系/細胞器
官といったアイソタクチック性を備えない試料等が含ま
れ、また、これらの試料を処理する方法には螺旋再構成
技術、電子結晶学、単粒子三次元再構成技術、電子断層
三次元再構成技術がある。
核小体から染色体に至る多層分級構造、蛋白質の一次、

二次から三次に至る構造のように、生物分子体系は多く
の段階から成る整然としたものである。チュービュリン
又はアクチンで構成される細胞骨格システム、細菌の鞭
毛システム、二重鎖DNAシステム及びタバコ・モザイク
ウイルスのカプシドシステムは天然状態の下で螺旋対称
性を示す。この他、幾つかの特殊な条件の下において、
蛋白質等の生物高分子［6］は整然と配列され、繊維状の
螺旋対称性を持つミクロ構造を形成することができる。
螺旋対称性を持つこれらの試料は平行入射する電子波に
対し、回折現象を発生させる。こうした回折斑点の振幅
は直接測定することができ、螺旋構造試料の画像につい
てフーリエ変換を行えば、対応する回折点の位相を得る
ことができる。このため、我々は螺旋対称試料に対し、
結晶学に類似した方法を通じてその三次元構造を解き明
かすことができる。但し、螺旋対称性は円柱座標の中で
描く必要があるため、ここでのフーリエ変換はいずれも
円柱座標の中で行うことになり、フーリエ－ベッセル変
換とも呼ばれる［7］。回折方法を利用して螺旋対称性試
料の三次元構造を解析した一番の成功例は、アセチルコ
リンの受容体膜蛋白質に関する三次元構造解析である。
Nigel Unwinと藤吉好則教授は2003年にアセチルコリン受
容体膜蛋白質の螺旋管試料を獲得し、電子顕微鏡を通じ
てその螺旋回折データを測定するとともに、この受容体
膜蛋白質の4Å分解能の三次元構造を解析した。宮沢淳夫
博士はこの活動の中で重要な貢献をした［8］。この他、
細菌鞭毛の4Å分解能構造［9］と微細管の4Å分解能構造
［10］も螺旋試料に対する回折技術を通じて得られたも
のである。自然界に天然に存在する螺旋対称性試料を除
き、蛋白質を組み換え、又は抽出した螺旋対称性の配列
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構造分析によりこの膜蛋白質の開閉機序が明らかにされ
た［19］。この他、植物葉緑素光反応システムIIの反応の
中心［20］、グリセリンチャネル［21］及び H+-ATPase
［22］の三次元低分解能構造も二次元電子結晶学により
得られたものである。電子結晶学を利用すれば、膜蛋白
質の原子分解能構造を解析することができる。この分野
におけるシンボリックな業績は、Walz、Harrison、藤吉
3教授が共同で完成したアクアポリンの1.9Å分解能の三次
元構造解析であり、この構造により、膜蛋白質が膜脂質
分子とどう相互作用するのかが明らかにされた［23］。二
次元蛋白質結晶を成長させるのは比較的難しく、高品質
の二次元結晶を得ることはなおさら難しい。このため、
電子結晶学を利用して蛋白質の三次元構造を研究する
ケースは国際的にも多くない。近年、京都大学の藤吉好
則教授とハーバード大学のTom Walz教授の実験室はこの
分野での活躍が目立つ。彼らの研究チームはそれぞれ1.ア
クアポリン4の二次元結晶構造の選択的な水透過性を研究
し［24］、 2.胃のH+K+-ATPaseの二次元結晶構造を通じて
このATPase内のサブユニットの相互作用及び逆循環反応
の抑制におけるその役割を研究し［25］、3.尿素輸送チャ
ネル蛋白質の二次元結晶構造を研究して、このチャネル
蛋白質のオリゴマー形式を発見し［26］、4.それぞれ異な
る燐脂質分子層におけるアクアポリン0の二次元結晶構造
を解析することを通じ、膜蛋白質と各燐脂質分子の相互
作用を研究した［27］。将来、二次元結晶試料の成長と観
察技術の面で大きな前進が得られるなら、電子結晶学に
よる膜蛋白質の三次元構造の研究は依然として大きな可
能性と優位性を持つ。なぜなら、エックス線結晶学の方
法を利用して解析する膜蛋白質構造が主に徐染剤に包ま
れた状態であるのに比べ、二次元電子結晶学は燐脂質二
分子層における膜蛋白質の構造を研究し、その天然状態
により近づけることができるからである。
低温電子顕微三次元再構成技術の中で、現在最も幅広

く応用されているのは単粒子三次元再構成技術であり、
これは単粒子分析とも呼ばれる。この技術はアイソタク
チック性を備えた生物高分子の構造解析に主に適用され
る－－蛋白質等の生物高分子の溶液試料は微小孔を含む
カーボン膜に装荷され、急速冷凍の方法を通じ、これら
の高分子粒子がガラス状態の氷層の中に包埋される。そ
れらは全く同じ三次元構造を持ち、方位の配向が異なる
だけである。透過型電子顕微鏡を利用してこれらの粒子
分子の投影画像を集め、画像処理を通じてこれらの投影
粒子の空間配向を計算した後、中央断面定理に従って三
次元再構成の計算を行い、粒子分子の三次元構造を得る。
この計算過程は反復して繰り返すもので、最終的に正確
な結果に収斂される。単粒子分析において、投影粒子の
空間配向を正確に解析することは高分解能の三次元再構
成構造を得るカギとなる。このため、人々はそれぞれ異
なるアルゴリズムを発展させ、電顕原始画像の低信号対

を持つ試料を得ようとしても、それは比較的難しく、こ
のため、螺旋再構成の方法は主に微視的又は微細繊維等
の細胞骨格の構造に応用されている。また、湾曲しやす
い螺旋線試料は処理するのが比較的難しく、近年、人々
は単粒子分析の方法を発展させ、螺旋対称性の試料を処
理してきた［11-13］。試料の螺旋対称性により、螺旋管の
方向に沿ってそれぞれ一定の間隔を置けば、重複した構
造が現れ、その中の重複しない独立ユニットを選び取る
ことができる。大量の螺旋管試料の中から選び取られた
これらの独立ユニットは多様な配向を有しており、この
ため、単粒子三次元再構成の方法を通じ、この独立ユニッ
トの三次元構造を得ることができる。単粒子分析方法に
よる螺旋試料構造の解析は近年、大きな前進が得られた。
例えば、微細管凝集核形成因子γ－TuSCの8Å分解能構
造はその13回の対称的な組立と微細管蛋白質の相互作用
により、微細管の形成が引き起こされることを明らかに
した［14］。最も大きな前進はアクチンフィラメントに対
する高分解能の構造解析である。アクチンフィラメント
は直径が非常に小さく、その低温電子顕微画像はコント
ラストが低く、電子回折信号が弱いため、これまではそ
の高分解能の構造を得ることが難しかった。2010年10月、
Egelman研究チームは単粒子方法を利用し、アクチンフィ
ラメントの低温電子顕微画像に対する分析を進め、10Å
に近い三次元構造を得た［15］。これと同時に、大阪大学
の Namba研究チームはエネルギー濾過器を通じ、アクチ
ンフィラメントの低温電子顕微画像のコントラストを高
め、6.6Åの三次元構造を得るとともに、 F-actinの構造に
ついてきめ細かな分析を行い、アクチンの組立前後にお
ける配座変化を発見した［16］。
生物高分子は空間の中で整然と配列されており、三次

元結晶を形成することができ、また、二次元結晶（特に
膜蛋白分子）を形成することもできる。二次元結晶につ
いて言うなら、それはX-Y平面内においてのみ並進対称性
を備えている。電子波を二次元結晶に照射した時に回折
を発生させることができ、電子顕微鏡で記録した二次元
画像に基づき、位相を確定し、二次元結晶の回折図譜を
利用して振幅を確定する。さらに逆フーリエ変換を通じ
て高分子の密度投影を計算した後、三次元再構成技術を
利用して高分子の三次元構造図を手に入れ、生物高分子
の三次元構造を解析するのである［17］。こうした方法は
電子結晶学と呼ばれる。Richard Hendersonらは1990年に
バクテリオロドプシンの構造を解明した［18］。電子結晶
学の技術を利用して蛋白質の三次元構造を解明したのは
これが初めてである。可溶性蛋白質と比較して言うなら、
膜蛋白質は二次元結晶の形成が一段と容易であり、この
ため、電子結晶学は膜蛋白質の三次元構造研究において
大きな可能性を秘めている。Christopher G.Tateらは2003
年に電子結晶学の方法を通じて大腸菌薬物輸送膜蛋白質
EmrEの三次元構造を解析した。その分解能は7Åであり、
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雑音比を克服するとともに、各粒子の配向を正確に計算
している。これには同値線方法（中央断面定理に基づき、
各対の投影図のフーリエ変換は共通する1本の交線を持っ
ており、この線を同値線と呼ぶ）、投影整合方法等がある。
分析を要する高分子試料はそれぞれ異なる特徴を持つ。
例えば、二十四面体の対称性を持つウイルス粒子試料、
回転の対称性を持つ分子シャペロン試料、対称性を備え
ないリボソーム試料等であり、このため、単粒子試料の
それぞれの特徴に基づき、投影配向と三次元再構成の面
でアルゴリズムが異なる。
二十面体対称性のウイルス粒子については60の対称

操作があり、その投影図のフーリエ変換自身が37対の同
値線を持ち、これらの同値線の分布パターンとこの投影
粒子の空間配向は対応の関係を有する。このため、自己
同値線を利用すれば、それぞれの投影の配向を解析する
ことができる。この他、各対の投影図のフーリエ変換の
間にはいずれも60対の交互同値線が存在しており、これ
らの同値線の分布パターンとこの投影粒子の相対的な空
間配向は対応の関係を有する。このため、交互同値線を
利用すれば、各投影間の相対的な配向を計算するととも
に、自己同値線を利用して計算した結果をチェックする
ことができる。二十面体の対称性により、その粒子の配
向解析は比較的正確に行われ、且つその60重の対称性を
利用して密度を平均化し、信号対雑音比を大幅に高める
ことができる。単粒子三次元再構成技術の応用はウイル
スの三次元構造を解析する面で大きな成功を収めた。近
年の原子分解能に近い幾つかのウイルス構造の解析は単
粒子方法を利用したものである。Grigorieff研究チームは
2008年にロタウイルス内カプシド蛋白VP6の3.8Åの電子
顕微鏡構造を発表した。これは単粒子分析方法により初
めて得られた4Å以上の原子分解能に近い構造となる。こ
うした分解能レベルの下で、人々は比較的大きい多くの
残基の側鎖をはっきりと見ることができるようになった
［28］。その後、Chiu研究チームが感染性を持つepsilon15
ウイルスカプシド4.5Åの電子顕微鏡構造を得た［29］。ま
た、Zhou研究チームは細胞質型多角体ウイルス3.88Åの電
子顕微鏡構造を得るとともに、RNAパッケージング時の
配座変化を発見し、これにより、RNAの放出とパッケー
ジングのカップリング機序が解明された［30］。2009年、
Grigorieff研究チームは外カプシド蛋白 VP7に被覆された
ロタウイルス粒子4.0Åの構造を得た［31］。2010年、ウイ
ルスの単粒子三次元再構成分解能が一段と向上した。こ
れにはI型ウシ乳頭腫ウイルスの3.6Å構造［32］、ヒトア
デノウイルスの3.6Å構造［33］、水生レオウイルスの3.3Å
構造［34］がある。これらの巨大ウイルスの高分解解析
のお陰で、人々はその精密且つ正確な原子モデルを得る
ことができるようになり、ウイルス内部における組立の
複雑なメカニズムが明らかになった。3.3Åの分解能は低
温電子顕微鏡の単粒子三次元再構成で現在到達すること

のできる最高レベルであり、この記録は米UCLAのZhou 
Hong教授の率いる研究チームが持つ。同チームは高分解
能三次元電子顕微鏡の最先端の研究をリードしている。
高対称性のウイルス粒子の他、分子シャペロンのよう

に中等度の対称性（回転対称性）を持つ高分子複合物の
単粒子三次元再構成の研究でも近年大きな進展が得られ
た。高対称性の粒子試料と異なり、低対称性又は対称性
を持たない粒子試料の配向は自己同値線計算モデルで解
析することができず、投影整合の方法を利用する必要が
ある－－即ち1つの三次元初期モデルを構築し、このモデ
ルについて全空間配向の投影を行い、原始粒子画像と各
投影画像間の相似整合を通じて原始粒子画像を得る。さ
らに全ての原始データの配向を計算してから三次元再構
成を行い、その後、新たな計算で得られた三次元モデル
を利用し、次の段階の投影整合を行う。このように繰り
返して高分解能の三次元再構成結果を得ることになる。
Chiu研究チームは2008年に一型分子シャペロンGroELの
約4Å分解能の電子顕微鏡構造を得るとともに、カーボン
骨格の追跡を行った［35］。これはウイルスを除けば、最
も早く得られた原子分解能に近い蛋白質複合体構造であ
る。その後、この研究チームはさらにATP･AlFxに誘導
される二型分子シャペロンMm-cpnの閉鎖配座の4.3Å分
解能構造［36］、真核細胞内の分子シャペロンCCTの4Å
分解能電顕密度図に基づく原子モデルを発表した。CCT
は相同性が比較的高い8種の分子シャペロン蛋白質から
成る 16集合体であり、それは細胞内のアクチンとチュー
ビュリンの正確な折り畳みにとって非常に重要なもので
ある。低温電子単粒子分析技術を利用すれば、その原子
モデルを解析することができ、また、8種の蛋白サブユ
ニットを区分するのは並々ならぬことであった。Chiu研
究チームの上記の成果はこの技術が今後数年間の蛋白質
構造研究においてますます大きな役割を発揮するであろ
うことをはっきりと示している。分子シャペロン試料を
除き、低対称型試料の4Å分解能より高い低温電子顕微鏡
三次元再構成に関する研究報道はまだ見られない。対称
性を持たない分子粒子については一般に高分解能の電子
顕微鏡構造を得るのが難しい。その主な原因は4つある。
第1に、この種の分子は比較的小さく、電顕イメージング
のコントラストが相対的に劣る。第2に、この種の分子は
一般に柔軟性が比較的強く、多種の配座を持ち、粒子構
造のアイソタクチック性が比較的低い。第3に、対称性を
持たないため、その配向の正確な解析は比較的困難を伴
う。第4に、この種の分子の正確な初期モデルを得ること
は高い分解能の三次元構造を得る上で重要である。対称
性を持たない粒子分子の研究において、リボソームは1つ
の典型となる。Frankらの実験チームは1980年代からリボ
ソームの電顕三次元構造の研究に取り掛かり［38-40］、
90年代には 15Å～ 25Å前後の電子顕微鏡構造を得た［41-
43］。これらの構造はその後のリボソーム結晶構造の解析
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の超微細構造に関する百編余りの文献が既に報道されて
いる。例えば、 Wolfgang Baumeisterらはこの技術を用
い、真核細胞Dictyosteliumの三次元構造を得た。その分
解能は5～ 6nmに達し、さらに原位置においてリボソー
ム、26Sプロテアーゼ等の高分子複合体の定位観察を行っ
た［56］。電子断層三次元再構成密度図を基礎に、人々は
三次元密度図の分子識別・分類・平均化技術を発展させ
た。この技術を用いれば、電子断層技術の応用範囲を広
げるとともに、その分解能を5nmから2nm前後に高めるこ
とができ、生体細胞又は細胞器官の三次元構造と試験管
内生物分子の高分解能構造との間のギャップが埋められ
た。その結果、人々は生物高分子複合体の細胞内部にお
ける天然構造を得ることができるようになった。2002年、
Baumeister研究チームは型板に基づく識別関連のアルゴ
リズムを発表し、小胞内の成分の異なる複合物を区分す
ることに成功して、こうした方法の実現可能性を証明し
た［57］。2003年、Grunewaldらは単純疱疹ウイルスの電
子断層構造を得るとともに、三次元密度平均化技術を用
い、核蛋白シェルについて計算処理を行い、再構成分解
能を大いに向上させ、構造分析の信頼性を保証した［58］。 
Forsterらは反復三次元平均アルゴリズムを発展させ、欠
失楔を考慮した上で、この方法を利用し、マウス白血病
逆転写酵素ウイルス膜蛋白トリマー複合物の2.7nm分解能
の三次元構造を得た［59］。生物物理研究所の朱平研究員
は2006年に電子断層と三次元平均化技術を利用し、AIDS
ウイルス膜糖蛋白突起の三次元構造及びその分布を得た
［60］。非常に意義深いのは、Ken Taylor研究チームが昆
虫翅筋を急速冷凍し、樹脂に包埋した切片試料について
電子断層三次元再構成を行うとともに、三次元密度平均
化技術を利用し、アクチンとミオグロブリンの原位置で
の作用に関する原子モデルを得たことである［61］。これ
はプラスチック切片の中から分子の三次元構造モデルを
得た典型例であり、たとえ伝統的な固定包埋技術であっ
ても試料の生物構造をある程度保存できることを物語っ
ている。電子断層技術の発展に伴い、三次元密度の分子
識別、分類、平均化等の技術は今後、一層幅広く応用され、
普及することになろう。
以上、蛋白質構造の研究における低温電子顕微鏡三次

元再構成技術の応用について簡単な紹介を行い、総合的
に説明した。総じて言うなら、高分解能（原子分解能）
の三次元構造を得ることは電子顕微鏡による三次元再構
成技術の目指す重要な目標となる。この目標を実現する
には今後、試料の調製（試料の均一性を高める）、機器の
性能（高分解能情報を得る能力を強化する）、画像処理ア
ルゴリズム（より有効なアルゴリズム、高分解能時にお
ける三次元再構成アルゴリズムのEwald補正、厚い試料の
電子回折の動力学的補正...）等の面で新たな突破口を開く
必要がある。これは今後5年内に可能であると予測するこ
とができる。この他、研究サイズを拡大する面で、現在

にとって非常に重要な役割を果たした。近年、リボソー
ムの高分解能構造に関する報道が相次いでいるが、7Å以
上の構造［44-47］はいずれも2009年以降に発表されてお
り、最高分解能は Beckmannチームが発表した5.8Å構造
である［47］。無論、低温電子顕微三次元再構成技術を利
用すれば、高分解能の構造が得られる他、各種の状態下
における蛋白質高分子複合体の配座を捕捉することがで
き、これはこの技術の大きな強みである。英Birkbeck大
学のHelen Saibil教授は低温電子顕微鏡三次元再構成技術
を利用し、分子シャペロンGroELの動的構造変化を研究
する面で大きな成功を収め、静止状態、ATP 結合状態、
GroESとの結合状態、ADP結合状態及びATP水解状態の
下におけるGroELの多様な構造を得るとともに、機能循
環の中でのGroELの精密な配座変化を作成した。こうし
た変化はエックス線結晶方法では研究を進めることが難
しい［48-50］。分子シャペロンとリボソームの他、小胞
輸送に関係するケージ蛋白Clathrin［51］、プロテアーゼ
［52］、リボソーム翻訳因子［53］等の生物分子複合体の
構造も単粒子三次元再構成技術を利用して得られたもの
である。この他、画像処理・分析技術の発展に伴い、単
粒子三次元再構成方法を利用すれば、高分子複合体の異
なる配座状態を同時に捕捉でき、これらの異なる配座状
態を順番につなげると、この分子粒子の動的配座変化を
描き出すことができるようになった。これは時間分解能
を持つ低温電子顕微鏡三次元再構成技術と呼ばれる［54］。
螺旋管試料、二次元結晶試料及び全く同じ構造を持つ

単粒子試料の他、人々はより複雑な生物超分子体系の構
造について研究を進めることを望んでいる。例えば、ミ
トコンドリア、染色質、ゴルジ体等である。その一方、
螺旋再構成、電子結晶学、単粒子三次元再構成の方法で
は三次元構造を解析することができない生物試料もまだ
沢山ある。例えば、HIVウイルス、インフルエンザウイ
ルス等はアイソタクチック形態の高分子複合体を持って
いない。この種の試料を処理する電子顕微方法は電子断
層走査三次元再構成技術と呼ばれる。具体的に言うと、
調製した試料を透過型電子顕微鏡の中に置き、一定の角
度間隔で試料を回転させるとともに、CCD又はフィル
ムを用い、それぞれの角度における試料の二次元投影画
像を記録する。試料の傾斜回転範囲は通常、－70°～＋
70° で、間隔角は1°又は2°となる。その後、収集し
た原始データを整合し、重み付き後方投影、代数反復
（ART）又は同期反復（SIRT）等の方法を利用して三
次元再構成を行い、試料の三次元構造を得る。電子断層
三次元再構成は研究サイズを大きくすることができ、細
胞レベルの超微細構造について再構成、観察及び分析を
行い、細胞器官、亜細胞組織体さらには全細胞の三次元
構造について適切な研究を進めることができる［55］。そ
の分解能は5～ 20nm。電子断層三次元再構成技術の利用
については、全細胞、細胞骨格、ウイルス、細胞器官等
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発展しつつある光電統合技術、走査透過型電子顕微鏡技
術及び複光束型走査電子顕微鏡技術は電顕三次元再構成
技術の新たな成長ポイントとなるであろう。これらの技
術は今後数年内に生命科学研究分野での応用が増え、研
究のサイズと分解能において、構造生物学と細胞生物学
の距離が一段と狭まるものと見られる。
以下、電子顕微鏡三次元再構成研究の中国での進展

状況を紹介する。中国は早くも1950年代に電子顕微鏡の
製造と応用をスタートさせた。当時、銭臨学先生は電子
顕微鏡を初めて利用し、研究を進めるとともに、その実
験結果を世界に発表した。その後、わが国は多くの電子
顕微鏡を開発し、これには透過型電子顕微鏡、プローブ
走査型電子顕微鏡及び白春礼院士（アカデミー会員）ら
が研究して成功を収めた走査型トンネル電子顕微鏡等が
含まれる。この他、中国の電子顕微学界は郭可信先生、
李方華先生ら古い世代の科学者の指導の下で電子顕微鏡
を利用し、固体物理学、材料科学、表面物理学及びナノ
科学において多方面の活動を繰り広げ、実り豊かな研究
成果を得た。生物医学分野では、北京大学の翟中和院士
と丁明孝教授が電子顕微鏡を利用し、細胞生物学の研究
活動を長年繰り広げ、卓越した成果を収めた。低温電子
顕微三次元再構成技術を応用し、蛋白質等の生物高分子
の三次元構造を研究する面で、中国はスタートしたのが
比較的遅く、中国科学院生物物理研究所の徐偉教授と中
山大学の張景強教授が1980年代に取り組んだのが最初の
ケースとなった。90年代に入ると、清華大学の隋森芳教
授が電子結晶学と単粒子三次元再構成の研究に着手し、
大腸菌蛋白質輸送SecYEG-SecAシステムに対する構造
研究［62、63］、細胞内小胞輸送システムの関連蛋白質
synaptotagminに対する構造研究［64-66］、大腸菌分子シャ
ペロン酵素DegPに対する構造研究［67、68］及び大腸菌 
Mgイオンチャネル蛋白質に対する構造研究［69］におい
て抜群の業績を残した。尹長城北京大学教授の研究チー
ムも低温電子顕微三次元再構成に比較的早くから取り組
んだ実験室であり、彼らはｅ型肝炎ウイルスの低温電子

顕微鏡構造を研究した［70］。中国の低温電子顕微鏡三次
元再構成に関する研究はこの5年で急速な発展を遂げつつ
あり、蘭州大学の武一教授、清華大学の高海嘯－雷建林
－高寧研究チーム、上海パスツール研究所の陳栄研究員、
中山大学の張勤奮研究チームはいずれも低温電子顕微鏡
による構造生物研究のプラットフォームを確立した。ま
た、台湾中央研究院化学研究所の章為皓研究員も位相板
技術を利用し、低温電子顕微研究を進める面で立派な仕
事をした［71］。中国科学院生物物理研究所は中国科学院
蛋白質科学研究プラットフォーム第2期建設プロジェクト
の中で低温電子顕微鏡三次元再構成研究プラットフォー
ムを重点的に発展させた。現在、当研究所では世界をリー
ドする生物イメージング技術実験室が既に完成してお
り、原子力顕微鏡1台、使用電圧200kVと120kVの透過型
電子顕微鏡各1台、世界最先端の300kVのTitan Krios冷凍
低温透過型電子顕微鏡1台を持つ。その他試料調製設備も
完備しており、例えば常温/低温超ミクロトーム、高圧冷
凍計、冷凍代替計、試料自動急速冷凍計、試料伝送バー、
高性能コンピュータ等がある。現在、当研究所はこの研
究プラットフォームを足場とし、次の4つの研究チームが
生物電子顕微の研究に従事している－－孫飛研究チーム
は結晶学と低温電子顕微鏡を結び付けた手段を採用し、
蛋白質複合体及び膜蛋白質の構造と機能を研究してお
り、細胞表面陥凹小胞、ウサギ出血症ウイルス、II型分子
シャペロンの電子顕微三次元構造の研究で手本を示した
［72-74］。朱平研究チームは主に低温電子断層イメージン
グの研究を進めており、原子分解能に近いウイルス電子
顕微三次元構造が既に得られた。苗竜研究チームは電子
顕微鏡を用いて細胞の超微細構造を研究し、細胞生物学
の問題を解明した。徐偉研究員と李剛博士を中心とする
研究チームは電子顕微方法学のイノベーションを目標に
掲げており、低温電顕試料の調製に用いるGiGミリポー配
列カーボン膜を開発した。これらが合わさり、研究陣は
かなり充実しており、2年内に重要な研究成果が現れるも
のと期待される。
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融合研究分野

•Prof i le•

核医学（nuclear medicine）は核技術と生物学、医学等
が結合した一つの科学であり、核技術、医学、電子技術、
コンピュータ技術、化学、物理学、生物学など、多くの現
代の科学技術分野に関連している。核技術を採用して疾患
の診断、治療、研究を行うことは、すでに今日の注目され
る研究分野の一つであり、それは疾患に対する人々の認識
を、解剖学、形態学の範疇から、生理学、生化学、細胞、
さらには分子機能などの分野へと推し広げている[1]。
核医学は画像医学の重要な構成部分である。現在、B型

超音波に代表される超音波イメージング装置、X線断層撮
影装置（computed tomography, CT）、磁気共鳴イメージ
ング装置（magnetic resonance imaging, MRI）、核医学画
像装置は、四大医用画像装置と呼ばれている[2]。核医学イ
メージングは非密封放射性同位元素を放射性薬物の形で
人体に導入し、生体物質の代謝に参与した放射性薬物の
産生するγ線について、体外で測定、イメージングを行
い、それにより生体の生理学、生化学等方面の機能情報
を提供する。そのイメージング方式は機能イメージング
に属し、特異性が高く、疾患のメカニズム研究と早期診
断にとり非常に有用である。

１．核医学画像装置の概要
早期の核医学画像装置はAnger型カメラで、これは二

次元空間の投影画像を生み出すことができた。20世紀
70年代から、人々は三次元空間分解能を具えた新しい
核医学イメージング装置の開発をスタートし、そのイ
メージングの検出する放射線が被検物体内部から放射さ
れていることから、放射断層撮影（Emission Computed 
Tomography, ECT）技術と呼び、単一光子放射断層撮影
（Single-photon Emission Tomography, SPECT）、陽電子
放射断層撮影（Positron Emission Tomography, PET）が
ある。
SPECTはAnger型カメラから発展し、そのイメージン

グ原理は似通っており、すなわち99mTc、131I、123I、133Xe
など、β-崩壊放射性核種で標識された化合物をトレーサ
として採用している。この類の核種は崩壊過程において1
個の中性子を1個の陽子に転換するとともに、1個の陰電

子を放出し、励起状態の原子核が基底状態にもどるとき
に、余分なエネルギーがγ光子として放出され、毎回1個
の光子を放出する。Anger型カメラには2種類の形式があ
り、通常のAnger型カメラは二次元的コリメータ配列と二
次元的検出器配列によって構成されている。走査式Anger
型カメラは、一次元的コリメータ・検出器配列と、この
配列に垂直な別の一次元走査システムから構成されてい
る。SPECTはAnger型カメラをベースとして、1つの 180
°または360°の回転走査機構を追加し、多く（たとえば
180個）の等角間隔投影データの収集と断層画像再構成処
理を行う。Anger型カメラは二次元投影画像しか得られ
ず、深度方向には分解能がないため、診断に際し、病変
部の位置決めに一定の難しさが生じるのに対し、SPECT
はまさしくこの欠陥を補っている。コリメータ配列の設
計パラメータは、SPECTのイメージング空間分解能に影
響を与える主な要因である[3],[4]。
PETとSPECTにはイメージング原理と測定装置の面で

大きな違いがある。PETは一般に回旋加速器の生み出す
半減期の短いβ＋崩壊核種、例えば11C、15O、18F等を採
用している。この類の核種が崩壊する時、原子核中の1
個の陽子は1個の中性子に転化し、かつ1個の陽電子を放
出するが、陽電子は飛程が短く、寿命も短く、その産生
後ただちに近くの組織の中の1個の陰電子と消滅反応を起
こし、2つの運動方向の相反する、エネルギーがいずれも 
0.511MeVのγ光子を産生する。測定に際し、PETは電子
的コリメータを採用し、その密封されたリング型検出器
配列を利用して、逆方向に飛び出した 2つのγ光子につい
て一致検出を行い、測定したデータをコンピュータに伝
送し、コンピュータは一致検出によって形成した投影デー
タを利用して放射性核種の分布の再構成、すなわち画像
再構成を行うことができる。全体として言えば、PETは
電子コリメート技術を採用しているため、計数率に対す
るコリメータの制約から逃れ、そのリング生成面に配置
されている検出器配列は機械式走査運動を免れており、
減衰補償もSPECTより実現しやすい。一般的に言って、
PETイメージングは品質がSPECTよりも高く、空間分解
能が優れ、データSN比も比較的高い[3],[4]。
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２．核医学画像装置の研究開発
核医学イメージング技術は核技術の生物医学分野にお

ける一つの応用として、人体や動物の生体機能情報を取
得する面で代替不可能な役割を有しており、現在すでに
広範囲に応用されている。中国科学院高エネルギー物理
研究所はその核検出方面における優位性を利用して、早
くも前世紀80年代初期には核医学イメージング装置の研
究開発を開始し、すでに人体陽電子放射断層スキャナ、
動物専用陽電子放射断層スキャナ、陽電子放射マンモグ
ラフィなど、自主知的財産権を持つ核医学イメージング
装置の開発に成功している。
2.1　中国初の陽電子放射断層イメージングシステム
1983年6月、中国科学院高エネルギー物理研究所は陽電

子放射断層イメージングシステムの研究開発をスタート
した。1986年6月、中国初のPET試作機の開発に成功し、
同年10月、この成果は関係部門の鑑定にパスし、さらに
中国科学院科技進歩二等賞を受賞した[5],[6]。
1990年6月、高エネルギー物理研究所は広東威達医療器

械集団公司と協力して、臨床ニーズに適合するPETの研
究開発を開始した。1992年9月、中国初の臨床応用に供さ
れる陽電子放射断層イメージングシステムPET-BO1が関
係部門の技術鑑定に正式にパスし、中日友好医院での臨
床使用に付された。この装置は頭部及び全身の動態・静
態断層イメージングに用いることができる。
PET-BO1[6],[7]検出器は二重円形リング形構造を採用

し、608個のBGO結晶と308個の光電子増倍管によって構
成され、これらの結晶はblockの構造方式にしたがって
配列されている。検出器リングの内径は600mm、有効視
野は全身スキャンを行うときは356mm、頭部の場合は 
256mmである。単一プローブの空間分解能は6mmより優
れ、一致時間分解能は5ns。完成機の空間分解能は静態検
査を行うときは、検出器中心で6mm より優れ、辺縁で
7mmより優れ、動態の場合には中心で9mmより優れ、一
致時間分解能は5±1ns、感度は40kc/s/μci/mlである。
北京億仁賽博医療設備有限公司と東軟医療系統有限公司
も、それぞれ2005年、2009年に人体用PETの開発に成功
した。
2.2　動物専用陽電子放射断層スキャナ
中国科学院高エネルギー物理研究所は中国科学院大型

装置研究開発プロジェクトの資金援助の下で、2005年、
中国初の動物実験専用の小型陽電子放射断層スキャナ
（Eplus-166 animal PET）の開発に成功、その性能は世
界の同類製品の先進的レベルに達している[8]。
Eplus-166 animal PETは、検出器直径が166mm、動物

入口直径が160mmに達し、最大サジタルFOVは120mm、
アキシャルFOVは66mmで、サジタル及びアキシャル空
間分解能はいずれも2mmより優れており、齧歯類及び小
型霊長類動物の研究に使用することができる。Eplus-16小
型動物用陽電子断層イメージングスキャナの検出器シス

テムは、32個の検出器モジュールによって構成され、検
出器はシンチレータ結晶配列と位置敏感型光電子増倍管
を結合したプランを採用し、各結晶配列は16×16の1.9mm
×1.9mm×10mmのLYSO結晶により構成されている。電
子学システムは32個の4チャネルアナログ回路ユニット、
16個の8チャネルデータ収集回路ユニット、1個のデータ
一致回路、1個のクロック回路及びデータ伝送等の部分に
よって構成されている。プリアンプは低ノイズ技術を採
用し、システムのイメージング品質を高めている。デー
タ収集回路は流れ作業方式を採用し、データ一致につい
てはFPGA技術を採用、データ伝送はTCP/IPネットワー
クプロトコルを採用して、データの遠隔伝送とコントロー
ルを実現した[9]。
これまでに、Eplus-166小動物用陽電子放射断層スキャ

ナはすでに中国の10以上の大学、科学研究機関、医療機
関のために、大量の動物 PETイメージング実験を展開し
てきた[8]。

2.3　陽電子放射マンモグラフィ
動物専用PETの研究開発をふまえて、中国科学院高エ

ネルギー物理研究所は国家「863」プロジェクトの資金援
助の下、陽電子放射マンモグラフィ（Positron Emission 
Mammography, PEMi）の研究開発を展開してきた。
PEMiは中国で初の乳腺診断専用PETスキャナであり、

その外観構造は図2の通りである。中国人女性の体型に関
するわれわれの調査研究と臨床医の提案に基づき、PEMi
ベッドシステムは東洋女性の特徴に適した腹臥式設計案
を採用している。検出器構造設計の面では、まずシミュ
レーションソフトウェアを利用してシステムシミュレー
ションを行い、さまざまな検出器設計案に的をしぼって
性能比較を行い、最終的にリング型検出器案の採用を決
定し、乳腺スキャニングを行う際に乳房が自然に下垂し
検出器リングに入るようにした。システムの性能を高め
るために、PEMiシステムは自主知的財産権を持つ高性能

◎図１　Eplus-166 animal PET スキャナ
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膵内分泌腫瘍など [19－22]各種腫瘍の前期診断及び治療追跡
に広く応用されている。このほか、SPECTはその他の疾
患の検査と治療などの方面にも応用されている [23]。
さらに、SPECTは基礎医学研究にも応用されている。

20世紀90年代初期、中国はすでにSPECTを用いて、人の
脳血流量に対する刺鍼の影響について研究を開始した[24－
27]。劉美娟[28]らはSPECTを利用して、卒中患者の脳血流
量に対する頭皮刺鍼の影響について研究した。時傑らは 
SPECTの脳潅流造影を利用して、MDMA乱用者の局所脳
血流量（rCBF）及び脳機能活動に対する電気鍼の影響を
観察し[29]、刺鍼が簡単、有効な、副作用のない一つの方
法として、MDMA乱用者の陥る薬物中毒の治療に使用可
能であることを示した。また郭継竜らはSPECTを利用し
て、全身麻酔下における電気鍼刺激の人体の生命徴候に
対する影響について研究し、刺鍼信号の伝導における植
物神経系の役割を追究した[30]。
3.2　PETの応用
PETは70年代の登場以来、高品質の無侵襲性画像診断

技術として、すでに臨床及び基礎研究に広く応用されて
きた。
臨床応用の面では、PETは神経系疾患、心臓脳血管疾

患、腫瘍など、人類の健康を甚だしく脅かす重大疾患の
診断に用いることができ、また治療計画の補助設計及び
治療効果評価にも用いることができ、さらにいくつかの
疾患の発病メカニズムを探るために利用することができ
る。中国では、神経系疾患の診断におけるPETの応用は
主に、てんかん[31]、統合失調症、運動障害性疾患、認知症[32]

などの方面に集中している。心臓脳血管疾患の診断にお
いては、主に冠状動脈性心疾患の診断[33]及び心筋生存性
の評価、一過性脳虚血発作（TIA）[34]ならびに脳梗塞巣
周辺半影部の評価などに用いられている。腫瘍の診断と
治療の方面では、18F-FDG PETが消化管腫瘍[35]、悪性リ
ンパ腫[36]、頭頸部腫瘍[37]、頭蓋内腫瘍[38]、乳がん[39]、肺
がん[40]などに応用されている。張霞らは、血清腫瘍抗原
検査とCTを併用した場合と、PET-CTの肺がんに対する
確定診断率を比較し、PET-CTは血清腫瘍抗原検査とCT
を併用した場合よりも肺がんに対する診断陽性率が高い
うえ、肺がんに対する臨床ステージングがより正確であ
り、PET-CTの全身代謝造影は肺がんを診断し、肺がんの
ステージングをいっそう明確にする一つの優れた方法で
あるということを示した[41]。
基礎研究の方面で、鍼灸はPET技術が応用されている

重要な分野の一つである。黄泳らはPETを利用して、血
管性認知症患者の百会（ひゃくえ）、水溝（すいこう）、
神門（しんもん）等ツボへの刺鍼に関する多くの研究を
行い、一定の成果を収めている[42－45]。尹嶺らはPETイメー
ジング技術を利用して、人体の足三里（あしのさんり）
穴への鍼灸が関連脳領域のブドウ糖代謝に与える影響に
ついて研究を行った[46]。李学智らは少陽（しょうよう）

モジュール化位置敏感型検出器を採用し、多くの検出器
が大直径の検出器リングまたは大面積の平面検出器を隙
間なく構成することができ、優れた空間分解能と敏感度
を具えている。電子学の面では、自主知的財産権を持つ
専用の電子学システムを採用し、マルチチャネル信号の
リアルタイム並行収集・処理・分析・伝送を実現した。
自主開発したソフトウェアシステムはデータ修正、画像
再構築、可視化表示、分析などの機能を提供している。

３．核医学イメージング技術の応用研究
3.1　SPECTの応用
SPECTは核画像技術の一つの重要な構成部分であり、

その臨床応用の範囲はきわめて広く、長年にわたり一貫
して核医学の一つの一般的検査方法となっている。
臨床面では、SPECTは主に神経系、心臓血管系、内分

泌系、骨・関節系、呼吸器系、泌尿・生殖器系、腫瘍な
どの方面に応用されている。神経系の方では、SPECTの
応用は主に脳血流灌注断層造影[9]、脳代謝造影[10]などの方
面に集中している。心臓血管系の方では、SPECTは主に
冠状動脈性心疾患[11]、心筋梗塞[12]の診断に応用され、冠
状動脈性心疾患の治療効果評価及び心筋細胞生存性の評
価に用いられている。内分泌系の方では、甲状腺[13]、副
腎[14]の造影に応用されており、骨・関節系の方では、主
として悪性腫瘍の骨転移有無[15],[16]の調査、各種代謝性骨
疾患の診断、骨・関節疾患や急性骨髄炎の診断などの方
面に用いられている。呼吸器系の方では、SPECTの肺潅
流造影と肺換気造影 [17]を利用して、肺動脈血栓塞栓症、
慢性閉塞性肺疾患、気管支閉塞、気管支腫瘍、肺動脈奇形、
肺動脈病変などの診断が行われている。泌尿・生殖器系
の方では、SPECTの腎動態造影[18]を通じて、腎機能判定、
尿路閉塞診断、腎移植術後監視、片側性腎血管性高血圧
初期スクリーニングなどの方面に用いられている。腫瘍
の診断と治療の方面では、SPECTは肺がん、胃がん、乳
がん、甲状腺がん、鼻咽頭がん、結腸・直腸がん、胃腸

◎図２　PEMiシステム外観図
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経穴への刺鍼が慢性偏頭痛患者の脳内ブドウ糖代謝に与
える影響について研究し、循経取穴法（訳注：患者の一
番の愁訴の場所を通る経絡を第一に考えてツボを選ぶこ
と）刺鍼に対する人の脳の応答特徴を観察し、循経取穴
法の中枢神経メカニズムを追究した[47]。張向宇らはさま
ざまなツボを組み合わせた刺鍼の、脳梗塞患者の脳内ブ
ドウ糖代謝に対する影響について研究し、それぞれのツ
ボを組み合わせた刺鍼はそれぞれ異なる脳領域を活性化
することを指摘、ツボと脳機能領域には特異なつながり

が存在することを明らかにした[48]。曽芳らはさらに機能
性消化不良患者の大脳活動に対する鍼灸刺激の影響につ
いて研究した [49]。王愛成らは肝気鬱結（かんきうっけつ）
（訳注：肝の新陳代謝の機能が精神的その他の原因によ
り失調する病症）に関わる脳領域のPETイメージングに
ついての研究を行った[50]。鍼灸方面の研究以外に、PET
はその他の方面のいくつかの基礎研究、たとえばアルツ
ハイマー病（AD）[51]などにも用いられている。
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パーキンソン病の細胞療法に関する研究

要約
パーキンソン病（PD）は、最も一般的な神経変性疾患

の1つである。現在のパーキンソン病の治療方法は一時
的な症状の緩和を提供するが、何れの方法も病気そのも
のの流れを変えることはない。薬物療法 は貴重であるが
長続きする治療法ではない。一方、現状の外科療法は投
薬治療と変わりがない。胎児の中脳組織の移植が治療の
選択肢として現れたが、胎児のドナーの不足と安全面の
懸念によりその臨床応用は限られている。最近の幹細胞
研究の進歩は、変性したニューロンを置き換えるための
幹細胞移植がパーキンソン病治癒の可能性を提供するか
もしれないという期待を抱かせ、これが少なくともパー
キンソン病動物モデルでは希望が抱けることが証明され
た。それでも、異なる細胞タイプや幹細胞の分化段階が
細胞をベースとする臨床治療の安全性と有効性に影響を
与える可能性について大きな懸念がある。この論文は様々
に異なる分化段階で、様々な異なる細胞を使用するパー
キンソン病動物の治療の概要を提供する。

はじめに
パーキンソン病（PD）は、世界中で50歳以上の人口の

5000分の1に影響を及ぼしている。この病気は黒質緻密部
の中のドーパミン作動性神経の喪失によって引き起こさ
れ、静止時振戦、硬直性、及び運動機能低下症の3つの古
典的な症状が特徴である。これらの症状には歩行や平衡
感覚の乱れが続き、さらに自律神経障害、うつ病、及び
後期には認知症を伴う。
病理学的観点からは、PDの患者は線条体方向に突き出

る中脳黒質ドーパミン（DA）産生神経を徐々に失う。黒
質線条体神経突起は病気の運動症状の原因である。しか
し、末梢神経系及び中枢神経系の他のタイプの細胞もま
た影響を受けている。中脳ドーパミン（DA）産生神経で
の変化から始まり、この病気は皮質ニューロンのような
前脳ニューロンを最終的に侵す。これらの病理所見には
また、末梢神経系及び中枢神経系に広がるレビー小体と
レビー神経突起として知られる細胞内封入体の存在が伴
う。

パーキンソン病(PD)の原因は殆ど知られておらず、95
パーセントの原因は孤発性である。
しかし、いくつかの感受性要因（患者によっては責任

遺伝子であり得る）が、この10年の間に特定された（Lesage 
and Brice, 2009）。これらの研究はタンパク質の異常な折
り畳み、酸化ストレスの異常な増加、ミトコンドリア機
能障害及びユビキチン‐プロテアソーム系とオートファ
ジー‐リソソーム系の障害、これら全てがPDの進行に関
与することを示唆している。
パーキンソン病患者は現在、多様な薬物学的薬剤で治

療されている。これらの薬剤にはレボドパ、ドーパミン
アゴニスト、及びモノアミンオキシダーゼ B阻害剤が含
まれていて、これらの薬剤は病気の初期段階ではしばし
ば有効である。レボドパはまだ最も有効な薬であるが、
振戦やジスキネジアのような副作用がしばしば観察され
る（Chapuis et al., 2005, Isacson, 2004）。数多くの研究は、
両側視床下核刺激、或いは淡蒼球内節刺激がパーキンソ
ン病の症状を改善し、「オン＝自覚」時間を延長すること
を示している。この治療介入は日々のレボドパの投与量
を少なくし、レボドパに関係する運動合併症とジスキネ
ジアを改善する。残念ながら、これらの治療法の何れも
が病気の進行を止められない(Krack et al., 2003)。従って、
人々は幹細胞が病気の代替療法として使用できることを
望んでいる。
幹細胞は長期の自己複製能を備えた未熟細胞であり、

その由来次第で、複数細胞タイプに分化することができ
る。 幹細胞、或いはその誘導体の移植、及び成体脳内の
内因性幹細胞の動員が神経変性疾患の将来的な治療法と
して提案されている。動物モデルを使っての研究では、
神経移植及び損傷した神経回路の部分的再建が可能であ
ることが示されている。また、臨床試験の結果から、罹
患した人の脳の細胞移植は症状緩和につながるという証
拠がある。例えば、胎児の中脳組織片移植は運動症状を
緩和し、レボドパの投与量を少なくできる(Brederlau et 
al., 2006, Hagell et al., 1999)。ここでは、パーキンソン病
（PD）治療のための胚性幹細胞(ESC)とiPS（人工多能性
幹細胞）由来ニューロン、移植された或いは内在性神経



432 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

幹細胞（NSC）及び骨髄からの間葉系幹細胞の3つの異な
るタイプの細胞の良し悪しの両面を論じる。移植した細
胞の分化段階についても論じる。

胚性幹細胞(ESC)、或いは内在性神経幹細胞（NSC）：
良い点悪い点
胚性幹細胞(ESC)は着床前胚盤胞の内部細胞塊に由来す

る。これらの細胞は多能性細胞であり、全ての細胞系統
を生成することができる。従って、胚性幹細胞(ESC)を内
在性神経幹細胞（NSC）、或いはドーパミン作動性神経へ
分化するように誘導し、その後、病気の治療のためにパー
キンソン病患者に移植することが可能である。
内在性神経幹細胞（NSC）は胎児脳、或いは成体脳か

ら単離することが可能で、これらの細胞は発生期の脳に、
及び成体の神経再生にも同様に、あらゆるタイプの神経
細胞を提供する。内在性神経幹細胞（NSC）がin vitroで
よく広がり、一定の培養条件、或いはin vivoでの適切な
脳領域でドーパミン作動性神経へ分化することから、パー
キンソン病（PD）の動物モデルの治療に内在性神経幹細
胞（NSC）、或いは内在性神経幹細胞（NSC）由来のドー
パミン作動性神経の使用が試みられてきた。
更に、パーキンソン病（PD）の動物の治療に新鮮単

離した胎児の初代神経細胞と骨髄からの間葉系幹細胞を
使用することが報告されている。我々はパーキンソン病
（PD）の幹細胞研究の現状を再検討し、この深刻な病気
治療のいくつかの異なった期待のもてる、しかし困難な
治療可能性についての見識を提供する。
１．胚性幹細胞(ESC)
胚性幹細胞(ESC)は、その自己複製能とin vitroで遺伝子

操作ができることから、細胞移植用の魅力的な候補であ
る。胚性幹細胞(ESC)は未分化状態で増殖するユニークな
特徴を持っている。形質転換した腫瘍細胞株と異なって、
胚性幹細胞は長期の継代培養の後でも通常の核型を維持
する。もう一つの胚性幹細胞(ESC)の重要な特徴はin vivo
で全ての細胞系統へ、in vitroで数多くのタイプの細胞に
分化する能力である。従って、胚性幹細胞(ESC)は幹細胞
源の中で最高の移植対象候補と考えられている。1998年
のヒトの胚性幹細胞(ESC)の単離の成功は飛躍的に胚性幹
細胞(ESC)療法についての一般の関心を喚起した(Thomson 
et al., 1998)。
移植されたマウスの胚性幹細胞(ESC)が増殖し、実験用

のパーキンソン病（PD）ラット脳のドーパミン作動性神
経へすっかり分化することができると報じられている。
移植された胚性幹細胞(ESC)を受ける動物は挙動の回復を
示し、この機能回復は神経画像で確認された。移植され
た胚性幹細胞 (ESC)が受ける側の動物に奇形腫を発生させ
なかったのは驚きである。これは異種移植により引き起
こされる腫瘍抑制の効果が原因の可能性がある。
胚性幹細胞(ESC)の遺伝子組み換えが腫瘍形成の機会

を減らしているのもかも知れない。クリプトは多くの
がん細胞に発現するEGF‒CFCファミリーの一員である
(Baldassarre et al., 2001, D'Antonio et al., 2002)。抗CFC
ドメイン抗体はクリプトの機能をブロックし、腫瘍細胞
の成長を減速させる(Adkins et al., 2003)。パーキンソン
病（PD）のラットモデルでのクリプト/胚性幹細胞(ESC)
のin Vitroの分化はドーパミン作動性分化並びに腫瘍形
成を伴わない挙動的及び解剖学的回復の増加につながる
(Parish et al., 2005)。これらの潜在的問題を回避するもう
一つの代替的方法は胚性幹細胞(ESC)の「自殺」遺伝子を
発現させることである。ヒトの胚性幹細胞 (ESC)株は遺伝
子組換えにより、単純ヘルペスウイルスチミジンキナー
ゼ（HSVtk）遺伝子を発現することができる。この遺伝
子は胚性幹細胞 (ESC)株をガンシクロビル感受性とするこ
と、及びin vivoで他のタイプの細胞には非致死型のガン
シクロビルの存在下でHSV-tk(+)細胞の破壊を誘発するこ
とができる(Schuldiner et al., 2003)。
パーキンソン病（PD）動物モデルでのこれらの心強い

観察にもかかわらず、倫理的懸念からヒトの患者にこの
ような実験を行うことは不可能である。現実的なアプロー
チは移植の前に、胚性幹細胞(ESC)を内在性神経幹細胞
（NSC）、或いはドーパミン作動性神経へ分化することで
ある。
ＣＮＳニューロン、星状細胞、及び乏突起膠細胞の三

つの主な細胞型のそれぞれは適切な条件下で胚性幹細胞
(ESC)から生成し、単離できる (Barberi et al., 2003, Okabe 
et al., 1996)。In vitroでのドーパミン作動性神経生成では、
遺伝子組換えと培養条件の操作という二つの側面が考慮
の対象となる。チロシンヒドロキシラーゼ（TH）はドー
パミン作動性神経表現型を示すドーパミン合成のための
律速酵素である。チロシンヒドロキシラーゼ（TH+）中
脳ドーパミン作動性神経の生成ができない核受容体関連
因子（Nurrl）欠損マウスは、核受容体関連因子（Nurrl）
戦略の過剰発現が幹細胞の分化を促進(Zetterstrom et al., 
1997)し、事実、核受容体関連因子（Nurrl）はマウスの胚
性幹細胞(ESC)をドーパミン作動性神経への分化を助ける
ことを示唆している (Kim, 2004)。Pitx3は中脳ドーパミン
作動性神経個体群の完全な成熟と生存に必要な別の因子
である(Nunes et al., 2003)。核受容体関連因子（Nurrl）と
Pitx3はマウスとヒト胚性幹細胞(ESC)培養物の中脳ドーパ
ミン作動性神経表現型への最終成熟を協力的に促進する
(Martinat et al., 2006)。
5段階方法はin vitroでの胚性幹細胞(ESC)のドーパミン

作動性神経への分化への標準的なアプローチである。未
分化胚性幹細胞(ESC)は広がり、胚様体（EB）へと誘導さ
れる。胚様体（EB）から選ばれたネスチン＋細胞は広が
り、チロシンヒドロキシラーゼ（TH+）神経へと誘導さ
れる。5段階方法と比べると、ストロマ細胞由来誘導活性
（SDIA）方法はより早く、簡単なだけでなく、マウスの
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et al., 2005)。グリア細胞由来神経栄養因子（GDNF）、或
いはニュールツリンを形質移入された内在性神経幹細胞
（NSC）は数カ月間生存が可能で、パーキンソン病（PD）
マウスモデルに移植された後の運動挙動を明らかに改善
した(Akerud et al., 2001, Liu et al., 2007, Ostenfeld et al., 
2002)。ヒトの内在性神経幹細胞（NSC）の移植は、Bcl‐
2のアップレギュレーションを通じてアポトーシスを抑制
することで、in vitro及びin vivoのドーパミン作動性枯渇
に対する神経保護作用を発揮した。パーキンソン病（PD）
ラットは、対照と比較して、ヒトの内在性神経幹細胞
（NSC）の刺激因子分泌及び神経細胞分化が大きく改善
される(Yasuhara et al., 2006)。ヒトの内在性神経幹細胞
（NSC）の異種移植はパーキンソン病（PD）動物モデル
で機能改善を提供する(Kim et al., 2006)。内在性神経幹細
胞（NSC）の神経保護の役割は機能移植と同じ程度重要
であるかもしれない。
しかし、内在性神経幹細胞（NSC）がより広い領域へ

移動するようであり、この散在性の移動はパーキンソン
病（PD）動物に対する内在性神経幹細胞（NSC）の治療
効果を危うくする可能性がある事実は注目に値する(Wang 
et al., 2004)。更に、胎児脳から単離された内在性神経幹
細胞（NSC）は受ける側の脳に腫瘍を発症させる可能性
がある(Amariglio et al., 2009)。これらの懸念全ては、内
在性神経幹細胞（NSC）のドーパミン作動性神経への前
分化が、細胞移植によるパーキンソン病（PD）治療のよ
り適切な方法である可能性を示唆している。
培養条件の操作及び遺伝子組換えによって、内在性神

経幹細胞（NSC）のドーパミン作動性神経への分化を高
めることができる。例えば、FGF-2と線維芽細胞増殖因
子（FGF）ファミリーの新しい一員であるFGF-20の相
乗作用は猿の内在性神経幹細胞（NSC）のドーパミン作
動性神経への分化を優先的に増加させる(Ohmachi et al., 
2000)。更に、これらの細胞の移植は事実、霊長類のパー
キンソン病（PD）モデルでの神経系の症状を緩和した
(Takagi et al., 2005)。Bcl-XLの過剰発現はin vitro及びin 
vivoのヒトの内在性神経幹細胞（NSC）の自発的なドー
パミン作動性分化能力を増加させ、さらにヒトの内在性
神経幹細胞（NSC）の生成を高めることができる(Liste et 
al., 2004)。我々はまた、前分化したドーパミン作動性神経
が散在的に移動するのではなく、線条体内部の局注部位
に留まり、マウスのパーキンソン病（PD）モデルでは機
能的なドーパミン作動性神経になることを観察した(Wang 
et al., 2004)。
３．間葉系幹細胞
骨髄幹細胞は、倫理的、或いは技術的障害がなく患者

から容易に単離して増殖させることができることから治
療薬として大きな可能性を秘めている。造血幹細胞と骨
髄間葉系幹細胞がある。間葉系幹細胞（MSC）として
も呼ばれている骨髄間質幹細胞はin vitroで神経的特徴

胚性幹細胞(ESC)分化の効率性を高める(Kim, 2004)。PA6
ストロマ細胞で共培養されたマウスの胚性幹細胞(ESC)
は、シグナル分子ソニック・ヘッジホッグ（Shh）、線維
芽細胞増殖因子 (FGF)-8、及びアスコルビン酸で治療する
と、約90%のチロシンヒドロキシラーゼ（TH+）神経を含
む。移植はまた、マウス線条体に移植された胚性幹細胞
(ESC)からのチロシンヒドロキシラーゼ（TH+）神経の効
率的な生成を示している(Kim et al., 2006)。マウスのセル
トリ細胞と霊長類の胚性幹細胞(ESC)との共培養は、3週
間の誘導後に、胚性幹細胞(ESC)の90%をチロシンヒドロ
キシラーゼ（TH+）細胞に変えることが報告されている。
これらの移植された細胞はマウスモデルで2カ月生存する
ことができる(Yue et al., 2006)。
ヒトの胚性幹細胞(ESC)もまた、in vitro及びin vivoで

ドーパミン作動性神経に誘導することができる(Iacovitti 
et al., 2007)。一つのBMP拮抗分子であるNogginは、スト
ロマ細胞由来誘導活性（SDIA）方法でin vitro及びin vivo
でドーパミン作動性神経を生成するヒト胚性幹細胞(ESC)
からの神経上皮前駆細胞の生産量を著しく高める(Sonntag 
et al., 2007)。テロメラーゼ不死化ヒト胎児中脳星状細胞
を伴うシグナル分子ソニック・ヘッジホッグ（Shh）と
線維芽細胞増殖因子(FGF)-8に晒されたヒトの胚性幹細胞
(ESC)はドーパミン作動性ニューロン新生のドーパミン作
動性神経への分化を促進する。細胞の移植は、パーキン
ソン病ラットにおける重要かつ実質的、そして長期間継
続する運動機能の回復を達成する(Roy et al., 2006)。
２．内在性神経幹細胞（NSC）、或いはドーパミン作動性

神経
内在性神経幹細胞（NSC）は胎児脳と成体脳の両方に

存在し、ニューロン、乏突起膠細胞、及び星状細胞の三
つの神経系列を生み出す(Palmer et al., 2001)。胎児脳で
は、内在性神経幹細胞（NSC）は終脳脳室（VZ領域）周
囲の狭い帯域で形成される。脳室（VZ）領域では、一つ
の内在性神経幹細胞（NSC）が一つの内在性神経幹細胞
と別の神経前駆細胞を非対称分裂により生産する。この
神経前駆細胞はその後、脳室から脳室下領域（SVZ）へ
移動し、そこで正のフィードバック機構(Hu et al., 2010)
を使って大きく広がり、ニューロン新生のために数多く
の神経細胞を生成する(Roth and Dicke, 2005)。一方、成
人のパーキンソン病（PD）患者では、内在性神経幹細胞
（NSC）は喪失したドーパミン作動性神経を回復するこ
とができない。従って、異質の内在性神経幹細胞（NSC）
の移植はパーキンソン病（PD）患者の代替療法だとのみ
考えられている。
内在性神経幹細胞（NSC）は、in vitroで中脳ドーパミ

ン作動性神経の生存を高め、in vivoで変性ニューロンを
救済することが報告されているグリア細胞由来神経栄養
因子（GDNF）のような栄養因子を放出することでパー
キンソン病（PD）の状態を改善する可能性がある(Love 
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を見せる細胞に分化することができる(Woodbury et al., 
2000)。マウスの間葉系幹細胞（MSC）の線条体内移植が
ロータロッド試験で大きな改善を示し、細胞が4カ月以上
生存することが報告されている(Li et al., 2001)。パーキン
ソン病（PD）ラットに移植されたチロシンヒドロキシラー
ゼ（TH）で操作したラットの間葉系幹細胞（MSC）が非
対称な回転のラウンドを減らし、TH遺伝子発現効率は約
75%である。従って、間葉系幹細胞（MSC）は遺伝子治
療の薬物送達媒体として使用できる(Lu et al., 2005)。他の
幹細胞と異なり、間葉系幹細胞（MSC）は異常細胞や組
織を修理するために移動することができる(Hellmann et 
al., 2006)。
間葉系幹細胞（MSC）はまた、臍帯基質から単離す

ることができる。これらの細胞はまた、臍帯基質幹細胞
(UCMS）と呼ばれている。ヒトの臍帯基質幹細胞(UCMS）
は、神経細胞用条件培地Shh及びFGF-8での段階的培養
を通じて誘導され、in vitroでドーパミン作動性神経と
なることが可能で、12.7パーセントの細胞はTH+である
(McGuckin et al., 2004)。更に、臍帯基質幹細胞(UCMS）
は移植後の実験用パーキンソン病（PD）ラットの異常回
転を改善した(Weiss et al., 2006)。
間葉系幹細胞（MSC）は豊富にあり、安全で倫理的に

も容認可能な幹細胞源である。間葉系幹細胞（MSC）の
自家移植は免疫学的拒絶を防ぐための完全なプランとな
るだろう。これらの細胞は末梢循環から脳へ移動し、損
傷場所に集まる。これは非常に移植にとって好都合であ
る。UCBの大きな優位性は、マッチした骨髄ドナーを持
たない患者の多くが、適切にマッチするUCBユニットを
持つようになる可能性が高いことである。
間葉系幹細胞（MSC）は多様なパーキンソン病（PD）

動物モデルの状態を改善するようである。間葉系幹細胞
（MSC）の治療効果が栄養及び神経の保護によるもの
なのか、或いはもう一つの可能性として、間葉系幹細胞
（MSC）のドーパミン作動性神経への 分化転換によるも
のかのかについてまだ結論がでていない。間葉系幹細胞
（MSC）を使って病気の治療をする異なった戦略を備え
た、異なる細胞機構が考えだされる可能性もある。
４．人工多能性細胞：iPS細胞
ヒトiPS細胞生成の最近の成功は、幹細胞分野で疾患

モデリングや個別の細胞置換療法に対し、これらの細
胞が提供する可能性について大きな関心を引き起こした
(Kiskinis and Eggan, 2010)。ヒトiPS細胞を孤発性パーキ
ンソン病（PD）患者から単離するパーキンソン病（PD）
細胞置換療法に特に関連する研究が二つある(Park et al., 
2008, Soldner et al., 2009)。他の幹細胞に比べ、iPS細胞は
体細胞由来であることで倫理的な問題がないことに加え
自家移植であり免疫抑制治療が必要ない点で、優位性を
提供する。全ての可能性を実現するために重要且つ必要
なステップはパーキンソン病（PD）iPS細胞が健康なヒ

ト由来のiPS細胞と同様の効率性で中脳DA 神経を生成す
るかの立証であった(Soldner et al., 2009)。更に、これら
の細胞はin vitroでパーキンソン病（PD）のいかなる特異
的特徴も生成しなかった。これらの結果は散在的なパー
キンソン病（PD）iPS細胞がパーキンソン病（PD）をモ
デルにするには容易なツールではないかも知れないが、
細胞置換療法用としては適切なツールであるかも知れな
いことを示している。しかし、パーキンソン病（PD）動
物モデルへの移植後の、in vivoでのヒトパーキンソン病
（PD）iPS細胞由来の中脳ドーパミン（DA）神経の分化
と機能性に対する即応性については研究の余地がある。
Shh, FGF8, FGF2 及びAAと共に中脳DA神経に前分化し
たマウス線維芽細胞由来のiPS細胞が、パーキンソン病
ラットのホスト線条体に機能的に溶け込むこと及び挙動
改善につなげることができることを一つの研究(Wernig et 
al., 2008）が示した。しかし、これらの細胞はまた、胚性
幹細胞(ESC)移植片で見られたと同様の神経の過成長の形
成につながる。iPS細胞は、胚性幹細胞(ESC)の場合より難
しくはないとしても少なくともそれと同様の課題に直面
すると予想されることを注意しなければならない。更に、
パーキンソン病 (PD)患者由来のiPS細胞は、パーキンソン
病(PD)患者に移植した後で、胎児組織よりもパーキンソ
ン病に似た特徴を発現する可能性が大きい変異、多型、
或いは後成的標識を運んでいる可能性がある(Kordower 
et al., 2008, Li et al., 2008)。これまでの全ての初期化遺伝
子は、Oct4を除き、置換可能であることが分かっている
(Kiskinis and Eggan, 2010, Li and Ding, 2010)。
要約すると、iPS由来のドーパミン作動性神経が近い将

来にパーキンソン病(PD)患者治療に使われると予言する
ことは、余りにも楽観的すぎる。
５．内在性神経幹細胞
脳室下領域（SVZ）神経前駆細胞の線条体及び柔組織

への水平移動は健康脳の通常の生理的条件下では観察さ
れなかった(Alvarez- Buylla and Lim, 2004)。しかし、
虚血性障害を患った脳では、SVZの神経芽細胞が損傷し
た領域へ水平移動することが示されていて(Arvidsson et 
al., 2002)、いくつかのケースでは、鎖状構造を形成する
(Yamashita et al., 2006)。パーキンソン病（PD）の動物
モデルでは、成体ラットSVZ細胞がSN損傷及びクロム
親和性細胞移植後にドーパミン作動性神経へ分化できる
という一つの研究が報告されている(Arias-Carrion et al., 
2006)。最近の一つの研究では、ヒトの脳もまた脳室下領
域（SVZ）において内在性神経幹細胞（NSC）をかくまい、
相似するRMSを持っていることを示唆している(Curtis et 
al., 2007)。この研究では、嗅球での成体脳ニューロン新
生はヒトにおいて強靭な現象であり、その規模はげっ歯
類におけるものと匹敵すると強く示されている。脳室下
領域（SVZ）前駆細胞の標的領域である線条体への至近
性、並びにin vitro (Shim et al., 2007)及びin vivo (Alvarez-
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次のゴールを満たす必要がある：１）宿主組織の中での
長期生存、2）成熟したドーパミン作動性神経の正しい分
子的・形態学的特徴を示す成熟したドーパミン作動性神
経への分化、3）規則的なドーパミン放出、4）パーキン
ソン病（PD）患者の行動上の欠陥を改めるにあたっての
長期的な有効性、5）腫瘍形成についての最小限のリスク、
及び6）ジスキネジアのような最小限の副作用、これらで
ある。
パーキンソン病（PD）の細胞置換療法は最初考えられ

た以上に困難である。iPS由来のドーパミン作動性神経の
最近の進歩が、無制限で、自家移植で、患者特定の移植の
産生が可能な新しい治療方法を提供できるかも知れない。

Buylla and Lim, 2004) でSVZ前駆細胞がドーパミン作動
性神経に分化できるという事実を考えると、SVZ前駆細
胞は依然としてin vivoでのニューロン新生の調節にとっ
ての魅力ある候補である。これらの細胞（BDNF, GDNF, 
EGF, PFTa等）の増殖/生存を促進する調節因子と、これ
らの細胞の方向性移動を誘発するストローマ細胞由来因
子（SDF-1）及びCXCケモカイン受容体 -4 (CXR-4) のよ
うな分子の使用を組み合わせることは期待が持てる方向
性のようである。

結論にあたって
パーキンソン病（PD）の細胞置換療法が成功するには
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キャピラリー電気クロマトグラフ－エレクトロスプレーイオン化－  
マススペクトル結合技術及びその生物及び薬物分析における応用

陳　子林　CHEN ZILIN　●武漢大学薬学院副院長、薬物分析及びスクリーニング研究所所長、ロカ特別招聘教授
1963年11月生まれ。
2000年東京都立大学応用化学専攻工学博士。
発表した論文80余編。共著、単独著書２点。雑誌「Drug Discoveries & Therapeutics」及び「医薬導報」編集委員、「Biomicrofluidics」
ゲスト編集者を務める。
2010年中国―日本―韓国分析化学シンポジウム執行委員長。
2003年1月、日本分析化学会関東支部「新世紀賞」、2003年11月、日本クロマトグラフィー科学会「奨励賞」、2010年2月、武
漢大学医学部「2008－2009年度医学突出貢献賞」を受賞。
国家自然科学基金重大研究計画重点プロジェクト、対象プロジェクト等のさまざまな科学研究事業を主宰。

生物、薬物科学研究の急速な発展は生物、薬物試料の
化学構造情報に対するニーズを極めて大きなものとして
いる。マイクロカラムクロマトグラフ、キャピラリー電
気泳動（CE）及びキャピラリー電気クロマトグラフィー
（CEC）等の現代的分離技術は微量、複雑な生物、薬物
試料に対して高い効率の分離・分析結果が得られる。マ
ススペクトル（MS）は生物分子構造の情報を表現する
重要な手段であり、分離される成分の分子量及び化学構
造の情報を正確に提供することが可能である。従って、
MSがガスクロマトグラフ（GC）、高速液体クロマトグラ
フ（HPLC）、CE、及びCEC等の分離技術と結合して発
展してきたマイクロカラムスペクトル分離－マススペク
トル結合技術は、すでに活性多糖類、ポリペプチド、タ
ンパク質、RNA/DNA、代謝産物及び生物活性薬物分子
を分離及び検出する上での重要な手段となっている。し
かし、GC-MS結合技術においては、加熱ガス化を受けて
生物試料の活性消失または変性等の制限を受けるため、
通常は生物試料の分析に適しない。また、通常のHPLC-
MS結合技術には試料及び溶剤の消費量が大きい、分離
カラムの効率が低い等の欠点があり、やはり極めて多く
の微量で貴重な生物試料の分析のニーズを満たすことが
できない。エレクトロスプレーイオン化（Electrospray 
ionization、ESI）技術の急速な発展にともない、キャピラ
リーモノリシックカラム（Monolithic Column）を運用し
たμLC-ESI-MS［1］、CE-ESI/MS結合技術がすでに、生物、
薬物分析に応用されている［2］が、CE分離に使用される
バックグラウンド電解質及び添加剤の濃度が相対的に高
いため、通常は比較的高いバックグラウンドノイズをも
たらし、試料信号の検出を妨害し、CEと MSの結合技術
のいっそうの発展を制限する結果になっている。
キャピラリーモノリシックカラムの研究製作成功は

CEC技術の急速な発展を促しており、CEの高い分離カラ
ムの効果及びマイクロカラム高速液体クロマトグラフの

高い分離選択性の２つの長所を結合したCEC技術は、高
い分離選択性、高いカラム効果、少ない試料等の長所を
有しているだけでなく、流動相のバックグラウンド電解
質及び添加剤濃度が相対的に低いという特色を有してお
り、従って、CEと比べてさらに良好なマススペクトルと
の適応性を有している。従って、CEC-ESI-MS技術は極
めて大きな応用可能性の前途を有する新しいタイプの生
物、薬物分析技術となるとともに、生命科学、医学診断、
医薬開発、薬物分析等の研究と応用において広範に使用
することができるものと期待されている［3］。同時に、
分析システムのマイクロ化は分離と検出のプロセスを１
枚のマイクロチップに集積させることが可能であり、高
度の並行性、マイクロ化の長所を有しており、高い効率、
高い選択性、スピーディな現場分析に適している。従っ
て、CEC-ESI-MS結合技術及びマイクロチップCE/CEC-
ESI/MS技術の研究、開発は重大な科学研究と実際的な応
用価値を有している。
近年、GC、HPLC及びCEとMSの結合技術の研究は比

較的速い発展を見せているが、CEC-MS結合技術及びマイ
クロチップCE/CEC- MS技術の研究は国内外においてま
だ発展途上の段階にある。国外で関連の研究を展開して
いる主な科学研究チームには、米国のノヴォトニー（イ
ンディアナ大学）［4］、ラムゼイ（オークリッジ国立研
究所）［5］、ドイツのシュリッヒ（チュービンゲン大学）
［6］及びオーストリアのフーバー（リオポルドーフラン
ツェンス大学）［1］等のチームがあるが、発表された論
文の数は極めて限られている。中国国内では中国科学院
北京科学研究所、軍事科学研究所、北京大学、清華大学
及び復旦大学等の機関・大学がすでに幾つかのGC-MS、
LC-MS及びCE-MS等のクロマトグラフ－マススペクトル
結合技術の研究を展開している［7 ～ 9］。しかし、 CEC
とMSの結合については、大連化学物質研究所張玉奎ア
カデミー会員の研究チームが展開している加圧電気クロ
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マトグラフ（pCEC）-ESI-MSをポリペプチド及びタン
パク質の分析に応用する幾つかの研究作業、及び本課
題チームが中国国家自然科学基金プロジェクト（Grant 
No.20775055）の資金援助の下において展開している幾つ
かの研究作業だけしかない。CEC-MSの研究はCES/MSの
界面技術の研究、CEC のカラム技術の研究、マイクロチッ
プCE/CEC-ESI-MS及びCEC-MSの応用研究の４つの面に
概括することができる。以下各部分の研究の進展につい
て総合的に述べる。

（１）CES/MSの界面技術
界面（インターフェース）技術はCECとMSの結合のキー

ポイントとなる技術の一つである。CEC/MSの界面はCE/
MSの界面と相似している。早期の CEC/MSは連続液快
速原子衝撃界面（CFFAB）を採用していたが、この種の
界面が要求する高流速の液体流動及び低濃度の緩衝液に
よって生ずる矛盾の解決が困難であり、現在ではすでに完
全にエレクトロスプレーイオン化（ESI）界面に取って代
わられている。現在、ESI界面技術は主としてシースフロー
（Sheath-flow）、シースレスフロー（Sheathless flow）及
び混合液ジャンクション（液絡）（Liquid junction）の３
種の界面技術を含んでいる［3］。シースフローの界面は
装置の構造が複雑であるだけでなく、シースフローの希
釈効果により、マススペクトルの検出感度を低下させて
いる。混合液ジャンクションの界面はジャンクション個
所の分離キャピラリーの出口とエレクトロスプレーキャ
ピラリーの入口が接続しにくく、ジャンクションのデッ
ドボリュームを生じ、同時に、補充した液体が分析物の
イオンを希釈するため、ゾーンの幅を広くし、分離度を
低下させることを招く。前記の２種の界面技術と比べて、
シースレスフローの界面技術は、界面構造が簡単、希釈
効果がない、検出感度が高い等の長所を有しているため
好評を博している。近年、シースレスフロー ESI界面の
研究報道が幾つか見られる［11］。筆者は、シリカゲルモ
ノリシックカラム材料が高液圧、大流量の電気浸透流を
発生することを応用するとともに、ナフィオン（Nafion）
管接続設計を採用して電極反応のガス発生の影響を取り
除き、新型のマイクロチップ型高圧電気浸透ポンプの研
究製作に成功するとともに、この種のマイクロチップ型
電気浸透ポンプ／エレクトロスプレーカップリング装置
を使用して、電気浸透流の液圧及び流量を正確に調整制
御し、エレクトロスプレーテイラーコーン（Electroapray 
Taylor cone）が安定できるようにした。この種の電気浸
透ポンプ／エレクトロスプレーカップリング装置（図１
に示すとおり）はすでに集積化電気浸透ポンプ―電気化
学チップセンサー分析システムの構築に応用することに
成功しており［12］、マイクロチップとマススペクトル結
合のシースレスフロー ESI-MS界面の電動分離への応用が
期待できる。

（２）CEC-MS結合技術におけるCECカラム技術
カラム技術はCECとMSの結合のいま１つのキーポイン

トとなる技術である。CES-MSに応用するキャピラリーカ
ラムは必ず次に掲げる要求を満たさなければならない。
（１）強度が十分な電気浸透流を生じて流動相を駆動し、
エレクトロスプレーの発生を支持するとともに安定を維
持する。（２）比較的良好な分離選択性を有し、分離に必
要な試料の分離の要求を満たす。（３）試料のカラム体に
おける吸着を最大限度に抑制し、試料の残留が分離、分
析に対してもたらす影響を避けることができる。現在、
CECカラム技術にはオープンチューブ、充填［6］及びモ
ノリシックキャピラリーカラム［4］の３種がある。オー
プンチューブカラムのクロマトグラフ固定相がキャピラ
リーチューブの内壁だけに塗布され、有効カラムと試料
負荷量が相対的に低い等の欠点があるため、通常 CEC
の応用は適しない。充填カラムは充填が困難である、分
離の過程において気泡が生じやすい等の制限を受けるた
め、やはりCECの広範な応用に適しない。キャピラリー
モノリシックカラムがオープンチューブカラムと充填カ
ラムの前記の欠点を克服し、高いカラム効果、高い分離
選択性、電気浸透流強度が調整可能である、調製しやす
い等の長所を有しているため、CECへの応用に対して特
に優位性を有している。
近年、筆者はゾル－ゲル（Sol-gel）及びオンキャピラリー

（on-capillary）化学結合反応等の方法を使用して、一連の
新型キラルキャピラリーチューブシリカゲルモノリシック
カラムの開発に国際的に先立って成功するとともに、マイ
クロカラム液相クロマトグラフ及びキャピラリー電気クロ
マトグラフに応用し、一連のキラルアミノ酸、小分子ポリ
ペプチド、ヒドロキシ酸、位置異性体、キラル薬物等の生
物、薬物分子を成功裏に分離した［13、 14］。図２に示す

◎Figure1　Monolithic electroosmotic pump and scanning 
electron micrograph (SEM)
picture of monolith with a magnification of 5000 
(From Ref. 12)
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術についての報道は極めて多いものの、キャピラリーモノ
リシックカラムをCEC-MS結合技術に用いている関連研究
についての報道はいくらもない［3、4］。従って、キラル
モノリシックカラム技術がEC-MS分析に応用されること
がいっそう期待されており、本課題チームは現在中国国家
自然科学基金の資金援助の下において関連の研究作業を展
開するとともに、一定の進展を見ている。

（３）マイクロチップ電動分離技術（CE/CEC）とマス
スペクトル結合技術の研究

ラボ・オン・チップ（Lab-on-a-chip）は近年の分析化
学分野における人気のある課題となっている。その基本
的思想は、試料の前処理、反応、混合、分離及び検出等
の分析過程全体を1枚のマイクロチップ上に集積すること
にある。ここ十数年来、マイクロチップ電気泳動分離と
電気化学検出、紫外線または蛍光検出技術結合の研究は
比較的急速な発展を遂げている。しかし、CE/CEC分離
マイクロチップとマススペクトル結合技術の発展は停滞
して前進していない。その主な問題は、マススペクトロ
メーター自身のマイクロ化が極めて困難であること及び
エレクトロスプレーイオン化の界面の問題である。例え
ば分離マイクロチップの分離通路出口個所の湿潤（ウェッ
ティング）の問題［5］で、電気浸透流の液圧及び流量
の不足がもたらすエレクトロスプレーテイラーコーン
（Taylor cone）の不安定、イオン化効果低下の問題［17］、
及び分離マイクロチップとキャピラリーエレクトロスプ
レーエミッター集積化の高難度加工等の技術的問題であ
る。現在、マイクロチップCE/CEC-ESI/MSの研究は主
としてMSと適応する新型CE/CEC-ESIマイクロチップの
開発に集中しており、同時に前記問題の解決方法が研究
されている。最近、筆者はマイクロチップ型モノリシッ
クカラムエレクトロスプレーエミッター（Electrospray 
emitter）の研究製作に成功しており、テイラーコーンの
デッドボリュームを減少させ、ESIイオン化の効果を向上
させることが可能となった［18］。図４に示すのはテイラー
コーンのデッドボリュームを減少させるエレクトロスプ
レー図である

のは配位子交換型（上）とγ－シクロデキストリン修飾の
主客体相互作用型（下）のモノリシックカラム概念図で、
図３はキャピラリー電気クロマトグラフ分離キラルアミノ
酸の電気クロマトグラフである。該項目のキラルモノリ
シックカラム技術等の関連の成果はこれまでに日本分析化
学会関東支部の「新世紀賞」［15］及び日本クロマトグラ
フィー科学会「奨励賞」［16］を受賞した。しかし、現在
CEC分離に用いられるキャピラリーモノリシックカラム技

◎Figure2　Chemical structures of monolithic LE-CSPs (top) and 
g-CD-CSPs (bottom).

◎Figure4　Taylor cone forms after hydrophobic surface modification 
at -3 kV.
The spacing between the spray tip to counter 
electrode is 1.5 cm (From Ref. 18)

◎Figure3　Electrochromatographic separation of a mixture 
containing six enantiomers of dansyl amino acids.
Peak identification: 1, Dns-D-Thr; 2, Dns-D-Ser; 3, 
Dns-L-Thr; 4, Dns-D-Leu; 5, Dns-L-Leu; 6, Dns-L-Ser.
Column: L-PheA-modified monolithic column (TL 35 
cm, EL 26.5 cm; i.d. 100 mm, o.d. 375 mm).
Mobi le phase:  pH 5.5 acetonitr i le/0.50 mM 
Cu(Ac)2-50 mM NH4Ac (7:3).
Applied electric field strength: -300 V/cm; UV 
detection 254 nm; electrokinetic injection 3-5 s. 
(From Ref. 13).
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（４）CEC-ESI-MSの応用研究
近年、活性多糖類［4］、ポリペプチド［11］、タンパ

ク質［10］、キラル薬物分子［6、19］のCEC-MS分析応
用について次々と報道されている。しかし、カラム技術
及び界面技術等の制限を受けるため、CEC-MSが生物、
薬物分析に用いられているという報道は依然として多く
はない。筆者はナフィオン（Nafion）管接続設計を採用
して電極反応のガス発生の影響を取り除き、ルパミン
（Lupamin）修飾のオープンチューブキャピラリーカラ
ム技術と結び付けて簡易シースレス（Seathless）フロー
CEC-ESI装置（図5に示すとおり）の研究製作に成功して
おり、すでにアミノ酸、小分子ポリペプチドのCE/CEC-
ESI/MS 分離検出に応用が可能であることが実証されて
いる［20］。図６が示すのはアミノ酸とポリペプチドの
CEC分離とMS検出結果の図である。本研究で開発された
ルパミン修飾のキャピラリー オープンチューブカラムは
CEC-ESI-MS分析に応用されてさまざまな長所を有する。
即ち、（１）大流量の方向が陰極から陽極に至る電気浸透
流を発生して流動相を駆動するとともに安定したエレク
トロスプレーを生ずることが可能である。（２）ルパミン
自身が固定相の作用を示し、アミノ酸とポリペプチドの
分離選択性を高める。（３）塩基性ポリペプチド、タンパ
ク質のカラム体における吸着を抑制することが可能であ
る。これらの長所はアミノ酸、ポリペプチド及びタンパ
ク質の分離、分析においてその特別の優位性を示してい
る［21、22］。

感謝の言葉：
国家自然科学基金（No.20775055、90817103、30973672）

及び中央高校（大学・専門学校）特別項目基金、武漢大
学ロカ特別招聘教授始動及び付帯基金が本課題チーム展
開のCEC-ESI-MS技術及びその薬物及び生物試料分析にお
ける応用に関連する研究作業に与えてくれた資金援助に
感謝いたします。

◎Figure5　Schematic diagram of CEC-ESI-MS set-up and 
sheathless interface (From Ref. 20)

◎Figure6　Overlaid ion electrochromatogram of m/z [M+H+] 
166 (Phe), 132 (Leu), 246 (Leu-Gly-Gly), 223 (Gly-
Phe) and 189 (Gly-Leu); Running electrolyte: 1 M 
acetic acid, Lupamin-coated capillary column, 2.5 
kV spray voltage, and -17.5 kV separation voltages 
（From Ref. 20）
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システムバイオロジーの進展―国際動向と日本の展開

１．はじめに
21世紀の生命科学研究の大きな方向の一つとして、「シ

ステムバイオロジー」が注目されています。「システムバ
イオロジー」は生命現象（シグナル伝達、代謝、細胞周期、
生体リズム、免疫、がん 等）をシステムとして理解しよ
うとするアプローチです。生命を構成する個々の分子・タ
ンパク質・細胞等がどのように相互作用しネットワークを
形成してシステム機能を発揮するかを解明して行きます。
20世紀後半の輝かしい分子生物学の発展を踏まえ、21

世紀初頭のゲノム解読・各種オミックスデータの奔流を
受け、今や生命部品群をまとめてシステムとして統合的
に理解しようとする時代に入ってきました。
このような背景をもって2000年頃から国際的にシステ

ムバイオロジーが大きな流れとして発展し、各国が競っ
て施策を講じ、プロジェクト・センター・学科などの新
設が相次いでおります。ここでは、従来型の専門分野と
は異なる融合分野が生まれてきています。またその過程
で新しいタイプの人材が育ってきております。
これらは、生命科学の基礎研究の発展を加速するだけ

でなく、その応用として健康・医療、環境・エネルギー、
及び 物質・プロセスの分野で大きな貢献が期待されてい
ます。
ここでは、先ず第１にシステムバイオロジーの国際的

な動向を概観し、次にその中で日本のシステムバイオロ
ジーの動きを詳しくご紹介致します。その上で最後に今
後の展望を述べましょう。

２．システムバイオロジーの国際動向
（１）システムバイオロジー元年
2000年に、その後のシステムバイオロジーの発展にとっ

て重要な３つのことがありました。一つは、米国NIHが

システムバイオロジーの支援策を系統的に出し始めまし
た。NIH/NIGMS のM.Cassman所長が、「生命現象のシス
テム的理解の重要性」を謳い、AFCS (細胞情報伝達シス
テム研究コンソーシアム）の認可を手始めに逐年 大型・
中型のシステムバイオロジープロジェクトを認可し続け
ました。
二つ目は、ワシントン大のL.Hood 教授が自前でシステ

ムバイオロジー研究所 (ISB) をシアトルに設立しました。
生物学・コンピュータ解析・測定技術開発の３部門を備
えたシステムバイオロジーの模範となるトップ研究所と
なりました。
三つめは、北野宏明博士の主導で、第１回システムバ

イオロジー国際会議ICSB が東京で開かれました。この
ICSBはその後毎年 欧米日を巡って開かれ、第10回は2009
年米国Stanford大で開かれました。
いずれも、この10年にわたって世界をリードするもの

となりました。そういう意味で2000年はシステムバイオ
ロジー元年と言ってもよい年でした。
実は、これより前に日本では、システムバイオロジー

の重要な動きが３つありました。慶應大の冨田グループ
によるE-Cellプロジェクト、京都大の金久グループによる
KEGG開発及びERATOの北野共生システムバイオロジー
プロジェクトの３つが動いていました。これらについて
は後述いたしますが、いずれも世界的に見ても先駆的な
動きでした。
（２）欧米におけるシステムバイオロジーの展開
最近 システムバイオロジーの研究は国際的にますます

活発化してきました。ここ数年第２フェイズへ移行して
おり、対象分野が急速な広がりを見せています。
１）米国の動向
米国では2000年以降系統的なプロジェクト・グラント
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が出され、大学には学科・センターの設立が相次ぎまし
た。その上で、2005年には、欧州及び日本への調査を踏
まえ、その後の新たな方策が打ち出されました。
一つは、ＮＩＨが国立システムバイオロジー研究セン

ターを逐次設立し始めたことです。2010年までに12セン
ターが出来ました。まだ拡大の予定とのことです。
もう一つは、分野別のシステムバイオロジープロジェ

クトの支援です。NCIが2005年以降がんシステムバイオ
ロジーセンターを次々と支援し、2010年までに11セン
ターになりました。NCI はこれらを背景に欧州及び日本
との連携を進めるべく、2008年以降3回の国際合同ワーク
ショップを開きました。このセンターの一つのリーダー
であるDr.T.Deisboeck (MGH) は、がんコンピュータモデ
ルのコンソーシアムCViT.orgを結成し、国際的に呼びか
けをしています。
また、NHLBIは心臓・肺・血液・睡眠研究関係のシス

テムバイオロジープロジェクトを2006年から始め、 NIAID 
は免疫・感染症のシステムバイオロジープロジェクトを
2007年から始めています。
一方、DOEはGTL (Genome to Life) プロジェクトの中

で環境・エネルギー問題に対しシステムバイオロジーを
中心に据えています。3つのバイオエネルギーセンターの
一つ JBEI Berkeley では、合成バイオロジーによるエネ
ルギー生産微生物の研究を進めています。
またNSFは植物システムバイオロジーを推進していま

す。更に、全省にまたがるMulti-scale Modelingの手法開
発のグラントを推進しています。
シアトルのシステムバイオロジー研究所（ISB）は、

これまでに数々の研究成果を挙げてきており、全米トッ
プの研究所との評価を得ています。今年設立10周年を迎
え研究所倍増計画（ＰＩ 数およびスペース）を発表しま
した。
２）欧州の動向
欧州では、米国に数年おくれてシステムバイオロジー

が活発化しました。
EUは、FP-6(第6次科学技術研究フレーム計画)の後期 

(2005-) に、システムバイオロジーを推進し始め、FP-7 
(2007-2013)ではシステムバイオロジーを重要施策として計
画的に取り上げることにしました。2007年に募集を始め、
2008年から数多くの研究プロジェクトが開始されていま
す。From Systems Biology to Systems Medicine を合言
葉にしています。
ドイツは、肝臓細胞システムバイオロジーHepatoSys 

プロジェクトを進めており、3年間のパイロット期を経
て、2007年から本格展開に入っています。最近はその成
果が発表されています。第３回哺乳類細胞のシステムバ
イオロジー学会が2010年６月3日～ 5日にフライブルグで
開かれ、その中でコンピュータシミュレーションを用い
て「肝臓の再生機能」のメカニズム解明が進んだことが

報告されました。前回のこの会では、「肝臓の薬物代謝機
能」のメカニズム解明の報告があり、その後も成果発表
が続いています。
更にドイツでは、別に2008年に4つのシステムバイオロ

ジーセンターをHeidelberg,Berlin ほかに設立しました。
スイスは、国家プロジェクトSystemsX.chを2007年にス
タートさせ、Baselほか各地に研究基盤を整備した上、そ
れらを使うシステムバイオロジー研究のボトムアップ提
案を募集し、2008年に8テーマをスタートさせ（応募82
件）、2009年には6テーマを採択しました（応募57件）。
イギリスは、6つのシステムバイオロジーセンターを

2005-2006年に設立しました。センターごとに異なるテー
マが設定されています（例．Nottingham植物根圏、New 
Castle 加齢）。2008年には、日英ワークショップを開催し
ました。
スペインには、Dr. L.Serrano率いるCRG (Center for 

Genomic Regulation) が発足し、異分野融合体制による細
胞創製の野心的な計画を進めています。最近３つの成果
を同時に発表しました。(Science, Nov. 2009)
ベルギーのゲント大には200人規模の植物システムバイ

オロジーセンターが出来ています。根の形成･成長、葉形
成・成長、樹木形成(ポプラ)、植物－微生物相互作用など
を研究しています。
欧州６ケ国による微生物システムバイオロジーコン

ソーシアムSysMoが最近拡大されました。
以上のように、米国・欧州ではともに、システムバイ

オロジーの活発な動きがありますが、更にこれらの統合
バイオロジー学科やシステムバイオロジーセンターの設
立を通して、いずれもこの新しい分野の人材育成に熱心
です。
３）国際協調と標準化
これらの過程で、世界的な協調や標準化が進みました。
システムバイオロジーの基になるパスウエイデータ

ベースでは、代謝パスウエイデータベースKEGGをはじめ
として多くのデータベースがありますが、これらの相互
利用を容易にするためのBioPax プロジェクトが2005年か
ら始まり、2010年にはその第一報告がなされました。
モデリングソフトの標準化は、SBML (Systems Biology 

Markup Language) を中心に進んでおり、多くのモデルが
SBML に準拠して作られるようになってきました。
世界で作られる様々な生物システムモデル（シグナル

伝達、代謝、生物時計など）を登録する制度BioModels 
が2005年に始まり、すでに300種ほどのモデルが登録され
ています。このための標準言語がSBML となっています。
以上のようなデータベース及びツールの国際標準化・

共有化以外に、分野別国際研究ネットワークの形成も数
多く見受けられます（RTKC, SysMo ほか）。分野別国際
学会も多くなってきました。システムバイオロジーの学
会誌も数種類が発刊されています。
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(2009,Stanford)ではその長年の功績を顕彰されました。北
野グループの特長は、国際性と自由な研究の奨励で、これ
までに優秀な人材を輩出しています。北野はその功績で、
2009年のNature Mentor賞を受賞しました。
②冨田グループは常に世界に先駆けた研究を続けてき

ました。非常に早い時期(1995-)に始めたインシリコ細胞モ
デルE-Cellの開発を発展させるために、2000年には各種実
験グループを強化した先端生命科学研究所(鶴岡）を設立
しました。ここで開発された革新的メタボローム測定技
術(CE-MS)は、その後世界最大級の設備に発展し、バイオ
マーカー探索など多くの用途に使われています。その間 
2005年には、第1回Metabolomics国際会議を開催しまし
た。正に世界のメタボローム研究の中心の一つになって
います。また大腸菌の網羅的遺伝子ノックアウトライブ
ラリーの開発も大きな成果の一つで、これらを用いたシ
ステムバイオロジー研究の成果を発表しています（N.Ishii 
et al, Science , 316, 593-7,2007)。藻類を使ったバイオ燃
料の生産技術の実用化に向けた研究(T.Ito, Metabolomics, 
2010)や、ゲノム工学の新しい技術（M.Itaya et al.　
Nature Methods. ,5(1) , 41-43, 2009)の発表があり、今後の
発展が期待されます。ホームページの研究ハイライト欄
に46件の事例が紹介されています。冨田グループの最大
の特徴は、若さでしょう。多くの学部生が優秀な論文を
発表し、世界に雄飛しています。
③金久グループは早くから(1995- )ポストゲノム時代に

おけるパスウエイ研究の重要性を認識し、先駆的な代謝
パスウ エイデータベースKEGG の開発を始めました。 そ
の後、代謝のみでなくシグナル伝達ほか各種パスウエイ
のデータを多くの生物種情報を重ねて収集・搭載し、今
ではシステムバイオロジー研究のための最初の必須デー
タベースとして世界中から認められています。最近は更
に化合物情報・医薬との連携の部分のデータベースを強
化しています。このグループからは、内外に多くの人材
を輩出しています。
④林崎グループは、理研ゲノム科学総合研究センター

設立(1998年)以前からマウス完全長cDNAの機能同定を目
指 し、FANTOM (Functional Annotation of Mammalian 
Genome)という国際的なコンソーシアムを結成し、次々
と成果を挙げてきました(Science, 2005)。その基盤の基
に2004年から始まった国家プロジェクトGNP (Genome 
Network Project 2004-2008)に参画し、細胞の分化過程
における遺伝子制御ネットワークの解明に成功し、その
成果を発表しました (Nature Genetics 2009, Cell 2010)。
これはシステムバイオロジーの大きな成果といえましょ
う。このグループは更に国家プロジェクトCell Innovation 
Project (2009-2013) の中核基盤研究拠点として活躍してい
ます。FANTOMは多国籍研究者の集団で、世界約120研
究機関、約1000人規模のコンソーシアムに拡大しており
ます。

４）成果発表
これらの様々な施策や動きを受けて、研究成果の発表

が相次いでいます。
●MIT D.Laufenbergグループのシグナル伝達システム、
●Caltech-ISB グループのSea Urchin発生分化過程、
●Germany HepatoSys の肝臓細胞 再生過程,
●Japan FANTOM/GNP グループの遺伝子制御ネット
ワーク
等の解明は、正にシステムバイオロジーによる成果の

代表例でしょう。
これらの基礎研究に加えて、産業界では、大手医薬会

社が内部にシステムバイオロジーグループを持ち、さら
に外部のベンチャー会社を活用することを併用して、医
薬開発や治験への応用を進めています。

３．日本のシステムバイオロジーの展開
（１）全般動向
前述の通り、日本はシステムバイオロジーの分野で、

世界に先駆的な役割を果たしてきました。すでに1990年
代後半に、北野がERATOのシステムバイオロジープロ
ジェクトを始め、冨田がE-Cellプロジェクトを始めていま
したし、金久が代謝パスウエイデータベースKEGGの開
発を進めていました。更に、2000年の第一回ICSBの東京
開催、第一回のRTKコンソーシアムの横浜開催(2002)、
第一回メタボロミクス国際会議の鶴岡開催 (2005)、第一
回FCSBの東京開催(2008) など、次々と新しい分野を切り
拓いてきました。更に2004年末には、米国WTEC (World 
Technology Evaluation Center) のシステムバイオロジー
調査団を迎えています。
このような国際的な活躍にも拘わらず、欧米のように

システムバイオロジーを国家的な重点施策としては取り
上げられませんでした。その中で、この間どのような動
きがあったかを列挙してみましょう。その上でここ２～
３年で急速に出てきている新しい動きをご紹介いたしま
す。
（２）先駆的研究グループ
①北野グループは常に世界をリードする活動をしてきま

した。ERATOプロジェクト(1998-2003)に続き、2004-2009
のCRESTプロジェクトで研究を続け、その間システムバ
イオロジーツールSBML, Cell Designer, SBGN(Graphical 
Notation) などの国際共同開発を推進し、また ロバストネ
ス理論の構築、各種大規模ネットワーク図の作成、がんシ
ステムバイオロジーの研究（乳がん細胞の薬剤抵抗性ネッ
トワークの動態解析）など多くの研究成果を発表して来
ました (Science 2002, Nature Review Cancer 2003, Nature 
Review Drug Discovery 2007, PLoS 2010 他)。並行して第
7回ICSB(2006)の横浜開催、システムバイオロジーの将来
を討議するFCSB(2008) を東京で開催しました。この間、
北野は常にICSB の世界各国での開催に尽力し、第10回
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⑤細胞生体機能シミュレーションプログラム(2005- 
2008)このプログラムは文部科学省の下、５大学連携（慶
應・京都・大阪・神戸・東京大）で始められました。そ
の中で、野間グループの心筋細胞用の「京都モデル」は
大きな発展を遂げました。また、循環系での薬物作用モ
デル及び代謝疾患について病態モデル・治療薬作用モデ
ルが開発されました。この研究者の多くは、後述の次世
代スーパーコンピュータプロジェクトの生命統合シミュ
レータ開発グループ他へ移って発展的に活躍しています。
⑥上田泰己は、大学院生時代に生体時計の研究で成果

を挙げ（2002 Nature）、その後理研発生再生研究センター
にシステムバイオロジーグループを作って数々の成果を
挙げています。生体時計に関与する朝昼夜の遺伝子群の
同定とそれらの相互関連解析、更には温度補償性の解明
など常に先端的な研究を続けています。
（３）研究機関、大学、研究会などの動き
上記以外にも数多くのシステムバイオロジー研究グ

ループがあります。
（研究機関）
①理研発生再生研センターの、発生ゲノミクス研究チー

ム（杉本亜砂子）では、細胞分裂・形態形成の遺伝子ネッ
トワーク解析を進めています。
②理研免疫アレルギー研究センタ－の細胞システムモ

デル化チーム（岡田真理子）は、細胞運命決定の分子ネッ
トワークの解明で成果を挙げました (Cell 2010)。
③理研植物科学研究センターでは、メタボローム機能

研究（斉藤和季）、メタボローム情報（有田正規）、代謝
システム研究（平井優美）などのグループが植物機能の
メカニズム解明にかかっています。
④理研イノベーション推進センターでは、生物基盤チー

ム（横田秀夫）で、ヒーラ細胞の実測データと連動した
ライブセルシミュレーションモデルの開発、細胞シミュ
レーションチーム（安達泰治）で、細胞骨格システムダ
イナミクスモデル開発が進められています。
⑤その他、理研の中では、理論生物学研究（望月敦史）、

粒子系計算生物物理研究（杉田有治）、線虫発生・分化研
究（大波修一）、粗視化シミュレーション研究（高橋恒一）
ほか多くの研究が進んでいます。また、後述の次世代生
命体統合シミュレーションには、姫野・泰地・横田ほか
多くのリーダーが参画しています。
⑥産業技術総合研究所CBRC（生命情報工学研究セン

ター）には、生体ネットワーク解析チーム（堀本勝久、
福田賢太郎）及び、細胞機能設計チーム（藤渕航）があり、
またBIRC （バイオメディシナル情報解析センター）には、
細胞システム制御解析グループ（夏目徹）があり、活発
な研究を進めています。
⑦基礎生物学研究所では、長谷部グループが中心となっ

て、植物の分化全能性メカニズムの解明に向けて総合的
なアプローチを始めています。

（大学関係）
①東京大学先端研児玉龍彦グループでは、早くから「シ

ステム生物医学」の旗印の下、血管システム・がんシス
テム・代謝内分泌システムの３分野を対象に、時間・空間・
情報を結ぶ研究グループを構築し数々の成果を挙げてき
ております。
②東京大学宮野研究室では早くから(1999-)生体分子

ネットワークモデル言語Cell Illustratorの開発を進めて来
ました。がんへの応用の研究成果が出ています。後述の
生命統合シミュレータの開発に参画し、更なる発展を目
指しています。
③東京医科歯科大学田中博グループは、医科系大学の

中に早くから生命情報学講座を開設し人材育成を進めて
きましたが、更に最近はオミックス医療・システム医療
への展開を図り、2008年には世界初のオミックス医療学
会を発足させました。
④東京大学黒田真也研究室では、シグナル伝達系の解

析で成果を挙げています。
⑤東京大学合原一幸研究室では、複雑数理モデルプロ

ジェクトを推進しています。
⑥東京大学金子邦彦研究室では、複雑系生命システム

の研究を進めています。
⑦大阪大学四方哲也研究室では、共生ネットワークデ

ザイン学を進めており、2010年からERATOグラントによ
る動的微小反応場プロジェクトを開始しました。
⑧九州大学システム生命科学府の岡本正宏研究室で

は、代謝パスウエイ、神経情報処理ネットワークの研究
を進め、細胞周期の解析で成果を挙げました。
⑨岡山大学の松野研究室では、PetriNet による生命シ

ステムのモデル化を多数進め、生物学・医学研究者への
システムバイオロジー・モデル化技術の普及に貢献して
きております。
（学会・研究会・講座）
①日本バイオインフォマティクス学会では、システム

バイオロジー研究会（松野、岡本、堀本他のお世話）を
開催しており、システムバイオロジーの若手研究者の交
流・研鑽の場を提供しております。
②CBI学会（神沼他）では、バイオインフォマティクス・

医薬開発など数多くの研究会を毎月開く中で、早くから
システムバイオロジー関係のテーマは度々取り上げて来
ました。
③ＫＡＳＴ(神奈川科学技術アカデミー )では、理研の協

力を得て2007年から「システムバイオロジー講座」を開
設しております（八尾企画、講師8名）。これは、企業や
研究機関の幹部・リーダーにシステムバイオロジーのこ
とを総合的に知ってそれぞれの場で研究施策・計画に役
立ててもらうための3日間集中コースです。これまでに医
薬・食品・化粧品その他の数十人の研究リーダーが受講
され、いくつかでは内部的な動きを始められています。
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伺えます。その主なものを表１～表3に示します。
また　世界トップレベル研究拠点プログラム　ＷＰＩ 

の次の二つのセンターは、更に大きな規模でのシステム
バイオロジー研究を含んで展開されるでしょう。

大阪大学免疫学フロンティア研究センター（審良静男）
京都大学物質細胞統合システム拠点（中辻憲夫）

（４）最近のトピックス
①次世代計算科学研究開発プログラム（茅　幸二)の中

に、次世代生命体統合シミュレーション研究推進グルー
プ（姫野龍太郎）の下、次の６チームで2012年のスーパ
コンピュータ稼働開始に向けてソフトウエアの開発が進
められています。

　１．分子スケール（木寺 詔紀）
　２．細胞スケール（横田 秀夫）
　３．臓器全身スケール（高木 周）
　４．脳神経系（石井信）
　５．データ解析融合研究（宮野 悟）
　６．生命体基盤ソフトウエア開発・高度化（泰地 真弘人）

②近年の、先端研究拠点(COE-Center of Excellence)形
成の認可内容の中に、システムバイオロジー関連のセン
ターが数多く認められるようになってきました。
たとえば、東京大学医学部宮園研究室を中心に、TGF

βを中心とするシグナル伝達システムの解明を基に血管
系細胞の機能調節とその異常を解析し、がんメカニズム
解明と治療を目指した研究が始まりました。
また、慶應義塾大学医学部末松誠研究室は、2007年度

に Invivoヒト代謝シテム生物学のCOE拠点に選ばれ、
2009年度ERATOの研究領域「ガスバイオロジー」の推進
を始めています。
このような先端的研究拠点の形成と、さらにERATO及

びCREST の応募・採択テーマの内容を見ると、ここ数年
にシステムバイオロジーのテーマが急増していることが

◎次世代スーパーコンピュータ生命体統合シミュレーションソフトウェア
の研究開発

2007 生体調節シグナルの統合的研究 群馬大学
小島至

生体シグナルを基盤とする統合生物学 東京大学
宮下保司

生命時空間ネットワーク進化 東京工業大学
濡木理、白髭克彦

システム生命科学の展開：生命機能の設計 名古屋大学
近藤孝男

高度生命機能システムノダイナミックス 大阪大学
柳田　敏雄

In Vivo ヒト代謝システム生物学 慶應義塾大学
末松誠　

2008 Network Medicine 創生 東北大学
岡芳知

疾患のケミカルバイオロジー 東京大学
門脇　孝

ゲノム情報に基づく先端医療 東京大学
清木元治　

オルガネラネットワーク医学創成 大阪大学
米田悦啓

次世代シグナル伝達医学 神戸大学
東　健

2009 ゲノム情報ビッグバンから読み解く生命圏 東京大学
森下　真一

自然共生社会を拓くアジア保全生態学 九州大学
矢原徹一

◎表１　2007年から始まったグローバルCOEプログラムの中には、上記
のように多くのシステムバイオロジー拠点が選ばれています
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終わりに
以上のように、システムバイオロジーは世界的にまた

日本でも非常に活発に動いており、基礎生物学から応用
へと広範な分野へ広がっています。この勢いは一時的な
ものでなく、今後の生物学・医学・植物学ほかすべての
領域で必然のものとなって行くでしょう。そこには、新
しい計測技術及びコンピュータ・情報技術の進歩が大き
く寄与するでしょう。
今後の展開に当たって次の４点を特に留意しておく必

要があると思われます。
（１）対象システムの選定
「テーマ」の設定が最も大切であります。重要且つ波

及効果の大きいテーマの選定こそが成否の鍵です。明確
な対象を定めないシステムバイオロジープロジェクト・
センター・学科は、無駄であると言っても過言ではない
でしょう。
（２）異分野研究者・技術者の融合体制
システムバイオロジーを推進するには、生物学、医学

研究者だけでなく、情報・物理・化学・計測・工学の専
門家が必要であり、これら異分野の研究者・技術者が同
じ屋根の下で研究を進めるのが最も望ましいことです。
そこでは、多分野をわきまえた次世代のシステムバイオ
ロジー研究者が自然に育っていきます。このことは長期
的にみて非常に重要であります。
（３）システムバイオロジーの研究基盤整備
システムバイオロジーを進めるに当たって大型の測定

機器（シーケンサー、オミックス測定機器、ＭＳ他）や
コンピュータが必要になることが多くあります。これら
を個々の研究グループが揃えることは多くの場合難しい
ことです。この基盤整備は正に国の側で準備すべきこと
でしょう。それらを駆使して画期的な研究をする提案が
ボトムアップでなされることが望ましい姿です。（スイス
の例）
（４）人材の育成
新しい学科・カリキュラムが必要です。世界に先駆的

な大学 (Harvard, Princeton等) に出来たシステムバイオロ
ジー学科には、良いカリキュラムが出来つつあります。
自らが目標・課題を設定し、それに向かって多角的なア
プローチを自ら学び・切り拓いて行くことを誘導・助力
する必要があります。そのような姿勢と能力をもつ人材
の育成こそシステムバイオロジー発展に欠かせません。
また上述のような融合研究体制の所に若い学生を送り込
むことは早期の人材育成にきわめて効果的であります。
システムバイオロジーでは、システムの理解から始まっ

てシステムの予測可能な段階に至ることが期待されま
す。この段階に至ればシステムの合理的設計に役立てら
れことになり、正に合成バイオロジーにつながって行き
ます。
以上、世界及び日本のシステムバイオロジーの活発な

2009 末松ガスバイオロジープロジェクト 慶應義塾大学
末松誠

動的微小反応場 大阪大学
四方哲也

2008 生細胞分子化学 理化学研究所
神岡幹子

感染宿主応答ネットワーク 東京大学
川岡義裕

2007 統合細孔 京都大学
北川　進

2006 生命時空間情報 理化学研究所
宮脇敦史

2005 ヒト膜受容体構造 京都大学
岩田　想

植物分化全能 基礎生物学研究所
長谷部光泰

複雑系生命 東京大学
金子邦彦

複雑数理モデル 東京大学
合原一幸

◎表２　ERATOのシステムバイオロジー関連プロジェクト

2009 神経細胞ネットワークの形成・動作の制御機構の解明（小澤静司）

神経回路構成素子の形成メカニズムの解明 東京大学
後藤由希子　

2009 シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築（土居範久）

システムバイオロジーのためのモデル化・シ
ミュレーション環境の構築

慶應大学
冨田 勝

2008 人工多能性幹細胞（iPS細胞）作製・
制御等の医療基盤技術（須田年生）

精子幹細胞のリプログラミング機構の解明と
医学応用の可能性の検討

京都大学
篠原隆司

生殖系列におけるゲノムリプログラミング機
構の統合的解明とその応用

京都大学
斎藤通紀

細胞リプログラミングと分化における転写調
節機構

京都大学
西田栄介

2008 生命システムの動作原理の解明と基盤技術（中西重忠）　　

シグナル伝達機構の情報コーディング 東京大学
黒田真也

行動を規定する神経回路システム動態　　 名古屋大学
森郁恵

シアノバクテリアの概日システム 名古屋大学
近藤孝男

RNAサイレンシングが司る遺伝子情報制御 慶應義塾大学
塩見美喜子

2007 代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御の基盤技術（中西正弘）

染色体分配メタボリズムの分子ネットワーク 京都大学柳田充弘

タンパク質修飾の動態とネットワークの網羅
的解析 

理化学研究所
吉田　稔

糖代謝恒常性を維持する細胞機能の制御機構 神戸大学清野　進

植物アミノ酸代謝のオミックス統合解析 理化学研究所
平井優美

◎表３　CRESTOのシステムバイオロジー関連プロジェクト
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動きを紹介しました。今後ますます対象システムが拡大
していく中で、国際協調が求められていくでしょう。が
んシステムバイオロジーの国際協力、ツールやデータベー
スの国際共同開発・標準化などいくつかの課題がすでに
あります。国際的な中での協調と競争によって、システ
ムバイオロジーが順調な発達をしていくことを願ってお
ります。
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•Prof i le•

人工核酸を用いる遺伝子治療の現状と
新しいアンチジーン法の展開

関根　光雄　せきね みつお　●東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター長、教授
1949年11月生まれ。1977年東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻　理学博士。mRNAの5'-末端にあるキャップ構造をはじ
め、スプライシング反応で生成する投げ縄構造をもつRNAの化学合成を世界で最初に成し遂げた。また、フェロモンの遺伝子を
コードするmRNA分子の化学合成に成功し、ホップスタントウイロイドの環状RNA分子の２５全フラグメントの固相合成を成し
遂げている。核酸の化学合成の基礎研究では、”塩基部無保護 DNA／ RNAの化学合成法”や保護プローブを用いる遺伝子検出
法を開発している。スプライシング反応に必須なU1snRNAの５’末端構造の合成に成功し、この分子が細胞質から核内に移行す
る機構を解明した。
主な著書：
    * 関根光雄編、「新しいDNAチップの科学と応用」、講談社サイエンティフィック　(2007)
    * 関根光雄編、「医療・診断をめざす先端バイオテクノロジー」、工学図書 (2009)

１．人工核酸を用いる遺伝子治療の現状
DNAは塩基対形成により、それぞれ２本鎖を塩基対形

成させることによって２重らせんを形成できる。塩基対
形成はアデニンとチミン塩基、グアニンとシトシン塩基
が平面構造をもつ塩基対が形成される。その際、２つの
鎖はお互いに逆向きの方向を向いて２本鎖が右巻き２重
らせんが構築される。DNAから転写によって、細胞内で
合成されるmRNAは一本鎖として存在する。タンパク合
成はmRNAの塩基配列の情報を用いてリボゾームとの複
合体のなかで行われる。このようないわゆるセントラル
ドグマによって生命現象の営みに必要なタンパク質が合
成し、機能発現し複雑な生体反応が精密に制御され生命
が維持されている。塩基配列が欠損していたり、塩基が
変異していたりすることによって引き起こされるいわゆ
る遺伝子疾患による遺伝子病を治療する方法として、人
工核酸を用いる遺伝子治療法がある。

すなわち、このような遺伝病の原因である遺伝子そ
のものを直接標的として、人工核酸と結合させることに
よって遺伝子の発現を抑制したり、結合と同時に細胞内
の酵素によって標的遺伝子を不可逆的に切断し遺伝子発
現を阻止することによってその遺伝子がコードしている
悪性タンパク質の合成を阻害する方法である。人工核
酸が結合できる標的遺伝子としては、メッセンジャー
RNA(mRNA)とDNA ２重鎖の両方がある。mRNAを標
的にする場合には、DNAから転写によって最初に生成
するmRNA前駆体（pre-mRNA）からさらに成熟した
mRNAに変換されるスプライシング反応を人工核酸で結
合させ阻害する方法や、成熟したmRNAに結合させ、コー
ドしているタンパク質の発現を押さえる方法などがあ
る。この一連の遺伝子制御法をアンチセンス法と呼んで
いる。このアンチセンス法は現在まで、様々な人工核酸
が検討されてきたが、治療剤としてFDAで認可されたも
のはサイトメガロウイルスによる目の病気の治療剤であ
るVitravene唯一であるが、すでに販売が中止されてい
る状況である。現在、フェーズIからフェーズIIIまでの
臨床試験で薬効が検討されているものも十数個あるが、
なかなか世の中に出すまでには、かなりのバリアーがあ
るのが現状である。これに対して、人工核酸でDNA ２
重鎖を結合不活性化する遺伝子治療法はアンチジーン法
と呼ばれているが、未だに治療薬としては、認可を受け
たものはない。臨床試験にすら進んでいないのが現状で
ある。しかし、標的とする遺伝子としては、DNAからコ
ピーされたmRNAが細胞質に数千も数万も存在するのに
対して、DNA ２重鎖は核内でたった一つの分子しか存
在していない。したがって、この一分子に対して人工核
酸が結合すれば、遺伝子が発現しなくなるので、mRNA
を対象とするアンチセンス法に比べれば論理的にアンチ
ジーン法の方が勝っている。しかし、そうはいかないの
も現実である。

◎図１　人工核酸を用いる遺伝子治療法
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最近、RNA干渉(RNAi)と呼ばれる短い２本鎖RNA
（siRNA）を用いる遺伝子のノックダウン法が注目を浴
びている。このRNAi法による遺伝子制御は、２本鎖RNA
のうちの片方のRNA鎖（アンチセンス鎖）の塩基配列が
標的とするmRNAと同じになっていて、この2本鎖RNA
が細胞内に投与されたとき、細胞質で、２本鎖が解離し、
１本鎖のアンチセンス鎖となり、標的とするmRNAと結
合し、２重鎖を形成し、この際Dicerと呼ばれるタンパク
が介在して、標的のmRNA分子を切断する。この非可逆
的な切断反応によって標的遺伝子の発現を阻止する遺伝
子治療をRNAi 法と呼んでいる。この方法は、細胞レベ
ルの実験では、ある特定のタンパク質の発現がうまくで
きることから、かなり選択的に病気の原因になっている
悪性タンパク質の発現を阻止できると期待された。しか
し、２本鎖RNAは、免疫応答しやすく、抗原抗体反応を
起こしたり、遺伝子に変異があるものも発現阻止してし
まういわゆるOff-target効果が起こったりすることが指摘
されてきた。そのため、様々な工夫が人工核酸に施され
てきたが、いまだに決定的に優れたものがでてこないの
が現状である。現在のところ、ようやく静脈内投与によ
るsiRNA(CALAA-01)が２００８年に臨床試験が開始され
ているのが現状である。
一方、遺伝子ではなく、その発現生成物であるタンパ

ク質を標的とするデコイ法やRNAアプタマー法も知られ
ている。とくに、後者の方法は、ひとつひとつのタンパ
クに分子認識して結合するため、結合特異性に優れ、序々
に注目をあつめ、現在開発に携わる企業が急激に増えて
いる。しかし、薬として上市されているのは血管内皮細
胞増殖因子であるVEGFを標的とする加齢性黄斑変性症の
治療薬Mucugenが唯一である。現時点では、フェーズI,II
のレベルのものが１０件程度である。

２．新しいアンチジーン法
DNA２重鎖を標的にする場合、DNA2重鎖のメジャー

グローブの溝に沿って，人工核酸が３本目の鎖として結
合することによってDNAの転写を阻止するものである。
このようなDNAと３重らせん構造はアデニンとグアニン
のプリン塩基が連続的に配列している限定された箇所で
のみ可能である。もともと、 DNA3重鎖構造はA-T塩基対
のワトソンークリック塩基対に使われている水素結合部
位ではなく、アデニン塩基の残された塩基部位と３本目
のチミン塩基が２本の水素結合で結合する（Hoogsteen塩
基対と呼ぶ）ことによって形成される。また、G-C塩基対
については、同様なHoogsteen 塩基対が３本目の鎖のプ
ロトン化されたシトシン塩基と形成され３つの塩基は平
面構造をとり、３重鎖構造が構築されている。

このように、アデニンやグアニンの塩基の背後に３本
目の塩基が水素結合することによって３重らせんが形成
されるが、プロトン化されたシトシン塩基は酸性条件で
しか存在しえない。そのため、核内は通常pH7.0よりも
塩基性が少し高いため、実際の細胞内では、このような
３重らせんは形成できない。そのため、DNAを天然型の
DNA３本鎖として用いて３重鎖形成をせることは不可能
である。このため、中性条件でも３本目の鎖としてDNA
２重鎖に結合できるような人工塩基の合成が世界中で合
成が検討されてきた。
例えば、シュードシトシンという人工塩基や、天然型

のC-N結合の代わりにC-C結合のグリコシド結合をもつ
人工塩基が試されている。しかし、合成上の問題点や、
Hoogsteen塩基対形成の際の塩基対識別能などの点で、い
ろいろ問題があり、実用化に至っていない。
この数年間、我々の研究室では、中性条件下３重鎖形

成が可能になる人工塩基の開発に取り組んできた。その
結果、これまでの人工塩基を少し変えるだけで、塩基対
識別能や3重鎖形成能が著しく改善できることを見いだし
てきた。この研究ははじめ、遺伝子検出のための新しい
人工核酸を開発したときの新規な現象を見いだしたこと
から話が始まる。すなわち、これまでの遺伝子診断法で
は、もっぱらDNAチップ上に植え付けた人工核酸と蛍光
標識した標的遺伝子が２重鎖形成によって結合させたあ
と、チップを洗浄して、チップ上に残存する蛍光強度を
測定することで、診断していた。しかし、天然型の人工
核酸をプローブ分子として使う限りでは、標的とする遺
伝子の相補的塩基配列に結合するだけでなく、１～３カ
所ミスマッチ塩基対をもつものでも結合してしまう致命
的な問題があった。これは、例えば、チミン（T）塩基は、



453

融合研究分野

教科書ではアデニン（A）塩基と塩基対形成すると教わっ
ているが、実際にはTはグアニン(G)塩基とも容易に塩基
対形成する。この塩基対はボブル塩基対と呼ばれている
もので、塩基同士が少しお互いに上下に移動するだけで
塩基対が形成される。このようなT-Gミスマッチ塩基対が
ある限り，天然型の塩基を用いるDNAチップは実用化に
ほど遠い。また、AやGはA-GやA-C、G-Gなどの様々な塩
基対形成が可能である。このような塩基対形成のしやす
さは、前後の塩基配列に依存しているが、このようなリ
スクもあり、現状のDNAチップが病院で実際にヒトを対
象とした遺伝子診断には全く使われてこなかった理由の
一つがここにある。

このような現状の中、我々は、天然型の塩基を本質的
に化学修飾することによって、T-GミスマッチやA-Gミス
マッチを形成させない工夫を凝らしてきた。その一連の
研究で、チミン塩基の２位のカルボニル基をチオカルボ
ニル基に置換することによって、T-Gミスマッチ塩基対の
問題を解決することができた。これは、T-Gミスマッチ塩
基対は、Tの２位のカルボニル基とGの2位のアミノ基が
水素結合するためおこるが、このカルボニル基をチオカ
ルボニル基に置き換えることによって、水素結合を弱く
することで、T-Aの正常な塩基対形成に比べてT-G塩基対
の相対的水素結合能を弱めることに成功した。この２-チ
オチミン(s2T)や2-チオウラシル(s2U)塩基を導入すること
で、画期的なDNAチッップの塩基識別能を改善すること
ができた。この原理は、今後様々な核酸を材料として用
いる基礎研究や応用研究で活用されることが期待されて
いる。

このように、2-チオチミンや2-チオウラシル塩基が優れ
た塩基識別能を有することが明らかになったが、この2-チ
オ化されたピリミジン塩基には、また別の優れた性質が
あることが同時に明らかにされた。これは、この2-チオ化
されたピリミジン塩基は、前後の塩基とπ-πスタッキン
グ相互作用が強く２重鎖を安定化する効果もあることが

実験データからはっきりとした。これらの知見に基づき、
今回我々の研究グループでは、スタッキング効果を考慮
して、この 2-チオチミン塩基をT塩基の代わりに３重鎖形
成に用いることを検討した。その結果、極めてつよく3重
鎖核酸も安定化できることを見いだした。
また、シトシン塩基は酸性条件でしか、３重鎖形成が

できなかったが、2-チオ化し、さらに５位にメチル基を導
入したシトシン塩基を用いると、より中性条件下でも3重
鎖形成できることも見いだした。これも、２-チオカルボ
ニル基のスタッキング効果とイオウ原子の導入で、シト
シン塩基の３位の窒素原子の塩基性が向上した結果であ
る。
一方、８-オキソアデニン塩基は、すでにP.S.Millerによっ

てG-C塩基対のGに結合し３重鎖形成できる人工塩基とし
て報告されていた。しかし、その3重鎖形成能は弱く、も
う一歩の改善が望まれていた。そこで、我々は、この人
工塩基の８位のカルボニル基をチオカルボニル基に置換
した8-チオキソアデニン塩基を設計し、合成し、その性質
を調べた。その結果、この８-チオ化した人工塩基は2-チ
オチミンや2-チオウラシル塩基と同様に強いスタッキング
効果があることを見いだした。

以上の経緯で、我々は中性条件でA-T塩基対とG-C塩基
対のそれぞれAとGに結合できる新規人工塩基、2-チオチ
ミンと8-チオキソアデニンを開発することができた。特
に、興味深いことは、8-チオキソアデニンを連続的に配列
した人工核酸は強い２重鎖DNAに結合できることを見い
だした。また、8-チオキソアデニン不連続的に配置すると、
あまり結合能が向上しないが、その間に2-チオチミン並
べ、すべてチオ化した人工塩基を配列した人工核酸を使
うと、著しく3重鎖形成能が高くなることも見いだした。
また、2-チオチミンと8-チオキソアデニンを用いた人工核
酸はDNA２重鎖選択的に結合できる。8-チオキソアデニ

◎図３　天然塩基の典型的なワトソンークリック塩基対とミスマッチ塩基対

◎図５　チオカルボニル基を導入した人工塩基をもつ３重鎖形成人工核酸

◎図４　2-チオチミン塩基(s2T）の優れた塩基識別能
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ン塩基は、グリコシド結合周りがanti型のときに、チミン
塩基とワトソンークリック塩基対が形成できるが、実際
には2-チオカルボニル基の立体障害によって、180°回転し
たsyn型にある程度固定された構造が一番安定である。こ
のため、このsyn型コンホメーションの配置では、相補塩
基に対して、アクセプター（アミノ基の水素）とドナー
（チオカルボニル基のイオウ原子）がグアニン塩基と塩
基対を組めるが、前述したようにチオカルボニル基が水
素結合能が弱いため、安定な塩基対形成には至らない。
そのため、一本鎖のmRNAとは積極的に塩基対形成しに
くくなっている。これらの知見は、中性条件下、選択的
にDNA2重鎖に結合できる新しい革新的な３重鎖形成核酸
が創成されたことを意味している。このように、チオカ
ルボニル基を導入した人工塩基を連続的に配列した人工
核酸は、今後遺伝子治療法の新戦略法として大いに期待
されている。
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日本におけるバイオインフォマティクス：
計算システム生物学を中心として

阿久津　達也　あくつ たつや　●京都大学 化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 教授
1962年2月生まれ。1989年東京大学大学院 工学系研究科 情報工学専攻 博士課程修了（工学博士）。1989年通産省機械技術研
究所研究員、1994年群馬大学工学部助教授、1996年東京大学医科学研究所助教授を経て、 2001年10月より現職。バイオインフォ
マティクス、システム生物学、離散アルゴリズムの研究に従事。主な著書に、阿久津達也「バイオインフォマティクスの数理と
アルゴリズム」共立出版（2007）、丸山修・阿久津達也「バイオインフォマティクス　―配列データ解析と構造予測―」朝倉書
店（2007）。

１．はじめに
バイオインフォマティクスには様々な側面があるが、

日本においてもゲノム解析、進化、タンパク質構造解析
などについて数多くの研究が行われている。その中でも、
システム生物学の情報学的側面を担う計算システム生物
学（computationalsystems biology）は日本が先駆的な業
績をあげてきた分野であり、筆者の主要な研究分野の一
つである。そこで、本稿では計算システム生物学を中心
に日本のバイオインフォマティクスを紹介したい。なお、
計算システム生物学についてすら筆者は幅広く日本の研
究の現状を知っているわけではないので、網羅的な視点
ではなく個人的な視点からの文章であることをお断りし
ておく。

２．日本におけるバイオインフォマティクスの発展
日本におけるバイオインフォマティクス研究はバイオ

インフォマティクスという言葉が使われ出すよりはるか
以前から生物物理学の研究者らにより行われており、現
在でも、タンパク質立体構造解析は生物物理学の研究者
らを中心に研究されている。一方、1980年代の第5世代
コンピュータ開発計画で遺伝子情報処理が主要な応用分
野の一つとして選択され注目されたこと、および、1991
年よりヒトゲノム計画の一環として発足した文部省（当
時）重点領域研究「ゲノム解析に伴う大量知識情報処理
の研究」において情報系研究者の参入を促したことによ
り、情報系研究者もバイオインフォマティクスに参入し
始め、研究者人口も徐々に増加していった。この重点領
域研究の一環として1990年に始まったゲノム情報ワーク
ショップは、バイオインフォマティクス分野の最古の国
際会議の一つであり、現在では海外でも開催されるよう
になった（2010年は中国杭州で開催される）。さらに、バ
イオインフォマティクス関連の研究教育機関も次々と新
設されてきた。まず、重点領域研究と連動して1991年に
東京大学医科学研究所にヒトゲノム解析センターが設置

された。2001年には京都大学化学研究所にバイオインフォ
マティクスセンターが、産業技術総合研究所に生命情報
科学研究センター（現：生命情報工学研究センター）が
設置された。2002 年頃よりバイオインフォマティクス関
連の専攻や学科も次々と新設され、北海道大学、東京大
学、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、
九州大学、慶応義塾大学、立命館大学などに設置されて
きた。現在では研究教育機関の新設は一段落し、成熟期
に入ってきたと考えられる。バイオインフォマティクス
における重要な研究基盤としてデータベースがあげらる
が、日本における主要なデータベースとして、米国NCBI
のGenbank、欧州EMBLのデータベースと協力してDNA
配列データの登録・管理を行う国立遺伝学研究所の日本
DNAデータバンク（DDBJ）、国際協力のもので維持管理
されているタンパク質立体構造データベースProtein Data 
Bankの一翼を担う大阪大学のPDBj、代謝ネットワーク
データなどを始めとする独自のコンテンツを開発・維持
している京都大学のKEGGがある。また、日本における様々
なライフサイエンス関連のデータベースの統合窓口とな
り、かつ、各種データベースの保全を図ることを目的に
ライフサイエンス統合データベースセンターが2007年に
発足し、活動を続けている。
学会活動は日本生物物理学会、日本分子生物学会など

の生物系の学会を中心に行われてきたが、専門の学会と
して1999年に日本バイオインフォマティクス学会が発足
した。また、関連分野の学会として「計算機と化学・生
物学の会」が1980年代より活動していたが、2000年より
情報計算化学生物学会と改称し、より本格的に学会活動
を行うようになった。日本バイオインフォマティクス学
会と情報計算化学生物学会は2011年の年会を共同で開催
する予定であり、交流を深めつつある。情報系の学会に
おいても、人工知能学会に1998年に分子生物情報研究会
が、情報処理学会に2005年にバイオ情報学研究会が発足
し、地道な活動を続けている。
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３．日本における計算システム生物学
生物学の新たな潮流としてシステム生物学（Systems 

Biology）という言葉が定着しつつあるが、日本はシステ
ム生物学発祥の地である。システム生物学は、生物をシ
ステムととらえて、数理モデル化、シミュレーション、
生物学実験などによる検証を繰り返すことにより、その
機構を明らかにし、さらに創薬や医療に活かすことを目
的とする学問である。システム生物学という言葉自体は
以前より存在したが、それを定着させたのはソニーコン
ピュータサイエンス研究所の北野博士である。北野博士
は2000年に第１回のシステム生物学国際会議を開催し、
それを契機としてシステム生物学という言葉や方法論を
国際的に定着させていった 1)。システム生物学自体は実
験的研究が中心になりつつあり筆者はそれらの研究に疎
いので、以下では計算機主体の研究、つまり、計算シス
テム生物学について簡単に紹介する。
計算システム生物学における主要研究課題の一つに細

胞や生体の計算機シミュレーションがあるが、慶応義塾
大学の富田教授らにより開発されたE- CELLはそのさきが
けとなっている。その後、東京大学医科学研究所の宮野
教授らによるCell Illustrator、九州工業大学の倉田教授ら
によるCADLIVE、前述の北野博士らによるCellDesigner
などが開発されている。また、細胞のみならず各種臓器
までシミュレーションしようという研究も京都大学の野
間教授（現立命館大学）らにより行われている。
一方、遺伝子間の相互作用のなすネットワークを実験

データから推定することもシステム生物学の主要課題の
一つであり、やはり、2000年前後から活発に研究が行わ
れてきた。この遺伝子ネットワーク推定に関して、筆者
が前述の宮野教授らとともに離散的モデルを用いて行っ
た研究、九州大学の岡本教授らによるS-systemという非
線形微分方程式系を用いた研究、産業技術総合研究所の
堀本博士らによるグラフィカルガウシアンモデルという
統計的モデルを用いた研究は国際的にも先駆的なものに
なっている。
計算システム生物学においてもデータベースは重要な

研究基盤となるが前にも述べた京都大学の金久教授らに
より開発されているKEGGは代謝ネットワークをはじめと
して様々なネットワークデータや関連データを格納し、
さらに解析のための各種ツールも提供しており、国際的
にも有数の研究基盤となっている。一方、東京大学の有
田准教授らも独自の代謝ネットワークの解析ツールなど
を開発している。
このように日本は計算システム生物学において、国際

的にいくつもの先駆的な研究を行ってきたが、近年は諸
外国で活発に研究が行われるようになったため、後塵を
拝するようになってきた感じがするが、筆者の思い違い
であって欲しい。

４．データ圧縮による生命の理解
一通り日本における研究の紹介を終えたので、次に筆

者の最近の研究について簡単に紹介したい。
人間の遺伝情報、すなわち、人間の設計図は約32億文

字からなるゲノム配列に書かれている。32億文字という
と一見多いように見えるがCD- ROMにして一枚少々の情
報量である。一方、一人の人間は60兆個の細胞から構成
されていると言われている。つまりこれは大幅なデータ
圧縮が行われているのである。筆者は以前からこのよう
な大幅なデータ圧縮が可能となっている背景には数理的
な原理があるはずだと考えており、それを解明すること
を研究の目標としてきた。しかし少し現実離れしたテー
マであり、研究成果もなかなか出ないので、まずはデー
タ圧縮の応用から研究を始めてきた。
バイオインフォマティクスにおける重要な問題として

様々なデータの類似性を測る（例えば、配列アラインメ
ントは配列データ間の類似性を図る手法の一つである）
ということがあげられるが、この類似性の検出にデータ
圧縮が利用できる。二つのデータX,Yがあったとしよう。
もし、XとYが全く同じものであれば、YはXのコピーで
あるので、XとYをつなげたものを圧縮しても、単にXの
みを圧縮しても圧縮後のサイズはほとんど同じになるは
ずである。一方、X とYが全く類似性のないデータである
場合には、XとYをつなげたデータの圧縮後のサイズは、
Xの圧縮後のサイズとYの圧縮後のサイズを足したものに
近くなっているはずである。よって、よい圧縮アルゴリ
ズムがあれば、それを用いてデータの類似性を測ること
ができることになる。この考え方は以前からあるもので
あり、Waterloo大学のMing Li教授らにより精緻な理論が
作られ、配列データの比較などに応用されてきた。筆者
らは、最近、この考え方をタンパク質立体構造、および、
代謝ネットワークの比較に応用し、高速な比較を行うこ
とに成功した 2)。
しかしながら、筆者の本当の目的は生物のデータ圧縮

であり、やはりネットワーク構造などの構造データに対
する圧縮アルゴリズムの理論的研究から始めるべきであ
ると考え、最近、最も簡単なネットワーク構造である木
構造に関して、理論的保証のあるアルゴリズムの開発に
成功した 3)。今後はこの結果をより一般的な構造データ
の圧縮に拡張していき、実際の生物データに適用し、圧
縮の原理を探っていきたいと考えている。

５．中国との交流
バイオインフォマティクスや計算システム生物学は近

年、中国でも盛んに研究が行われており、国際会議も数多
く開催されている。筆者も昨年は北京で開催されたAsia 
Pacific Bioinformatics Conference (APBC 2010）に参加
し、今年は International Conference on Computational 
Systems Biology (ISB 2010）に参加し、さらに今年中に
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在、大学院生２名と研究生２名の中国人学生が在籍して
いる。陳教授は長年に渡り日本で研究を行ってきたが、
最近、研究基盤を中国に移し、システム生物学の重点研
究室（Key Laboratory）を率いて多岐にわたって活発な
研究活動を展開している。陳教授は日本語も流暢で日本
の事情にも精通しているので、今後、バイオインフォマ
ティクスおよびシステム生物学における日中の研究交流
や研究協力のハブになる人物であると言える。

中国で開催される３件の国際会議（１件は香港）に参加
する予定である。中国を訪れる度に、次々と作られる超
高層ビルなどにより街が急速に発展していく様子に圧倒
されるし、最近では研究レベルと層の厚さの急速な進展
にも驚かされる。
日中間の研究者レベルにおいても、地理的および文化

的に近いこともあり様々な交流や共同研究が行われてい
る。筆者も中国科学院の上海生命科学研究院の陳洛南教
授らとの交流を深めており、また、筆者の研究室には現
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合成ゲノムのバイオロジー：世界と日本の現状

【要約】
細胞が生きるためには、ゲノムに書き込まれている

情報がセントラルドグマの流れに従って整然と営まれな
ければならない。細胞内にはゲノム以外の情報分子は無
いので、遺伝子の機能と発現が重要である。ところが細
胞のゲノムは核酸が一列に並んだ高分子で擦り切れやす
く、巨大すぎて試験管に取り出して扱うことが困難だっ
た。従って巨大なゲノムDNAは生物以外に増やす手段が
無かった。この状況は2005年に最初のゲノムを丸ごと扱
える成果が報告されて以降大きく変化している。この小
文では、現状の把握と将来の見通しを記す。

はじめに
ゲノムは全ての遺伝子を含むために、ゲノムを知るこ

とは生命科学の重要テーマである。今日の目の前にある
現在のゲノムをしっかりと知り、明日のゲノムの活用・
応用する模索はさらに重要である。目の前にあるゲノム
を知ることは、細胞の全遺伝子を対象とした遺伝子ネッ
トワークを構築するシステムバイオロジーの展開で可能
になっている。しかし明日のゲノムを活用するためには、
ゲノムレベルでの遺伝子改変、変異株作成が必要で、そ
のためのDNA操作ツールが必要である。多数の遺伝子の
同時操作、複雑な遺伝子回路設計、ゲノムの大規模な構
造改変を誘導できるような、従来とは桁違いのサイズの
大きなDNA断片が必要になる。

遺伝子もゲノムもDNAであり、4種類の塩基、A（アデ
ニン）、T（チミン）、G（グアニン）、C（シトシン）から
できている核酸が、一列につながった細長い高分子であ
る。ゲノムと遺伝子の違いはDNAの大きさである。DNA
は鎖状高分子なので、長さと言い換えてもよい。細長い
DNAは、水に溶けた状態では、かき混ぜたりする物理的
な刺激だけで簡単に擦り切れて低分子化してしまう。物理
化学的な性質なのでこれを補強するすべはないが、大きさ
（長さ）によっては、試験管の中では擦り切れないで比
較的安定に扱える。比較的擦り切れにくい小さなDNAを
本文では小型DNAと呼び、それより大きな（長い）DNA
を巨大DNAと呼んで区別する（図1、2）。遺伝子は小型
DNAだと考えて差し支えないので、遺伝子操作は大腸菌
を宿主とする遺伝子工学手法で今や誰にでも扱える。と
ころが、図2に示したように、生物は原核生物以上であり
それらのゲノムは遺伝子の数百～数千倍も大きい。従っ
て試験管ではあっという間にばらばらになり、適当な宿
主細胞の中で保護されなければならない。つまり、ゲノ
ムサイズの巨大DNAは生物（宿主）にしか増やせない。

◎図１　巨大DNA操作可能な宿主

◎図２　ゲノムサイズの比較

縦の目盛りは対数表示で、DNAの長さと塩基対数。横棒は：（上）真核生
物と原核生物の境界、（下）これ以下のDNAでは生命活動は営めない無生物。
横矢印：枯草菌（慶應大学、図4）、酵母（ベンター研究所）で扱える現時
点での最大DNA。
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ゲノムの解読と合成
1990年代後半に、ゲノム全てのATGCの並び順を決定

できるほど革新的な技術が導入された。ゲノム配列が解
読される状況はwebで見ることができ、現在1400種類の生
物ゲノムが載っている（1）。最近では次世代シーケンサー
と呼ばれる驚異的な性能を持つ機器の登場で、塩基配列
を決めることは高速・低価格で結果が得られる。ゲノム
サイズが半数体で2,600Mbに達するヒトゲノムでも、ドラ
フト配列なら２週間程度で結果がでるほどである。この
高速配列解析技術のおかげで、図2で示した生物種のゲノ
ムは解読できる時代になった。

しかしながら、塩基配列を容易に解読できることと、
解読したDNAを生（なま）の高分子DNAとして取り出し、
改変修飾して研究・応用に活用することはまったく別の次
元の話である。上述のようにゲノムレベルの巨大DNAを
直接取り扱うのは困難で、生物である宿主を利用して間
接的に取り扱うしかないのである。ところが、誰もが期待
した大腸菌は巨大DNAは不得手なことが判明した。大腸
菌で巨大DNAを取り扱うには、BACと呼ぶプラスミドベ
クターを用いる。BACは小型DNAよりやや大きな100̃200 
kbpのDNAのクローニングに相当威力を発揮したが、300 
kbpあたりが上限で、現在知られている最も小さなゲノム
である約600 kbpのマイコプラズマゲノムはカバーできな
い。巨大DNAを操作するためには大腸菌だけでは無理で、
図1, 3に示すように2005年以降別の宿主を利用する2種類
のシステムが全く独立に整備された。慶應大学／三菱化
学生命研(2-5)の枯草菌と、ベンター研究所（6-8）の酵母
である（。前者は、著者のグループである（注1）。

ゲノム合成への手法
図3で示したように、巨大DNAを試験管で扱うのが困

難なら、小型DNAを上手につなぎ合わせて次第に大きく
してゆくのが共通のアイデアある。宿主とそれに伴う細

かな技術は両グループが全く独立に選択し、進化させて
いる。図4に、著者達の枯草菌を用いた手法を簡略化して
示した。プラスミドを使わないで、枯草菌ゲノムそのも
のを巨大DNA集積、操作に使う他に例のないシステムで、
ラン藻ゲノムの完全クローニングを達成し（2, 5）、世界
に先駆けて巨大なDNA操作法の将来を示した(3, 4)。

一方、ベンター研究所ではマイコプラズマゲノムを対
象に、小型DNAを有機化学的に合成した小さなDNA断片
からスタートさせたことに大きな特徴がある（6,7）。最終
的な宿主を酵母とした彼ら自身のアイデアに加えて、特
にDNAの有機化学合成法が価格面で飛躍的に向上した点
も時代のおかげであろう。化学合成でスタートできるこ
の手法は鋳型のDNAを必要としないので、原理的にはど
のような塩基配列のDNAでも作り出せる(8)。
ゲノムは細胞の生きざまを決定する情報分子である。

目の前のゲノムを解析することで、生命活動、環境変化
での対応等を予測することができるようになったのは上
述したとおりである。では予測に基づいてゲノムの一部
の遺伝子を改変操作する分子遺伝学、分子生物学の手法
は巨大DNAの活用で今後どうなるだろう。対象生物への
新機能付加、機能強化という面では、ものづくりという
直感的な分野でもある代謝工学で顕著である。遺伝子操
作が大規模になればなるほど「現実的な合成生物学的ア
プローチ」に近くなる。大規模な代謝工学改変を実現す
るためには、汎用的な大規模遺伝子＝巨大DNA操作法が
効果的であることは理解できよう(4, 9)。特に単細胞微生
物ではゲノムの改変を通じてではなく、情報分子である
ゲノムを目的に応じて最初から設計するという「最も理
想的な合成生物学」が勃興しそうである(10)。

ゲノムをデザインする
ゲノムは解読できるが、合成するのは夢のまた夢であっ

た少なくとも10年前と比べると、夢に向かって大きく前
進した。ゲノムは丸ごと操作できることが実験的に示さ

◎図３　巨大DNAを合成する

小型DNAを左から右に向かってつなぎ合わせて大きくしてゆく。最下段に
大まかなゲノムDNAのサイズを記す。
大腸菌での操作法の上限(300 kbp)を超える巨大DNAには、枯草菌か酵母
を用いる。

◎図４　枯草菌を利用した巨大DNAの改変手法

具体的な操作法を示す。ゲノムベクターは、枯草菌に若干DNAを組みこん
でベクター化したもの(2-5)。
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する試みではあるが、現在のところ合理的な取り掛かり
すらないのが現状である。これは遺伝子を一列に並べる
だけでも組み合わせの数が天文学的な数字になることか
ら、理解されよう（注2）。
著者は、ゲノム操作は当分は図2で示したように原核生

物のゲノムレベルにとどまると予想している(10)。原核生
物とは単細胞バクテリアであり、多細胞生物である動物・
植物とのゲノムサイズとは桁違いに小さい。動物・植物
のゲノムを全部合成するには、しかもそれが設計どおり
間違っていないものにするには多大なコストがかかるこ
とと、生命倫理の問題もからんでくるので現実的ではな
い(11)。現実的なのは、動物や、植物の大規模な改変変異
体を構築する方向であろう。現在でも改変変異体を作る
ために使われる小型のDNAに代えて、巨大DNAを用いる
手段を開発することが現実的である(4, 11, 12)。ゲノム合
成法は、サイズに応じた巨大DNA合成法と置き換えると、
これまで以上に操作対象の幅を拡げ、底上げすることが
期待される。

れると、研究者以外の多くの人の概念、将来像も変わり
つつあるようだ。現時点ではゲノム合成での実績がある
のは世界で2研究機関、JCVIとKEIOに限られているよう
でもある。
ベンター研の成果の最も重要な点は、「設計したゲノム

塩基配列は、必ずDNAとして合成して得られること」で
ある。核酸を有機化学の手法でつなげるので、鋳型が不
要だからである。ここから派生する重要な点の一つは、
巨大DNA合成が如何に正確さを確保しなければならな
いかである。DNAサイズが大きくなると合成操作中に
変異が入る確立も高くなる。合成では一塩基の違いも許
されないことは、酵母で作ったマイコプラズマゲノム約
１千万塩基のたった１塩基が設計どおりでなかったため
に実験の遅れが出たことを述べている(6)。解読で要求さ
れるレベルとは桁違いの正確さが必要で、膨大な時間も
コストもかかることが理解できるだろう。「設計したゲノ
ムが必ずDNAとして合成して得られる」のならば、全ゲ
ノム設計（whole genome design）が俄然現実味を帯びて
くる。それは生物として機能しうるゲノムを１から設計

注1 著者は、ベンター研究所主催の会議に招待され講演してから交流が続き、2008年には米国メリーランド州にある同研究所合成生物学部門を訪問した。
現在も、主要なメンバーとは交流が継続している。

注2 例えば10個の遺伝子を一列に並べる時の組み合わせは10!である。これは約360万通りある。現在最も少ない遺伝子を持つ生物はマイコプラズマであり
約 500個の遺伝子を持っている。500!は天文学的な数字になり、順番だけでもこれだけ大変なのである。順序以外の因子等、つまり遺伝子の向き、遺
伝子間の配列まで考慮に入れると「ゲノムをデザインして創る」表現がいかに現実離れしているかが理解できるかもしれない。目の前のゲノムに学びな
がら改変を目指すのが現実的である。
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１．前書き
多能性幹細胞は体外で永久的に自己更新することがで

き、同時に体内の任意の細胞を分化形成する能力を維持
している。多能性幹細胞はこの特性によって、幹細胞研
究、さらには幹細胞と交差するさまざまな学科の研究に
おける焦点となっている。多能性幹細胞の早期分化過程
における胚葉の選択と後期分化過程における特定の細胞
譜への分化は、ある程度体内の発育・分化過程をシミュ
レートすることができ、それにより我々に早期胚胎発育
及び細胞分化の分子メカニズムを研究する上でのプラッ
トフォームを提供してくれているが、このことは研究材
料の得にくいヒト胚胎及び個体の発育にとってとりわけ
貴重である。さらに疾患由来の多能性幹細胞は、程度の
差こそあれ、シャーレの中で疾患発生の過程をシミュレー
トすることができ、疾患発生のメカニズムの研究や、疾
患に的をしぼった高処理能力の新薬スクリーニング、毒
性テストに応用するのに便利である。多能性幹細胞及び
それが方向付ける分化の産物は、さらに細胞移植及び組
織工学のために十分な量の細胞供給源を提供することが
できるため、再生医学の臨床応用のためにさまざまな可
能性を提供している。多能性幹細胞の研究・応用の大き
な将来性にかんがみ、我々は安定した多能性幹細胞、特
に患者の特異な多能性幹細胞を樹立する必要がある。し
かしながら、発育過程において、多能性は早期胚胎発育
段階という狭い窓口にしか存在しないため、個体、特に
成体から直接多能性幹細胞を得ることは非常に厄介であ
る。1981年に初めてマウスES細胞（胚性幹細胞）が樹立
されて以来30年間近く、多くの科学者は、それぞれの種
からそれぞれ異なる方法で多能性幹細胞を樹立すること
を含め、多能性ES細胞の樹立に関する研究に力を尽くし
てきた。それには主なものとして、早期胚胎から抽出を
行って樹立したES細胞、単為生殖的に活性化された胚胎
を用いて樹立したpES細胞（単為発生ES細胞）、核移植リ
プログラミングの方法を利用して樹立したntES細胞（核
移植ES細胞）、特定因子を利用しリプログラミングを直接

誘導して樹立したiPS細胞（人工多能性幹細胞）が含まれ
ている。本論文は主にマウスとヒトの多能性幹細胞の樹
立について紹介し、また中国の科学者のこの分野におけ
る進展について重点的に紹介するものである。

２．ES細胞
1981年、EvansとKaufmanは初めてマウス胞胚から細胞

を抽出してマウスES細胞を樹立した[1]。マウスES細胞は、
マウス胚胎の発育と生物医学の研究において重要な役割
を発揮したが、その中にはマウスES細胞を利用したノッ
クアウトマウスの作製が含まれていた。1988年になって、 
James Thomson研究チームが初めてこの研究をヒトへと
拡大し、ヒトのES細胞を樹立した[2]。ヒトES細胞は同様
に、多種の細胞へと分化する能力をもっているため、再
生医学研究において大きな応用の可能性を有している。
これまで、中国の多くの研究室はマウスまたはヒトのES
細胞を樹立することに成功している。これらの細胞を拠
り所として、現在、中国科学院北方幹細胞バンク、上海
幹細胞バンク、南方幹細胞バンクを含む、いくつかの比
較的大きい細胞バンクが確立されている。これらのバン
クには鑑定を経た大量のマウスとヒトのES細胞が保存さ
れ、研究者の使用に供されている。多くの研究室はこれ
らの細胞を利用して、心筋細胞、膵島細胞、神経細胞を
含めた多種の細胞への分化方向付けを行っており、臨床
細胞移植治療のための重要な基盤が築かれている。

３．ntES細胞
ES細胞は早期胚胎からしか抽出できず、このことは患

者の免疫互換的な多能性幹細胞を得るうえで困難をもた
らしている。この移植技術は卵母細胞のリプログラミン
グ能力を利用して、成体細胞核を脱核卵母細胞に移植し、
再構築胚を構築するもので、再構築胚は胚胎の発育過程
を継続して胞胚を形成することができ、また母体の子宮
に移植して満期胎児へと発育させることができる。核移
植した胞胚から抽出を行ってES細胞を樹立するという、

多能性幹細胞の樹立と応用

周　琪　Zhou Qi　●中国科学院動物研究所幹細胞・再生医学研究センター主任
1970年4月生まれ。1996年、東北農業大学卒業、理学博士号取得。1999年から2002年まで、フランス国立農業研究センター
にてポスドク及びプロジェクト責任者を務める。2001年、中国科学院「百人計画」に入選。これまでにすでにSCI収録論文45篇
を発表。
　主に体細胞リプログラミング・メカニズム、幹細胞・再生医学関連の研究業務に従事。現在、すでに多種のクローン動物モ
デルを確立し、世界でいちはやくマウスクローンの再現性を証明。初めて体細胞クローンラットを得、研究成果をScience、
Development 、Developmental Biology等刊行物に発表。iPS細胞を利用して4倍体胞胚注射により、生きた繁殖能力のあるマウ
スを得、iPS細胞の万能性を初めて証明した。この成果は2009年にNature誌に発表され、また2009年度アメリカ『TIME』誌選
出の年度医学10大ブレークスルー、中国科学院・中国工程院院士選出の 2009年度中国10大科技進展、2009年度中国基礎研究
10大ニュースに入った。
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生殖を目的としない技術は治療的クローニングとなる。
治療的クローニングを利用すれば、患者の体細胞核を脱
核卵母細胞に注入し、再構築胚の中から抽出を行って、
患者と同じ遺伝物質をもったES細胞を樹立することがで
きる。この種のES細胞の分化産物は、細胞移植治療を行
うにあたって免疫拒否反応を起こすことがなく、したがっ
て臨床応用において大きな優位性を具えている。核移植
マウスのES細胞は2000年に初めて樹立された[3]。当研究
室でも比較的早くマウスntES細胞を樹立した。ntES細胞
とES細胞の違いを評価するため、さらにはその臨床応用
におけるリスクを評価するために、我々は数十株のマウ
スES細胞とマウスntES 細胞を樹立し、増殖能力、特定遺
伝子の発現、体内外分化能力、全体的な遺伝子発現レベ
ルなどの面で比較を行ったが、その結果はマウスntES細
胞とES細胞にはこれらの面で違いがないということを示
していた[4]。これは、治療的クローニングによって、ES
細胞と同じ潜在能力をもったntES細胞を樹立することが
できることを物語っている。ヒトの治療的クローニング
の方面でも、我々は多くの仕事をしてきた。核移植胚胎
の発育効率によって、ヒト卵母細胞の形態学的ランク分
けを行ったところ、ランクの高い卵母細胞に核移植を行っ
たときだけ、再構築胚胎の発育が比較的よかった。ヒト
の治療的クローニング実験において、我々は安定的に胞
胚を得ることができ、現在、その中から抽出を行ってES
細胞を樹立しようと試みているところである[5]。治療的ク
ローニングによってntES細胞を樹立し、関連の臨床応用
を行うについては、二つのボトルネックがあるが、その
一つは体細胞核移植効率が比較的低いことである。体細
胞核移植効率を高めるために、我々は後成的修飾状態を
変える可能性のあるいくつかの薬物小分子についてスク
リーニングを行い、核移植に存在する体細胞リプログラ
ミングの不完全さが改善できること、さらには体細胞核
移植胞胚の得られる効率が高まることを期待した。その
結果、CBHAはマウス核移植胚胎の胞胚率と樹立効率を
著しく高めることができるということがわかった[6]。また
我々は、核移植胚胎は培養の過程で、培養基の改変によっ
ても胞胚発育率が著しく高められるということを発見し
た[7]。二つ目は、リプログラミング能力をもった卵の供給
源をいかにして得るかということである。ヒト卵母細胞
への依存を克服するために、研究者は二つの方面からこ
の技術を開拓してきた。まず初めは異種クローニングに
よる方法、すなわち、ブタ、ウシ、ウサギ等といったそ
の他の種の卵母細胞を利用してヒト卵母細胞を代替し、
体細胞のリプログラミングを行うものである。多くの研
究は、その他の種の卵母細胞は確かに一定程度ヒト体細
胞のリプログラミングを行うことができるが、再構築胚
を胞胚にまで発育させる効率は依然として非常に低いと
いうことを実証している。中国上海の盛慧珍研究チーム
はかつて、ウサギ卵母細胞を用いてヒトの体細胞をリプ

ログラミングし、そこから抽出を行ってES細胞を樹立す
ることに成功したことを報告した[8]。その次の研究では、
受精卵にもリプログラミング能力があり、マウス受精卵
を利用して核移植再構築を行った再構築胚は、満期まで
発育できるということを実証した[9]。我々の研究室は受精
した二細胞胚胎を利用して受容体とし、二細胞胚胎を融
合させて細胞核を取り除き、然る後にマウス体細胞に移
植したところ、再構築した胚胎は胞胚段階にまで発育す
ることができ、さらにその中からES細胞を抽出すること
に成功した（未発表）。この研究により、ヒトの治療的ク
ローニングにおけるリプログラミング受容体の供給源を
大きく開拓することができた。この結果が示しているよ
うに、未受精の卵母細胞のほか、臨床の体外受精実験の
中で大量に廃棄される受精胚胎もまた、治療的クローニ
ングの卵母細胞代替源として用いることができる。

４．pES細胞
卵母細胞は受精作用によらずとも活性化され、胞胚段

階にまで発育することができるが、この現象は単為生殖
的活性化と呼ばれる。単為生殖的に活性化された胚胎は
満期まで発育し続けることはできないが、内部細胞塊を
含んでおり、そのためES細胞の樹立に用いることができ
る。pES細胞は正常な受精胚胎由来のES細胞と同じ特徴
を有しており、体外では、三つの胚葉分化能力を具えた
胚葉体を形成することができ、体内では、三つの胚葉分
化能力を具えた奇形腫を形成することができる。pES細胞
を卵割腔に注射し、移植すると、キメラマウスを作製す
ることができる。受精胚胎または核移植胚胎由来のES細
胞に比べて、 pES細胞はキメラ動物において、大多数の組
織のキメリズムが比較的低く、分化能力がやや劣ってい
る。しかしながら、まさに単為生殖胚胎の発育障害のせ
いで、損なわれた単為生殖胚胎を通じて体外でpES細胞を
樹立することは、ES細胞またはntES細胞を樹立すること
に比べると、倫理的障害が少なく、倫理面で社会から受
け入れられやすい。2007年、ボストン小児病院等研究機
関の研究者は、ドナーと同じ免疫原性をもったマウスpES
細胞を初めて樹立したが、この幹細胞の分化産物は卵ド
ナーマウスに移植後、免疫拒否反応を引き起こすことが
なかった[10]。これは、pES細胞は臨床移植面で免疫整合
性のある細胞供給源とすることができるということを物
語っている。より少ない倫理的障害、より高い安定した
樹立効率のおかげで、少なくとも女性患者について言え
ば、単為生殖幹細胞はntES細胞よりもさらに免疫互換性
のある多能性細胞供給源となっている。中国では、多く
の研究者がこの研究分野で関連の研究を展開してきた。
我々の研究室は大量のマウスpES細胞を樹立し、また2007
年には中国で最初の例となるpES細胞を樹立した[11]。体外
分化及び体内奇形腫の実験によって実証されたように、
これらのpES細胞は体内・体外のいずれでも三つの胚葉分



467

幹細胞および再生医学

化能力を持ち、しかも一株のpES細胞は長期にわたる継代
過程の中で、染色体が安定を保っている。これらの研究
結果は、単為生殖幹細胞の普及と応用のために強力な証
拠を提供した。湘雅医院の研究者も同時期にpES細胞の樹
立に成功し、我々の結果と同時期に発表を行った。現在、
中国の多くの研究室がpES細胞を利用して、神経系、膵島
細胞、間葉細胞等への分化方向付けに関する研究を含む、
さまざまな研究を行っているが、これらは将来の単為生
殖幹細胞の臨床応用のために、有益な模索と基礎作りを
行っている。

５．iPS細胞
2006年、京都大学の山中伸弥博士は初めて、多能性幹

細胞を樹立する一つの新しい方法を発表した。それは体
細胞中に四つの転写因子Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4を過
剰発現させると、体細胞を多能性幹細胞へと誘導転換で
きるというもので、このような多能性幹細胞はiPS細胞（人
工多能性幹細胞）と呼ばれる[12]。iPS細胞は胚胎由来の
多能性幹細胞に比べて、いかなる倫理的制限もなく、そ
のうえ方法面でも非常に簡単で、患者にとっては、自分
に属する免疫拒否のない多能性幹細胞を気軽に「あつら
える」ことができるため、この方法はひとたび世に出る
や世界の幹細胞研究の焦点となった。続いて、山中伸弥
研究チームと米ウィスコンシン大学のJames Thomsonは
さらに、ヒトiPS細胞の樹立に成功したことを同時に発表
し、この方法が同様にヒト細胞に適していることを証明
した[13,14]。iPS細胞はその人々を魅了する将来性により、
中国の幹細胞分野でも焦点となっている。多くの中国の
研究チームがiPS細胞の研究に力を入れるようになった
が、これらの研究は主に以下のいくつかの問題を軸にし
ている。第一に、iPS細胞とES細胞は同じなのか？多くの
研究は、iPS細胞が形態、遺伝子、たんぱく質発現、後成
的修飾状態、細胞倍増能力、体内・体外分化能力などの
面でいずれもES細胞と似ており、しかもマウスiPS細胞が
種の合体したキメラマウスを形成できることを明らかに
しているが、ただしこの二つが同じ発育潜在能力を具え
ているかどうかは、依然として疑問である。我々の研究
チームは2008年に初めて、4倍体補償技術によりiPS細胞を
用いてマウスを作製した[15]。4倍体補償技術は注射した多
能性細胞を利用して、4倍体胚胎に欠けている発育能力を
補償するもので、最終的に生まれて来る動物は全部の細
胞が4倍体胚胎に注射した多能性細胞から来ているため、
細胞の多能性を判定する最高の基準となっている。完全
にiPS細胞から来ているマウスは、iPS細胞がES細胞と同
じ発育能力を具えていることを初めて実証した。4倍体補
償によって生まれた最初のiPS細胞マウスは「タイニー」
と命名された。「タイニー」の登場は同時に、以前の核移
植技術とは異なる一つの動物無性生殖方式、すなわちiPS
細胞と4倍体補償技術によってクローン動物を作る方式を

提示したが、これは動物生殖と農業分子育種の面で重要
な将来性を有しているため、英ロスリン研究所のハリー・
グリフィン所長はこれについて「‘タイニー’は‘ドリー’
（世界初のクローン羊）の点火した松明を引き継いだ」
と論評した。この研究は同じ時期に、北京生命科学研究
所の研究チームとアメリカの研究チームによっても報告
された[16,17]。この研究のあとに続き、我々の研究チームも
一群のmicroRNA、すなわちDlk1-Dio3領域を選別し、こ
の領域がiPS細胞の多能性決定において重要な役割を果た
していることを実証した。Dlk1-Dio3領域が開いているiPS
細胞は4倍体補償技術を通じてマウスを作り出すことがで
きるが、Dlk1- Dio3領域の閉じているものはそれができな
い。第二に、iPS細胞の誘導メカニズムはどのようなもの
か？ 4つの転写因子によるだけで、iPS細胞をうまく得る
ことができるという、その内在的メカニズムはどのよう
なものなのか？この問題は細胞運命決定の研究に対し重
要な示唆を与えている。中国広州健康研究院の研究チー
ムとアメリカの研究チームは、一つの可能性のある誘導
始動メカニズム、すなわち細胞運命の「内胚葉から外胚
葉への転換」について同時に報告したが、このメカニズ
ムはiPS細胞の産生と癌の発生には、ある程度の関連性が
存在している可能性があることを予告している[18]。中国
科学院生物化学細胞生物学研究所のある研究チームは、4
個のYamanaka転写因子のゲノム結合部位について分析を
行い、その結果、iPS細胞の多能性の維持についてある程
度解明を行った[19]。第三に、いかにしてiPS細胞樹立の方
法学上の障害を解決するのか？ iPS細胞の樹立には、ゲ
ノムに挿入された外因性因子、誘導効率の低下などの障
害が伴っている。北京大学の研究チームは、p53経路を
制御するとiPS細胞の品質と効率が高められることを初め
て発見した[20]。中国広州健康研究院の研究チームは、
Vitamin Cが誘導効率を大幅に高めることができるこ
とを発見し[21]、我々の研究室は成分のよりはっきりし
て い るKnockout Serum Replacement（KOSR） が
iPS細胞の誘導効率を高めることができることを発見
した[22]。第四に、iPS細胞はけっきょく何ができるのか？ 
iPS細胞は生物医学における多くの応用、たとえば薬物ス
クリーニング、農業分子育種、組織工学、再生医療等の
ために、新たな可能性を提供している。多くの中国の研
究チームはこれらをめぐって研究を展開してきた。たと
えば、北京大学のある研究チームはサルiPS細胞を初めて
樹立し[23]、同研究チームはさらに上海のある研究チーム
とともにラットiPS細胞を初めて樹立した[24,25]。同時に、
多くの研究チームはさらにiPS細胞を利用して、分化方向
付けについての研究を展開し、疾患iPS細胞を利用して体
外疾患シミュレーション研究を展開している。これらの
研究は多能性幹細胞の応用に対しきわめて大きな推進作
用を有している。
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六、結語
多能性幹細胞は自身のもっている体内の任意の細胞に

分化するという潜在能力と同じように、発生生物学、細
胞生物学、生物医学、薬物開発など、多くの基礎研究、
臨床治療、転化応用のために無限の可能性を提供してき
た。30年近くにわたり、多能性幹細胞の樹立方法と関連
の応用について、研究者らは多くの研究と模索を繰り広
げ、この分野と関連分野に対する人々の認識を大いに深
めてきた。今後、中国の科学者と世界の科学者は引き続
きこの分野のために、持続的なより大きな貢献を果たし
ていくに違いない。
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要旨：
機能性バイオ材料とは有機体の物理・化学または生

理の過程に対して能動的に影響を与えることができる活
性バイオ材料を指し、材料及び材料が有する活性の機能
成分から構成されている。コラーゲン材料は広範囲に応
用されているバイオ材料であり、また成長因子は、細胞
の成長、移動及び分化を促進する作用を有していること
からコラーゲン材料の活性化にしばしば用いられる。私
たちは遺伝子工学技術によって成長因子上にコラーゲン
と特異的に結合可能なコラーゲン結合ドメイン(Collagen 
binding domain,CBD)を融合して、コラーゲン材料と特異
的に結合可能な成長因子を作製し、成長因子の方向性を
コラーゲン材料に向けた機能性コラーゲンバイオ材料を
形成した。損傷した組織にはそれぞれの特徴があるため、
私たちは損傷した組織の特徴に応じて異なる形態と出所
のコラーゲン材料を選び、同時に異なるコラーゲン結合
ドメインを持つ成長因子を作製した。それらについてそ
れぞれマウスの皮膚、骨、筋肉、末梢神経、中枢神経の
損傷モデルの中で、この種の機能性コラーゲン材料が組
織再生を促進する作用について試験した結果、コラーゲ
ン材料とコラーゲン結合ドメインを持つ成長因子で構成
された機能性コラーゲン材料は損傷組織の再生を明らか
に促進し、再生組織の機能回復に役立つことが示された。

１．機能性バイオ材料の概要
1.1　バイオ材料

バイオ材料は通常、医療を目的とし、単独または薬物
とともに組織または器官の治療あるいは損傷組織の修復
材料として用いられる。バイオ材料の使用目的は、組織
細胞の成長に3次元的サポートを提供し、損傷部位におい
て充填、代替を行うと同時に、細胞の接着、増殖、分化
を促進するため、通常のバイオ医学材料の要求に適合す
るほか、理想的なバイオ材料はさらに以下の要求を満た
さなければならない：(1)良好な生物的受容性(2)分解性及
び適当な分解速度(3)適当な口径構造(4)適当な表面の物理・
化学性質及び良好な細胞界面関係(5)移植部位の組織と力

学的性能がマッチする構造的強さ(6)理想的な2 次元または
3次元構造に加工しやすく、必要な組織または器官の形状
が得られる[2]。
1.2　コラーゲンバイオ材料

コラーゲンは細胞外基質の主要成分であり、細胞の成
長での頼り、サポートとなるものとして上皮細胞などの
増殖と分化を誘導できる。コラーゲンは生命体に機械的
サポート作用を提供し、器官と組織の完全性を維持し、
その正常な機能の発揮を保障する[3]。コラーゲンは傷の
修復において非常に重要な作用があり、傷の癒合に関わ
る主な構造タンパクであるため、私たちはコラーゲンを
組織損傷のサポート材料として選んだ。

コラーゲンは医学上の多くの分野で利用され、それに
は傷口の癒合、火傷の修復と整形、神経損傷の再生、及
び血管弁膜の代替などが含まれる。表1にコラーゲンの医
療上の用途をまとめた。

戴　建武　Dai Jianwu　●中国科学院遺伝・発育生物学研究所　分子発育生物学センター副主任
武漢大学生物学部細胞生物学士、北京大学生物物理学修士、米国デューク大学細胞生物学博士、ハーバード大学医学部ポストド
クター。現在、中国科学院遺伝・発育生物学研究所の研究員、博士課程指導教官、分子生物学センター副主任。中国科学院蘇州
ナノメートル・生物工学研究所の客員研究員、ナノメートル生物医学部主任。
中国科学院「百人計画」の入選者、国家傑出青年基金の獲得者、国家重大科学研究計画（973管理）「幹細胞自己更新能力コント
ロールの分子ネット研究」プロジェクトの首席科学者(2006-2010)、「幹細胞自己更新能力3次元培養の分子ネット研究」プロジェ
クトの首席科学者 (2011-2015)。研究分野は再生医学。研究方向には幹細胞とバイオ材料を含む。

共著者：韓　倩倩

機能性コラーゲンバイオ材料及び組織再生

分　野 用　途

皮膚科 靭帯増殖で注射可能なコラーゲン、コラーゲン人工皮膚、
傷口の手当材料

心臓血管外科 血管移植材料とコーティング、心臓弁膜、血管穿刺孔の
密封材料

神経外科 末梢神経の再生誘導、硬脳膜代替材料

口腔科 歯周靭帯再生コラーゲン膜、吸収可能な口腔組織傷口手
当材料

眼科 上皮癒合促進のコラーゲン角膜保護カバー、薬物運搬用
コラーゲン、角膜

整形外科 骨修復コラーゲン材料、コラーゲン半月板基質、アキレ
ス腱と靭帯の修復材料

泌尿科 尿管代替物、腎臓修復材料

一般外科 キセノン修復材料、接着剤

その他 薬物運搬キャリヤー、細胞運搬キャリヤー

◎表１　コラーゲン材料の医療上の用途
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２．機能性コラーゲンバイオ材料の研究
機能性バイオ材料とは有機体の物理・化学または生

理の過程に対して能動的に影響を与えることができるバ
イオ活性材料を指し、それは細胞の成長を誘導して材料
を細胞化させることで、損傷部位に新しい組織を形成さ
せることができる。このような状況の下で、バイオ材料
は物理、機械的サポート作用を発揮するだけでなく、周
囲の環境を変えることで再生の過程を変えることもでき
る。現在、活性化材料のバイオ活性分子には次のような
数種類がある。(1)細胞接着促進分子：細胞が材料上で成
長、分化するのを促進する。(2)成長因子：細胞の増殖、
生存を促進し、細胞の表現型を制御する。(3)特異的発現
活性を有する分子のDNA：長期安定の作用効果を発揮す
る。この3方面の研究は現在いずれも大きな進展があり、
私たちは成長因子の独特の機能に特に注目している。
2.1　成長因子とコラーゲンとの複合構成バイオ材料

成長因子は細胞間の信号を通じて細胞の活動に影響を
与える一種のポリペプチド因子であり、多種の細胞から
分泌され、標的細胞表面の特異性受容体と結合してその
作用を発揮し、細胞の増殖、移動及び遺伝子の作用を促
進または抑制し、生命体の発育と損傷修復の過程におい
て重要な作用を発揮する[4]。

現在、成長因子でコラーゲン材料を活性化し、コラー
ゲン材料と共同で損傷を修復した多くの例がある。しか
しこれまでの研究によると、成長因子とバイオ材料の簡単
な複合作用には限りがあり、それは体内の体液の浸潤と流
れが成長因子の自由な拡散をもたらすために、局部に集
めるという目的を達することができないからである。図1
に示した。この拡散では幾つかの問題があり、一つには拡
散した成長因子が有機体に潜在的リスクをもたらし、二
つ目には拡散によって細胞の活動が主に材料の外部で発
生するために修復効果が限られことから、修復効果を高
めるためには薬剤を繰り返し使用しなければならず、こ
れは疑いなくコストと患者の苦痛を高めることとなる[5]。

2.2　コラーゲン結合ドメインを持つ成長因子とコラーゲ
ン材料の複合構成を利用した機能性コラーゲンバイ
オ材料

特定の方式によって成長因子をコラーゲンサポート材
料の上に固定し、成長因子の自由な拡散を制限したなら
ば、成長因子に材料の元の位置で作用を発揮させ、細胞

が材料内で増殖、移動、分化するのを促進することがで
きる。図2に示した。これによって私たちが推測できるこ
とは、一つは体内に移植後、成長因子の自由な拡散を制
限することができ、成長因子の自由な拡散が有機体にも
たらす潜在的リスクを下げることができること、もう一
つは成長因子の使用量を大幅に下げることができ、治療
コストを低下させ、成長因子の高効率の利用という目的
を達することができることである。さらに最も重要なこ
とは、修復治療効率を高め、再生を比較的平均して行う
ことができ、それによって修復後の組織の質を高めるこ
とができることである[5]。

成長因子とコラーゲン材料との結合能力を高めるた
め、私たちは遺伝子工学の手法を採用し、成長因子上にコ
ラーゲンと特異的に結合可能なポリペプチドTKKTLRT
（コラーゲン結合ドメインCBD）を作製し、それによっ
て成長因子に、コラーゲンとより強い特異結合ができる
能力を持たせた。そのうちコラーゲン酵素中のコラー
ゲン結合ドメイン(CBD)の7つのペプタイドの並び方は
TKKTLRTであり、それがコラーゲンとの特異な結合能
力を持っている。

異なる損傷に応じて、私たちは異なるコラーゲン材料
を用意した。この種の組織損傷の修復に適する成長因子
に改造を行い、それによってコラーゲン結合能力を持た
せた。コラーゲンと特異な結合能力を持つ成長因子と異
なるコラーゲン材料が、異なる組織損傷の修復に適する
機能性コラーゲンバイオ材料を構成する。私たちは皮膚、
骨、筋肉（膀胱筋肉、腹壁筋肉）、末梢神経及び中枢神経
の損傷修復において機能性コラーゲンバイオ材料の作用
を検証した。

３．異なる組織の修復における機能性コラーゲンバイオ
材料の作用

3.1　皮膚組織損傷の修復における機能性コラーゲンバイ
オ材料の作用

皮膚の損傷修復においては、コラーゲン膜(Collagen 
membrane,CM)が適する材料である。コラーゲン膜は傷を
覆う材料として、傷をふさぎ、保湿し、止血し、吸収す
る等の特徴を持っている（図3）。

PDGF-BB（血小板由来の成長因子-BB）を選んで皮膚
損傷治療の活性化因子とする。PDGFは多くの細胞の活動

◎図１　成長因子と材料の簡単な吸着のバイオ材料

◎図２　成長因子と材料の方向性を定めた結合での機能性バイオ材料
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3.2　骨組織の損傷修復における機能性コラーゲンバイオ
材料の作用

脱灰骨基質(Demineral bone matrix,DBM)を選び、骨コ
ラーゲンを骨損傷の修復を促進するサポート材料とする
（図4）。DBMは骨の梁構造と有機成分（骨の主要成分）
をそのまま保ち、DBMのコラーゲン構造表面にはミネラ
ル堆積箇所があり、ミネラルの堆積に対して誘導作用を持
ち、ミネラル化過程を効果的に誘導、制御し、骨の形成を
促進することができるため、良好な骨充填材料となる[5,8]。

研究ではもう一方でDBM活性化の因子を選び、私た
ちは骨形態発生タンパク-2(BMP-2)を骨形成誘導の活性
分子とした。同様に、遺伝子工学の手法を用いてBMP-2
の一端でCBDとつなげ、コラーゲンと特異結合する能力
のあるCBD-BMP-2を作製した。また自然のままのBMP- 
2(NAT-BMP-2)も作製した。体外細胞実験では、NAT-
BMP-2とCBD-BMP-2の生物学的活性には明らかな違いが
ないことを検証し、体外コラーゲン結合実験の結果では
CBD-BMP-2が良好なコラーゲン結合能力を持つことが示
された[5]。

このような機能性コラーゲンバイオ材料による骨欠損
に対する修復作用を研究するため、私たちはウサギの下
顎骨の欠損モデルを採用し、即ちウサギの下顎骨の部位
で自身では修復不可能な12mm×5mm×4mmの欠損を
作った。その後、それぞれ異なる材料で欠損部位を充填
した3グループと充填しない対照グループの合計4グルー
プに分けた。即ち材料を充填しない空白グループ、PBS浸
し充填のDBMである対照グループ(DBM/PBS)、DBM吸
着 NAT-BMP-2グループ(DBM/NAT-BMP-2)、DBM結合
CBD-BMP-2グループ(DBM/CBD-BMP-2)。各グループの
癒合状況についてX線検査を行い、側面のX線画像によっ
て傷口の癒合状況を分析した。その結果、DBM結合CBD-
BMP-2で構成された機能性コラーゲンバイオ材料(DBM/
CBD-BMP-2)では骨修復の能力が明らかに加速し、外周の
骨が比較的成熟しているほか、材料内部での骨形成作用
も非常に顕著であった[5]。
3.3　筋肉組織の損傷修復における機能性コラーゲンバイ

オ材料の作用
3.3.1　 膀胱筋肉の損傷修復

私たちはコラーゲン膜(CM)を、膀胱筋肉の損傷修復を

に関与し、それには細胞の増殖、成長、移動及び生存・
死亡等を含み、各種の骨髄間質細胞及び神経上皮由来の
細胞にとっては潜在的な分裂促進物質である。大量の動
物実験によれば、外部から加えられたPDGFは癒合過程を
促進することができることが証明されている。外部由来
のPDGF-BBは組織の新生、傷口の癒合を促進し、修復の
質を高めることができる[6,7]。

私たちはPDGF-BBに改造を行い、コラーゲン結合ドメ
イン(CBD)をPDGF-BBの中に入れ、CBDを持つPDGF-BB
（CBD- PDGFと名付ける）を作製し、同時に自然のまま
のPDGF-BBも作製してNAT-PDGFと名付けた。体外細
胞実験の結果によると、NAT-PDGFとCBD-PDGFは生物
学的活性が似ており、これはCBDを加えることがCBD-
PDGFの生物学的活性に影響を与えないことを示している
[7]。体外コラーゲン結合実験の結果では、CBD-PDGFが
コラーゲンに特異結合する能力を持ち、そのコラーゲン
結合能力はNAT-BDNF[7]よりも明らかに優れていること
を示している。

その後、動物モデルを使用してコラーゲン膜結合の
CBD-PDGFで構成された機能性コラーゲンバイオ材料を
検証した。私たちが採用した皮膚損傷モデルはウサギの
耳潰瘍モデルである。それを3グループに分け、PBSに浸
したコラーゲン膜グループ(CM/PBS)、コラーゲン膜吸着
NAT-PDGF グループ(CM/NAT-PDGF)、コラーゲン膜結
合CBD-PDGFグループ(CM/CBD-PDGF)とした。私たち
は異なる時間に各グループの傷口癒合率を測定し、その
結果はコラーゲン膜結合CBD-PDGFで構成された機能性
コラーゲンバイオ材料グループの癒合速度がコラーゲン
膜吸着NAT- PDGFのグループと対照グループよりも明
らかに速かった。手術後14日で、コラーゲン膜結合CBD-
PDGFで構成された機能性バイオ材料グループの潰瘍は
すでにほぼ癒合した。免疫組織化学検査では血管の新生
とコラーゲンの堆積を観察した。血管の新生は傷口での
血液供給を変更し、養分を運搬する。コラーゲン堆積は
皮膚癒合及び再生に欠かせない過程であり、コラーゲン
堆積の良否はしばしば皮膚癒合治療の優劣として反映さ
れる。この2つの指標でも、コラーゲン膜結合CBD-PDGF
で構成された機能性コラーゲンバイオ材料グループはコ
ラーゲン膜吸着NAT-PDGFグループと対照グループより
も明らかに高く、損傷の修復を促進し、修復の質を高め
る上で大きな促進作用があることを示している[7]。

◎図３　コラーゲン膜(CM)の構造：(A)コラーゲン膜(CM)実物、(B)コラー
ゲン膜(CM)電子顕微鏡写真

◎図４　DBMの構造：(A) DBMの実物、(B) DBMの電子顕微鏡写真。
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促進するサポート材料とした。また人のアルカリ性線維
芽細胞の成長因子bFGFを、材料活性化の因子として選
んだ。bFGFは膀胱損傷後の組織再生の促進において重
要な因子である。bFGFに改造を行い、コラーゲン結合
ドメイン(CBD)を bFGFタンパクの中に入れ、コラーゲ
ンと特異的に結合可能なCBD-bFGFを作製し、同時に自
然のままのbFGF(NAT-bFGF)も作製した。マウスの膀胱
筋肉の損傷モデルによってコラーゲン膜結合CBD-bFGF
で構成された機能性コラーゲンバイオ材料の作用を検証
した。次の4グループに分けた：偽手術グループ(sham-
operated group)、PBSに浸したコラーゲン膜グループ(CM/
PBS)、コラーゲン膜吸着NAT-bFGFグループ(CM/NAT-
bFGF)、コラーゲン膜結合CBD-bFGFグループ(CM/CBD-
bFGF)[9]。

修復中の30日目と90日目にH&E染色で各グループの損
傷修復状況を直接観察した。その結果、コラーゲン膜結
合CBD-bFGFで構成された機能性コラーゲンバイオ材料
グループの材料が移植された部位では、細胞化がその他
の治療グループよりも明らかに高く、また90日目では、
その損傷部位の再生組織の形態は正常な組織と似てい
た。損傷部位の平滑筋細胞の免疫組織化学染色でも、機
能性コラーゲンバイオ材料グループの材料を移植した部
位の平滑筋細胞の陽性率がその他の治療グループよりも
明らかに高く、損傷部位の筋肉損傷の修復を促進できる
ことを示している。引き続き、私たちは尿動力学の検査
を行い、各グループの膀胱機能の回復状況を観察した。
その結果、機能性コラーゲンバイオ材料グループの膀胱
順応性、即ち膀胱の筋肉の弾力性がその他のグループよ
りも明らかに高く、コラーゲン膜結合CBD-bFGFで構成
された機能性コラーゲンバイオ材料が損傷した膀胱筋肉
の再生及び膀胱機能の回復を明らかに促進したことを示
している[9]。
3.3.2　腹壁筋肉の損傷修復

私たちはマウス腹壁筋肉の欠損モデルを用い、膀胱筋
肉の損傷修復に効果のあるコラーゲン膜結合CBD-bFGF
で構成された機能性コラーゲンバイオ材料を検証した。
腹壁筋肉の欠損部位を材料で覆い、次の4グループに分
けた：PBSに浸したコラーゲン膜グループ(CM/PBS)、
コラーゲン膜結合吸着NAT-BDNFグループ(CM/NAT-
BDNF)、コラーゲン膜結合CBD-BDNFグループ(CM/CBD-
BDNF)、偽手術グループ (sham)。回復90日目に、腹壁の
損傷部位でH&E染色と平滑筋細胞の免疫組織化学染色を
行った結果、collagen/CBD-bFGFグループの損傷部位の
平滑筋細胞の陽性率はその他の治療グループよりも明ら
かに高かった。これはこの種のコラーゲン膜結合CBD-
bFGFで構成された機能性コラーゲンバイオ材料が、腹壁
筋肉の欠損部位の筋肉再生を促進したことを示している
[10]。再生した腹壁筋肉組織の機械性を観察すれば再生し
た腹壁筋肉組織の機能回復が評価できるが、私たちは再

生した腹壁筋肉の機械的引っ張りへの抵抗力機能を測定
した。その結果、collagen/CBD-bFGFグループの最大弾
力性機能はその他の治療グループよりも明らかに勝り、
コラーゲン膜結合CBD-bFGFで構成された機能性コラー
ゲンバイオ材料が再生筋肉の機能回復を促進したことを
示している[10]。
3.4　末梢神経の損傷修復における機能性コラーゲンバイ

オ材料の作用
末梢神経の損傷修復について、私たちはコラーゲン膜

(CM)をサポート材料に選んだ。同時に神経成長因子(NGF)
をコラーゲン膜活性化物質とし、末梢神経の再生を促進
する因子として選んだ。NGFの生物学的効果は広範で、
主に神経細胞の樹状突起の発生、伸展及び生存維持を促
進する作用を通じ、神経繊維の支配標的部分での密度を
増し、そのうえ神経細胞の分化を促進し、有糸分裂を加
速して神経細胞数を増加させ、軸索の成長方向を決定す
る[11]。

NGFを改造してコラーゲン結合ドメイン(CBD)を持た
せ、コラーゲンと特異的に結合可能なNGF(CBD-NGF)
を作製し、同時に自然のままのNGF(NAT-NGF)を作製
した。体外細胞の活性実験によれば、CBD-NGFとNAT-
NGFはともに神経栄養活性を持ち、pc12細胞の軸索の成
長を促進する。コラーゲン結合実験によれば、CBD-NGF
にも特異のコラーゲン結合能力があることを示してい
る。私たちはマウスの皮下埋め込み実験を採用し、コラー
ゲン膜結合CBD-BDNFで構成された機能性コラーゲンバ
イオ材料が、末梢神経の再生を促進する効果を観察した。
次の3グループに分けた：PBS浸しコラーゲン膜の対照グ
ループ、コラーゲン膜吸着NAT-NGFグループ、コラーゲ
ン膜結合CBD-NGFグループ。この3グループでは神経繊
維数に明らかな差が見られる。そのうちコラーゲン膜結
合CBD-NGFで構成された機能性コラーゲンバイオ材料グ
ループの神経繊維数が、他の2グループよりも明らかに多
い。私たちは、コラーゲン膜結合CBD-NGFで構成された
機能性コラーゲンバイオ材料は末梢神経の再生を効果的
に促進できると結論することができる[11]。
3.5　中枢神経の損傷修復における機能性コラーゲンバイ

オ材料の作用
脊髄損傷(spinal cord injury,SCI)は身体障害が残る率の

高い中枢神経損傷である。そのうち比較的深刻なのは脊
髄断裂損傷で、その損傷部位の神経繊維が切断され、脊
髄組織の欠損にも至る。断裂後の神経再生で直面する障
害は(1)損傷部位では軸索の成長を促進する因子が欠乏す
る(2)軸索の成長で方向性を欠き、正確な突起の接触と接
続が難しくなり、神経機能が回復しにくい、である。こ
れらの問題に対し、私たちは総合的治療策を考え、再生
障害を克服する必要がある。つまり(1)良好な神経成長誘
導材料を選ぶ(2)材料に修飾を行って活性成分を持たせ、
軸索の成長を促進する。
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コラーゲン膜(CM)を皮膚、筋肉、末梢神経の損傷修復に
適用した。脱灰骨基質(DBM)を骨組織の修復に適用した。
秩序あるコラーゲン材料 (LOCS)を脊髄中枢神経の損傷修
復に適用した。同時に、コラーゲン結合ドメインを持つ
成長因子を用いてコラーゲン材料の活性化を行い、コラー
ゲンバイオ材料を構成し、異なる組織の損傷の再生を促
進した。即ちCBD-PDGFをコラーゲン膜の活性化に用い、
皮膚の損傷の再生を促進した。CBD-BMP- 2を脱灰骨基
質(DBM)の活性化に用い、骨の損傷の修復を促進した。
CBD-bFGFをコラーゲン膜の活性化用い、筋肉の損傷の
修復を促進した。CBD-NGFをコラーゲン膜の活性化に用
い、末梢神経の損傷の修復に使用した。CBD-BDNFを秩
序あるコラーゲン材料(LOCS)の活性化に用い、脊髄の中
枢神経の損傷修復に使用した。私たちは異なる組織が損
傷したマウスモデルを用い、それらの機能性バイオ材料
が関係の組織損傷の修復を促進する作用を検証した。そ
の結果、成長因子がバイオ材料上で拡散するのを制限す
ることによって、バイオ材料による組織再生を誘導する
能力を効果的に高めることが示された。

良好な軸索の成長誘導材料は損傷した軸索の成長方向
を誘導でき、それによって正確な突起の接触と接続が形
成され、神経の機能回復を促進する。私たちは秩序ある
コラーゲンバイオ材料LOCS（図5）を採用した[12]。

次に、脳由来神経栄養因子(BDNF)を、LOCSを活性化
して神経の再生を促進する因子として選んだ。BDNFは
神経組織の生存と分化を促進することができ、中枢神経
の損傷治療にしばしば用いられ、それにはパーキンソン
病、鬱病及び脊髄損傷が含まれる[13]。私たちはBDNF
に改造を行い、コラーゲン結合ドメイン(CBD)をBDNF
タンパクに入れ、コラーゲン材料と特異的に結合可能
なBDNF(CBD-BDNF)を作製し、同時に自然のままの
BDNF(NAT-BDNF)も作製した[12]。

私たちはマウスの脊髄の半側切断脊髄損傷モデルを用
い、LOCS結合CBD-BDNFで構成された機能性コラーゲン
バイオ材料の作用を検証した。マウスの脊髄に長さ6mm
の半側切断脊髄損傷を与え、材料を縦方向から脊髄欠損
部位に移植し、次の4グループに分けた：(1)材料を移植
しない対照グループ(2)LOCSグループ(3)LOCS吸着NAT-
BDNFグループ(4)LOCS結合CBD-BDNFグループ。

BBB行為学評価の結果では、LOCS結合CBD-BDNFグ
ループの運動能力の回復は、その他のグループよりも明
らかに勝っていた。免疫組織化学検査で材料移植部位の
神経再生状況を観察すると、神経繊維NF染色結果では、
LOCS結合CBD-BDNFグループの神経繊維の陽性率がそ
の他のグループよりも明らかに高く、そのうえ軸索の再
生方向はその他のグループよりも秩序性が高かった。こ
れはLOCS結合CBD-BDNFで構成された機能性コラーゲ
ンバイオ材料が神経の再生を促進するだけでなく、軸索
をLOCSの方向に沿って秩序よく誘導でき、脊髄損傷のマ
ウスの運動能力の回復を明らかに促進することを示して
いる。

４．結論
機能性バイオ材料の研究の趨勢は表面での修飾にあ

る。異なる組織の損傷に対し、私たちは異なるコラーゲ
ン材料を再生促進のサポート材料として選んだ。即ち、

◎図５　秩序あるコラーゲン材料LOCSの全体写真(a)-(c)と電子顕微鏡写
真(d)



474 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

参考文献

１． Peppas NA, Langer R (1994) New challenges in biomaterials. Science 263: 1715-1720.
２． Langer R, Vacanti JP (1993) Tissue engineering. Science 260: 920-926.
３． Gelse K, Poschl E, Aigner T (2003) Collagens--structure, function, and biosynthesis. Adv Drug Deliv Rev 55: 1531-1546.
４． Macri L, Silverstein D, Clark RA (2007) Growth factor binding to the pericellular matrix and its importance in tissue engineering. Adv 

Drug Deliv Rev 59: 1366-1381.
５． Chen B, Lin H, Wang J, Zhao Y, Wang B, et al. (2007) Homogeneous osteogenesis and bone regeneration by demineralized bone 

matrix loading with collagen-targeting bone morphogenetic protein-2. Biomaterials 28: 1027-1035.
６． Heldin CH, Westermark B (1999) Mechanism of action and in vivo role of platelet-derived growth factor. Physiol Rev 79: 1283-

1316.
７． Lin H, Chen B, Sun W, Zhao W, Zhao Y, et al. (2006) The effect of collagen-targeting platelet-derived growth factor on cellularization 

and vascularization of collagen scaffolds. Biomaterials 27: 5708-5714.
８． Chakkalakal DA, Strates BS, Garvin KL, Novak JR, Fritz ED, et al. (2001) Demineralized bone matrix as a biological scaffold for bone 

repair. Tissue Eng 7: 161-177.
９． Chen W, Shi C, Yi S, Chen B, Zhang W, et al. Bladder regeneration by collagen scaffolds with collagen binding human basic fibroblast 

growth factor. J Urol 183: 2432-2439.
10． Shi C, Chen W, Zhao Y, Chen B, Xiao Z, et al. Regeneration of full-thickness abdominal wall defects in rats using collagen scaffolds 

loaded with collagen-binding basic fibroblast growth factor. Biomaterials.
11． Sun W, Lin H, Chen B, Zhao W, Zhao Y, et al. (2007) Promotion of peripheral nerve growth by collagen scaffolds loaded with 

collagen-targeting human nerve growth factor-beta. J Biomed Mater Res A 83: 1054-1061.
12． Han Q, Sun W, Lin H, Zhao W, Gao Y, et al. (2009) Linear ordered collagen scaffolds loaded with collagen-binding brain-derived 

neurotrophic factor improve the recovery of spinal cord injury in rats. Tissue Eng Part A 15: 2927-2935.
13． Sharma HS, Nyberg F, Westman J, Alm P, Gordh T, et al. (1998) Brain derived neurotrophic factor and insulin like growth factor-1 

attenuate upregulation of nitric oxide synthase and cell injury following trauma to the spinal cord. An immunohistochemical study in 
the rat. Amino Acids 14: 121-129.



475

幹細胞および再生医学

•Prof i le•

光遺伝子－神経制御技術及び神経幹細胞技術の神経
精神系疾患に対する介入治療についての研究と展望

王　立平　Wang Liping　●中国科学院深圳先進技術研究院研究員、博士課程指導教官
中国科学院百人計画及び深圳双百計画入選者。1971年10月生まれ。独ベルリン、マックス・デルブラック（Max Delbruck）分
子医学センターにて神経科学博士号取得。米スタンフォード大学生体医工学科ポスドク、米カリフォルニア州再生医学研究所臨
床研究員。主に神経サーキットの制御及び行動面の研究に従事。『Nature』、『Nature Method』を含むSCI定期刊行物に論文計18
篇を発表。

共著者：屠　潔、楊　帆

要旨：
社会の高齢化と日増しに強まる精神的ストレス等要因

の影響により、世界ではパーキンソン病、ジストニア、
強迫症、抑うつ症、てんかん等を含む、神経回路の異常
に関わる神経精神系疾患患者の数が急激に増加し、現在、
全世界の患者はすでに5億6千万人を超えている。各種の
神経制御技術と幹細胞代替療法はすでに、ニューロン退
行性疾患・損傷性疾患の伝統的治療観念に衝撃をもたら
している。本論文はさまざまな神経制御技術、特に今日
の世界の神経科学研究分野における最先端の光遺伝子－
神経制御技術の関連原理、応用及び研究について関連の
紹介を行い、またそれを神経幹細胞技術と結びつけて神
経精神系疾患の介入治療に用いることについて展望を
行っている。

神経制御技術の概要
神経制御は神経リハビリテーション医学の重要な構成

部分である。神経制御技術とは、神経分野に直接作用す
る、電気や薬物という手段に頼って人体のある特定範囲
の制御を行うことにより生命の質の改善という目的を達
成する技術を指し、植込術と非植込術がある。非植込術
には主なものとして経皮的神経刺激があり、疼痛を緩解
し、組織炎症反応を軽減する。現在、最も広く応用され
ているのは植込術で、主に以下のいくつかの方面がある。
１．脳深部刺激法（DBS）。この方法は主に脳深部特殊核

に対するさまざまな慢性電流刺激を通じて、運動障
害性疾患の治療に用いられている。現代のDBSは20
世紀80年代に始まり、BenabidらはDBSを活用して
患者の視床を刺激することにより、パーキンソン病
様振戦を長期わたって治療することに初めて成功し
た。1997年、アメリカ食品医薬品局はDBSを特発性
振戦の治療手段として承認し、2002年と2003年に、
それぞれDBSをパーキンソン病とジストニアの治療
に用いることを承認した。同時に、DBSは慢性頭痛、
重度抑うつ症、強迫症、トゥレット症候群といった、

さまざまなその他の神経精神系疾患の治療にも効果
を上げている。

２．脳皮質電気刺激法が現段階で展開している主な手段
には、運動皮質刺激と小脳刺激がある。運動皮質刺
激は運動皮質への電流刺激を通じて、DBSと似た治
療効果を上げているが、この方法はDBSよりも操作
が簡単で、マスターしやすく、脳組織の損傷が小さ
いうえ、合併症も少ないため、すでに今日の研究の
ホットトピックとなっている。一方、小脳皮質刺激
は主に難治性てんかんの治療に用いられるが、その
治療効果についてはまだ論争が続いている。

３．末梢神経電気刺激法には、難治性頸性疼痛・慢性頭
痛を治療する後頭神経刺激、てんかん・肥満症・抑
うつ症及びその他の情緒障害性疾患を治療する迷走
神経刺激、骨盤疼痛、脊髄損傷によって誘発される
排泄障害・性機能障害等を治療する仙骨神経刺激等
がある。

４．脊髄電気刺激法は、脊髄への電気刺激を通じて、主
に疼痛・捻転痙攣の治療、心臓機能改善、狭心症軽減、
胃腸管機能・泌尿器機能・性機能等の再建に用いら
れる。

５．微量薬液注入ポンプ植込術は、薬液徐放システムを
椎管内または脳内へ植え込むことにより、がんの痛
み、パーキンソン病、アルツハイマー病、難治性痙
攣症などを治療する。

経頭蓋磁気刺激法
経頭蓋磁気刺激は、非創傷、無痛の、安全性の比較的

高い新技術であり、一時的、可逆的な一種の「仮想的破損」
とみなすことができる。その基本原理は、コンデンサー
に大量の電荷を蓄え、そのあと感応器に送ると、感応コ
イルが瞬時に大量の電荷を放出して磁場を作り出し、磁
力線が非侵入的方式により、頭皮、頭蓋骨、脳組織を通
り抜け、ファラデーの電磁誘導現象に基づき、脳内に逆
誘導電流が発生するというものである。皮質内の電流に
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よって大きく活性化された錐体ニューロンは、軸索内の
ミクロ的変化を引き起こし、さらには電気生理学的・機
能的変化を誘発する。

神経制御技術の神経精神系疾患における応用と存在する
問題

現在、神経制御技術は主に運動障害性疾患、難治性疼
痛、てんかん、精神障害性疾患、依存症、神経系が損傷
を受けた後の機能回復といった面の治療に応用されてい
る。現在、DBSという治療手段はかなり成熟し、またす
でにパーキンソン病治療の最良の選択肢となっている。
技術の発展にともない、脳皮質刺激、脊髄刺激、薬液ポ
ンプ等の治療手段もすばらしい治療効果を上げており、
今日の神経制御治療の研究におけるホットトピックと
なっている。だが、多くの神経精神系疾患の治療に用い
られている、上記の電気、磁力や薬物手段による神経制
御技術に存在している一つの共通の限界性は、刺激自体
に細胞特異性が欠け、治療作用を果たす細胞群を刺激す
るだけでなく、まったく治療作用のない細胞群も刺激し
てしまい、そのため臨床治療の有効率に影響を与えるう
え、いくつかの副作用も引き起こしているということで
ある。（1）グリア細胞瘢痕が形成され電極が絶縁される
ため、治療作用が数か月から数年しか持続しない。（2）
TMSはさらに刺激の特異性に欠け、大脳周辺数センチメー
トルの範囲が刺激できるだけで、深部ニューロンは刺激
することができない。（3）上記の伝統的神経制御技術の
治療メカニズムはいまなおはっきりせず、確実に治療効
果を高め、副作用を減らすことができないため、一部の
患者だけがDBSとTMSに似た方法によって治療効果を得
ている。しかしながら、この治療方法はそれにもかかわ
らず巨大な応用市場を有している。Neurotech社が出した
市場調査研究報告の指摘によれば、全世界の神経制御装
置産業は2008年の30億米ドルから2010年の45億米ドルに
増加し、その複合年間成長率は26%に達しようとしてい
る。したがって、長年にわたり全世界の多くの神経科学
者が追求に力を尽くしてきた、治療効果を具えた特定の
細胞群だけを速やかに、正確に、効率よく刺激すること
のできる新しいタイプの方法は、これによって、神経系
疾患を最大限治療するという目的を達成したのである。

光遺伝子－神経制御技術
早くも1979年に、著名な分子生物学者でノーベル賞受

賞者のFrancis Crickは『Scientific American』に次のよ
うに書いている。「神経科学分野に存在している最大の挑
戦は、ある一つの細胞を制御しながらも、その他の細胞
の機能がその影響を被らないようにすることのできる一
つの手段が必要だ、ということである」。彼はさらにこう
説明している。「電気刺激はこの要求に応えることはでき
ない。なぜなら電極は精巧な道具ではなく、植え込まれ

た領域内のすべての細胞を刺激するからである。薬物も
特異性が十分ではなく、しかもそれらは効果の現れる時
間が大脳ニューロン活動の速度よりもはるかに遅い」。
Crick博士は当時、「光は、神経細胞活動を特異的に制御
するある一つの道具となる可能性が大きい」との大胆な
予測を行っていた。光遺伝子－神経制御技術の誕生は、
この大胆かつ偉大な予言を実証したと言うことができる。

2005年、スタンフォード大学のKarl Deisseroth博士
の研究チームは、緑藻から抽出した一つの光感受遺伝子
Channelrhodopsin-2（ChR2）がコードする蛋白質を、遺
伝子工学の方法を採用して哺乳動物の細胞内に転入し、
この細胞が波長493nmの青い光を感受して興奮するよう
にした。また、彼らはボルボックスから抽出した別の種
類の光感受遺伝子がコードする塩素イオンチャネルのた
んぱく質遺伝子を細胞に導入し、この細胞が黄色い光
（589nm）の作用の下でその興奮性を下げるようにした。
このように、さまざまな波長の光を利用して、人々が特
定の神経回路における細胞活性に対しマルチモーダルな
高精度の制御（興奮や抑制）を実現できるようにし、ま
た動物生体レベルにおいて神経回路に対し正確な介入と
制御が行われるようにし、さらには神経回路に対応した
行動法則について研究を行った。

今日、光遺伝子－神経制御技術を利用して神経回路の
解析と神経系の基本的生理機能の研究を行うことは、す
でに国際的神経科学分野における研究のホットトピック
となっている。最新のScience誌には以下のような報道が
見られる。例えば、光遺伝子技術を運用して、側坐核中
の二種類のニューロン（それぞれ1型ドーパミン受容体D1
と2型ドーパミン受容体D2を発現）がコカインの誘発す
る報酬メカニズムの中で各々演じている役割を解明し、
BDNFシグナル経路のそこでの役割について検討した。最
新の研究で光遺伝子技術を活用して、嗅球中のある僧帽
細胞（姉妹細胞という）の匂いに対する感受を鑑定した。
光遺伝子技術を利用して脳幹のアストロサイトを制御す
ると、動物の呼吸作用をコントロールすることができた。
当該技術を活用して、ドーパミン2型受容体（D2R）依
存的なグルタミン酸作動性シナプス伝達のメカニズムに
ついて検討した。機能的核磁気共鳴技術（fMRI）と結び
つけて、ある脳領域のblood oxygenation level-dependent
（BOLD）シグナルが当該領域の興奮性ニューロンの活動
を表していることを解明し、それによってfMRI領域のずっ
と解決できなかった難題を解決した。光遺伝子－神経制
御技術を利用して、大脳の睡眠－覚醒の神経回路を解析
した。扁桃体が大脳の条件的恐怖記憶の保存を担ってい
ることを発見した。脊椎動物脊髄の自主的活動モデルを
解析した。Pavalbumin中間ニューロンの活動がgamma波
の発生、抑制と密接に関わり、一方、gamma脳波の異常
はまた統合失調症の発病と切っても切れない関係にある
ということを解明した、等々。
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活動をコントロールし、てんかん治療のために新たな治
療戦略を提供した、等々。こうした実験の成功は、この
技術を積極的に臨床応用に広げようと努める科学者たち
の信念を、いっそう励ましてきた。この技術を応用して
中枢神経精神系疾患への介入を行うことについての研究
は、国際的にもスタートしたばかりで、大多数の研究室
はこの技術を応用して関連の基礎研究に従事していると
ころだが、人々はこの技術の今後における臨床応用が、
多くの神経精神系疾患の徹底的治癒のために希望をもた
らしてくれることを期待している。この技術に特有の優
位性は、治療作用を具えた細胞だけを選択的に刺激でき
ることであり、人々は積極的にこの技術を中枢神経系疾
患、心臓血管疾患等を治療する次世代の一つの革新的な
方法へと発展させているところである。

光遺伝子－神経制御技術は、遺伝子工学、電気生理学、
光学、電子工学技術を整理統合した、まったく新しい、
多学科の交差したバイオテクノロジーの手段であり、近
年、神経科学分野においてすでに大きな関心を集め、広
範囲に応用されている。「ますます多くの系統の神経科学
者が、このまったく新しい技術のために以前の伝統的な
電気生理装備を放棄しつつある」（Buchen, 2010）。当該
技術は2007年、MIT Technology Reviewによって10大バ
イオサイエンス・テクノロジーの一つに選ばれ、2008年
には、Nature Methods誌もこの技術を10大最先端バイオ
テクノロジーに選出した。アメリカの有名な生物学研究
セ ン タ ー Salk Institute for Biological StudiesのEdward 
Callaway教授は、「やらなければならないのは一つのたん
ぱく質を発現させることであり、続けていけば光を用い
て神経細胞の活動を制御できるようになる」と論評して
いる。この技術は空間における細胞特異性（特定のプロ
モーターを応用して相応の遺伝子を誘導し特定の細胞群
の中に発現させる）と、時間におけるミリ秒レベルの正
確性を有している。したがって、この技術を利用すれば、
特定の神経回路レベルにおける疾患の治療が実現でき、
関連の神経サーキットについての深い理解をもとに、統
合失調症の病理状態下における関連神経回路の特徴を深
く掘り下げて研究することができ、ひいては病理条件下
の神経回路の修復のために理論的根拠を提供することが
できるのである。この技術はまた基礎研究のためにも一
つの斬新な生物工学的ツールを提供しており、それは我々
が神経回路のコード情報及び法則を研究することを通じ
て、いっそう深いレベルから多種の精神神経系疾患の発
生、進行、変化について明らかにし、それにより新しい
治療ターゲットの追究を行うのを助けてくれる。したがっ
て、今後数年または数十年以内に、光遺伝子－神経制御
技術は新しいタイプの神経制御ツールとして、生物医学
全体の様相を改め、さらに新興の医学的手段として、特
に新型医療設備の開発分野において広範囲に応用される
であろう。

このほか、光遺伝子－神経制御技術を神経系疾患の介
入方面に応用した基礎研究が国際的にすでにスタートし
ている。例えば、ChR2を先天的に失明させた動物モデル
のレチナール神経節細胞に導入すると、ChR2を発現し
ている細胞が機能を失ったレチナール細胞を部分的に代
替することができたことから、レチナール退化による病
変を治療できる一つの新しい道が切り開かれた。先天的
に失明させたマウスモデルにおいて、ChR2たんぱく質
を神経節細胞の双極細胞に導入すると、光感受性を回復
し、視力を上げることができた。一方、脊髄損傷のラッ
トモデルでは、呼吸運動ニューロンの受け取るシナプス
前シグナルの減衰により、呼吸障害が生じたが、その運
動ニューロン周囲から隔たった脊髄ニューロンにChR2た
んぱく質を特異的に発現させたところ、特定波長の光線
刺激の下で、呼吸運動機能を回復させることができた。
当該技術を用いてPD動物モデルの介入治療に関する研究
を行うことにより、DBSの当該疾患治療の蓋然的なメカ
ニズムを得た。海馬または皮質にNpHRを導入し、異常動
作電位の放出の制御に用いることにより、てんかん様の

◎Fig.1　Schematic of deep brain stimulation (DBS) device

◎Fig.2　Implanted intraspinal drug delivery pump
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神経幹細胞技術
幹細胞技術は近年、ニューロン退行性疾患・損傷性疾

患の治療において、ますます大きな関心を集めている。
伝統的見解は、中枢神経系の再生能力には非常に限りが
あり、ほとんど再生の能力を具えていないとしている。
最近の研究によれば、成年哺乳動物の体内の中枢神経系
は依然として神経再生の能力を具えており、海馬歯状回、
上衣下領域のような比較的はっきりした部位の神経幹細
胞は、低酸素虚血やその他のストレス条件の下で、増殖
分化と遷移を生じることができ、下位神経細胞とグリア
細胞を産生して、損なわれた神経系を修復することがで
きる。さらなる研究が実証しているように、神経幹細胞
は自己更新と分化増殖を行うことのできる一群の細胞で
ある。一方で神経幹細胞は対称分裂と非対称分裂によっ
て幹細胞バンクの安定を実現し、自己更新を実現してお
り、他方で、神経幹細胞はニューロン、アストロサイト
やオリゴデンドロサイトへと分化して、下位細胞の生理
的・生化学的機能を維持することができる。分化の潜在
能力に基づき、神経幹細胞は神経管上皮細胞、放射状グ
リアニューロン、神経母細胞、神経前駆細胞等に分化す
ることができる。所在部位によって、神経幹細胞は末梢
神経堤幹細胞、中枢神経幹細胞にも分化することができ
る。

中枢神経幹細胞は補充することができ、頭蓋内損傷及
び脳卒中後の脳組織中の損なわれたニューロンに代わっ
て、一部のサーキットと機能を再建することができ、さ
らに外来遺伝子を神経組織に導入し、それを体内で効果
的に発現させることができるため、神経幹細胞は損なわ
れた神経組織を修復する中で重要な役割を発揮すること

ができる。幹細胞治療技術は最初から、損なわれた脳組
織を修復・代替する最終的方法として位置づけられてお
り、多種の神経系疾患の治療に用いることができる。科
学的研究によれば、神経幹細胞をパーキンソン病モデル
のラット脳に移植すると、ラット脳の振戦症状に明らか
な好転が見られ、流産胎児脳部の神経幹細胞をパーキン
ソン病患者の脳部に移植すると、半数の患者の症状に明
らかな改善が見られることがすでに発見されている。神
経系におけるミエリン機能の喪失は多発性硬化症の発生
を招くが、神経幹細胞を多発性硬化症の脳局所に移植し、
分化してできた多数のオリゴデンドロサイトはミエリン
を得ることができ、その機能は正常なミエリンに近い。
神経幹細胞は損なわれた神経回路を直接修復する機能を
具えているほか、一種の担体として、脳腫瘍や炎症の治
療に用いる遺伝子を運ぶことができる。実験が証明して
いるように、白血球因子IL-4遺伝子を携えている神経幹細
胞をグリオーマの脳部に移植すると、 IL-4が効果的に分泌
され、それにより腫瘍細胞を殺す効果のある内在免疫系
を活性化することができる。

今後の神経幹細胞方面の仕事として、神経幹細胞の体
外増殖、分化誘導及び遷移メカニズムがある。神経幹細
胞の分化増殖関連遺伝子をさらに研究することにより、
神経幹細胞の分化増殖を効果的にコントロールし、人体
の中から体細胞を分離し神経幹細胞へと分化誘導させる
ことによって、臨床に用い、臨床治療における幹細胞不
足の問題などを解決する。また、細胞膜の脱分極は、幹
細胞の神経方向の分化及び成熟ニューロンの生存と機能
化の面で、いずれも重要な意義を有している。そこで、
現在すでに行われている試行的研究では、光感受遺伝子
をヒト由来ES細胞内（embryonic stem cells, ESCs）に特
異的に発現させ、さらにこのES細胞をニューロンへと方
向付け誘導した後、光感受遺伝子たんぱく質を発現させ
ることに成功し、光を用いてこのニューロンを特異的に
制御したところ、このニューロンを宿主の神経サーキッ
トに機能的に統合させることが可能であることがわかっ
た。したがって、上記の光遺伝子－神経制御技術を神経
幹細胞の増殖、分化等機能の制御に用いることもまた、
神経科学分野のわくわくするような方向の一つなのであ
る。

◎Fig.3　Schematic of optogenetic tools.

a ,  schemat ic  of  channel rhodopsin -2 (ChR2) and the 
halorhodopsin (NpHR) pump.
b, action spectra for ChR2 and NpHR.
c, cell-attached (top) and whole-cell current-clamp (bottom) 
traces from hippocampal neurons showing all-optical neural 
activation and inhibition.
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造血幹細胞のエピジェネティクス

岩間　厚志　いわま あつし　●千葉大学医学研究院先端応用医学講座細胞分子医学
1987年新潟大学医学部卒業。自治医科大学血液科助手、熊本大学医学部助手、ハーバード大学医学部博士研究員、筑波大学基礎
医学群講師、東京大学医科学研究所講師をへて、05年より現職。研究テーマは幹細胞のエピジェネティクス。

はじめに
エピジェネティクスとは、DNAの配列変化を伴うこと

なく、クロマチンへの後天的な修飾により遺伝子発現が
制御される現象を意味し、ヒストンの化学修飾、 DNAの
メチル化、クロマチンリモデリング、各種のRNAなどに
よる遺伝子発現制御が含まれる。生体の組織・臓器を構
成する細胞は同一のゲノムを有しているが、個々の細胞
はエピジェネティックな制御機構により遺伝子情報の厳
密な発現制御を受けており、多様な形態と機能を獲得す
る。近年、胚性幹 (embryonic stem: ES) 細胞をモデルと
した網羅的な発現解析、クロマチン免疫沈降解析から、
幹細胞に特異的なヒストン修飾が報告され、幹細胞特有
な細胞形質がエピジェネティックな観点から理解されつ
つある。造血幹細胞研究にもこの観点が取り入れられ解
析が進んでいる。本稿では、造血幹細胞の重要なエピジェ
ネティック制御分子であるポリコーム複合体を中心に造
血幹細胞のエピジェネティクスを概説する。

トライソラックス群複合体とポリコーム群複合体による
ヒストン修飾

ヒストン蛋白のN末端はアセチル化、メチル化、ユビ
キチン化等の化学修飾を受け、これを特異的なクロマチ
ン因子が認識し結合することにより、転写、複製、修復
等のクロマチン機能が制御される。例えば、転写活性化
のエピジェネティックマークとされるヒストンH3リジン4 
のトリメチル化 (H3K4me3) 修飾は主としてプロモーター
領域の比較的広範な領域で認められ、H3K4me2はより
遺伝子後半部に認められる。転写抑制に働くH3K27me3
と H2AK119のモノユビキチン化 (H2Aub1) は転写開始点
近傍に濃縮される。このようなヒストン修飾の中で、ト
ライソラックス群 (trithorax group: TrxG) 複合体とポリ
コーム群 (polycomb group: PcG) 複合体によるヒストン修
飾 (H3K4me3とH3K27me3) が幹細胞特異性を規定するヒ
ストン修飾を形成することが明らかとなった。

ヒトのPcG複合体は、生化学的に２種類の複合体 (Polycomb 
repressive complex [PRC] 1 およびPRC2) に大別され、
PRC1 は CBX、HPH、RING1A/B、BMI/MEL18等 か

ら、PRC2 はEZH2、EED、SUZ12等から構成されてい
る(1, 2)。RING1Bは、H2AK119のユビキチン E3 リガー
ゼであり、H2AK119をモノユビキチン化 (H2Aub1) する
ことにより転写伸長の阻害とクロマチン凝集を引き起こ
し、PcG依存的な転写抑制の重要な役割を担っている。
EZH2はH3K27のメチル化酵素である。一般的には、はじ
めにPRC2が標的遺伝子座に結合し、H3K27をトリメチル
化し (H3K27me3)、これをCBXのクロモドメインが認識
しPRC1がリクルートされ、転写抑制状態の維持に働くと
考えられている (図1)。一方で、TrxGはMLL、WDR5、
ASH等から構成される。MLLはH3K4に対するヒストンメ
チル化酵素であり、転写活性化に働く(3)。PcGとTrxGは
転写に拮抗的に作用することから、これらの因子群のバ
ランスにより標的遺伝子の発現が制御されると考えられ
ている。

造血幹細胞の多能性を規定するヒストン修飾
幹細胞は分化の多能性を維持したまま自身のコピーを

作成し（自己複製）、幹細胞プールを一定に維持する。
幹細胞は分化多能性を有しており、分化制御遺伝子の発

◎図１　ヒストン修飾と転写制御

（図左側）トライソラックス群 (TrxG) 複合体の構成分子であるMLLに
よるH3K4のトリメチル化、UTX/JMJD3などの脱メチル化酵素によ
るH3K27me3の脱メチル化、さらにはモノユビキチン化H2AK119 
(H2AK119ub1)の脱ユビキチン化は転写を活性化する。（図右側）一方
で、ポリコーム群 (PcG) 複合体であるPRC2によるH3K27のトリメチ
ル化 (H3K27me3) およびPRC1によるH2AK119のモノユビキチン化 
(H2AK119ub1)、JARID1などによるH3K4me3の脱メチル化は転写抑
制にはたらく。PcGを介した転写抑制機構は、まずPRC2のEZH2により
H3K27がトリメチル化され、このH3K27me3をPRC1のHPC がその
クロモドメインを介して認識しPRC1がリクルートされる。RING1A/1B
はE3 ubiquitin ligase としてH2AK119 をモノユビキチン化する。
BMI1は酵素活性を持たず、RING1A/1B と結合することによりその酵素
活性を促進する。また、この結合により、相互の蛋白質が安定化する。
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現は抑制されているものの、細胞分化に伴いいつでも活
性化され得る状態（すなわち可逆的な発現抑制状態）を
維持している。この可逆的な発現抑制状態が幹細胞らし
さを決定付ける要因の一つである。興味深いことに、ES
細胞では細胞分化に関わる分化制御遺伝子、すなわち、
分化誘導に伴い転写が活性化される転写因子、シグナ
ル分子等のプロモーター領域にPRC2による転写抑制化 
(H3K27me3) とTrxGによる活性化 (H3K4me3) の相反す
るヒストン修飾が共存するbivalent domainが形成される
ことが明らかとなった（図2）(4)。bivalent domainには
PRC1によるヒストン修飾（H2AK119Ub1）とともに転写
開始型 RNA ポリメラーゼII (S5-RNAP) が共局在するも
のの転写伸長型 (S2-RNAP) は排除される(5)。したがって、
bivalent geneは転写開始状態にあるが転写伸長反応が阻
害された状態で維持されているものと考えられる。すな
わち、分化制御遺伝子の転写はアクセルを踏み込みつつ
も、ブレーキが同時に踏み込まれている状態と例えるこ
とができよう。この状態は、細胞内外のシグナルに対応
して、あらゆる方向の細胞運命の決定・細胞分化を速や
かに開始し得る状態、すなわち分化多能性を維持する状
態と考えられる。bivalent domain は未分化状態を維持す
る ES 細胞において分化制御遺伝子のプロモーター領域に
広く検出されるが、分化シグナルを受けてTrxGとPcGに
よるヒストン修飾のバランスが変化し、結果的に標的遺
伝子発現のON/OFFが制御され、ES 細胞の分化方向性が
決定される（図2）。したがって、分化にしたがいbivalent 
domainは減少する。

造血幹細胞においても血球分化に関連する遺伝子座に
はbivalent domainが検出されることから(6)、ES細胞と同
様にbivalent domainを介した分化多能性の維持がなされ
ている可能性がある。筆者らは造血幹細胞、造血多能性
前駆細胞において、B細胞系分化制御遺伝子Ebf1, Pax5
プロモーターの活性がbivalent domainにより抑制されて
いること、Bmi1遺伝子を欠損する造血幹細胞・多能性前
駆細胞においてはbivalent domainのPcG修飾がはずれて
Ebf1, Pax5が異所性に発現し、B細胞分化のプログラムが
早期に活性化してしまうことを明らかにした(7)。この知
見は、組織幹細胞においても bivalent domainを介した多
能性の維持機構が機能していることを示している。しか
し、組織幹細胞は分化全能性を持たず、分化が特定の方
向に制限された細胞であり、組織幹細胞ごとに可逆的に
転写抑制するべき分化制御因子が異なるはずである。例
えば、造血幹細胞における血液系分化制御遺伝子と神経
系分化制御遺伝子を比較すると、前者は可逆的に転写が
抑制されているのに対し、後者は恒常的に抑制されてい
るものと考えられる。

ポリコーム群複合体による造血幹細胞の自己複製制御
遺伝子欠損マウスの解析から、造血幹細胞の自己複製

におけるPcGの役割が明らかにされてきた。Bmi1を始め
としたPRC1構成遺伝子欠損マウスにおいては、造血幹
細胞は正常に発生するものの、生後造血幹細胞の自己複
製異常により造血幹細胞が進行性に減少する。Bmi1の
重要な標的遺伝子の一つが癌抑制遺伝子であるCdkn2a 
(Ink4a/Arf) 遺伝子座であり(9)、Bmi1遺伝子を欠損する造
血幹細胞ではその発現が著明に亢進しているが、Cdkn2a 
遺伝子を欠損したBmi1欠損マウス(Bmi1-/-Ink4a-Arf -/-) の
造血幹細胞では自己複製能が回復する(10)。同様の結果が 
Bmi1欠損マウスの神経、乳腺幹細胞においても報告され
ており、PcGによるCdkn2a遺伝子の発現抑制が幹細胞の
自己複製能の維持に必須であると考えられる。

一方、造血幹細胞にBmi1やEzh2を過剰発現させると造
血幹細胞活性が増強されることから、PcGの発現調節に
よる造血幹細胞増幅が再生医療につながる可能性がある
(11, 12)。Bmi1とEzh2はともに癌細胞で発現が亢進してい
ることが知られおり、miRNA-128,とmiRNA-101がそれぞ
れBmi1と Ezh2の発現を制御すること、これらmicroRNA
の発現が癌において低下していることが報告された(13, 
14)。PcG遺伝子の造血幹細胞における発現調節も、この
ようなmicroRNA群によって行われているものと想定さ
れる。

ポリコーム群複合体の局在制御
PcGの標的遺伝子への局在に関しては、まずBracken 

らが細胞運命の決定に重要な転写因子群 (cell fate 
transcription factors; CFTFs) がPcGの標的遺伝子への

◎図2　Bivalent domainによる多能性の制御

ES 細胞では、発生や細胞分化に関連する遺伝子のプロモーター領域は 
bivalent domain と呼ばれるヒストン修飾を受ける。
bivalent domain には H3K4me3 （転写活性化）とH3K27me3 （転写
抑制）の相反するヒストン修飾が共存している。
また多くはH2AK119のモノユビキチン化 (H2AK119ub1:転写抑制)修
飾も共存している。造血分化を考えた場合、造血幹細胞においては血球分
化関連遺伝子などのように発現のポテンシャルが残る遺伝子座においては 
bivalent domain が維持されるが、神経系遺伝子プロモーターなどにおい
ては活性化型ヒストン修飾が解除され発現が抑制される（中図）。分化した
リンパ球においては、リンパ球系遺伝子のプロモーターには活性型ヒスト
ン修飾が維持されるが、赤芽球系遺伝子のような遺伝子プロモーターは、
抑制性のヒストン修飾またはDNAメチル化等によりその活性が抑制される
（右図）。
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おわりに
造血幹細胞のエピジェネティック制御機構が徐々に

明らかになりつつある。本稿では触れなかったものの、
DNAメチル化制御の知見も報告されつつあり、造血幹
細胞制御の新しい領域が展開しつつある。このようなエ
ピジェネティック状態を操作することにより、幹細胞の
多能性や分化の方向性を自在にコントロールできる可能
性があり、今後、再生医療への応用が期待される領域で
ある。

リクルートまたは解離を制御するというモデルを提唱し
ている(15)。また、JumonjiCドメインを含むDNA結合蛋
白 JARID2とPRC2の結合に関する論文が相次いで報告
され、PRC2の大部分がJARID2を構成因子として含む可
能性が示唆されている(16-18)。しかし、JARID2ノックダ
ウンES細胞におけるH3K27me3の低下および分化多能性
への影響は部分的であり、複数の因子が複合的に作用し 
PcGの局在が決定されている可能性を示唆している。

ま た、Rinnら はHOXCク ラ ス タ ー か ら 発 現 す る 
noncoding (ncRNA) HOTAIRがPRC2をトランスにHOXD
クラスターにリクルートすることを明らかにした(19)。ま
た、最近、large intergenic non-coding RNA (lincRNA) と
呼ばれる約3,300のmRNA様ncRNAが同定された。これら
は、多彩な細胞機能を担うものと考えられているが、こ
の20%がPRC2と会合し、そのノックダウンによりPcGの
標的遺伝子の脱抑制が起こることが報告された(20)。造血
幹細胞特異的なncRNAの同定・機能解析も今後の課題で
あろう。

ヒストン脱メチル化酵素の造血幹細胞における機能
近年、ヒストンのメチル化、モノユビキチン化などの

ヒストン修飾を除去する酵素群が同定され、H3K4me3お
よび H3K27me3に関して興味深い報告がなされている。
すなわち、H3K27me3の脱メチル化酵素であるUTXが 
trxG複合体に含まれることや(21)、H3K4me3の脱メチル
化酵素JARID1AがPRC2依存的にクロマチンにリクルー
トされることが報告された(22)。これらの結果は、trxGと
PcG が相反するヒストン修飾を導入するのみではなく、
同時に、積極的に拮抗するヒストン修飾を除去する可能
性を示唆しており、修飾酵素と除去酵素の協調作用によ
り、bivalent domainがより動的に制御されているものと
考えられる(図1)。筆者らは、ヒストン脱メチル化酵素遺
伝子群の造血幹細胞における発現を検討し、H3K36me2
の脱メチル化酵素であるFbxl10/Jhdm1b/Kdm2b遺伝子
が造血幹細胞から多能性前駆細胞に高発現していること
を見出した。Fbxl10を造血幹細胞に強制発現すると、造
血幹細胞の体外培養系において多能性前駆細胞が有意に
増幅されるとともに、連続移植の実験系において造血幹
細胞の長期骨髄再構築活性が高いレベルで維持されるこ
とが明らかとなった（論文投稿中）。H3K36me2は転写の
活性化を担うヒストン修飾の一つであり、Fbxl10は転写
を抑制するものと考えられる。実際、癌抑制遺伝子であ
るInk4a、Arf、Ink4b遺伝子がFbxl10によって直接制御さ
れることが確認された。Fbxl10はPRC1構成分子Ring1bと
Bmi1を含む複数の分子群と複合体を形成することが知ら
れており(23, 24)、PRC1との機能的な協調作用が想定され
ている(図3)。筆者らの知見も造血幹細胞においてFbxl10
がPcG複合体と協調して機能することを示唆するもので
ある。

◎図３　Fbxl10によるヒストン修飾

Fbxl10/Jhdm1b/Kdm2bは造血幹細胞から多能性前駆細胞に高発現して
おり、H3K36me2の脱メチル化酵素として機能する。
H3K36me2は転写の活性化を担うヒストン修飾の一つであり、癌抑制遺
伝子であるInk4a、Arf、Ink4b遺伝子の発現を抑制的に制御する。
Fbxl10はPRC1構成分子Ring1bとBmi1を含む複数の分子群とBCOR複
合体を形成することが知られており、PRC1との機能的な協調作用が想定
されている。
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初めに
日本のライフサイエンスの動向についてこのこの小論

で包括的に述べることはできないので、現在活発におこ
なわれているiPS研究について述べる。

2007年11月に、京大・山中伸弥教授によってヒトiPS
細胞の作成技術が発表された。マウスiPSの樹立からわず
か1年後のことであった。iPS細胞は、ES細胞のように多
系統の細胞に分化させることができ、しかも、患者自身
の体細胞から作成することができるために、再生医療実
現化の切り札のように言われている。日本で開発された
画期的な技術であることから、iPS研究の進め方に関して
ホットな議論が続いている。ここでは、あらゆる施策に
光と影があるという観点に立ち、iPS研究のあり方につい
て私見を述べたいと思う。

１．研究支援
iPS研究には、文部科学省、厚生労働省、経済産業省か

ら膨大な研究費が投入され、iPSはまさに国家事業となっ
ている（表１）。当然の帰結として、研究の成果が求めら
れるようになり、達成すべき年次目標も明確にする必要
が生じている。

先般、文科省よりiPS 細胞研究のロードマップが発表さ
れた。これは、iPS研究に関与する研究者によって作成さ
れたものであるが、明確な根拠を挙げることは難しく、
予測でしかない。私個人は、「科学の本質は、予見不測性
にある」と信じているので、このような「予測作成」に
はためらいがある。たとえば、線維芽細胞が、わずか3－
4の転写因子で多分化能を獲得するとは、誰が予測しえた
だろうか？造血研究でも分化転換の研究は活発に行われ
ていたが、こんな簡単に、多能性幹細胞を誘導できると
は、想像していなかった。また、反対に、iPSを用いた再

生医療への道は、予想以上に壁が高いのかもしれない。
自己の細胞から作成した細胞であるので、移植しても拒
絶はない。特定の細胞を分化誘導し組織再生を図るプロ
ジェクトは、多数考えられる。しかし、現時点では腫瘍
原性や分化誘導の確実性に問題があり、組織再生にどれ
だけ貢献するかは「予測不能」と言っていい。

iPS研究に関する文科省の取り込みは、きわめて迅速で
あった。この迅速な対応により、幹細胞研究への関心は
一気に高まった。しかし、研究が一気に加速したかとい
うと必ずしもそうではない。山中教授は2008年のiPS細胞
研究は「日本の1勝10敗」(2008年のiPS細胞関係の論文発
表数が日本1、アメリカ7であった)とも発言した。しかし、
米国と比べたときの日本のiPS研究の遅れは、決して行政
の対応の遅れなどではない。単に、ES研究を初めとする
多能性幹細胞研究者の層の薄さによるものである。iPS樹
立の研究に比べれば、2008年に新規性のある決定的な研
究が出たわけでもなく、私自身は、このようなカウント
をすることすら意味がないと思う。むしろ、この勝ち負
けの延長として、成果を性急に求めることの方が、研究
の方向を束縛してしまう恐れがあると考える。

２．iPSのもつ幹細胞の本質的問題
幹細胞は、自ら幹細胞をつくるという自己複製能を有

するがゆえに、長期にわたって組織を再生することがで
きる。この自己複製能のない細胞、すなわち、前駆細胞
や成熟細胞は、寿命に限りがあり、組織の再生や永続的
な維持には限りがある。「組織再生・維持」を支えるのが
幹細胞の自己複製能とすると、腫瘍発生のリスクとは切
り離しがたいと思われる。このジレンマを乗り越える方
法があるのか否かを見極めるのが大きな課題である。今
までも、多系列に分化する造血（幹）細胞株が得られた
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ことがある。しかし、それらは、すべて生体内では、多
系列に分化することなく、自己複製をし、白血病細胞の
ようにふるまった。しかし、反対に自己複製能のない分
化した細胞（あるいは前駆細胞）を移植した場合は、そ
の細胞の寿命が尽きたとき、ドナー細胞による再生・維
持は終止する。もちろん、この過程で内在性の幹細胞が
活性化されれば、その組織の維持は継続される、造血幹
細胞が発見されたのが1961年。このとき、幹細胞のもつ
自己複製能と多分化能が明確に示された。すでに、50年
近い幹細胞研究の歴史があるが、我々は、まだ自己複製
か分化かの運命決定（コミットメント）機構を知らない
のである。また、コミットメントというと、白か黒かの
イメージを与えるが、果たしてそうであろうか？細胞分
裂は先行した分裂の影響を受け、数回以上の分裂過程で
運命決定されるのかも知れない。個々の幹細胞ではなく、
集団で見たとき、コミットメントは自己複製にp=0.55、
分化に0.45というような確立で起きていて、その小さな偏
りの集積が、幹細胞の増幅という現象を生むと考えるこ
とができる。腫瘍化は、分化停止も含めて自己複製の集
積であり、ES細胞やiPS細胞の腫瘍化問題は、幹細胞の属
性に関わる問題である。

この議論とは別に、iPS細胞作製時、遺伝子導入に用い
られるレトロウィルスやレンチウィルスは、染色体に組
み込まれるため、この挿入部位によってはがん化につな
がる可能性がある。もう一度、免疫不全症における遺伝
子治療の蹉跌を十分に検証する必要がある。現在、染色
体への組み込みを回避するために、センダイウイルスベ
クターや蛋白質導入などの方法が試みられており、これ
は一定の成果をあげると考える。

また、ES細胞では継代培養において染色体の数の変化、
変異の集積、エピジェネティックな変化が生じていくこ
とが知られている。In vitroでは、DNA 損傷の修復は起
こりえないことから、パッセージ数・培養期間の厳格な
コントロールがiPSにとって重要である。

３．臨床応用への道：標準化と品質保証
「現在、臨床で投与されている薬剤などの作用メカニ

ズムはすべて解明されているわけではない。一定の効果
が予測できるときにそれをしないのは、むしろ不作為と
して倫理的問題がある」というのが、iPSの臨床応用積極
論の理由である。一方、「再生のメカニズムが不明であり、
まして、腫瘍化の恐れがある以上、十分な検討が必要で
ある」という慎重論もある。

現在までの解析では、作成されたiPSの遺伝子発現や性
状は多様と言われている。どの細胞からどの方法により
作成したかで、その性質が違うことが示されている（こ
の根底には、上記の各組織幹細胞の自己複製問題があり
そうである）。現在の方法では、複数の遺伝子が自他に作
用しあった結果、1/100以下の頻度でしかGround stateが

形成されないと考えられ、iPS形成過程の多様性、ひいて
は生成されたiPSの不均質性は理解できる。したがって、
iPSの標準化は、研究成果を比較する上で、緊要のステッ
プであるが、現時点で、標準化に徹底的に集中するのが
賢明かどうかもわからない。もっと、初期化のプロセス（培
養期間）を短縮し、作成頻度を高率化し、より安定的な
クローンが得られるようになるまで、ゆっくり進んでい
いのかもしれない。

再度、絶対安全が保障されるまでは、iPSの臨床応用は
進まないのかという疑問に戻ってみる。恐らくは、医師
と患者の間での同意によって進む「医師主導型」の治験
に頼らざるを得ないであろう。効果の不確実性、腫瘍の
リスクを患者が了解して、iPS治療を受けるという選択は
あってもいいと思う。しかし、当面、企業はサポートし
ないであろうから、この治験を遂行するのには、相当の
経済的治験支援が必要になるであろう。

細胞移植による再生医学とは異なり、iPSを病態の解明
や薬剤のスリーニングに使おうという試みがある。これ
は、細胞移植にくらべて一見容易に見えるが、あまり楽
観は許されない。iPSから、ヒト神経細胞・心筋細胞・肝
臓細胞など、得がたいヒト細胞が用意できることは、研
究上大変な進歩である。しかし、まだ、iPSから心臓や肝
臓組織をつくることはできず、単一の細胞種でのデータ
解析には、十分なチェックが必要であろう。もっとも容
易と考えられている心電図上のQT延長にしても、心臓で
はなく、培養心筋細胞シートで検討するとき、どこまで
再現できるかは予測不能である。これらの障壁を克服し
た結果、「iPSを用いた心臓毒性のスクリーニング」が可
能になる。iPS由来の分化細胞で、どこまで新しい病態メ
カニズムが解明できるか難問であり、それこそ対象とす
る疾患を選び抜き、解析の知恵を絞る必要があると思わ
れる。

４．社会に対するiPS 研究へのインパクト
マスコミは、iPS 研究を過剰なほどに報道した。繰り返

しの報道により、多くの人がiPSや幹細胞に関心をもつこ
とができた。また、2008年の日本人のノーベル賞受賞と
も重なって、理系の志望者が増えたとも伝聞する。しか
し、どこまで一般の人に、幹細胞は染み渡ったのか？メ
ディアはセンセーショナルな言葉が好きである。刺激的
な言葉は、一般の人の関心を引くものの、研究の核心か
らは遠ざかっていくような気がする。「研究はスポーツ記
事のように報道する」というのは一つの見識である。人
が知りたいと思うことを、面白く伝えるという点で、研
究もスポーツも同じかもしれない。しかし、「医療」とな
るとそうはいかない。病める人の切実な関心に対し、真
摯に対応することが重要になる。

iPS研究は、知的財産（知財）に対する関心を増進した。
日本発ということで、この研究を主軸に知的財産を形成
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しようという機運は、大学（ことに京都大学）でも、各
省庁でも一気に高まった。これにより大学の研究者が知
的財産権を見直したのは、一つの成果である。しかし、
一方、これが過剰になり大学の研究も企業の研究同様、「役
に立つもの」を追及する動きに拍車がかかったのも事実
である。大学らしい「知的好奇心」で進む研究ではなく、
「出口」といわれる応用、波及効果を最重要視する評価
基盤をつくるのに加勢した。この傾向が、もし、研究費
の分配に及ぶとしたら、もっと端的にいえば、時期尚早
の一部の iPS 研究などによって、他の優れた研究が圧迫
されるとしたら、これは弊害につながるといえる。

また、果たしてiPS の概念だけで、特許化が認められる
かどうか私には分からない。リプログラミングという概
念はすでにあり、また、遺伝子や遺伝子導入のツールは
既知のものであった。むしろ、iPS研究から波及した技術
や物質のほうが特許が認められやすいと思う。その点、
心もとないのは、日本のiPS研究が、目標を狭く設定す
るあまりユニークさを欠いていることである。また研究
を支える周辺の技術開発も追いついてきていないのが現
状がある。iPS研究によって、細胞分離や細胞培養技術、
遺伝子解析技術などが刺激されていいはずである。アメ
リカでは、雨後の筍のように、幹細胞研究の周辺にベン
チャー企業が出現するのに、日本では、再生医療実現と
いう目標のためか、ベンチャーが僅少である。

５．競争か共同か？
自由な個人競争を旨とする研究分野で、 iPS 研究者の

ネットワークが形成されたのはある意味では有意義なこ
とである。今までも特定領域研究などで班研究が進めら
れてきた。これは互いに情報や材料を交換しあい、当該
領域の研究を推進するのに極めて有益である。問題は、
研究テーマの多様性である。iPSの臨床応用にテーマが絞
られると、科学に最重要である「独創性・ユニークさ」
が失われる。

iPSは、新しい研究であるだけに、経験のある研究者は
極めて少ない。いかに、今まで自分が培ってきた研究基
盤にiPS を取り込むかが大切である。日本には、幹細胞や
シグナル解析に強い研究があり、これがiPS研究に一段進
化したレベルで繋がると、第二、第三のブレークスルー
が起きると考える。

マスコミ報道は多くの場合「世界で始めて・・・」と
いう枕詞で始まる。その「世界で始めて」の研究以後、
大抵は数ヶ月、遅くとも１、２年後にあちこちの研究者
が同じような結果を出している。こうなると、「世界で始
めて」は単なる先陣争いでしかない。更に最近は特許権
に結びつく、ということから論文上の先陣争いさえ複雑
な様相を呈している。

おわりに
前世紀から「科学の時代」といわれるほどに科学は進

展してきた。「正しいものが残っていく」科学の世界にお
いては、批判精神が保持され、研究テーマを狭隘にしな
いようにさえ舵が取られれば大きな問題はないと思う。
私自身は、「iPS研究はこの数年で臨床応用できるもので
はない、だからこそ、底辺を広くして次世代の研究者の
教育も重要である」と考えている。研究への取り組みが
早いと拙速といわれ、リーダーシップが強いと束縛とい
われる。光と影の両方を見ることが大切であることはも
ちろんだが、ロードマップに「わき道」の余裕を残すこ
とが、iPS のようなプロジェクトには必要である。

各省の連携

●iPS細胞等研究戦略会議

内閣府

●総合技術会議
○iPS細胞研究ワーキンググループ

文部科学省

●iPS細胞等研究ネットワーク
○再生医療の実現に向けた研究
○iPS細胞を用いた診断・治療に向けた基盤技術開発
○iPS細胞のリプログラミング解明等の基礎研究・基盤技術の構築
（CREST ･さきがけ･山中特別プロジェクト）

厚生労働省

●再生医療実用化研究･社会還元プロジェクト
○ヒトiPS 細胞を用いた新規in vitro毒性評価系の構築
○「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」の策定

経済産業省・NEDO

●iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発
○iPS細胞産業応用促進に向けた産学対話

◎表１　iPS研究に対する支援活動
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網膜再生医療研究の動向

高橋　政代　たかはし まさよ　●理化学研究所　発生再生科学総合研究センター　網膜再生医療研究チームチームリーダー
1961年6月　生まれ
S61年　京都大学医学部卒業
S61年̶S62年京都大学付属病院眼科勤務
S63年̶H4年京都大学大学院医学研究科博士課程卒業（眼科学）
H4年̶H13年京都大学医学部眼科助手（H７年̶H８年
H13年̶H18年京都大学附属病院探索医療センター開発部助教授
H18年10月-現職
網膜再生医療研究とともに網膜変性疾患の診療をしている。再生医療研究を進め、臨床応用に近づくにつれ、初期の再生医療の
効果がわずかであることを考えると研究とともに患者ケア（ロービジョンケア）が重要であることを感じている。

１．はじめに
過去には再生しないとかんがえられてきた成体哺乳

類の中枢神経においても部位によっては新たな神経細胞
が生み出されていることが1990年代に明らかになって以
来、新しい神経細胞を生み出す幹細胞という概念を用い
て、障害された中枢神経を修復しようとする研究が盛ん
におこなわれるようになった。この稿では、中枢神経の
一部であり、やはり過去には再生しないとされてきた網
膜に焦点をあてる。

２．網膜の構造
網膜は眼球の奥に位置し、視神経で脳とつながって

いる。光は透明な角膜、水晶体、硝子体を通過し、透明
な網膜も通過して網膜色素上皮層ではねかえされ、すぐ
内側（神経網膜の最外層）にならぶ視細胞に受け取られ
る。視細胞は外節で光を受け取り、光刺激を神経シグナ
ルに変換する特殊な神経（感覚受容器）である。視細胞
からのシグナルは内顆粒層に存在する双極細胞を経て、
最内層の網膜神経節細胞にうけとられ神経節細胞の軸索
の束である視神経を通って脳の外側膝状体でシナプス伝
達する。過去に神経軸索の再生研究として視神経の再生
は盛んに研究された。しかし、疾患における実際の視神
経再生治療では、神経節細胞体を再生した後に軸索を脳
までの長い距離を伸ばし、正しくシナプスを形成すると
いう高いハードルがあるためにまだ実際的でない。それ
に対し、視細胞の再生は2次ニューロンまで数十ミクロ
ンという距離にあり、位置情報も保ちやすい。よって視
細胞は神経網膜の再生の中では最もアプローチしやすい
細胞と言える。また、視細胞のみが障害され視細胞の再
生を必要とする疾患も網膜色素変性をはじめとして数多
くある。

３．内在性幹細胞からの網膜神経細胞再生
魚類や両生類では網膜が障害されると網膜色素上皮や

網膜に内在する幹細胞から網膜細胞が再生し、もとどお

りに修復されることが知られてきた。鳥類でもミュラー
グリア細胞から網膜神経細胞が生み出されることが報告
されている(1)が、哺乳類ではこの現象はおこらないと考
えられてきた。我々は2001年に網膜を生体内から取り出し
て器官培養することによって成体のラットでもミュラー
細胞から網膜神経細胞が生み出されることを示した(2)。

網膜が障害されるとミュラー細胞が分裂を開始し、
Pax6やChx10、nestinなどのマーカー蛋白を発現するよう
になり、脱分化して神経前駆細胞のような状態となった
と考えられた。分裂したミュラー細胞はその後、本来ミュ
ラー細胞の細胞体が位置する内顆粒層から徐々に他の層
へと移動する。特に視細胞が障害されるモデルでは視細
胞の存在する外顆粒層へと多数の分裂後の細胞が移動す
る。そして、その後レチノイン酸などの分化誘導因子を
添加すると、一部の細胞は視細胞のマーカー蛋白である
ロドプシンやCrxを発現するようになった(2)。つまり、
網膜の障害時のミュラー細胞は内在性幹細胞の役割を持
ち、分裂増殖したミュラー細胞が移動し、新たな視細胞
を生み出す可能性が示されたのである。さらには常に光
を浴びて酸化ストレスなどにさらされている視細胞が障
害されると、我々の網膜でもわずかには内在性幹細胞か
らの視細胞再生によって修復しているのではないかとい
う期待を持たせる結果である。

ただし、視細胞のマーカーを発現する細胞はごく一部
であり、とても視機能を回復するには足りないと考えら
れた。そこで、我々は同じ器官培養に神経幹細胞の分裂
を促進するWnt3a蛋白を添加し、神経前駆細胞様に変化
したミュラー細胞の分裂を促進できるかどうかを検討し
たところ、Wnt3aの添加なしと比べて20倍程度増殖細胞
が増加することがわかった(3)。前の実験と同様に分化誘
導因子によってこれらの一部の細胞はロドプシン陽性細
胞となるが、増殖細胞の増加にともないロドプシン陽性
細胞も増加した。すなわち、Wnt3aによって視細胞の再
生（新生）を促進できるということである。
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４．内在性幹細胞による網膜再生の今後
これらの結果は成体ラット網膜の器官培養での結果で

あり、同じことがヒトの網膜でもおこるのかどうかは不
明である。サルなどを用いて検討する必要があるが、筆
者らはヒトでも同様に視細胞は再生されているのではな
いかと考えている。視覚という生存にも重要な感覚を生
み出す視細胞は強い光に弱く変性しやすい。そのような
細胞において生れてから一生の間80年近くも同じ細胞を
使い続けるということが実際的でないように思うからで
ある。また、臨床的にも網膜手術後など網膜の障害から
の視機能の回復は非常にゆっくりで手術後最高視力に達
するまでに1年以上もかかる場合も多く、ミクロの世界
で視機能再生のために長い時間を要する現象がおこって
いることがわかる。我々ヒトの網膜でも視細胞が再生す
る能力を持っているとすれば内在性幹細胞による再生を
Wnt蛋白によって促進し、治療として用いることができる
可能性がある。

Wnt3a蛋白によるミュラー細胞の分裂促進作用はWnt
のカノニカル経路によることが実験で判明している。カ
ノニカル経路の中でGSK3β産生が抑制されてβカテニン
が核に移行する必要があるが、このWntの作用は完璧にで
はないにしろ低分子のGSK3β阻害剤によって置き換える
ことができる。よって、Wnt3a蛋白あるいは低分子GSK3
β阻害剤を眼局所に投与することにより、網膜神経細胞
を促すことが考えられる。

ただし、In vivoでのミュラー細胞増殖効果はin vitroの
器官培養より低く、また分裂したミュラー細胞をグリア
瘢痕の方向ではなく、網膜神経細胞へと分化誘導する方
法の検討が必要である。

５．細胞移植による網膜神経細胞の再生
前期の内在性幹細胞による網膜神経細胞の再生は我々

ヒトの網膜でも起こっているかもしれない。しかし、そ
の修復能力はさほど大きいものではなく、網膜に対する
障害が大きい場合は修復しきれないことが予想される。
また、炎症性ケモカインの一部は神経細胞への分化誘導
を阻止することが知られており、修復のために分裂した
ミュラー細胞が炎症ケモカインによってグリア瘢痕の方
向へと強く誘導されてしまうことも考えられる。その場
合には幹/前駆細胞あるいはそこから誘導した神経細胞を
外から移植によって補う必要がある。

過去には網膜神経細胞移植の研究には胎仔網膜細胞が
使われていた。成体の網膜細胞は移植しても生存しない
ので、なるべく若い細胞を移植して宿主網膜内で分化さ
せるという戦略である。しかし、2006年の報告(4)でAliら
のグループは、どの時期の細胞が移植に適しているかを
細かく検討し、胎仔細胞よりも生後5日目前後の細胞が最
も生着率が高いことを示した。マウス網膜では胎生期に
神経節細胞、アマクリン細胞、水平細胞、錐体細胞は完

成し、出生前後に双極細胞、ミュラー細胞、そして桿体
細胞が完成するが、生後5日前後の時期はすでに細胞が最
終分裂を終えて視細胞が成熟する直前である。つまり、
未熟な細胞を移植するよりも完成間近あるいは完成直後
の細胞を移植する方がよいのである。これは網膜など再
生が盛んに起こっていない組織では細胞の分化を促す因
子があまり産生されていない可能性があり、何より神経
細胞はシナプスを形成してシグナル伝達をしていないと
生存できないが、未熟な細胞よりも完成に近い神経細胞
の方がシナプスを形成しやすいということから十分理解
できる結果である。

６．視細胞移植の動向
1980年代からマウスやラットの胎仔細胞を用いて網膜

細胞移植研究がおこなわれていた。しかし、胎児細胞で
は供給は不足し倫理的問題もある。我々はそれを解決す
る方法としてES細胞から網膜細胞を分化誘導する方法を
開発した(5,6)。それによって、ドナー細胞の質と量は確保
することができた。残るは移植細胞のin vivoでの機能の
確認である。過去の胎仔細胞を用いた移植では、移植細
胞は網膜下（神経網膜と網膜色素上皮の間）でかたまっ
て存在し、外節などの視細胞特有の形態を呈すことなく
丸い細胞として存在する報告ばかりであった。しかし、
2006年の報告(4)では、移植された視細胞が内節、外節を
備えた完璧な形態で宿主網膜の中に生着する像が示され
た。これらの細胞は突起を双極細胞の方向にのばし、シ
ナプスの膨らみらしい形態、シナプスマーカー蛋白を発
現していた。初めて真に移植視細胞が生着し、機能する
であろうことを予想させる形態をみることができた。そ
の後、多くの研究室で視細胞移植実験が行われ、最近で
は、ヒトES細胞由来網膜細胞を移植することによって、
網膜変性モデルマウスにおいて網膜機能が回復するとい
う報告もある(7)。ただし、網膜機能の回復に関しては本
当に移植細胞による効果かどうかを明らかにする手法を
もって、さらに精密に検討する必要がある。

７．宿主網膜の環境
視細胞移植はある条件下では有効であり、網膜機能の

回復にも寄与する可能性が示されている。では、すぐに
網膜疾患の治療になるかというと否である。これまでの
報告はすべて特殊な網膜変性モデルを使っている。とい
うのは、移植細胞が完璧な視細胞の形態を示して網膜神
経回路に組み込まれるためには、周囲に視細胞層が残存
している必要があるのである。そこで、数ある視細胞変
性モデルマウスの中でも、視細胞の遺伝子異常によって、
視細胞自体は存在するものの機能が障害されているマウ
スが選択されている。しかし、実際の網膜変性、特に最
初に視細胞移植の対象となると考えられる網膜色素変性
の大部分はこのようなタイプではなく、視細胞が徐々に
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８．おわりに
1990年代半ばに神経幹細胞という新しい概念に触れて

から、その概念が網膜細胞再生に使えると考え研究を進
めてきた。ドナー細胞を確保することに10年近くを費や
したが、2000年半ばになり視細胞移植ということが可能
であること、治療になり得るであろうという確信を得る
ことができた。やはりどのような治療も基礎研究のアイ
デアから20年近くの年月とその間の他分野の研究の進歩
が必要なのであろう。らせん階段を上るように、いきつ
もどりつしているようでも確実に前進してきたことがわ
かる。後一息、本当に網膜視細胞移植が治療となる日を
見届けたい。

変性消失してしまうタイプである。視細胞が変性消失す
る過程にはマイクログリアが強く関わっており、この活
性化マイクログリアにより移植細胞も影響されてしまう
のである。したがって、今後視細胞移植を治療につなげ
るためには、網膜変性疾患の宿主環境を詳細に検討し、
移植細胞の生存、神経回路への組み込みに適した条件に
整える必要がある。ここで問題となるのは、ミュラー細
胞による線維性瘢痕、炎症、マイクログリアであろう。

ただし、治療としては網膜を完璧に修復する必要は
なく、視細胞も完全な形でなくとも少しでも光を神経シ
グナルに変換して双極細胞に伝えてくれればよいのであ
る。網膜変性疾患で光を失おうとしている人たちにとっ
ては、それでも物の形が見えるだけでも十分治療となり、
喜んでもらえる。
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はじめに
腎臓は生命維持に必須な臓器であるが、腎機能が失わ

れても自然に再生することはない。その一つの原因は幹
細胞が成体の腎臓にはないからだと考えられている。し
かし胎児期には腎臓前駆細胞は確かに存在する。本稿で
は、特にネフロン前駆細胞の重要性を解説し、それをふ
まえて再生医療に向けての展開について考察する。

腎臓は中間中胚葉から発生し、前腎、中腎、後腎の3段
階を経て形成される。前腎、中腎のほとんどは後に退行
変性し、哺乳類成体において機能する腎臓は後腎である。
この後腎の形成は尿管芽と後腎間葉との相互作用から始
まる1)。後腎間葉はGdnfという液性因子を分泌して尿管芽
を引き寄せる。後腎間葉に侵入した尿管芽はWnt9bを分
泌し、それに反応した間葉は自らWnt4を分泌し、これが
間葉自身に働いて、間葉は上皮性の管へと分化する（図
１）。この管はその後S字型に変化し、その上部が近位尿
細管、ヘンレのループ、遠位尿細管となり尿管芽と合流
する。S字体の下部はボウマン嚢および糸球体上皮細胞 (ポ
ドサイト)へと分化し、そこに毛細血管が入り込んで糸球
体が形成される。一方、尿管芽は分岐を重ね、集合管と
尿管になる。糸球体から尿細管に至る腎臓の最小機能単
位をネフロンと呼び、最終的にヒトでは50万-100万個のネ
フロンが形成される。

間葉と尿管芽の相互作用
後腎間葉はGdnfを分泌して尿管芽を引き寄せるが、

この発現を制御する転写因子はPax2, Six1, Eya1など多
数知られている。我々が単離した核内因子Sall1の欠失マ
ウスも尿管芽の引き寄せ不全を呈するが、Sall1がキネシ
ンKif26bを制御し、これが間葉の接着を介して間接的に
Gdnfを維持している2) 3)。間葉から分泌されたGdnfは、尿
管芽先端に発現する受容体Retから転写因子Etv4/5を介し
て尿管芽の増殖、伸張、分岐を制御している4)。後腎間葉
に侵入した尿管芽はWnt9bを分泌し、それに反応した間
葉は自らWnt4を分泌し、これが間葉自身に働いて、間葉
は上皮性の管へと分化する5)。

胎生期のネフロン前駆細胞
ポドサイトや尿細管は後腎間葉から発生するため、こ

の中にネフロン前駆細胞が存在するのではないかと我々
は仮定した。実際、後腎間葉を個々の細胞に解離し、分
化誘導因子であるWnt4を発現するフィーダー上で培養
すると、１個の間葉細胞からコロニーが形成され、糸球
体、近位尿細管、遠位尿細管のマーカーを発現した6)。そ
こで、Sall1遺伝子座にGFP遺伝子を導入したノックイン
マウスを作成し、GFPによる蛍光を指標として間葉を選
別すると、 Sall1強陽性の分画からのみWnt4依存性のコロ
ニーが形成された。さらに、これらのSall1高発現細胞を
再凝集させ器官培養すると3次元構造を再構築し、糸球体
や尿細管様の構造が認められた。よってSall1を高発現す
る間葉細胞は、ポドサイトや尿細管上皮への分化能をもっ
た多能性のネフロン前駆細胞であるといえる。一方、ハー
バード大学のMcMahonらは転写因子Six2を利用して、後
腎間葉中にネフロン前駆細胞が存在することをin vivoで
証明しており7)、我々の主張と一致している。またSix2ノッ
クアウトマウスでは、後腎間葉でWnt4の発現領域が拡大
し、間葉細胞の早熟な上皮化が起こり、前駆細胞が減少
して腎臓の低形成を示す8)。よってSix2はWnt4シグナルを
抑制することにより、ネフロン前駆細胞を未分化な状態
に保つと考えられる（図1）。しかしネフロン前駆細胞の

◎図１　腎臓発生の系統図

後腎は中間中胚葉(intermediate mesoderm)から発生した後腎間葉
(metanephric mesenchyme)と尿管芽(ureteric bud)との相互作用によ
り形成される。
後腎間葉中にSall1強陽性、Six2陽性のネフロン前駆細胞(nephron 
progenitor)が存在する。
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自己複製は一過性であり、生後すぐに前駆細胞は消失し
てしまう。これが成体の腎臓が再生しない原因の一つに
なっていると考えられるが、詳細な機構は未解明である。

ネフロン前駆細胞の分化制御
後腎間葉中のネフロン前駆細胞は、尿管芽からの

Wnt9bの刺激を受けてWnt4を分泌し、これがネフロン前
駆細胞自身に働いて、上皮への転換が起きる。上皮には、
近位̶遠位軸が確立され、ポドサイト、近位尿細管、ヘ
ンレのループ、遠位尿細管が形成されていく。この過程
にはNotch2が必須であり、これを欠失するとポドサイト
及び近位尿細管が形成されない9)。そこで我々は逆方向
の実験、つまりSix2陽性のネフロン前駆細胞でNotch2を
活性化できるマウスの作成を行った。Notch2が近位̶遠
位軸を決定するのであれば、ポドサイトや近位尿細管な
どの近位ネフロンが過剰に形成されるはずである。しか
し実際にはそれは起こらず、むしろ顕著な腎臓低形成が
観察された10)。ネフロン前駆細胞がSix2の低下に伴い枯
渇し、Wnt4が上昇して早熟な上皮化が起こるというSix2
欠失マウスと同じ現象が生じるためであった。よって
Notch2は、近位̶遠位軸の決定ではなく、決定後の維持
に関わることが示唆された。腎臓の再生を視野に入れた
場合、Notch2を活性化するだけでは前駆細胞を近位ネフ
ロンに誘導するのは困難であるということでもあり、近
位̶ 遠位軸決定機構の解明が必須である。

腎臓の起源と誘導の試み
腎臓発生は間葉と尿管芽の相互作用からはじまり、こ

れら２つが腎臓の管腔構造（糸球体や尿細管、集合管）
を形成するが、血管内皮は間葉細胞の間に別系統の細胞
として存在する。また間葉の外側にはFoxd1陽性の間質細
胞が存在し、ここから管腔構造や血管の隙間を埋める間
質が派生する11)。糸球体のメサンギウム細胞も間質に由来
する。よって腎臓には間葉、尿管芽、血管、間質という
少なくとも４つの細胞集団が存在することになり、間質
と尿管芽の相互作用も報告されている。しかし発生を遡
ると、これらはOsr1陽性の中間中胚葉から派生すること
が明らかになっている12)。

よって、ES細胞／ iPS細胞からネフロン前駆細胞を誘
導するには、まず中間中胚葉の誘導を目指すことになる。
アフリカツメガエルでは、胞胚期の予定外胚葉領域（ア
ニマルキャップ）をアクチビンとレチノイン酸で処理す
ると、前腎管が誘導される。前述のSall1もこの系を利用
して単離したものである。カエルでの結果にヒントを得
て、マウスES細胞からアクチビン、レチノイン酸および
Bmp7存在下で胚様体を形成させ, 脊索と共培養すると, 中
間中胚葉関連のマーカーを発現し、尿細管構造が確認さ
れるとの報告もある13)。しかし、まだ胚様体全体の中に腎
臓細胞が混在して誘導される可能性を示唆した段階であ

り、この中から前駆細胞だけを取り出すことが必要であ
る。ここで大切なのは、前駆細胞が１個であっても検出
できる機能的検定系の存在である。前述の後腎を用いた
コロニーアッセイが中間中胚葉にも適用できるかが鍵に
なるだろう。

腎臓の再構築に向けての問題点
ネフロン前駆細胞や尿管芽細胞が誘導できたとして、

そこから３次元構造をもった腎臓へと再構築するには何
が必要だろうか？上述のように、Sall1を高発現するネフ
ロン前駆細胞を再凝集させて培養すると、３次元構造が
再構築されるが、腎臓本来の構造には及びもつかない。
これは尿管芽との相互作用が欠如するためであると考え
られ、この過程に働く分子機構の解明が急務である。尿
管芽の分岐を模した生体吸収性素材の足場のまわりに間
葉と上皮を発生させていくというティッシュエンジニア
リング的手法も考慮する必要があるだろう。

また血液を濾過して尿を生成するという腎臓の機能を
考えたとき、血管と腎管との接続は極めて重要である。
ネフロン前駆細胞から由来する糸球体足細胞（ポドサイ
ト）はVEGFを分泌し、これが糸球体血管内皮を引き寄せ
ることがノックアウトマウスの結果から明らかになって
いる14)。またES/iPS 細胞から血管への誘導法は確立され
ている15)。よってポドサイトが誘導できれば血管を引き寄
せて糸球体を作ることは理論的に可能であろう。腎動脈
が腎門部を通って皮質部で糸球体に注ぎ、その後皮質／
髄質で対交流系を形成するようなin vivoの血管走行を模
倣するのは現在の知識では困難である。しかし臨床的に
はわずかな糸球体濾過量を確保するだけでも透析から離
脱できるはずである。

ノックアウト動物のニッチとしての可能性
以上のような正攻法のアプローチには発生学的知識の

進展が必須であるが、それを待たずに、動物の胎仔を使っ
てin vivoで腎臓を作ろうとする試みもみられる。横尾ら
はGdnfを発現するヒト間葉系幹細胞をラットの発生期腎
臓領域に打ち込み、全胚培養ついで器官培養することに
よって、ヒトとラットの細胞が混じり合った腎臓を作り
出している16)。それを体網に移植することによって少量の
尿が形成されたとしている。今後ホストの細胞をどう除
去するかが課題である。

中内らは、Sall1欠失胚盤胞にマウスES細胞を注入する
ことによって、ドナー由来の後腎間葉を作製している（私
信）。Sall1が欠失すると間葉には寄与しないので、すべて
ドナー由来となるわけである。しかし尿管芽や血管はホ
スト由来であり、今後これらすべてをドナー由来にしな
ければならない。また臨床応用を目指すにはヒトiPS由来
の腎臓をブタ内部に作成する必要があり、種を超えたキ
メラ作成が可能にならなければならない。最近中内らは 
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作製などから新たな分子機構の解明が期待される。さら
に、アメリカ主導のGUDMAPプロジェクトでは、発生期
の腎臓で網羅的遺伝子解析を行い、それをもとに腎臓の
各領域を蛍光ラベルしたマウスを作製し、そこから詳細
な遺伝子発現解析を行っている18)。これらの知見が集積
すれば、当然腎臓を再生するヒントになると考えられる。
別法としては、成体の腎臓に存在する細胞を別の細胞へ
とリプログラミングすることが考えられる。実際、膵臓、
神経、心筋で報告が相次いであおり、腎臓で実現する日
も近いと期待される。

Pdx1欠失マウス胚盤胞にラットiPS細胞を注入することに
よって、マウス体内でラット由来の膵臓を作製すること
に成功しており、大きな前進であろう17)。ヒト由来の細胞
が全身臓器に大きく寄与した場合に倫理的取り扱いをど
うするかといった課題も克服しなければならないが、ノッ
クアウト動物を一種のニッチとして利用するという発想
は興味深く、発展を期待したい。

おわりに
この10数年で腎臓発生のメカニズムもかなり解明され

てきた。今後も腎臓の部位特異的ノックアウトマウスの
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幹細胞治療研究センター　幹細胞移植分野長、附属病院　血液腫瘍内科長、附属
病院　セルプロセッシング・輸血部長、副病院長兼任
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内科学専攻。内科学会認定内科医・指導医。血液学会認定血液専門医・指導医。主として分子標的薬・抗体・抗がん剤を用いた
造血器腫瘍の診療に従事している。白血病や類縁疾患の研究を通じて現在の治療を超える新しい治療戦略の開発と提唱を見果て
ぬ夢として目指している。

造血幹細胞移植療法の研究開発

造血幹細胞移植の概要
骨髄移植(bone marrow transplantation; BMT)に象徴さ

れる造血幹細胞移植(stem cell transplantation; SCT)の理
念は、①投与量の増大によって高い治療効果が期待でき
る化学療法感受性の造血器腫瘍や一部の固形腫瘍に対し
て、超大量化学療法後の自己造血回復を促進するために
行うものと、②化学療法その他の保存的治療では治癒が
期待できない難治性の血液免疫疾患に対して、病的な造
血組織を破壊して正常造血の再構築を行うものとに大別
される。基本的に、①は主に末梢血に動員された自己の
幹細胞を用いる自家移植(autologous SCT; autoSCT)であ
り、②は他の健常者由来の幹細胞を移植片として用いる
同種移植(allogeneic SCT; alloSCT)が該当する。同種移植
では他者の免疫系も移植されるので、この同種免疫も抗
腫瘍効果に貢献する。主な対象疾患として、治療抵抗性
の急性白血病や高悪性度または輸血依存性の骨髄異形成
症候群などの他、重症再生不良性貧血や先天性免疫不全
症などの非腫瘍性疾患も含まれる。自家移植では移植片
に腫瘍細胞の混入がないことが原則であり、主として悪
性リンパ腫や多発性骨髄腫に対して行われている。以下
本稿では、同種移植について記載する。

alloSCTは病的な造血組織を他者から供給される正常の
造血組織で置換することによって疾患を治癒に導くため
の治療であり、その前後において多種多様な合併症が発
現する可能性がある。それらを羅列すると、
●全身放射線照射や超大量化学療法による組織障害に

基づく移植前処置関連毒性(regimen-related toxicity; 
RRT)

●移植された造血組織（移植片）の生着不全
●移植片由来のドナーリンパ球がレシピエントの臓器組

織を非自己と認識して攻撃する移植片対宿主病(graft 
versus host disease; GVHD) 移植後100日以内に発症す
る急性型とそれ以降に発症する慢性型がある。主な標
的臓器は皮膚、肝臓、腸管そして肺である。

●生着不全・GVHD予防に用いられるシクロスポリンな
どの免疫抑制剤やRRT、GVHDなど複数の原因による
血管内皮細胞障害を起点とする血栓性微小血管障害症

(thrombotic micro angiopathy; TMA)
●好中球減少症や免疫抑制剤の使用に伴う感染症、特に

日和見感染症。　頻度の高いサイトメガロウイルス
(cytomegalovirus; CMV)などヘルペス族ウイルスの再活
性化やニューモシスティス・カリニ原虫による肺炎、
その他細菌・真菌（アスペルギルス、カンジダ）感染症。

●薬剤（および薬剤相互作用）による臓器障害（肝臓・腎臓・
中枢神経系など）。免疫抑制剤や抗菌薬、抗ウイルス薬
が関係する頻度が高い。

同種幹細胞移植の適応拡大
近年のalloSCTにおける研究開発面での動向として、

使用する幹細胞ソースの多様化と骨髄非破壊的前処置法
(nonmyeloablative or reduced-intensity conditioning; RIC)
の導入によって以前と比べて移植適応が拡大されつつあ
る点が強調され、以下この2点に焦点を当てて記載する。
（1）同種移植の種類に関する研究開発の動向－幹細胞

ソースの多様化－
alloSCTは、ドナー（血縁者・非血縁者）や幹細胞ソー

ス（骨髄・末梢血幹細胞・臍帯血）の違いによって分類
される。①骨髄は最もオーソドックスな幹細胞ソースで
あり、HLA完全一致の血縁者ドナー骨髄は移植関連合
併症のリスクが最も少ない幹細胞ソースである。実際に
は血縁者ドナーの利用は限られるが、登録者数37万人
（2010年10月現在）を超える公的骨髄バンクが充実して
いるため、非血縁者間骨髄移植(unrelated bone marrow 
transplantation; uBMT)が普及している。1993年の開始以
来年間実施件数は右肩上がりで、2009年には1216例が実
施され、2010年10月まで累計 1,2000例を超えている1。
②末梢血幹細胞移植(peripheral blood SCT; PBSCT)は、
顆粒球コロニー刺激因子(granulocyte colony-stimulating 
factor; G-CSF)の連日投与によって幹細胞を末梢血に動員
した後アフェレーシスで採取した移植片を用いる。骨髄
に比べて生着までの期間が短縮されるが、移植片中のリ
ンパ球数が多いためGVHDの発症率は一般に高い。全身麻
酔の必要がないためドナーにかける負担も少ないため、
血縁者間BMTが過去十年間で半減するいっぽう、PBSCT
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が普及して件数は逆転している。なお、わが国でも本年
より非血縁者間のPBSCTが認められ、施設限定で開始さ
れている。③臍帯血移植(cord blood transplantation; CBT)
は、分娩時に採取した臍帯血から細胞分離後凍結保存し
たものを移植片に用いる。ドナーへの侵襲がなくレシピ
エントの都合に合わせて使用でき、 HLAを一致させる必
要がない利点を有するいっぽう、含有細胞数が少ないた
めの生着遅延や免疫系がナイーブなためサイトメガロウ
イルス感染症を繰り返すなどの短所もある。バンク設立
は1997年であるが最近数年間の普及はめざましく、2009
年には891例が実施され、2010年9月の時点で累計3700例
を超えている2。近年のCBTの普及は顕著であるが、そ
の大部分を16歳以上の症例が占めている。わが国の成人
患者に対する造血幹細胞移植医療では、CBTがBMT/
PBSCTを代替する、あるいはこれらに比肩する治療法と
認識されている。表1に非血縁者間CBTとBMTの比較を
まとめた。CBTの長所はHLA不一致ドナーでも特別な処
置を必要とせず、しかもGVHDの重症度や頻度が比較的
低いことであり、短所は移植細胞数の少なさに起因する
造血回復の遅延と感染症の合併である。なお、この短所
を克服する手段として、複数（通常2ユニット）の臍帯血
を同時に移植する複数臍帯血移植法や臍帯血を骨髄内に
直接注入する骨髄内移植法などの臨床研究が行われてい
る。前者のパイオニアである米国ミネソタ大学のJohn E. 
Wagnerのグループの成績では、同施設で以前行われた単
一ユニット移植の成績と比較して複数ユニット移植のほ
うが好中球の回復が早い傾向が認められている３。

少子高齢化の傾向が顕著なわが国においては、非血
縁者幹細胞ソースの利用が将来ますます重要になってく
る。かつて、血縁者間BMTと比較して非血縁者間 BMT
の成績が全生存率で20%程度低かった時期もあるが、前
述した各種合併症管理の改善により最近ではほぼ互角の
成績が示されている4(図１)。いっぽう、血縁者ドナーの
利用についても近年、HLA2抗原以上不適合移植、特に
HLAハプロタイプ一致血縁者ドナーからの移植が試みら

れている。これまで開発されたHLA不適合血縁者間移植
のプロトコールは、移植片中のドナー T細胞による同種
免疫応答の抑制に主眼をおいており、①体外でT細胞を除
去した移植片を用いるex vivo T細胞除去移植法、②抗胸
腺細胞グロブリン(anti-thymocyte globulin; ATG)やモノク
ローナル抗体alemtumab(campath-1H)を前処置に用いたin 
vivo T細胞除去移植法、③非遺伝母HLA抗原(non-inherited 
maternal HLA antigens; NIMA)相補的移植法などが試み
られている5。これらの新しい取り組みは、現在は臨床研
究段階ではあるものの、将来有用性が確立して治療成績
が向上することが移植適応拡大のために注目される。

（2）同種移植の方法に関する研究開発の動向－骨髄非破
壊的前処置法による移植の導入－

腫瘍性疾患に対するalloSCTは、罹患した造血組織を
破壊した後に正常造血を再構築するため、致死線量の全
身放射線照射(total body irradiation; TBI)と超大量化学療
法による骨髄破壊的前処置(myeloablative conditioning; 
MAC)を通常行う（従来法）。ただし、再生不良性貧血
のように移植片拒絶予防のための免疫抑制を主とする
場合は、TBIの代わりに全リンパ組織放射線照射(total 
lymphoid irradiation; TLI)を行う。いずれにせよ、このよ

◎表１

◎図１
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GVT効果を高めること、③幹細胞ソースの選択などがあ
げられる。RISTは新たな移植理念を創出した点で注目す
べきであり、今後の臨床研究、特に標準的治療が確立さ
れていない疾患への応用が期待される。

将来展望
alloSCTの目標は長期生存率の向上であり、それを実

現するには移植関連死の減少と再発防止という二つの相
反する課題を克服することが必要である。また、そのた
めには前処置の改良によって治療関連毒性の軽減を図る
いっぽうで、GVHDを増悪させることなくGVTを高める
という至難の業を成し遂げなければならない。非特異的
な組織障害の強い抗がん剤に代わる分子標的薬や細胞標
的薬を使用することによって可及的腫瘍選択的に毒性を
発揮させること、とりわけ最近注目されているニッチに
潜む腫瘍幹細胞をいかに攻撃するかが今後の具体的目標
のひとつになるであろう（これは移植以外の治療にも通
じることである）。いっぽう、GVHDをスペアしてGVTを
増強するためにはぺプチドを含む腫瘍ワクチンや腫瘍特
異的細胞療法など現在トランスレーショナルリサーチと
して行われているものをこの領域でも展開していくこと
が望まれる（図２）。

うな強力な前処置のため、移植適応は年齢55歳以下で心・
肺・肝・腎など重要臓器の機能が正常である患者に限ら
れていた。とりわけ造血器腫瘍患者の過半数を占める高
齢者層は、移植関連死亡率(treatment-related mortality; 
TRM)が高いという理由で移植治療の対象となることは
なかった。alloSCTによる抗腫瘍効果には移植前処置だ
けでなくドナー由来リンパ系細胞の同種免疫作用が関与
していることは、GVHDを発症した造血器腫瘍例では発
症しなかった例と比較して再発率が低下するというデー
タや移植後再発に対してドナーリンパ球輸注が奏功す
る(慢性期CML例など)という事実から明らかである。近
年、この同種免疫作用すなわち移植片対腫瘍効果(graft 
versus tumor effect; GVT)を生かして照射線量や化学療
法の軽減によって臓器毒性を抑える骨髄非破壊的前処置
法(reduced-intensity conditioning; RIC)の開発により、70
歳くらいまでの高齢者や臓器障害を有する患者にも移植
適応が拡大されつつある。このRICによる移植(reduced- 
intensity SCT; RIST)あるいはミニ移植では、造血系が一
時的にドナーとレシピエントの混合キメラ状態となり、
ドナータイプへの転換にはしばしばドナーリンパ球輸注
を要する。抗腫瘍効果を同種免疫に依存するため、低悪
性度で進行の遅い造血器腫瘍が主な対象であり、アグレッ
シブな疾患に対しては有効ではないと考えられるが、急
性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia; AML)のように
一般にアグレッシブとされる疾患にも有効であったとい
う報告もなされている６。多発性骨髄腫に対するHLA一
致血縁ドナーからの PBSCT/BMTの移植成績を比較した
最近のEBMTからの報告では、幹細胞ソース間で全生存
率、非再発死亡率(non-relapse mortality; NRM)には有意
差ないが、MACによる移植と比較してRICではNRMは低
く、再発率(relapse rate; RR)が高いことが示された７。ま
た、悪性リンパ腫に対するRISTの成績（無進行生存率、
全生存率）は組織型や移植時の病期に影響され、濾胞性
リンパ腫ではHodgkin病を含む他の組織型に比べて良好な
傾向にあることも報告されている８。RISTはまだ臨床研
究段階の治療法であり、今後の課題として① RICの範疇
で抗腫瘍前処置を強化すること、②GVHDを悪化させず ◎図２
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こなわれてきたが、多様な規制が共存するEU加盟国の
薬事規制を統一する試みが1995年の欧州医薬品審査庁
（EMEA、現在はEMA）設立以降本格化し、相互認
証制度から中央審査方式に段階的に移行している（EC 
2309/93、EC/726/2004、EC/1394/2007を参照）。EMAの
審査により、EU27カ国とEFTA3カ国の計30カ国で一括
承認を得ることができる。このような欧州の制度的枠組
みの変更にともない、再生医療は遺伝子治療などと共に
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)としてカ
テゴライズされている。それまで多くの場合、規制当局か
らの製造販売承認なしに商業化されてきた自家細胞の培
養代行サービスとしての再生医療（あるいは幹細胞治療）
もすべて治験による規制当局からの承認が必要となり、承
認なしには2012年以降は全面禁止となる（いわゆる2012
年問題）。この新しい制度のもとで最初に承認を得たのは
TiGenix社(http://www.tigenix.com/en/index.php?id=30)
のChondroCelect®のみである。ChondroCelect®は、2001
年に論文発表された培養技術[3,4]に基づく患者自家軟骨
由来軟骨細胞を培養して得られた培養自家軟骨であり、
112人の被験者が参加した経過観察期間36ヶ月の多施設ラ
ンダム化試験を経て承認された[5]。現行では欧州では承
認を求めない臨床研究は認められておらず、初めての患
者への施行は必ず治験第I相としておこなう。ただし例外
規定を設けており、明確に示されている要件を満たせば
治験ではない治療が可能である(the Specials Exemption, 
Article 5, 2001/83)。

３．米国における再生医療の制度的枠組み
同様に米国でも治験でない臨床研究を基本的には認

めていない。米国では医薬品の治験申請（あるいは申請
に必要な情報パッケージ）をIND (Investigational New 
Drug)、医療機器の治験申請をIDE (Investigational Device 
Exemption)と呼ぶ。それぞれcommercial IND/IDE（企業

１．日本における再生医療の制度的枠組み
日本では3つの枠組みで再生医療が可能であると考えら

れる。一つ目は、医師法のもとに完全自由診療としてお
こなう場合である。今後、混合診療が歯科以外でも認め
られると、この枠組みのもとでの再生医療は大きく開花
すると期待される。しかし、新規技術である再生医療は
多くのケースで安全性、有効性が十分に確立されている
とは言いがたいこともあり、私見では、医師法のもとと
はいえ野放しで多くの患者に施術することはややグレイ
であると言わざるをえない。欧米でも同様の懸念が指摘
されており、国際幹細胞生物学会(ISSCR)は、医師、研究
者および患者向けに、このような再生医療（欧米では幹
細胞治療と呼ぶことが多い）に関する声明を出している
[1]。この問題は、Nature Medicine誌が論説でとりあげて
いる[2]。

二つ目は、規制当局からの薬事承認を求めない臨床研
究としておこなう場合である。厚労省は、所属機関の倫
理委員会(IRB)が認めた研究として少数例の試験的治療を
おこなう場合、2006年9月1日から施行されている「ヒト
幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」（いわゆる「ヒト
幹指針」）に合致することを求めている。本指針では、臨
床研究を開始する際に厚生労働大臣の意見を求めること
が必要とされており、その実態は学識経験者からなる審
査委員会の了承である。現在までに10数件の臨床研究計
画が了承されている。

三つ目は薬事法のもとで治験（医師主導治験ないし企
業治験）をおこない、製造販売承認を得る場合である。
残念ながら国内でこれまでに製造販売承認を得た細胞・
組織由来製品はジャパン・ティッシュ・エンジニアリン
グ社のジェイス®（培養自己表皮）しかない。

２．欧州における再生医療の制度的枠組み
欧州ではこれまで加盟各国単位の医薬品の承認がお
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治験）とinvestigator IND/IDE（医師主導治験）に分かれ
るが、共にGCP (Good Clinical Practice)のもとでおこなわ
れる。すなわち欧州と同様、製薬企業による承認目的の
臨床試験（治験）だけでなく、医師や大学研究者による
承認を求めない学術的な臨床試験（臨床研究）であって
も、IND/IDEの提出が義務づけられている。興味深いこ
とに、企業治験は全体の1/3に過ぎず、医師主導治験が残
りの2/3である。この他、欧州と同様承認を求めない例外
的なINDとして、emergency use INDとtreatment INDが
あり、急な案件にも対応できる制度となっている(21CFR, 
Sec. 312.23 or Sec. 312.34)。このような例外的制度が日本
にないことは特筆すべきであろう。

欧米では、このような厳しい制度的枠組みが制定さ
れており、再生医療のヒト臨床応用には様々な困難が存
在すると考えられがちであるが、必ずしもそうでない。
欧米では優秀なコンサルタントや種々の治験業務を支援
するサードパーティ企業であるCRO (Contract Research 
Organization)が利用可能であり、また規制当局の対応も
保守的な日本の規制当局に比べ、柔軟かつ協力的である
と評価されている。たとえば後述のように、日本の現状
からは想像することもできなかったES細胞を原材料とす
る治験がすでに米国では始まっている。

４．日本固有の制度：確認申請
日本の再生医療製品の治験制度において特徴的なのは

確認申請の存在である。本邦では、通常の医薬品、医療
機器と異なり再生医療製品や遺伝子治療製品などの新規
医療技術製品においては、製品の品質・安全性等からヒ
トへの投与の妥当性を評価することを目的とするという
文脈で治験申請の前にPMDA（独立行政法人医薬品医療
機器総合機構）による審査が必要となる（最終的には薬
事食品厚生労働省衛生審議会への諮問、答申）。確認申請
に関連して、以下に列挙する膨大な法令・通知等がある。

「細胞・組織を利用した医療用具又は医薬品の品質及
び安全性の確保について」医薬発第906号（H11.7.30)、
「細胞・組織を利用した医薬品等の品質及び安全性の
確保に係る手続きの変更について」薬食発第0330030号
（H19.3.30）、「ヒト又は動物由来成分を原料として製造さ
れる医薬品等の品質及び安全性確保について」医薬発第
1314号（H12.12.26）、「ヒト（自己）由来細胞や組織を加
工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保につ
いて」薬食発第0208003号（H20.2.8）、「ヒト（自己）由来
細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関す
る指針に係るQ&Aについて」事務連絡（H20.3.12）、「ヒ
ト（同種）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機
器の品質及び安全性の確保について」薬食発第0912007
号（H20.9.12）、「ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬
品等の品質及び安全性の確保に関する指針に係るQ&Aに
ついて」事務連絡（H20.10.3）、「生物由来原料基準」厚

生労働省告示第210号（H15.5.20）、ICH（日・米・ＥＵ医
薬品規制調和国際会議）品質ガイドラインQ5A「ヒト又
は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応
用医薬品のウイルス安全性評価について」医薬審第329
号（H12.2.22）、同Q5D「生物薬品製造用細胞基材の由
来、調整及び特に特性解析」医薬審第873号（H12.7.14）、
「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関す
る指針について」医政研発第0709001号（H14.7.9）、「異
種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指
針」に基づく3T3J2株及び3T3NIH株をフィーダー細胞と
して利用する上皮系の再生医療への指針について」医政
研発第0702001号（H16.7.2）、「遺伝子治療用医薬品の品
質及び安全性の確保に関する指針について」薬発第1062
号(H7.11.15)、「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の
確保に関する指針の改正について」医薬発第0329004号
（H14.3.29）、「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確
保に関する指針の一部改正について」薬食発第1228004号
（H16.12.28）、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律」（法律第97号（H15）
H16.2施行）、「医療用具の製造（輸入）承認申請に必要な
生物学的安全性評価の基本的考え方について」医薬審発
第 0213001号（H15.2.13）、「生物学的安全性試験の基本
的考え方に関する参考資料」事務連絡医療機器審査No.36 
（H15.3.19）、「ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等
の製造管理・品質管理の考え方について」薬食監麻発第
0327025号（H20.3.27）、薬事法第2条9生物由来製品、薬事
法第2条10特定生物由来製品など様々なものがある。

これまでに確認申請に適合した細胞・組織由来製品と
しては以下の10品目がある。「樹状細胞による癌免疫療
法」（医薬品）協和発酵キリン (H13.10)、自家培養表皮」（医
療機器）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(H14.3)、
「HGF遺伝子治療」（医薬品）アンジェスMG (H15.10)、
「自家培養軟骨」（医療機器）ジャパン・ティッシュ・エ
ンジニアリング(H16.2)、「骨格筋芽細胞」（医薬品）テル
モ (H18.4)、「骨髄由来ヒト間葉系幹細胞」（医薬品）日本
ケミカルリサーチ(H19.5)、「HSV-TK遺伝子治療」（医薬品）
タカラバイオ (H19.9)、「FGF遺伝子治療薬」（医薬品）サ
ノフィ・アベンティス(H19.11)、「複合型培養皮膚」（医療
機器）ビーシーエス (H19.12)、「他家培養角膜上皮細胞シー
ト」（医療機器）アルブラスト(H21.6)。しかし、この中で
実際に治験を開始したものはほとんどない。

５．治験の実際
米国ではかなりの数の企業治験が現在進行中である。

たとえばOsiris Therapeutics社(http://www.osiristx.com/)
のProchymal® は培養同種骨髄由来間葉系幹細胞である。
間葉系幹細胞は、骨、軟骨、筋肉、脂肪など様々な細胞
種へと分化する多分化能を有する細胞であるが、その一
方、多様なサイトインを合成・分泌し、炎症や免疫を強
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を起こして作製したiPS細胞であっても、ゲノム改変にも
とづく副作用を心配する必要がない。さらに、必要であ
れば出荷時に放射線照射等による無菌化処理が可能であ
る。血小板の生体内での寿命は3 ～ 10日であり、献血由
来の輸血用血小板は凍結できず振盪しながら保管する必
要があり、また貯蔵期間が4日間と極端に短い。ほぼ無限
に増殖させることができると考えられているiPS細胞から
分化誘導した血小板を臨床に用いることができるように
なれば、少子高齢化による献血者数の減少に対応して、
献血に頼ることのない安定的供給を実現できる。さらに、
ドナー血液由来でないことから感染初期（いわゆるウィ
ンドウパネル）の献血者による感染リスクの可能性を回
避できる。

血小板輸血は事故ないし術中の大量失血の際に用いら
れることがほとんどであり、これらの場合、通常繰り返
し輸血とならないことから、Rh(-)O 型iPS細胞由来血小板
ですべての患者に対応可能でありHLAタイピングは不要
である。ドナーバーナード・スーリエ症候群、遺伝性無
巨核球症、血小板減少症等の先天性の血小板異常症で繰
り返し血小板輸血が必要な患者が稀なHLA 型を持ってい
る場合には、HLA適合の健常人由来細胞からiPS細胞を作
製すればよいので、従来の献血に頼る血小板輸血と異な
り、輸血の度にドナーの心配をする必要がなくなる。ヒ
トiPS細胞由来血小板の機能に関しては動物モデルで十分
な有効性が示されており、早期の臨床応用に期待が集まっ
ている。

日本固有の制度とも言える薬事承認を求めない臨床研
究は先進医療という受け皿が存在するものの、国の指導
的立場にある有識者の多くや規制当局は、早期の治験へ
の移行、あるいは臨床研究のスキップこそが望ましい方
向性であるとの見解を多くの場面で示している。もしも
日本の治験環境が欧米並に整っており、また治験に用い
ることができる研究費が税金由来あるいは企業由来もし
くは患者団体等からのドネーション由来であれ、欧米並
に潤沢であるならば臨床研究をスキップして、いきなり
治験をおこなうべしという意見も一理あると思わないで
もない。しかし、現実は治験を取り巻く状況は欧米と日
本とでは大きく異なっており、表層的な制度のみを欧米
と足並みをそろえることは、最終的には大きく遅れを取
り、ドラッグラグ、デバイスラグの二の舞になるのは必
定だと思われる。私見では、再生医療ラグを防ぐべく、
戦略的かつ機動的な国家的対応が必要であると考える。

また、プロトコルをガチガチに固定化しておこなう治
験に比べ、少なくとも現状では臨床研究は培養条件など
プロトコルにやや幅を持たせることが可能であり、特に
増殖能や分可能が患者ごとに異なる自家細胞を用いる系
では、条件の至適化のプロセスとしても治験でない臨床
研究は重要である。

力にモジュレートする能力も持っている。同社は、ドナー
骨髄由来間葉系幹細胞を培養系で増殖させることで、 1ド
ナーの提供骨髄から10000患者の治療に供給するシステム
を構築した。輸血により患者へと移植され、ステロイド
不応性急性GvHD（移植片対宿主病。臓器移植に伴う重篤
な合併症であり、ドナー由来細胞がレシピエントの細胞
を攻撃することによって起こる症状の総称）クローン病
（主として口腔から肛門までの全消化管に、非連続性の
慢性肉芽腫性炎症を生じる原因不明の炎症性疾患）、1型
糖尿病（多くの場合自己免疫疾患であり、インスリンを
分泌するβ細胞が破壊される）、心筋梗塞の各々を適応と
する治験を現在おこなっている。

また、米国Geron社(http://www.geron.com/) のヒト
胚性幹細胞（ES細胞）由来のオリゴデンドロサイト前駆
細胞製剤GRNOPC1は、脊髄損傷を適応とした治験が進
行中である。日本では再生医療研究者はもとより、ほと
んどすべての医療従事者がES細胞のヒト臨床応用など夢
のまた夢と考えていたと思われるが、現実ははるかに進
んでいる。実際、 Geron社に続いて、米国Advanced Cell 
Technology社(http://www.advancedcell.com/)はヒト ES
細胞由来網膜色素上皮細胞を用いたスターガート病（網
膜色素上皮が破壊され失明にいたる遺伝性網膜疾患）の
治験を開始する承認を米食品医薬品局 (FDA)から受けて
おり、2011年に患者への移植が開始する。

６．日本の臨床研究とその意義
これまでに前記ヒト幹指針のもとで了承された臨床研

究には以下のようなものがある。「虚血性心疾患に対する
自己骨髄由来CD133陽性細胞移植に関する臨床研究」大
阪大学、「急性期心原性脳塞栓症患者に対する自己骨髄単
核球静脈内投与の臨床応用に関する第I-II相臨床試験」国
立循環器病センター、「大腿骨頭無腐性壊死患者に対する
骨髄間葉系幹細胞を用いた骨再生治療の検討」京都大学、
「月状骨無腐性壊死患者に対する骨髄間葉系幹細胞を用
いた骨再生治療の検討」京都大学、「自家骨髄間葉系幹細
胞により活性化された椎間板髄核細胞を用いた椎間板再
生研究」東海大学など。これらの臨床研究は現在進行中
であり、まだその成果に関する論文報告はないが、今後、
成果が明らかになっていくものと期待される。

この他、将来的には日本発の新規再生医療中核技術で
あるiPS細胞を用いた研究も計画されている。中でも理研
の高橋政代らによる加齢黄斑変性を適応とするiPS細胞
由来網膜色素上皮細胞シート移植は準備が最も進んでい
る。この他、東大医科研の中内啓光らによるiPS細胞由来
血小板も非常に将来性が高いと期待されている。

血小板は、血管損傷時に傷口をふさいで出血を止める
血液の重要な細胞成分である。血小板がiPS由来細胞とし
てヒト臨床に好都合な点は、血小板は核をもたず細胞質
のみからなり、仮にレトロウィルスを用いてゲノム改変
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中国は典型的なひどい水不足国家の一つであり、一人
当たり水資源量は世界の一人当たり水資源量の約4分の1
である。中国の干ばつ・半干ばつ地区は全国の国土面積
の47%を占めている。中国の乾燥地農業は全国の総耕地面
積の52%を占め、そのうち灌漑条件のない乾燥地は約65%
を占める。全国の毎年の干ばつ面積は3.26億ムーに達し、
被災面積は1.34億ムーに上っている。干ばつ地区は主に、
中国の西北、東北、華北等地域に分布しているが、ここ
数年は中国の南方において干ばつが頻発し、すでに全国
の食糧生産量に深刻な影響を与えている。毎年の干ばつ
がもたらす損失は、ほぼその他の自然災害のもたらす損
失の総和に匹敵する。干ばつの影響により、中国はここ
40年来、推計によれば食糧が1億トン余りの減産となって
いる。気象予測によれば、中国は今後長い期間にわたり
大規模な水不足状態に置かれ、干ばつは中国が直面する
最大の挑戦になるとみられる。干ばつは食糧の大幅な減
産を招き、中国はさらに多くの食糧の輸入を余儀なくさ
れ、世界の食糧の安全性を直接脅かす可能性がある。中
国の農業用水量は総用水量の 73.4%を占めており、農業の
水不足は工業用水にも直接影響を及ぼすであろう。した
がって、水資源の不足はすでに、中国の工業と農業の発
展を制約する重要な要因となっている。作物の干ばつ耐
性を高め、農業用水を減らせば、限りある水資源を大き
く節約し、経済作物と工業生産の発展に用いることが可
能になる。そのため、作物の干ばつ耐性メカニズムの研
究は中国政府の強力な支援を受けている。2003年、中国
科学技術部は専門の重点基礎研究項目「973」計画プロジェ
クトを設立し、そのほか例えば、中国科学技術部の「863」
計画、農業部、国家自然科学基金委員会等なども大量の
研究費を投入して、作物の干ばつ耐性分子メカニズムの
研究を行い、遺伝子組換え、分子育種等技術を通じて、
作物の干ばつ耐性を高めることにより、日増しに深刻化
する干ばつ・水不足の農業生産に対する影響に対処しよ
うとしている。現在、作物の干ばつ耐性研究に従事して
いる中国の主な機関には、中国科学院遺伝・発育生物研

究所、中国科学院植物研究所、中国科学院上海生命科学
研究院植物生理生態研究所、中国農業科学院、上海市農
業科学院、中国農業大学、華中農業大学、清華大学、河
南大学、中国科学技術大学、復旦大学などがあり、研究
分野はシグナル伝達、遺伝子発現制御、分子育種など各
方面にわたり、主に水稲、シロイヌナズナ等のモデル植
物を研究対象としている。

ABAシグナル伝達経路
干ばつ等の逆境条件は、ABAのde novo合成、ABAの

分解抑制、遊離ABAの結合態ABAへの転換抑制、結合態
ABAの放出などの方式を誘導して、ABA含有量の蓄積
をもたらす。 ABAはABA受容体との識別を通じて、下
流のABAシグナル経路を活性化し、それによって気孔運
動、転写遺伝子の発現を制御し、水分蒸散を減らし、植
物の成長に影響を与え、植物に逆境に対する適応能力が
表出する。ABAシグナル経路において、H2O2とカルシウ
ムイオンは二次シグナル分子として、下流のシグナル伝
達を制御する過程で重要な役割を果たす。現在、いくつ
かの研究チームがそれぞれABA受容体の研究について報
告を行い、多くのあり得るABA受容体を発見している。
清華大学の張大鵬教授は、ソラマメ上表皮の中から一種
のABA特異的結合タンパク質を単離・同定し、ABARと
名付けた。タンパク質の配列分析と遺伝子クローニング
によって、ABAR遺伝子が、葉緑素合成及びプラスチド
‐核シグナルトランスダクションに関与しているタンパク
質―マグネシウムキラターゼ H-サブユニット（CHLH）
をコードしていることを発見した。モデル植物シロイヌ
ナズナにおける研究により、ABAR/CHLHがABAと特
異的に結合でき、かつABAシグナルの伝達を媒介できる
ことを明らかにし、さらにABAR分子のC-末端がABA及
びABAシグナルを媒介する中核領域と結合していること
を発見した。過剰発現やRNAi等の手段を通じてABARの
含有量を変えると、植物に気孔運動の制御を含むさまざ
まなABA表現型が表出し、同時にいくつかのABA応答

中国における植物の干ばつ耐性に関する研究の進展
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遺伝子の発現レベルにも影響を与えた。彼らの研究チー
ムはまた、ABARのC-末端はABAと結合できるが、N-末
端はABAと結合できないということも発見した。おもし
ろいのは、野生型においてC-末端を過剰発現させると、
気孔運動、株の成長を含む、すべてのABA過敏感の表現
型をもたらすことができるが、N-末端を過剰発現させる
と、過敏感な成長表現型しかもたらさず、気孔運動への
影響は発見されないということである。彼らはさらに酵
母ツーハイブリッドシステムを利用して、ABARと相互
に作用する1個のWRKYタンパク質ファミリーをスクリー
ニングし、同定した。そのメンバーの一つ、WRKY40は
ABARの媒介するABAシグナル経路におけるネガティブ
レギュレーターである。ABAが蓄積している条件下で、
一種の未知のメカニズムによって、ABARとWRKY40の
相互作用を促し、それによって細胞核内に定位している
WRKY40の標的遺伝子に対する抑制を解除し、ABI5のよ
うなABA応答に関わる遺伝子の発現を直接調節している。
ABARは一つの特殊なABA受容体として、ABAシグナ

ル伝達の中で一定の役割を果たすが、主要なABA受容体
だというわけではない。最近の研究が明らかにしている
ように、PYR1/RCAR及びその関連のタンパク質は一つの
重要なABA受容体であり、その証拠は遺伝、生理・生化
学、タンパク質結晶構造など多項目の実験結果から得ら
れている。PYR1とその関連タンパク質はABAと結合した
後、PP2C類タンパク質と結合し、下流のSnRK2類プロテ
インキナーゼに対するPP2C類タンパク質の抑制作用を解
除し、それによってSnRK2.2/3/6を活性化し、NADPHオ
キシダーゼ、カルシウムイオンチャネル、ABI5、ABF2
といった転写因子、S型陰イオンチャネルSLAC1等を含
む、下流のターゲットタンパク質をリン酸化し、それに
よって気孔運動、植物の耐性、植物の成長発育等の過程
を制御する。清華大学の顔寧研究チームは、世界のその
他のいくつかのチームとほぼ同時に、ABA受容体及び、
それと相互に作用するタンパク質PP2C類ホスホリラーゼ
複合体についての構造解析を発表した。彼女の研究チー
ムは、ABA拮抗薬pyrabactinとABA受容体構造の間の関
係についても比較を行い、二つの重要なアミノ酸の様々
な受容体の間における選択性を決定した。張大鵬研究チー
ムは、カルシウムイオン依存性の二つのCDKP類プロテ
インキナーゼCPK4とCPK11の活性は ABAの制御を受け
ており、ABAが存在している条件下では、活性化した
CPK4/11は転写因子ABF1、ABF4をリン酸化することが
でき、それによって下流遺伝子の発現を制御するという
ことを証明した。遺伝子をノックアウトした二重変異体
cpk4cpk11はABAに対し敏感でない、脱水が比較的速い
などの表現型を表出する。中国農業大学の武維華研究チー
ムは、CPK10とCPK23がABAシグナル経路に関与してい
ることを発見した。CPK10は熱ショックタンパク質HSP1
と相互に作用しており、CPK10及びHSP1の遺伝子ノッ

クアウト変異体においては、ABAとカルシウムイオンに
よる抑制を受ける内向きカリウム電流が強まり、かつ干
ばつに対する鈍感性を表出するため、変異体は脱水が比
較的速い。最近の研究が示すところによれば、CPK21と
CPK23はSLAC1と相互に作用し、 SLAC1の活性を制御す
ることができる。

H2O2と作物の干ばつ耐性
H2O2はABAシグナル伝達経路における重要な二次シグ

ナル分子である。OST1プロテインキナーゼは細胞膜上の
NADPHオキシダーゼ AtrbohFを直接リン酸化し、H2O2
の生成を制御することができる。河南大学の宋純鵬研究
チームは長期にわたり、活性酸素による気孔運動の制御
について研究してきた。彼らは早期の研究により、H2O2
がソラマメの気孔運動制御に関与していること、シロイ
ヌナズナGLUTATHIONE PEROXIDASE3（ATGPX3）
の突然変異体は干ばつストレス下において脱水が速く、
種子発芽及び幼苗発育過程においてH2O2に対し敏感で、
細胞におけるH2O2の含有量増加を抑制していることを発
見した。分子遺伝学、生物化学、電気生理学的方法を利
用して、シロイヌナズナATGPX3の機能について詳しい
分析を行い、ATGPX3とABI2のカップリングが共同で
H2O2の信号伝達に関わっており、酸化還元シグナルを感
受または伝達する機能を具えている可能性があるという
仮説を提示した。これは、ATGPX3がABA及び干ばつ
ストレスシグナルの伝達において、H2O2シグナルを特異
的に伝えている可能性があることを示している。最近、
彼らは中国農業大学の任東濤チームと協力し、H2O2が
MAPK6キナーゼの活性を制御することによって、もう
一つの重要なシグナル分子NOの合成に影響を与えてい
ることを発見した。彼らの発見によれば、硝酸還元酵素
NIA2はMAPK6と相互に作用し、かつMAPK6の基質とす
ることができ、その活性はMAPK6の制御を受けている。
MAPK6遺伝子ノックアウト変異体において、H2O2処理は
より多くの側根を生み出すことができる。華中農業大学
の熊立仲研究チームは、干ばつに対して敏感な一つの水
稲変異体dsm1を分離することができた。DSM1遺伝子は1
個のMAPKKKキナーゼをコードするとともに、2個のペ
ルオキシダーゼ（POX22.3, POX8.1）遺伝子の発現を制御
している。DSM1を過剰発現させると、苗期水稲の干ばつ
耐性を高めることができる。中国科学院遺伝・発育研究
所の陳受宜、張勁松研究チームは最近、水稲由来のある
受容体類プロテインキナーゼOsSIK遺伝子について報告
を行ったが、この遺伝子の発現は干ばつ等、非生物的ス
トレスの誘導を受けており、当該遺伝子を過剰発現する
と、遺伝子組換え水稲は比較的少ないH2O2を蓄積し、気
孔の数が減少し、干ばつ耐性等の表現型を表出するが、
遺伝子ノックアウト変異体は比較的多くのH2O2を蓄積
し、気孔の数が増加し、干ばつ感受性などの表現型を示
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す。OsSIKの ABAシグナル経路におけるポジションは、
今のところはっきりしていない。
細胞膜の生成するH2O2がABAシグナル経路に関与し

ている以外に、細胞内ではさらに多くの代謝経路、葉緑
体及びミトコンドリアなどの細胞小器官が、活性酸素を
生成することができる。だが、これらの活性酸素とABA
シグナル経路との関係についてはほとんどわかっていな
い。我々の研究チームは、シロイヌナズナ主根の成長が
高濃度のABAに対し敏感であるという特性を利用し、根
の成長が敏感ないくつかのシロイヌナズナ変異体をスク
リーニングによって得た。そのうちの1個の遺伝子ABO5
は、ミトコンドリア中に定位している1個のPPRタンパク
質をコードし、ミトコンドリア遺伝子のコードしている 
nad2 mRNA前駆体の3番目のイントロンのcis-スプライシ
ング過程に関与している。NAD2遺伝子は電子伝達鎖複
合体Iの1個のNADHデオキシ酵素サブユニットをコード
する。abo5突然変異体においてはH2O2の蓄積が増加し、
ABA処理を行うと、H2O2の蓄積増加がいっそう明らかに
なるが、これは ABO5の媒介したミトコンドリアの生成
する活性酸素がABAシグナルの伝達経路において重要な
役割を果たしていることを示している。中国科学院上海
生命科学研究院植物生理生態研究所の林鴻宣研究チーム
は、水稲変異体バンクからスクリーニングにより、耐干
ばつ・耐塩性の1個の突然変異体を得たが、これに対応す
る遺伝子は1個の新しい亜鉛フィンガータンパク質をコー
ドする。この遺伝子は変異後、突然変異体におけるH2O2
の含有量増加、気孔の開度低下、気孔数の減少をもたら
し、植物を一種の持続的なストレス状態に置くが、しか
し植物の成長と発育に著しい影響を及ぼすわけではな
い。この遺伝子は転写活性を有する1 個の転写因子をコー
ドするとともに、活性酸素のバランスと関係のあるいく
つかの遺伝子、例えばペルオキシダーゼ グルタチオン-S-
トランスフェラーゼ等を直接制御する。この遺伝子の突
然変異により、これらの遺伝子の発現は低下し、それに
よってH2O2の蓄積がもたらされる。この研究は、植物中
の活性酸素の含有量を適度に高めることは、水稲のバイ
オマスに影響を及ぼしはしないものの、水稲のストレス
抵抗性を高めてしまうということを示している。したがっ
て、この遺伝子は遺伝工学によって作物の非生物的スト
レス耐性を改良するという面で、重要な応用価値を有し
ている可能性がある。もちろん、この遺伝子が制御する
H2O2の蓄積は、ABAの制御するH2O2と同一の経路に蓄積
されるわけではないようである。

植物の干ばつ耐性に対する転写制御の影響
ABAシグナル伝達経路には2本の主な枝分かれがあ

り、1本の経路はOST1/Snrk2.2/3を通じて気孔細胞質膜
上のイオンチャネルを直接リン酸化するか、またはその
他のプロテインキナーゼを活性化することによって下流

へと信号を伝達し、最終的にイオンチャネルの活性を制
御することによって、気孔運動を制御する。この経路の
スピードは比較的速く、数分間で完成することができ
る。もう1本の重要な経路は、OST1/Snrk2.2/3が下流の 
ABF2、ABI5などの転写因子をリン酸化するとともに、
これらの転写因子を活性化し、それにより転写を通じて
ターゲット遺伝子の発現を制御する。したがって、各種
転写因子についての研究は、ABAによる植物の干ばつ耐
性制御に関する研究の主な内容の一つである。中国科学
技術大学の向成斌研究チームはシロイヌナズナの中に、
根系が発達し、葉片の気孔密度が減少している1個の後天
性干ばつ耐性変異体を発見したが、この遺伝子は1個の
新しい homeodomain-START転写因子EDT1（enhanced 
drought tolerancel）をコードしている。エンハンサーを
持ったT-DNAの挿入により、当該遺伝子は発現が高ま
る。だが、遺伝子をノックアウトした突然変異体にはべ
つに明らかな表現型があるわけではない。この遺伝子は
タバコ等において過剰発現しても、遺伝子組換えタバコ
の干ばつ耐性を著しく高めることができ、潜在的応用価
値を有する1個の遺伝子である。熊立仲研究チームは水稲
のストレスが誘導した遺伝子の中から、いくつかの転写
因子を選択し、その機能について研究を行った。そのう
ちSNAC1は、干ばつ耐性の改良にとり最も潜在能力のあ
る1個の遺伝子である。SNAC1遺伝子の過剰発現は、成株
期の遺伝子組換え水稲の大規模耕作田での重度の干ばつ
ストレス条件の下における干ばつ耐性を著しく高め（結
実率が対照に比べ22% ～ 34%高い）、しかもその農業形
質と生産量には対照との明らかな相違がなかった。対照
と比較して、遺伝子組換え株はABAに対しより高い感受
性を表出し、より多くの気孔を閉じることで水分喪失の
速度を遅くすることができ、またより低い相対含水量の
下で細胞膨圧を維持することができた。遺伝子組み換え
水稲の栄養繁殖期における干ばつ耐性及び耐塩性も著し
く強まった（対照より80%高い生存率を有する）。SNAC1
は多くの遺伝子の発現を制御しており、水稲の干ばつ耐
性の改善にとり比較的潜在能力をもった候補遺伝子であ
る。水稲のbZIP23遺伝子がさまざまなストレスの誘導を
受けて、当該遺伝子を過剰発現した遺伝子組換え植物は、
ABAに対し敏感で、脱水が比較的遅く、一方、遺伝子ノッ
クアウト変異体はABAに対し敏感でなく、脱水が比較的
速い。この遺伝子はストレスと関連のある多くの遺伝子
の発現を制御する。我々のチームは、1個のABO3遺伝子
が1個のAtWRKY63転写因子をコードしており、abo3突
然変異体はABA培養基において発芽緑化率が低下し、成
長が抑制を受けることを発見したが、さらなる研究によ
り、それが干ばつに敏感な表現型を具えていることに気
付いた。これは ABO3がABAのシグナル伝達に関与して
いる可能性があることを示しており、そこでnorthern法を
活用して、ABO3がどのような形式によってその他の遺伝
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子の発現に影響を与えているのかをさらに探ってみた。
その結果、ABO3遺伝子の突然変異は植物体内のABA合
成に関わる遺伝子の発現を変えてはおらず、ABO3は内
生ABA含有量に影響を与えることによってではなく、
一部のシグナル遺伝子の発現に影響を与えることによっ
て、シロイヌナズナのストレスに対する応答を制御して
いる可能性があるということが明らかになった。大量の
northern実験でわかったのは、ABO3の欠損はストレス応
答性重要遺伝子ABF2の発現を特異的に低下させる可能性
があり、しかもこのような影響はABA誘導の早期に表れ
るということである。ABF2プロモーター領域において
WRKYタンパク質のあり得る結合部位W-boxを発見し、
体外ゲル遅延試験法により、ABO3タンパク質は特異的に
ABF2プロモーター領域のW-boxと結合することができる
ことを証明した。これは、転写因子ABO3はABF2遺伝子
の発現を調節することによって、ABAシグナル経路に影
響を及ぼしている可能性があり、しかもABO3タンパク質
自身も、転写因子ABF2と類似したリン酸化またはその他
の修飾の制御を受けている可能性があることを示してい
る。
ABO1、ELP2、ELP4、ELP6遺伝子はそれぞれ、1個の
ヒストン アセチルトランスフェラーゼ複合体の4個のサブ
ユニットをコードしている。このヒストン アセチルトラ
ンスフェラーゼ複合体は転写過程における伸長因子で、
7個のサブユニットによって構成され、この7個のサブユ
ニットは真核生物酵母、ヒト、シロイヌナズナにおいて
高度に保存されている。この4個のシロイヌナズナ伸長因
子サブユニットの単一変異体はすべて、狭くて長い葉片、
短い根、ABAに対する感受性、アントシアニン合成の増
加という表現型を表出する。また、この4個の単一変異体
のさまざまな組み合せである二重変異体も、ABA感受性
及び単一変異体に似た成長表現型を表出する。これらの
結果は遺伝という角度から、シロイヌナズナにおける伸
長因子の各サブユニットがABA感受性及び植物の成長発
育を調節するという面で、複合体という形で共に役割を
果たしていることを証明した。興味深いのは、シロイヌ
ナズナにおいては、伸長因子複合体の中心サブ複合体に
属するELP1/ABO1及びELP2の突然変異後にのみ、植物
がABAの誘導する気孔閉鎖に対しいっそう敏感になると
いう結果を招き、一方、伸長因子複合体の付属サブ複合
体に属するELP4とELP6の突然変異後にはそうならない
ということである。同時に、この4個の突然変異体は MV
（methyl viologen）とCsC1が引き起こす酸化ストレスに
対し非常に強い耐性を表出する。4個の突然変異体の遺
伝子発現についての分析の結果、正常な成長状況の下で
は、4個の突然変異体のCAT3の発現量は野生型よりも高
いが、しかし、ABA処理の状況下では、4個の突然変異体
におけるZAT10の発現量が高くなるということを発見し
た。4個の突然変異体ではMYBL2の発現は低下しており、

MYBL2は1個の単一反復配列のMYBタンパク質をコード
しているが、これはアントシアニン合成におけるネガティ
ブレギュレーターであり、そのため4個の突然変異体は強
光処理の下において野生型よりも多いアントシアニンを
合成することになる。研究結果が示しているように、シ
ロイヌナズナにおける伸長因子はABA反応の調節、酸化
ストレス、アントシアニンの合成において、いずれも中
枢的な役割を果たしている。
中国科学院遺伝・発育生物学研究所の謝旗研究チーム

は、ユビキチンの媒介するタンパク質修飾及び植物のス
トレスシグナル伝達の分子メカニズムについて深く検討
を行った。彼らはE3リガーゼをコードしている1個の遺伝
子SDIR1が、アブシジン酸（ABA）に関連したストレス
シグナル伝達経路に関与していることを発見した。SDIR1
遺伝子の植物体内における発現は干ばつ及び塩ストレス
による調節を受けるが、ABAの影響は受けない。さらな
る研究により、干ばつストレスの下においてSDIR1遺伝子
は主に気孔及び葉肉細胞の細胞質膜中に発現すること、
SDIR1遺伝子を過剰発現させると植物の成長を引き起こ
し、ABA 処理の下での気孔のすばやい閉鎖、干ばつ耐
性の増強等といった、ABAに対する過度な敏感反応と表
現型を表出することができることを発見した。SDIR1 遺
伝子の過剰発現した遺伝子組換え株及びsdir1突然変異体
において、ABAとストレスに関連したいくつかの重要遺
伝子にはすべて変化が発生した。このことは、E3リガー
ゼのSDIR1はABAのシグナル伝達経路において、重要な
調節作用を果たしていることを示している。だが現在、
SDIR1の作用するターゲットタンパク質ははっきりして
いるわけではない。この遺伝子は水稲等の作物中に過剰
発現すると、遺伝子組換え水稲の干ばつ耐性を著しく高
めることができる。
復旦大学の王学路教授のテーマチームは、植物ホルモ

ン・ブラシノステロイドのシグナル伝達経路及び、その
ABAなど他のホルモンシグナル経路との相互作用ネット
ワークにおいて、植物ホルモン・ブラシノステロイドと
ABAの相互作用が、数百個の遺伝子の発現と生物学的プ
ロセスを調節していることを発見し、ブラシノステロイ
ドシグナル伝達経路の生化学・分子マーカー及びABA生
合成変異体などの手段を利用して研究を行い、外生ABA
がBSE1のリン酸化状態及びブラシノステロイド応答遺伝
子の発現を調節することにより、ブラシノステロイドシ
グナルの出力をすばやく阻止することができることを発
見した。さらなる研究の結果、ABAはブラシノステロイ
ドの初期シグナル経路においては、ABAの早期シグナル
伝達成分ABI1とABI2に依存して役割を果たすということ
がわかったが、これは植物ホルモン・ABAとブラシノス
テロイドの相互作用はブラシノステロイドシグナルの感
受後に発生し、転写活性化の前ではないということを示
している。



511

植物科学

組立過程における最後の1個のマンノース残基の加入を促
し、そのあとリン酸ドリコール担体上のMan5G1cNAc2オ
リゴ糖鎖に結合すると、小胞体膜の細胞質側から小胞体
膜腔内側へと方向を変え、さらに糖鎖の合成と修飾を行
う。LEW3もALG11と同じく小胞体に定位し、シロイヌ
ナズナの各組織器官の中に発現している。lew3突然変異
体中には少量のMan3G1cNAc2及び Man4G1cNAc2の不
正常なオリゴ糖鎖の蓄積があり、しかも高マンノース型
糖鎖の含有量が低下し、複雑な糖鎖の含有量が増える。
lew3突然変異体は発育が正常でなく、稔性が低く、セル
ロース合成も影響を受けて細胞壁が薄くなり、木質部が
萎陥し、同時に突然変異体は浸透圧ストレス、ABAに対
しても敏感な表現型を表出する。突然変異体における糖
タンパク質のN-グリコシル化の欠損により、浸透圧スト
レス、干ばつストレス及びABA処理に際し、UPR 経路は
強烈に活性化される。これらの結果はいずれも、糖タン
パク質のN-グリコシル化プロセスが植物の成長発育及び
ストレス応答において、非常に重要な役割を持っている
ことを物語っている。
もう1つの細胞壁が薄くなり、木質部が萎陥した突然

変異体LEW2・LEW2遺伝子はセルロース合成酵素複合
体の1個のサブユニットをコードする、AtCesA8/IRX1遺
伝子の1個の新しい対立遺伝子であり、当該遺伝子は植物
体内の二次細胞壁セルロースの合成をコードし、制御し
ている。以前に発見したシロイヌナズナ中のいくつかの
部位の劣性突然変異は木質部の萎陥した表現型をもたら
したが、水分輸送の欠損は観察されなかった。研究の結
果、lew2突然変異体の葉は高蒸散の条件下で萎凋が出現
するが、同様の条件下で、野生型株はいかなる影響も受
けないということがわかった。検査測定により、lew2株
の茎から流出する樹液量は野生型の半分でしかないこと
を発見したが、そのことはlew2株においては木質部の萎
陥により水分輸送が阻まれていることを暗示していた。
植物を正常な条件の下で一種の干ばつストレス状態に置
くと、それは一種のシグナル誘導植物に転換し、形態、
生理、分子のレベルから応急措置を講じ、こうした干ば
つストレスに適応することができるようになる。同時に、
植物体内のセルロース合成のプロセスが妨げられること
によって、上流のショ糖など可溶性糖の蓄積のフィード
バック調節が行われ、糖誘導を受けたABA生合成遺伝子
ABA2/SDR1が発現するようになり、ひいてはABAの合
成が増加する。ABAは一種のストレスシグナルとして植
物体内の浸透圧調節メカニズムの活性化を誘導すること
ができ、植物の浸透圧調節能力を高めることによって、
この種の水分（干ばつ）ストレスに適応する。研究結果
が示しているように、LEW2/AtCesA8遺伝子の機能は、
木質部の萎陥を防いで植物体内の適度な水分輸送を保
ち、セルロースと可溶性糖の合成比率を調節して植物の
浸透圧調節能力を高めることにある。同時に、木質部の

タンパク質グリコシル化修飾と干ばつ耐性
我々はモデル植物シロイヌナズナの葉片萎凋干ばつ関

連変異体と、根系湾曲ABA関連変異体の一組のスクリー
ニング体系をそれぞれ確立し、それぞれスクリーニング
によって、一群のlew（leaf wiltng）シリーズとabo（ABA 
overly-sensitive）シリーズの突然変異体を得、その中の
干ばつ、ABAに関連した多くの重要な遺伝子をクローニ
ングし、解析した。我々は日本のToshiya Muranaka先生
及びその他の研究チームと協力し、LEW1の生物学的機能
を研究した。LEW1遺伝子は、C55ポリイソペンテニルピ
ロリン酸合成酵素ファミリーに属する、1個の新しいcis -
イソペンテニルトランスフェラーゼをコードしており、
in vitro実験により、LEW1はcis -イソペンテニルトランス
フェラーゼ活性を具え、C80前後の鎖長のドリコールの合
成を促すことができることを証明した。LEW1は部分的に
酵母相同遺伝子変異体rer2を補い合っており、in vivoに
よっても、LEW1がポリイソペンテニルピロリン酸合成酵
素の活性を具えていることが実証された。LEW1の突然変
異は植物体内のC80、 C85ドリコールの含有量を著しく低
下させ、タンパク質グリコシル化のレベルを低下させた。
干ばつ条件の下では、突然変異体lew1中の分子シャペロ
ン BiP2及び上流転写因子AtZIP60の発現量は野生型より
もずっと高い。同時に、突然変異体lew1には高温、暗闇、
無糖の条件下で、より早く黄化枯死現象が現れ、一方、
一定の浸透圧ストレスは突然変異体のこれらの枯死過程
を緩やかにすることができる。これらの結果はすべて、
一定の浸透圧ストレスがタンパク質の正確な折り畳みに
とって有益であることを示している。さらに重要なのは、
干ばつ、高塩、高浸透圧の誘導の下で、突然変異体lew1
中のRD29A、COR47、RD22の発現量が急速に上昇するこ
とであり、これはLEW1の突然変異が一種の浸透圧ストレ
スの早期応答メカニズムを活性化し、それによって正常
な水分条件の下で水分欠乏の葉片萎凋表現型が出現し、
植物をより早く干ばつストレスに適応させるようにした
のではないかと推測される。研究結果が示しているよう
に、LEW1は1個の新しいポリイソペンテニルピロリン酸
合成酵素をコードし、C80、C85ドリコールの合成を促し、
タンパク質グリコシル化のプロセスに関与し、その突然
変異はある種の浸透圧ストレスの早期応答メカニズムを
活性化する。これらの結果は、タンパク質のグリコシル
化は浸透圧ストレスにおいて重要な役割を果たし、しか
も一定の浸透圧ストレスはタンパク質の正確な折り畳み
にとって助けとなり、タンパク質グリコシル化が損なわ
れることによってもたらされる植物のストレスに対する
感受性を軽減するということを示している。
LEW3遺伝子のコードするタンパク質はɑ-1, 2-マンノー
ス転移酵素活性を具え、酵母中のALG11と32%の相同性
を有している。酵母において、ALG11はN-結合型オリゴ
糖鎖 Man5G1cNAc2の合成に関与し、当該オリゴ糖鎖の
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萎陥が引き起こす水分輸送の阻害が一種のシグナルに転
換できるせいで、植物の細胞防衛運動と細胞の浸透圧調
節能力がコントロールされているということは、セルロー
ス合成、細胞壁構造が植物の干ばつ・浸透圧ストレス応
答にとり、一つの重要なファクターであるということも
示している。

DNA複製とABA
根の成長がABAに対して敏感な突然変異体をスクリー

ニングする中で、我々は1個のABO4突然変異体を得た。
ABO4遺伝子はDNAポリメラーゼεの触媒サブユニット
をコードする、At1g08260/POL2a/TIL1遺伝子の1個の新
しい対立遺伝子であり、DNAの複製、損傷修復、DNA組
換えなどのプロセスに関与している。abo4-1突然変異体
の種子発芽と幼苗成長はMMSに対して過敏感であり、幼
苗成長は紫外線UV-Bに対しても敏感である。DNA損傷が
誘導する遺伝子GR1、RAD51、MRE11、BRCA1、KU70
はabo4-1突然変異体内で組成型が高発現し、MMS処理は
野生型及びabo4-1突然変異体におけるこれら遺伝子の発
現を増やし、しかも突然変異体における増加幅は野生型
よりも大きい。細胞周期関連遺伝子H4bとCYCB1;1の発現
が高まることは、abo4-1突然変異体細胞周期のS期とG2/
M期が延びたことを示している。abo4-1突然変異体の相同
組換え頻度の明らかな増加は、ABO4遺伝子がDNAの相
同組換えプロセスに関与していることを物語っている。
ABA処理は野生型及びabo4-1突然変異体相同組換えの頻
度を増やし、結果としてabo4-1突然変異体内のDNA断裂
の増加を招くが、ABA処理がGR1及びMRE11遺伝子の発
現を増強し、RAD51、BRCA1、KU70遺伝子の発現を抑
制するということは、MMS、ABA処理のこれら遺伝子に
対する発現調節のメカニズムが同じではないことを示し
ている。我々は同時にDNA複製と関連のあるその他の突
然変異体を検査測定し、ror1/rpa2a、fas1もABAに対し
敏感だが、DNA polymerase A1pha突然変異体にはABA
感受性の表現型がないということを発見した。これは決
してすべてのDNA複製関連タンパク質がABAシグナル経
路に関与しているわけではないことを物語っている。最
近、タンパク質リン酸化修飾に対するABAの影響につい
てのある研究報告は、ABA処理を行ったシロイヌナズナ
はDNA複製因子Cのリン酸化の程度を下げることができ
ることを明らかにしたが、これはDNA複製に対するABA
の影響が、リン酸化シグナルを通じて実現されている可
能性のあることを示している。

その他の干ばつ耐性関連研究
華中農業大学の張啓発研究チーム、上海市農業科学院

の羅利軍研究チーム、中国農業科学院の黎志康研究チー
ム等は、長期にわたって水稲遺伝資源の基礎及び応用基
礎研究に従事し、節水干ばつ耐性稲の研究方面において、

干ばつ耐性と密接な関連のある一群の量的形質遺伝子を
定位した。彼らのいくつかの研究はすでに生産に応用さ
れている。例えば、羅利軍チームは中国南方で初の節水
干ばつ耐性稲「中旱3号」、節水干ばつ耐性交雑稲「旱優3
号」を選育し、すでに生産面で大面積にわたって普及さ
せている。トウモロコシ研究の方面では、中国農業科学
院の王国英研究チームは、いくつかのトウモロコシの全
長cDNAをクローニングするとともに、いくつかの遺伝子
の機能について初歩的な干ばつ耐性検証を行った。
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主な研究
主な研究は植物病原菌の相互作用のメカニズムである、PAMPが引き起こす免疫とバクテリアによる病原性機序が含まれる。

スタート段階にある現代植物病理学

過去10年来、中国政府の農業バイオテクノロジーへの
大量の経費投入のおかげで、植物生物学は中国で飛躍的
に発展してきた。多くの分野において、中国の科学者は
アメリカ、日本及びドイツのような先進国の科学者の研
究レベルに達しているか或いは接近している。植物生物
学のその他の分野と比べて、現代植物病理学が中国でス
タートしたのは比較的遅く、全体的にレベルがまだ高く
ない。然し、帰国ブームに伴い、良好な訓練を受けたこ
とがある一群の植物病理学者が中国で頭角をあらわし始
めており、中国の現代植物病理学の研究水準は急速にレ
ベルアップしている。
重要な農作物病虫害に対する重視のおかげで、中国は

水稲病虫害の研究が比較的に際立っている。いもち病は
その内の焦点の一つである。早期の代表的な仕事は雲南
農業大学の朱有勇教授が2000年にNature誌に発表した
研究である。いもち病抵抗性のある稲の品種と大面積に
わたって混作した場合、感染品種の発病率は大幅に低下
し、生産量が著しく高まった。朱教授のこの研究から、
大面積にわたって遺伝多様性の作物を栽培することは効
果的な生態的手段として農作物の病害を抑制でき、生産
量を高められることが十分に証明された。中国科学院遺
伝・発育生物学研究所の朱立煌研究員は若干の抗いもち
病の抵抗性遺伝子クローニングを完成した。彼が指導す
るグループは2007年に独特ないもち病抵抗性遺伝子であ
る̶ P̶i-d2を分離した。Pi-d2は一つの細胞表面の受容体
タンパクをコーティングする。さらに2009年に彼らは比
較ゲノミクスを利用して、もう一つのいもち病抵抗性遺
伝子であるPi-d3を分離することに成功した。Pi-d2と違っ
て、Pi-d3は一つの典型的なNB-LRR病害抵抗タンパクを
コーディングする。これらの病害抵抗遺伝子の分離は稲
の病害抵抗育種に有利である。病害抵抗遺伝子の分離の
ほかに、いもち病菌の病原メカニズムも研究の焦点であ
る。例えば、福建農林大学の王宗華教授は2008年にいも
ち病菌の一つの低分子量GTPアーゼであるRac1が稲を侵
入感染する時の重要な機能を報告した。Rac1はChm1と

呼ばれるプロテインキナーゼと相互作用して分生子の発
生をコントロールすると同時に、NADPHオキシダーゼに
よって付着器の発育を抑制することができる。分生子と
付着器はいもち病菌が稲に侵入感染する病期に不可欠な
発育の一環であり、これらの発見は新しい農薬の設計に
役立つ。
華中農業大学の王石平教授は近年、稲の葉枯病の抵抗

研究において、一連の進展を得た。彼女の実験室は2004
年に稲の葉枯病抵抗の広域スペクトル病害抵抗遺伝子で
あるXa26を報告した。当該遺伝子は一つの典型的な受容
体キナーゼをコーディングし、もう一つ有名な病害抵抗
遺伝子であるXa21とよく似ている。2006年のもう一つの
研究では、王教授は葉枯病の細菌侵入感染にとても重要
な稲遺伝子であるXa13を分離した。葉枯病細菌が侵入感
染する場合、Xa13の発現を誘導してはじめて深刻な発病
が起こる。xa13変異体はプロモーター DNA配列の変更
がもはや細菌に誘導されないことから、稲植物が受ける
侵害は軽い。王教授の最近の研究によれば、Xa13は維管
束内の銅イオン除去機能を実行する可能性があり、この
ことはさらに細菌の維管束の中での生存に有利になる。 
Xa13はブドウ糖輸送タンパクを一つコーディングする可
能性があり、葉枯病細菌はXa13を誘導することによって
より多くの糖分を獲得するだろうと、最近米国の科学者
数名が証明した。また、王教授の実験室は2008年にGH3-8
遺伝子の病害抵抗における作用を報告した。GH3-8は一つ
の酵素をコーディングして、植物オーキシンをアミノ酸
結合物に転化し、遊離状態のオーキシンを低下させる。
更なる研究では、GH3-8の病害抵抗機能はサイトカラシン
タンパクの発現を抑制することで実現されるとしている。
トビイロウンカは中国南方の稲産地で深刻な虫害で、

大面積にわたって稲の減産、倒伏をひきおこし、全く収
穫できなくなる場合もある。微生物による病害と比べ、
人々は植物をどのように識別して昆虫に抵抗するのかに
ついて、知識が非常に少なくて、研究も非常に難しい。
武漢大学の何光存教授は最近重要な飛躍を遂げた。はじ
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めてトビイロウンカ抵抗性稲の遺伝子を分離したのであ
る。当該遺伝子は典型的なNB-LRRタンパクを一つコー
ディングし、多くのよく知られた病害抵抗タンパクに非
常に似ており、稲が類似する分子メカニズムでトビイロ
ウンカと病原微生物を識別していることを示している。
小松菜キサントモナスはアブラナ科植物例えば、油菜、

キャベツ等の作物における重大な病原体である。中国科
学院微生物研究所の何朝族研究員、方栄祥研究員、およ
び広西大学の唐紀良教授はゲノムと機能ゲノミクスの比
較を通じて当該病原体の進化の法則を発見した。同時に
一群の新しい病原遺伝子も発見した。多くの細菌はクォー
ラムセンシングで一連の重要な生理機能に関連する遺伝
子発現（ホストに対する病原性を含む）を調整する。中
国科学院微生物研究所の方栄祥研究員は小松菜キサント
モナスのゲノムにluxR-lux box-luxIに類似するクォーラ
ムセンシングの遺伝子座（xccR-pip box-pip）が存在する
のを発見した。PIP（プロリンイミノペプチダーゼ）が
Xcc病原性に必須であることを証明した土台の上で、方教
授は細菌が植物に侵入し感染する時、XccRはpip boxが
PIPの発現をポジティブコントロールすることによって、
植物の中に細菌に識別される特殊なシグナル分子が存在
することを示唆していると発見した。油菜生産のもう一
つの主要病害は真菌による菌核病である。華中農業大学
の姜道宏教授は最近この真菌からはじめて独特の一本鎖
DNAウイルスであるSsHADV-1を分離した。重要なのは、
SsHADV-1の感染によって真菌の病原性の低下に繋がるこ
とにある。これらの発見は油菜の菌核病の抑制に新しい
考え方を提示した。
遺伝子サイレンシングは植物のウイルス抵抗において

重要な役割を果たしている。また、RNAに依存するRNA
ポリメラーゼのRDR6とRDR1はこの過程において重要な
役割を果たしている。中国科学院微生物研究所の郭慧珊
研究員は最近タバコRDR1の新しい機能を発見した。彼
女達の研究の結果、RDR1がRDR6の抑制しているウイル
ス抵抗遺伝子サイレンシングに対してネガティブレギュ
レーションの役割を果たしている可能性があるというこ
とがわかった。
植物病害抵抗の科学的問題は実質的に免疫学の問題で

ある。動物と同じように、植物も自分の免疫系を持って
いて、侵入する病原微生物を識別することにより、防衛
反応を有効に活性化する。但し、一部の病原体はそれで
も植物の免疫系を克服し、病害を引き起こしてしまう。
これらの病原体は農業生産において往々にして深刻な危
害を引き起こし、食糧生産の安全を脅かす。農作物の病
害をよりよく抑制するためには、植物がどのようにして
病原体を識別しているのか、病原体がどのようにしてそ
のホスト植物に侵入して感染したのかを把握する必要が
ある。動物においては、細胞表面にある免疫受容体が強
大な監視システムを形成し、微生物特有の一部の分子を

直接に、迅速に識別し、シグナルを細胞核内に伝達し、
防衛遺伝子の発現を起動する。植物細胞の表面にも機能
の類似する受容体がある。例えば、植物細胞表面のFLS2
とEFRタンパク質はそれぞれ細菌フラジェリンと細菌
EF-Tuタンパクの受容体であり、CERK1とCEBiPは真菌
細胞壁フラクションキチン質の受容体である。但し細胞
表面の受容体が構成する免疫系の植物の病害抵抗におけ
る役割は2004年まで明確ではなかった。多くの病原微生
物や、はなはだしきは昆虫すらも自分自身の一部の病原
性タンパクをホストの細胞内に「注射」できる。これら
のタンパクは病原体の病原性能力に不可欠である。例え
ば、モデル病原性細菌であるシュードモナスシリンゲは
ホスト細胞に対して30もの病原性タンパクを分泌するこ
とができる。但し、これらの病原性タンパクがどのよう
に細菌の侵入、感染に協力したのかははっきりしない。
細胞表面の免疫受容体のほかに、植物は胞内免疫受容体
も沢山持っており、植物細胞内に侵入する病原体病原性
タンパクを特異的に識別することができる。これらの胞
内免疫受容体はどのようにして病原性タンパクを識別し
て、また免疫反応を起動するのか、及びそれらはどのよ
うに進化しているのかはまだ不明である。技術手段の制
限や遺伝の複雑さのために、植物病害抵抗メカニズムの
研究は重要な農作物の中で深く展開することが難しい。
従って、研究しやすいモデル植物から必要な理論的知識
を獲得する必要がある。シロイヌナズナと呼ばれるワイ
ルドマスタードは「植物の実のハエ」という美称を持ち、
植物病害抵抗遺伝と分子生物学研究の好材料である。
北京生命科学研究所の周倹民研究員はその他のホス

トからのシュードモナスシリンゲを研究した時、これら
の細菌はシロイヌナズナにおいて細胞表面の免疫受容体
システムによって識別され、防衛反応を活性化できるこ
とを発見した。人為的にこの免疫系を妨害した場合、そ
れらの本来シロイヌナズナ植物に病原性のない細菌も侵
入、感染の能力を獲得した。この免疫系の形成により、
陸地植物が大多数の病原体に侵入感染されないことを確
保した可能性が高いと、これらの結果からわかった。も
う一つ面白い結果はすでにシロイヌナズナに適応した病
原性細菌に対し、この免疫系は侵入者を発見するのが難
しいことである。更なる研究から、これらの細菌はまさ
にホスト細胞内に病原性タンパクを注射し、植物の免疫
系を攻撃することによってステルスを実現していること
がわかった。その次の5年間の研究では、彼らはシュード
モナスシリンゲ菌の若干の病原性タンパクが植物の免疫
系を攻撃するメカニズム（図1）を系統的に詳述した。例
えば、HopAI1、HopF2、AvrBの3つの病原性タンパクは
それぞれ異なる生物化学活性によって、免疫シグナル通
路にあるプロテインキナーゼである MAPKを攻撃する。
MAPKがリン酸化によってその基質タンパクを活性化す
るのは、動植物免疫シグナル通路において不可欠な一環
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である。HopAI1は動植物病原細菌の内の保守的な病原タ
ンパクであり、それは直接にMAPK上の燐酸を不可逆的
に取り除き、MAPKを不活化することができる。HopF2 
はMAPKの上流キナーゼのMAPKKにADP-リボースを
添加することにより、MAPKKの活性を抑制し、それが
MAPKを活性化できないようにする。 HopAI1やHopF2
と違って、AvrBはMAPKを抑制しないばかりか、MAPK
族の一つの特異なメンバーであるMPK4を活性化すること
ができる。その他のメンバーと違って、MPK4の活性化は
免疫反応を低下させる。AvrBがMPK4を活性化する生物
化学メカニズムはまださらに究明する必要があるが、そ
の機能は分子シャペロンのHSP90との相互作用で実現す
るのである。もう一つ重要な病原性タンパクはAvrPtoで
ある。北京生命科学研究所の柴継傑研究員との協力研究
から分かるが、AvrPtoがプロテインキナーゼの抑制剤で
ある可能性が高い。植物細胞表面の免疫受容体のFLS2、
EFR、及びCERK1はみなプロテインキナーゼであり、
AvrPtoが攻撃するターゲットになる可能性が高い。周教
授の実験室の研究では、AvrPtoが確かに直接にFLS2や
EFRのような受容体を攻撃することによって植物の免疫
反応を遮断することが証明された。最近、ドイツとイギ
リスの科学者はもう一つAvrPtoBと呼ばれる病原性タン
パクもFLS2とCERK1を攻撃することをそれぞれ報告し、
これら免疫受容体は細菌が攻撃する重要なターゲットで
あることを示した。最近の一つの研究では、周教授のグ
ループは病原性タンパクAvrPphBの新しいターゲットタ

ンパクであるBIK1を発見した。AvrPphBはタンパク加
水分解酵素であり、ホスト細胞内でその基質タンパクを
特異的に分解することができる。BIK1はFLS2、EFR、
CERK1の3つの受容体のいずれとも複合体を形成でき、
病原体からの異なるシグナルを整合し、防衛反応を活性
化することができることも彼らは発見した。遺伝実験で
示されたのは、BIK1は植物免疫シグナル通路での重要
なタンパクであることである。これらの結果からシュー
ドモナスシリンゲの病原性タンパクはホストの免疫系の
重要なタンパクを攻撃することによって、自分の侵入が
ホストに検知されにくくすることがよく分かった。また
同時にもう一つの角度から、細胞表面の受容体の抑制す
る免疫系の植物に対する重要性を説明した。AvrPtoと
AvrPphBに関する研究は、胞内免疫受容体が病原性タン
パクを識別する進化方式と病原性タンパクがホストタン
パクを攻撃する内在分子のつながりも明らかにした。
北京生命所の柴継傑研究員は構造生物学的手段で、

胞内免疫受容体がどのように病原体の病原性タンパク
を識別して免疫反応を活性化するのかについて回答し
た。トマトのPtoは胞内免疫受容体であるPrfがAvrPtoと
AvrPtoBという2つの病原性タンパクを識別するための重
要なタンパクである。Pto-AvrPtoとPto-AvrPtoB複合体構
造の解析を通じて、柴教授のグループはPtoタンパクの中
でPrfを活性化する重要なエリアを発見した。これらのエ
リアはAvrPtoとAvrPtoBを結合した後、直ちにPrfが抑制
している免疫反応を活性化することができる。

◎図１　病原性タンパクが植物免疫系を攻撃する図

植物細胞膜（plasmamembrane）にある免疫受容体であるFLS2、EFR、或いはCERK1がBAK1やBIK1と共に
受容体の複合体を形成できる。
この複合体は生物からのフラジェリン（flagellin）、EF-Tuタンパク、或いはキチン質（chitin）を感受すると、下
流のMAPKKと MAPKを含むシグナル通路を活性化し、
免疫反応を起動する。シュードモナスシリンゲの病原性タンパク（赤色楕円）はこの通路の異なるタンパクをそれぞ
れ攻撃することにより、免疫反応を発生させないことができる。
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植物病原体の病原性タンパクは往々にして特殊な分泌
通路から直接にホスト細胞内に入るが、高等病原体、例
えば真菌や卵菌の病原性タンパクがどのようにしてホス
ト細胞に入るのかは今までよくわからなかった。西北農
林科技大学の単衛星教授はアメリカのバージニア工科大
学のBrett Tyler教授及び中国の南京農業大学の竇道龍教
授と協力して、卵菌と一部の真菌病原体がホスト細胞に
病原性タンパクを輸送する分子メカニズムを発見した。
これらの病原体の1種の病原性タンパクはその特殊なアミ
ノ酸配列がホスト細胞膜のホスファチジルイノシトール-3- 
リン酸と結合し、細胞のエンドサイトーシスによってホ
スト細胞内に入る。これらの病原性タンパクは同じメカ
ニズムで動物ホスト細胞に入ることができることも彼ら
は発見した。
北京生命所の張躍林研究員は免疫受容体の作用メカニ

ズムにおいて重要な進捗を遂げた。遺伝学と分子生物学
の手段を利用し、張教授のグループはBIR1、SOBIR1、及
びBAK1から構成する新しい細胞表面の免疫受容体の複合
体を発見した。また彼らは、この受容体複合体のシグナ
ル通路と胞内免疫受容体の機能とはカップリングである
ことも発見した。もう一つの研究で彼らは、SNC2と呼ば
れる胞外免疫受容体型タンパクが胞内免疫受容体から独
立するシグナル通路を抑制していることも発見した。ま
た彼らは、SNC2がWRKY70と呼ばれる転写因子によって
免疫反応を起動することも発見した。分子シャペロンタ
ンパクHSP90及びその補助タンパクは胞内免疫受容体タ
ンパクの正しい折畳み、成熟及び安定性に重要なコント
ロール機能を果たしている。張教授の実験室は、最近、
SRFR1が新しい分子シャペロン補助タンパクであること
を発見した。SRFR1がない植物では、複数の胞内免疫受
容体タンパクの含有量が異常に多くなり、このことから
SRFR1の機能はこれら胞内免疫受容体の水準を正常に維
持し、エンドサイトーシスの発生を防ぐことにあること
がわかる。彼らは、遺伝と生物化学分析によって、胞内
免疫受容体のSNC1が直接に細胞核内のTPR1タンパクと
作用し、ヒストン脱アセチルカアーゼの HDA19の機能に
影響することにより、防衛反応遺伝子の発現をコントロー
ルしている可能性があることも発見した。
サリチル酸は植物免疫の中の重要なホルモンであり、

病原体が侵入感染した時に大量に合成され、植物の病害
抵抗性を強めることができる。但し、通常では、レベル
が比較的低く、植物の通常の発育を保証する。周教授の
実験室はEIN3とEIL1という2つの転写因子が正常の植物
においてサリチル酸合成に重要な酵素遺伝子であるSID2
の発現を抑制することを発見した。張教授の実験室は
SARD1とCBP60gが、植物が侵入感染された時にSID2の
発現を活性化する転写因子であり、植物の病害抵抗性に
非常に重要であることを発見した。この2つの研究はサリ
チル酸合成の細かいコントロールメカニズムを詳述した。

以上から分かるように、中国の植物病理学は重要な農
作物、モデル植物、あるいは病原体の研究においても喜
ばしい進捗を遂げている。2006-2010年に発表された高水
準の論文は2000-2005年の5倍に相当し、研究水準は急速
に発展する道に入ったことを示している。人材が増大す
るのにつれて、中国の科学者が植物病理学にさらに大き
く寄与するであろうことは間違いない。
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分子・染色体工学の技術を用いた
強グルテン小麦新品種の育種

李　俊明　Li Junming　●中国科学院遺伝・発生生物学研究所研究員、博士課程指導員
1964年7月出生まれ。1986年に河北農業大学において作物育種遺伝子学学士学位を取得。1999年3月-2001年2月に農林水産省
北海道農業試験場特別研究員。2001年3月から現在に至るまで現職。

基盤の単一化、遺伝的多様性の不足、遺伝的変異範囲の
急激な縮小が生じている。このため小麦の遺伝子プール
における多様性が乏しくなり、病気や害虫に対する抵抗
力および逆境ストレスに対する適応力が低下の一途をた
どっている。特に新しい病原菌レースに対する抵抗力が
段階的に失われている。強グルテン小麦の場合、河北省
における80%の強グルテン小麦品種は、藁城8901の派生品
種である。黄淮冬小麦地帯北側および北部冬小麦地帯に
おける70%近くの強グルテン小麦は、藁城8901と近縁関係
にある。藁城8901小麦は良好な製パン性を有しているが、
耐寒性、耐病性、耐倒伏性に劣っており、その派生品種
における総合耐性は良いとは言えない。 2009年冬季に発
生した冷害により、藁城8901派生品種はほぼ壊滅した。
現時点で藁城8901派生品種以外の品種の多くは、加工品
質の面で現物市場や先物市場における強グルテン小麦に
対する要求（安定時間12分間）を満たすことができない。
このように黄淮北側および北部冬小麦地帯における強グ
ルテン小麦の品種不足は困難な局面に面している。
中国産強グルテン小麦品種の総合耐病性も理想的とは

言えない。CY32、CY33号といった黄さび病の新レースが
発見された後、従来の抵抗性品種のほとんどが罹病性品
種となってしまった。このことは主要生産地である関中、
河南、蘇北といった黄淮南側における強グルテン小麦の
生産を直接的に脅かすことになった。ウドンコ病に対す
る抵抗性の面では、Pm20、Pm21といった少数の遺伝子
のみが、中国の主要なウドンコ病菌レースに対する抵抗
性を有している。しかし前述した遺伝子を持つ品種は極
めて少ない。これら二つの遺伝子を持つ品種は、生態環
境や耐寒性に関する制限を受け、生産地域が限られてい
る。病原菌抵抗性品種の不足は、病害対策を農薬に依存
する傾向を強めている。またカルベンダジムやトリアジ
メホンといった農薬の散布は、強グルテン小麦の加工品
質に悪影響を及ぼす。
強グルテン小麦の加工品質は、主に高分子量グルテ

ニンサブユニット(HMW-Gs)の遺伝子によって左右され

１．中国における強グルテン小麦の生産状況
中国において小麦は主要食糧作物の一つである。中国

は小麦消費大国でもあり、良質小麦の年間需要は国内生
産量の約18%に相当する2100万トン前後である。このうち
パン用小麦の需要が400万トン、餃子や即席麺用小麦の需
要が1100万トン、ビスケットや菓子用小麦の需要が600万
トンとなっている。市場需要は概ね国内生産でまかなうこ
とができるが、2009年には約60万トンの輸入実績があり、
2010年には輸入量がさらに増加している。輸入小麦のほ
とんどは、国内で不足している強グルテン小麦である。
中国産冬小麦ドウ（こね粉）の安定時間は短く、引き

伸ばし面積も小さい。北アメリカやオーストラリア産の
小麦と比べ明らかに製パン性が劣る。強グルテン小麦は、
品質安定性、生育特性、潜在的生産量、生産規模などの
面で数多くの課題を抱えている。第一に強グルテン小麦
は品種が少なく生産量も低い。一部の品種は耐寒性、耐
病性、耐倒伏性が劣っている。第二に同一品種の年度ご
とや生産地ごとの品質に大きなばらつきがあり、ドウの
レオロジー特性に大きな差異が生じるため、食品加工業
界の品質要求を満たすことができない。
近年流通小麦の政府買い取り価格が上昇しているた

め、強グルテン小麦生産による収益に魅力がなくなって
いる。特に2009年初冬に発生した冷害により、黄淮の冬
小麦産地における強グルテン小麦が壊滅的な打撃を受け
たことが影響し、強グルテン小麦の生産が下火となり、
2010年秋の作付面積は大幅に減少した。品質、耐病性、
逆境耐性に優れた品種が不足しているため、強グルテン
小麦の生産は今後しばらく低迷するだろう。短期的には
強グルテン小麦の輸入量がいっそう拡大することになる
見込みである。

２．中国における強グルテン小麦の育種が直面する主な
課題

近年中国における小麦育種は、単一的な母体選択が影
響し、品種の選択・育成過程において母体材料の遺伝的
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る。コード番号が1Dx5 + 1Dy10、1Bx7 + 1By8、1Bx13+ 
1By16、1Bx14+ 1By15、1Bx17 + 1By18といったサブユ
ニットの遺伝子は、中国産強グルテン小麦において広く
応用されている。強グルテン小麦遺伝子の供給源は単一
であるため、品種間の遺伝的類似性は80%以上となって
いる。種内で利用可能な遺伝子プールは概ね利用し尽く
されており、品種間の交雑育種では生産量や品質を画期
的に改良する新品種を開発することは困難である。近年
1Ax2*B、1Bx7OEや1Dx2.2遺伝子が注目を集めており、さ
まざまな育種技術を応用した遺伝子組み換え品種が登場
しているが、生産量や耐性面の要求を満たすまでに至っ
ておらず、いまだ実験段階にとどまっている。

３．強グルテン小麦の品質や生産量の安定性を向上させ
るための育種戦略
品種改良は、関連種における特異的遺伝子の発見と利

用および特徴が明確な育種材料の開発にかかっている。
ライ麦(S. cereale)やシバムギ(E. elongata)は、国内外にお
ける小麦の遺伝的改良の面で重要な役割を担っている。
国内外で栽培されている小麦の約40%には「洛類」（主
に 1BL/1RS転座系統）の遺伝子が含まれており、小偃系
品種は黄淮小麦地帯において欠かせない存在となってい
る。しかし多くの「洛類」1BL/1RS転座系統品種は、グ
ルテン強度やドウの弾力性の面で難点がある。加えて黄
さび病やウドンコ病などの新しい病原菌レースに対する
耐性が徐々に弱まっており、完全に喪失している場合さ
えある。このため目下生産に応用されている交雑後代選
択体系は、耐性が低いため強グルテン小麦の育種母体と
はしにくい。20世紀に中国で選択育成されていた一部の
八倍体小偃小麦やその派生品種（系）は、耐病性に優れ
ているものの、高分子量グルテニンサブユニット遺伝子
が欠けており、加工品質が劣ることが多い。このため強
グルテン小麦の遺伝的改良に直接用いられることは滅多
にない。
黄淮冬小麦地帯北側は、中国随一の強グルテン小麦生

産地域である。同地区で栽培する小麦品種は、株高さが
理想的であるほか、茎が丈夫で耐倒伏性が高く機械化収
穫に適していなければならない。また耐病性（黄さび病
やウドンコ病などの病害）や逆境耐性（耐寒、耐高温、
耐熱風）に優れている必要もある。これらの要求を満た
すためには、新たな優良遺伝子を発見する必要がある。
遠縁交雑、染色体工学、マーカー利用選抜技術を合わせ
て応用し、近縁種における優良遺伝子や染色体領域を小
麦ゲノムに取り込むことによって、小麦品種の遺伝的多
様性を増やせば、中国の小麦主要産地における品種改良
のための遺伝的基盤を効果的に拡大できる。
ライ麦やシバムギといった近縁種の優良遺伝子（染色

体領域）が徹底的に利用されたため、単一の関連属・種
を利用するだけでは、生産量、品質、耐性、適応性といっ

た数多くの特性を同時に改良することは難しくなってい
る。異なる属や種の優良遺伝子（ゲノムまたは染色体領
域）を取り込む材料間交雑により、属間雑種を開発する
ことができる。分子マーカー技術を応用し複数の目標遺
伝子を選択し重合した組み換え体は、複数の近縁属種に
おける優良遺伝子を一体化した理想的な材料の開発に適
しており、小麦育種を画期的に発展させることができる。

４．強グルテン小麦の育種における幾らかの進展
20世紀末に我々はライ麦品種German Whiteと一般的な

小麦である小偃6号を用い交雑や戻し交雑を行い、黄さび
病やウドンコ病の流行レースに対して抵抗性のある新型
1BL-1RS転座系統を選択育成することに成功した。2002年
に我々は自ら育種した新型1BL/1RS小麦/ライ麦転座系統
とヨーロッパから取り寄せた八倍体小偃麦 (Tritielytrigia)
BE-1を交雑させた。放射線によりF2種子の突然変異を誘
発し、F2優良単株を小偃81や科農1095といった低株早熟
小麦と2度にわたり戻り交雑する手法により、小麦/ライ
麦/シバムギの三属雑種材料を選択育成した。染色体Cバ
ンド技術、蛍光 in situ ハイブリダイゼーション、分子
マーカー、生化学的マーカーといった数多くの技術や手
法を総合的に運用し、三属雑種材料の外源染色体領域に
対して正確な鑑定を実施した。Z-3-2、fZ-7-4、fZ-7-5（三
属雑種への放射能を用いた突然変異の誘発により選択育
成した派生材料）から派生した戻り交雑後代選択体系に
は、早熟、理想的な株高さ(70-90cm)、整った株型、良好
な生産性、豊満で白く外被のある穀粒、HMW-GS構成は 
1/7+8(14+15)/5+10、ウドンコ病や黄さび病に対する免疫
や高い抵抗性といった特徴がある。またシバムギEb染色
体断片やライ麦1R染色体断片のいずれか、または両方を
持つ。
2008年、三属雑種と科農1095を戻り交雑させたBC2F4

後代O-9株から派生した43の優良株体系は、条中32や条中
33といった黄さび病の優勢レースに対し苗期における免
疫や成熟株期における高抵抗性を持つ。これらのHMW-
GS構成は1/7+8/5+10、混合小麦粉の粗タンパク質含有
量は16.7%、ウエットグルテン含有量は37.5%、沈殿値は
33.5ml、安定時間は11分間、品質は一級強グルテン小麦の
基準に合致する。 2008-09年度に実施した小区画生産量の
比較試験によると、O-9混合系の1ムー（約6.667アール）
当たりの生産量は541.2kgであり、比較品種である石4185
（中グルテン品種）より1.8%少ないだけだった。
2009-2010年度にO-9姉妹系14種類について株型、品質、

耐病性、逆境耐性（耐寒、耐乾燥、耐高温、耐熱風）に
関する試験を行った。 O-9選択体系の株高さは68-72cmで
あり、強い分げつ力、頑丈な茎、発達した根、高い耐倒
伏性という特徴があった。また葉は小さいが幅広で上向
きであるため通気性や光透過性に優れている。穗は角張っ
ていて36-38個の穂粒があり、千粒重は39-41gであった。
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製パン性については12の体系が一級強グルテン小麦の基
準に合致した。安定時間は15分間以上だった。
O-9選択体系の総合耐病性は良好であり、黄さび病に対

する高抵抗性とウドンコ病に対する中抵抗性を持つ。耐
熱風性や耐黄化性にも優れている。 O-9選択体系の耐寒性
は極めて良好であり、2009年の秋から冬にかけての厳し
い冷害においても越冬生存率が95%以上に達した。越冬後
に苗は力強く成長し速やかに成熟した。2010年夏の収穫
期に小区画生産量の比較試験に参加した14の姉妹体系の
うち、9つの体系が比較品種の邯6172（中グルテン小麦）

より生産量が10%以上高かった。2010年秋に新体系の科農
2009（従来のコード番号O-9-1の混合体系）が、河北省冀
中南の冬小麦良質グループ地域試験に参加した。
小麦/ライ麦/シバムギの三属雑種から派生した新体系

である科農2009は、中国における強グルテン小麦の育種
に新たな遺伝子プールを提供した。これまでに中国にお
ける20を超える育種組織に所属する50名近い育種農家が
使用している。これにより中国で主に栽培されている強
グルテン小麦の遺伝的基盤が単一であるという問題が解
決に向かうことだろう。
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中国における水稲分子育種の研究

銭　前　Qian Qian　●中国水稲研究所 水稲生物学国家重点実験室主任 研究員
1962年3月生まれ。1995年、中国農業科学院研究生院作物遺伝育種専攻。農学博士。長期にわたり水稲遺伝育種とバイオテク
ノロジーの研究に従事。 12件の成果が国家・省・部級の褒章を受ける。『水稲遺伝学と機能ゲノム学』、『水稲遺伝子設計育種』
の2冊の編集を主幹。かつて日本北海道大学、 JIRCAS、岡山大学、名古屋大学に相次いで学び、勤務。

１．水稲分子育種の生まれた背景及び範疇
水稲は中国の最も重要な食糧作物の一つである。全国

の水稲栽培面積は食糧作物の30%、生産量は食糧総生産の
40%を占め、全人口の主食の半分以上に相当する。したがっ
て、水稲生産量を引き上げることは、食糧総生産を増や
し、食糧の安全を保証し、国民経済を発展させる上で、
きわめて重要な作用を有している。20世紀60年代の半矮
性遺伝子（sd1）の発見と応用は、水稲生産の第一次緑の
革命を実現し、長稈矮化の草型創造は、水稲の単位面積
産量のレベルを大幅に高めた。1970年、我が国は「野敗」
型細胞質雄性不稔遺伝子及びそれに対応する稔性回復遺
伝子を発見し、「三系」交雑水稲を発明し、水稲生産量に
おける二度目の突破口を開いたが、これは水稲生産の第
二次緑の革命ということができる。だが、近年出現して
いる水稲品種の収量性に関する潜在能力が上下している
局面では、我が国の農業生産の持続可能な発展のための
需要を満たすことが難しい。同時に、耕地面積の減少、
地球温暖化などの環境の変化も水稲の正常な生産を脅か
している。したがって、単位面積産量を伸ばすことは食
糧総生産を増やすための根本的方法であり、一方、水稲
の単位面積産量の増加は、ほとんどが品種の潜在能力に
よって決まってくる。我が国の水稲単位面積産量の三度
目の飛躍を一日でも早く実現するために、我が国は1996
年、スーパー稲育種構想の実施を提起し、理想的草型の
創造とインディカ・ウルチ雑種の優位性利用を結びつけ
た技術路線を採用し、水稲の単位面積産量を大幅に伸ば
し、水稲生産の第三次緑の革命を実現した。長年にわた
る努力の結果、我が国のスーパー稲育種は大きな突破口
を開いたが、しかし生産量、耐性、米質の全面的に向上
したスーパー稲を育成するには、現有の通常の技術では
すでに不十分に思われる。分子生物学やゲノム学など新
興の学問分野の急速な発展、水稲ゲノムシークエンシン
グの完成、多数の有利な遺伝子機能の鑑定、クローニン
グ、遺伝子組み換え技術の日増しに進む整備にともない、
水稲分子育種が機運に乗じて生まれてきた。したがって、
分子育種と通常育種の結合が、今後の中国における水稲
育種の趨勢である。

分子育種は現代のバイオテクノロジーの発展にとも
なって誕生したものであり、伝統的な遺伝育種学、分子
生物学、機能ゲノム学など多分野の融合の力を借り、現
代のバイオテクノロジーと通常の育種方法の総合的活用
に基づき、表現型・遺伝子型選択の有機的結合を実現す
ることによって優良新品種を育成するものである。遺伝
子組み換え育種（Transgenic breeding）と分子マーカー
支援選抜（Molecular marker-assisted selection, MAS）は
ともに分子育種の範疇に属している。遺伝子組み換え育
種は一般に、すでにクローニングされた、機能の明確な
単一または少数のいくつかの遺伝子を、遺伝子銃または
アグロバクテリウム媒介などの手段によって受容体品種
のゲノムに導入し、それに所期の形質を発現させる技術
である。遺伝子組み換え育種は、機能遺伝子の異なる種
間の交流における障碍を打ち破ることができる。分子マー
カー支援選抜は標的遺伝子とある分子マーカーの緊密に
連鎖（すなわち共分離）した関係を利用し、交雑後代の
中でそれぞれ異なる個体の遺伝子型を正確に鑑別し、そ
れによって標的形質の直接的選択を行う。この技術は遺
伝子型・表現型の鑑定を効果的に結びつけることができ、
選択の正確性と育種効率を著しく高めることができる。
また、交雑組合せにより、雑種後代に対する選択の過程
で分子マーカーを利用して多くの標的遺伝子を同一の個
体の中に集積することにより、所期の遺伝子型を得るピ
ラミディング育種もまた、分子マーカー支援選抜の範疇
に属している。

２．中国における水稲分子育種の現状
近年、中国政府の支持の下で、水稲の新遺伝子発掘、

遺伝子組み換え育種、分子マーカー育種などの分野が重
要な進展を見せてきた。
（1）分子育種のための確固たる基礎となる水稲新遺伝子

の発掘
我が国は水稲遺伝資源が豊富で、現在、各種の自然群

及び人工群を利用して、大量の優良遺伝子をマークし、
定位している。大まかな統計によれば、現在までに、我
が国の科学研究者は作物形質関連の遺伝子計300個余りを
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定位し、さらに一部の重要な遺伝子と主効果QTLについ
てファインマッピングとクローニングを行った。我が国
は、生産量、稔性、発育、品質、病虫害耐性、非生物的
ストレス耐性等の関連遺伝子を含む、計100個余りの関連
遺伝子をクローニングしてきた。
水稲生産量に関連するいくつかの重要な形質遺伝子が

クローニングされ、我々が中国科学院遺伝研究所と共同
で水稲直立穂を制御する中枢的遺伝子―DEP1について研
究し、クローニングしたところ、突然変異後のDEP1遺伝
子は細胞分裂を促進し、稲穂を密にし、枝梗数を増やし、
穂ごとの穀粒数を増やし、それによって水稲の増産を促
すことができた。華中農業大学は、水稲の穂ごとの粒数、
出穂期、株高を同時に制御する一つの遺伝子Ghd7をクロー
ニングすることに成功したが、この遺伝子は水稲増産と
生態適応性にとって重要な役割を具えている。中国科学
院植物生理生態研究所と華中農業大学は、水稲粒重を制
御する遺伝子GW2とGS3をそれぞれクローニングした。
何祖華の研究チームは、水稲穀粒の発育におけるスクロー
ス輸送・アンローディング及び乳熟を制御する中枢的機
能遺伝子GIF1をクローニングすることに成功した。林
鴻宣の研究チームはポジショナルクローニングの方法に
よって、耐干ばつ、耐塩性の遺伝子DSTとSCK1をクロー
ニングし、水稲の耐非生物的ストレス性分子育種のため
に基礎を築き上げた。耐病虫害遺伝子の発掘において、
水稲の耐白葉枯病遺伝子Xa21とXa26はすでにポジショニ
ング法によってクローニングされ、また初の耐トビイロ
ウンカ遺伝子Bph14もクローニングに成功した。
MOC1遺伝子のクローニング成功のあとに続いて、我々
のテーマチームは中国科学院遺伝研究所との数年にわた
る共同研究の結果、理想的草型の特徴を具えた水稲素材
を利用し、系統的な遺伝学的分析とポジショナルクロー
ニング等の手段によって、水稲の理想的草型を制御する
主効果量的形質遺伝子IPA1（Ideal Plant Architectire 1）
を分離鑑定した。IPA1遺伝子の突然変異は水稲分蘖数の
減少、茎稈の頑丈さ、穂粒数と線粒重の著しい増加をも
たらし、理想的草型の典型的特徴を具えており、水稲の
高収量分子設計育種のために一つの新たな選択肢を提供
した。
以上の事実が示しているように、水稲新遺伝子の発掘

は我が国においてすでに急速な発展段階に入っており、
大量の優良遺伝子のクローニングにともない、水稲の超
高収量分子育種のために、重要な応用価値を有する新遺
伝子が直接提供されようとしている。
（2）急速に発展する水稲の遺伝子組み換え育種
遺伝子組み換え水稲は中国においてすでに20年余りに

わたる歴史があり、水稲遺伝子変換技術の急速な発展と
いう前提の下で、現在すでに大量の遺伝子組み換え水稲
の研究が報告されており、主として耐病虫害、抵抗性（干
ばつ、塩など）、耐除草剤、品質、高収量などのいくつか

の方面に集中している。
その際立った象徴は、2009年11月、耐虫害性遺伝子組

み換え水稲「華恢1号」と「Bt汕優63」が農業部の交付
した湖北省での生産応用の安全証書を取得したことであ
り、現在もさらに一群の遺伝子組み換え水稲が生物安全
性評価試験を申請している。耐病害性遺伝子組み換え水
稲の方では、すでに一群の農業形質の優れた組み換えXa-
21、Xa-23、Xa-27など、耐白葉枯病の回復系統、維持系統
及び新しい組合せを育成しており、イモチ病、イネ紋枯
病及びその他の病害に対し安定した耐性をもつ新素材が
得られている。耐除草剤性水稲の方面では、黄大年らは
1998年、bar遺伝子を水稲品種の中に移すことに成功する
とともに、耐除草剤回復系統を育成し、これらの回復系
統と培矮64s、珍汕97Aを用いて調製した交雑組合せF1代
（雑種第一代）は耐除草剤特性を具え、交雑水稲の純度
のスピーディかつ正確な鑑定に用いることができる。
耐塩、耐干ばつ性遺伝子組み換え水稲の新系統育成の

面では、研究者はそれぞれmtlD（マンニトール-1-リン酸
デヒドロゲナーゼ遺伝子）とgutD（ソルビトール-6-リン
酸デヒドロゲナーゼ遺伝子）などの単一遺伝子、または
CMO/BADH（コリンモノオキシゲナーゼ遺伝子/ベタイ
ンアルデヒド脱デヒドロゲナーゼ遺伝子）などのダブル
遺伝子を水稲に導入し、いずれも耐塩性能力を増強した
遺伝子組み換え株を得ている。郭龍彪らはアグロバクテ
リウム法及び遺伝子銃法を利用して、5つの耐塩関連遺伝
子CMO、BADH、mtlD、gutD、SAMDC（S-アデノシル
メチオニンデカルボキシラーゼ遺伝子）を通常ウルチ秀
水11、中花11、インディカ特青、交雑回復系統明恢63な
どの品種に導入し、さらに通常の交雑選育と結び付けて、
5価耐塩遺伝子を集積し、9種類の遺伝子型の秀水11株系
統を選育するとともに、これらの株系統について浙江省
南部地区において総合評価と合理的利用の研究を行っ
た。Xiaoらは、7つの既知の耐干ばつ性遺伝子変換水稲品
種中花11について、大規模耕作田の条件下で、遺伝子組
み換え水稲の耐干ばつ性検査を行い、大規模耕作田の条
件下で耐干ばつ性が良好な効果を表している株系統を鑑
定したが、この研究は実用的価値を有する遺伝子組み換
え耐干ばつ性水稲の育成にとり、高い参考価値をもつも
のである。
このほか、水稲の栄養摂取の高効率（窒素、リン、カ

リウム等肥料の吸収利用）、優れた品質（外観、味、栄養、
機能性など）、C4型高光合成効率遺伝子組み換え水稲新素
材、新系統の創出育成等の方面でも重要な進展を示した。
（3）実用段階に入った水稲分子マーカー支援選抜
2002年、我が国で初の、分子マーカー支援選抜技術に

よって育成した協優218が江西省の審査にパスし、続い
て「中恢218」シリーズ、「国稲」シリーズ、「蜀恢」シ
リーズなど、Xa21遺伝子をもった耐白葉枯病水稲新品種
が育成された。中国のスーパー稲育種プロジェクト研究
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この問題について、我が国は分子育種に関連した基礎
及び応用研究をさらに重視しなければならないが、それ
には実用的価値を有する機能遺伝子（QTL）を大量に発
掘、分離するとともに、その生物学的機序を明確にし、
利用に資する遺伝子源を大幅に開拓し、一群の重要形質
遺伝子マーカーを獲得し、我が国の自主知的財産権を有
する利用価値のある新遺伝子をすばやくクローニングす
ることが必要である。最近、我々は同業研究者と共同で、
16の典型的水稲品種のデンプン合成における18個の重要
遺伝子の遺伝子配列を分析し、各遺伝子のさまざまな遺伝
資源における対立変異を明確にし、さまざまな対立遺伝
子変異を区分することのできる51の分子マーカーを設計
し、米品質の分子育種のために確実な拠り所を提供した。
（2）必要な分子育種新技術・新方法のイノベーション能

力の向上
現在、国際的に広く使用されている分子育種関連技術

は基本的に外国で始められたものであり、彼らは多数の
分子育種技術の特許をもっている。我々はまだ高効率の
多形質多遺伝子集積技術、規模を具えた遺伝子型鑑定技
術、多種作物の高効率変換技術を確立しておらず、しか
も、水稲ゲノム学の研究課程で生まれた大量の情報の効
果的な整理統合、集積イノベーションも行われていない。
したがって、分子マーカー育種における多遺伝子集積

技術、遺伝子組み換え育種における高処理能力の遺伝子
クローニング、遺伝子の高効率発現、多遺伝子変換、安
全変換等技術に突破口を開くことが必要である。我々は
いくつかの有益な試みを行い、2005年、CMO/BADH遺
伝子組み換え水稲の選育とSKC1耐塩系統の分子支援選抜
を基盤として、遺伝子組み換えと通常育種を結びつけた
方法により、水稲の中にこの2種類の耐塩遺伝子を集積
し、それによって異なる耐塩手段を含む耐塩性水稲を得、
2種類の耐性遺伝子の遺伝メカニズムと相互作用法則を探
り、その環境ストレス耐性能力と商業化価値を高めた。
現在、2種類の耐性遺伝子分子マーカー集積はすでに異
なる耐塩手段を含む一連の耐塩性水稲系統、越光-SKC1/
BADH-12、秀水11-SKC1/BADH-23を得ており、それらは
1.0%のNaCl濃度のストレスを受けた後でも正常な成長を
回復することができる。このうち、耐塩性遺伝子組み換
えBADH/SKC1の水稲新系統 越秀T22-77は、すでに農業
部に中間試験を申請している。
最近、韓斌らは全ゲノム関連研究（Genome-wide 

Association Study, GWAS）技術を水稲に応用し、500余
りの地方品種の全ゲノム配列を測定し、それによって1枚
の高密度の水稲ハプロタイプ地図を構築した。これを基
盤として、インディカ米の14の農業形質（草型、生産量、
穀粒品質、生理等を含む）について分析を行い、これら
の農業形質に関わる候補遺伝子部位が確定された。これ
らの発見は水稲分子育種のために重要な基礎データを提
供し、新たな研究の道を切り開いた。

チームは、分子マーカー支援選抜と交雑育種によって、
一群の耐病害性の、品質の比較的良い高配合力回復系統
の中恢8019、中恢161、R281、R658、中恢 8025、R458、
高級上質米回復系統の珞恢379、珞恢989、大粒大穂回復
系 統 のR6046、R6050、R6068、R6082、R6106、 R6172、
R8117、RB207-1、ウルチ回復系統春恢350を創出したが、
そのうちR8117は稲穂が巨大で、結実率が高く、穀粒がふっ
くらと充実し、千粒重が大きく、外観品質が優れ、イモ
チ病耐性があり、株葉形態が非常に理想的である。我が
国の科学者はまたMAS技術を利用して、インディカ・ウ
ルチ中間型回復系統R9308を選育し、さらには超高産・耐
イモチ病の交雑稲組合せ協優9308を調製した。
現在、MAS及び分子集積技術によって、大量の育種中

間素材と新系統が創出されている。劉士平らはPi1と連鎖
した、11染色体にあるSSRマーカーを用いて、維持系統珍
汕97の改良を行い、BC3F1代においてスクリーニングを
行い、Pi1を含む17株のホモ接合株を得た。王忠華らはPi-
ta 共優性分子マーカーを応用して、350個の交雑F3代株系
統について早期スクリーニングを行い、118個の耐病害遺
伝子Pi-taホモ接合株を得た。劉洋らはイモチ病耐性遺伝
子Pibと緊密に連鎖したマーカーを開発し、四川省の主要
栽培水稲品種の耐性について分析を行いことにより、結
果として、耐性の比較的優れたいくつかの素材を選び出
した。
国家交雑水稲工学技術研究センターは、マレーシアの

普通の野生稲の中から2個の高収量の主効果QTL yld1.1と
yld2.1を鑑定し、さらにそれを優良晩稲回復系統 測64-7及
び中稲回復系統9311、明恢63の中に導入することに成功
した。倪大虎らは耐白葉枯病遺伝子Xa21と耐イモチ病遺
伝子Pi-9（t）を1 個の素材の中に集積し、二重耐性遺伝子
を含む株系統を得た。米の品質改良は水稲育種の重要な
方面であり、我々は米粒の糊化温度を制御する主効果遺
伝子 ALKを利用し、単一遺伝子の分子設計によって、一
連の様々な糊化温度の早生インディカ系統（ALK遺伝子
を含む）を選育し、工業用米のニーズに応えることがで
きるようになった。

３．中国の水稲分子育種に存在する問題と対策
（1）相対的に不足している使用可能な遺伝子資源と重要

な育種価値を有する遺伝子（QTL）
我が国の水稲は遺伝資源が豊富だが、各遺伝資源に含

まれている遺伝子と対立遺伝子の変異は今なおはっきり
しておらず、それぞれ異なる対立遺伝子の頻度、分布、
効果はなおのこと知る方法がなく、すでにマーカー開発、
遺伝子クローニングのボトルネックとなっている。この
ほか、育種目標を満たす実用的分子マーカー及び自主知
的財産権をもつ遺伝子が非常に少ないことも、分子マー
カーと遺伝子組み換え育種の持続的な発展を制限してい
る。
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（3）不十分な水稲分子育種体系の確立
現在、我が国の水稲分子育種に従事する集団は分散し、

効果的に力を合わせることができずにおり、いくつかの
分子マーカー育種と遺伝子組み換え育種の多くは小規模
な実験的研究の状態にあり、同時に大規模、高効率の国
家レベルの分子育種プラットフォームが不足しているた
め、分子育種の効率はかなり低くなっている。したがっ
て、我が国が良好な水稲分子育種体系を確立するには、
現有の基盤の上に、資源の整理統合を通じて、優位性の
相互補完を実現し、分子育種条件プラットフォーム、人
材集団、技術開発及び産業応用の体系的建設をいっそう
強化し、上位・中位・下位の緊密な結合を実現し、分子
手段と通常育種の緊密な結合を実現し、基地、人材、研
究開発の緊密な結合を実現し、水稲分子育種の組織体系
と実施メカニズムを革新しなければならない。
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SOS信号の伝達経路
SOS(Salt Overly Sensitive)経路は、比較的研究の進んで

いるCa2+信号の依存する植物における耐塩・耐アルカリ
信号の伝達経路である。塩分・アルカリストレス下にお
けるSOS経路は、細胞内のNa+/K+イオンのバランスを調
節する上で重要な役割を担っている(Zhu,2003)。
SOS3は1つのCa2+結合タンパク質を符号化したもの
である。同タンパク質には、EF-handのCa2+結合ドメイ
ン3つとN末端テトラデシル化ドメインがある(Liu and 
Zhu,1998)。SOS2遺伝子は、1つのセリン/スレオニンプロ
テインキナーゼ(Liu et al., 2000)を符号化する。このキナー
ゼには、N末端キナーゼ触媒ドメインと特異的なC末端制
御ドメインがある。正常な状況下においてSOS2のN末端
触媒ドメインとC末端ドメインは相互に作用し、この種
の分子内結合によりSOS2のauto-とtrans-のリン酸化作用
(Guo et al., 2001)を抑制する。SOS1は、1つの細胞膜にお
けるNa+/H+交換輸送タンパク質(Shi et al., 2000; Shi et al., 
2003)を符号化する。他のNa+/H+交換輸送タンパク質と異
なり、SOS1には1つの非常に長い細胞質内のドメインが存
在する。この点はSOS1が単なるNa+/H+交換輸送タンパク
質ではないことを裏付けているかもしれない。
SOS2制御ドメインには、21個のアミノ酸で構成する

FISLドメインがある。SOS2はSOS3との相互作用により、
自らのキナーゼ活性を活性化する。FISLドメインが欠
落したSOS2は、構成的活性化キナーゼとなる(Guo et al., 
2001)。活性化されたSOS2は、SOS1のC末端をリン酸化す
る(Quintero et al., 2002)。SOS1や構成的活性のSOS2が過
剰に発現すると、遺伝子組み換え植物の塩分耐性が向上
する(Guo et al., 2004)。
塩分ストレス下におけるSOS経路の反応過程は概ね以

下に示す通りであると思われる。植物が塩分ストレスに
さらされると、細胞膜にある何らかの受容体によりスト
レス信号が識別され、細胞質内のCa2+濃度が上昇する。
このCa2+信号によりSOS3が活性化され、SOS2と結合し
SOS2キナーゼを活性化する。SOS3におけるN末端のアル
キル化グループは、SOS3-SOS2複合体を細胞膜上に運び
固定し、SOS2をリン酸化させると共に、SOS1を活性化さ
せる(Quintero et al., 2002)。また液泡膜におけるNa+/H+

輸送タンパク質のNHXもSOS2の受容体であると考えられ

塩分・アルカリストレスは、農作物の減産を引き起こ
す重大な環境的要因である。植物の塩分やアルカリに対
する適応メカニズムの解明は、重要な論理的意味を持ち、
作物における耐塩・耐アルカリ分子の改良設計に方向性
を与えることができる。塩分・アルカリストレスは、植
物の成長や発育に影響するほか、植物の生理学的変化、
生物化学的変化、分子レベルの変化を誘発する。塩分・
アルカリストレスを受けた植物は、細胞が生理的渇水（浸
透圧ストレス）およびイオンストレスの状態となる。ま
た前述のストレスにより発生する過酸化物の害毒によ
り、タンパク質活性の喪失やバイオフィルム構造の破壊
が引き起こされる。さらに塩分ストレスは、細胞内イオ
ン（特にK+やNa+）のバランスや分布を乱す。特に細胞
質におけるNa+濃度が上昇すると、余分なNa+濃度により
酵素活性が損なわれ、細胞における正常な生理・生化学
的代謝活動が抑制される。植物は逆境ストレスに反応し、
しばしば一連の生理・生化学反応を生じさせる。例えば
ストレス信号の伝達、転写制御、浸透平衡の調節にかか
わる有機小分子の多量な産出、タンパク質やバイオフィ
ルムを保護するための分子シャペロンの多量な産出、フ
リーラジカルや有害グループの切除などがある。
ほとんどの農作物は、塩分・アルカリストレスに対

して非常に敏感である。このため植物が塩分・アルカリ
ストレスに適応するための分子メカニズムを解明し、農
作物の塩・アルカリ耐性を引き上げることは、科学界に
おける長年の研究テーマとなっている。最近30年にかけ
て分子生物学技術が大きく発展したため、植物における
耐塩ストレス反応の過程に関する重要な制御メカニズム
が解明されつつある。植物におけるストレス信号の伝達
経路には共通のモデルがあり、逆境ストレスから生じて
いる。通常ストレス信号は、植物の膜受容体で感知され
ると、細胞内においてセカンドメッセンジャー（insP、
Ca2+、ROSなど）を産出する。次いで細胞内でタンパク
質のリン酸化を引き起こすカスケード反応が生じる。最
終的に関連効果として遺伝子発現が活性化し、植物の逆
境に対する抵抗力が増強される。本論文では塩分・アル
カリストレスに反応する植物における信号経路のNa+/H+

交換輸送タンパク質や細胞膜H+-ATPaseに対する制御を
中心として紹介する。

郭　岩　guo yan　●中国農業大学生物学院教授
1967年2月生まれ。1999年ドイツ・ケルン大学遺伝子学部およびドイツ・ケルン・マックスプランク植物育種学研究所博士。
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塩分・アルカリストレスに反応する植物における信号経路
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る(Qiu et al., 2004)。活性化された細胞膜や液泡膜のNa+/
H+輸送タンパク質は、Na+を細胞から排出または液泡か
ら分離し、細胞質におけるNa+イオン濃度を引き下げる。
SOS経路における3つの遺伝子(SOS1、SOS2、SOS3)を同
時に過剰発現する場合とSOS1を単独で過剰発現する場合
を比較すると、遺伝子組み換え株の塩分耐性は十分では
なかった(Yang et al., 2009)。このことからSOS経路には他
にも重要な成分が存在することが分かる。
シロイヌナズナのゲノムにおいて9個のSOS3に似た

Ca2+センサータンパク質(SCaBPs)と24個のSOS2系プロテ
インキナーゼ (PKSes)を符号化した。すべてのPKSには
FISLドメインがあり、この種の序列はSOSファミリーの
中でも独特である(Guo et al., 2001)。研究によると、SOS3
と同じファミリーに属するカルシウム結合タンパク質
SCABP8もSOS2と相互作用することによって、SOS1の活
性を調節し、シロイヌナズナの塩分耐性を向上させるこ
とができる(Quan et al., 2007、 Lin et al., 2009)。SOS3と同
様にSCaBP8も結合やプロテインキナーゼSOS2の活性に
よって、当該キナーゼを細胞膜に運びSOS1を活性化し、
シロイヌナズナが外部の塩分ストレスの影響を受けない
よう保護する。SOS3は主に根に作用し、SCaBP8は主に
地上部分に作用する。SOS3とSCaBP8は相互作用によっ
て発現した後に本来の表現型に戻ることはできない。こ
のことはSOS3とSCaBP8が独特の調節メカニズムを有し
ていることを示している。SOS2はSOS3をリン酸化でき
ないが、SCaBP8をリン酸化することができる。SOS2は
SCaBP8タンパク質セリン-237をリン酸化する。このリン
酸化反応は、塩によって誘発され細胞膜上で生じる。リ
ン酸化反応は、SCaBP8-SOS2の相互作用を安定させ、細
胞膜におけるNa+/H+交換輸送タンパク質の活性を向上さ
せる。以上の結果からSOS2によるSCaBP8のリン酸化が、
SOS信号経路によるシロイヌナズナの塩分耐性調節にお
ける重要な要素であることが分かる。SOS信号経路には、
解明されていない問題が数多く存在する。例えばCa2+信
号の作用およびSOS2が塩分ストレスによって特異的に活
性化されるメカニズムなどである。

塩分・アルカリストレス下におけるプロトンポンプの作用
植物の細胞膜プロトンポンプ(H+-ATPase)は、細胞膜内

外のH+勾配や細胞内pHの内部バランスを保つ上で重要な
働きをする。H+勾配は、K+やCa2+といった栄養元素を植
物の細胞内に交換輸送させる。細胞内pHのバランスを保
つことは、植物の細胞におけるさまざまな生理・生物化
学プロセスを正常に進める上で極めて重要である(Netting, 
2000; Palmgren, 2001)。Na+が電気化学ポテンシャル勾配
に逆らって細胞から運び出されることを考えると、Na+が
細胞膜を通り細胞から排出されることは、能動的プロセ
スであると言える。高等植物におけるNa+の細胞からの排
出は、主に細胞膜H+-ATPaseが膜内外の電気化学勾配を

形成することにかかっている。Na+/H+交換輸送タンパク
質は、形成された勾配を利用し、Na+を電気化学ポテンシャ
ル勾配に逆らって細胞から排出する。(Blumwald, 2000; 
Tester and Davenport, 2003)。
数多くの研究によると、植物が塩分ストレスに適応

する上で、P型H+-ATPaseが重要な働きをする。P型H+-
ATPaseのC末端には、およそ100個のアミノ酸残基による
自己抑制ドメインがあり、当該酵素の活性を調節するこ
とができる(Palmgren et al., 1991)。P型H+-ATPase自己抑
制ドメインにおける幾らかの遺伝子座は、リン酸化を起
こすことによって活性を調節することができる。シロイ
ヌナズナP型H+-ATPaseファミリーにおけるAHA2のThr-
947は、リン酸化を経て14-3-3タンパク質と結合すること
により、H+-ATPaseの活性を活発化させる(Svennelid et 
al., 1999、Camoni et al., 2000; Gevaudant et al., 2007)。自
己抑制ドメインには、Thr-947遺伝子座の他に少なくとも
Ser-899 やSer-904といったリン酸化遺伝子座があり、H+-
ATPaseの活性を調節できると考えられている(Nuhse et 
al., 2004)。
SOS2の類似プロテインキナーゼPKS5は、活性化プロ

テインキナーゼである。このプロテインキナーゼは、細
胞膜プロトンポンプAHA2におけるC末端調節ドメインの
Ser-931アミノ酸残基をリン酸化し、H+-ATPaseの活性を
抑制する(Fuglsang et al., 2007)。AHA2のThr-947遺伝子
座がリン酸化されると、14-3-3タンパク質と結合すること
により、H+-ATPaseの活性状態を維持する(Ottmann et 
al., 2007)。またAHA2におけるThr-947遺伝子座が脱リン
酸化するか、PKS5がSer-931遺伝子座をリン酸化すると、
H+-ATPaseの活性が抑制される。空間や静電気による阻
害作用から分析すると、AHA2のSer-931遺伝子座がリン
酸化した後、14-3-3タンパク質とAHA2の結合が不安定に
なるため、14-3-3タンパク質とAHA2の結合が阻害される
(Fuglsang et al., 2007)。野生型と比較すると、pks5ノック
アウト突然変異体が塩分・アルカリストレスに対する耐
性が強い。このことはPKS5がP型H+-ATPaseの活性をマ
イナスに調節できることと一致する。
我々が最近行った研究によると、分子シャペロンタン

パク質DnaJ(J3)はプロテインキナーゼPKS5の活性を抑制
し、H+-ATPaseの活性をプラスに調節でき、植物の塩分・
アルカリストレスに対する反応の面で重要な働きがある
と言える(Yang et al., 2010)。プロテインキナーゼPKS5は、
非ストレス条件下において細胞膜H+-ATPaseをリン酸化
し、その活性をマイナスに調節することによって、細胞
における膜内外の電気化学勾配を正常に保つ。分子シャ
ペロン蛋白DnaJは、塩分・アルカリストレス下において
PKS5と結合し、その活性を抑制することによって細胞膜
H+-ATPaseを活性化する。その結果として細胞における
イオンとpHのバランスが維持される。J3遺伝子ノックア
ウト突然変異体植物は、塩分・アルカリストレスに対し
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り、一部の逆境関連遺伝子の機能やストレス信号の伝達
経路が相次いで解明されている。また逆境に対する高い
適応力を持つ遺伝子組み換え植物が数多く開発されてい
る。しかし現時点で商業的な生産には至っていない。
１．植物の逆境耐性は、多くの遺伝子によって制御され

た複雑な性質である。特定の遺伝子の発現を増加ま
たは減少することにより植物の逆境耐性を向上させ
ることには限界があると思われる。また遺伝子組み
換え植物は、往々にして実験室の整えられた条件下
において特定の生育時期に限り逆境に対する適応力
が向上する。

２．植物の逆境に対する適応メカニズムは十分に解明さ
れていない。現在の知識レベルでは植物の逆境耐性
に関する研究において新たな思考や手法を模索する
ことは３．多様な遺伝子背景を持ち遺伝子操作に利
用できる逆境耐性植物の資源が不足している。

４．斬新で有効な技術や手法が不足している。

敏感であり、細胞膜H+-ATPaseの活性が低下する。J3遺
伝子ノックアウト突然変異体j3-1と異なるキナーゼ活性を
持つpks5突然変異株系を用い二重突然変異体を作成した
ところ、二重突然変異体が細胞膜H+-ATPase活性や塩分・
アルカリ反応の面で、それぞれに対応するpks5母体に似
た表現型が見られた。このことは遺伝的また生理学的に
J3がPKS5のアップストリームで作用していることを示し
ている。また突然変異株系pks5-1（PKS5における機能喪
失）やpks5-3（PKS5におけるキナーゼ活性の上昇）にお
いて過剰にJ3タンパク質が発現すると、pks5-3の塩分やア
ルカリに対する敏感性が良好に回復する。しかしpks5-1
の塩分やアルカリに対する耐性は大きく変わらない。こ
のことから植物における塩分・アルカリストレスの反応
に対するJ3の調節は、恐らくPKS5におけるプロテインキ
ナーゼ活性の抑制により行われていると推測できる。

植物の逆境耐性に関する研究における今後の課題
近年植物の逆境耐性に関する研究は大きく前進してお
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植物由来有用二次代謝産物の産生に関する分子育種研究

植物は，食料・エネルギー源として我々の生存の源で
あるとともに，環境浄化・環境保全のための資源として
も重要である。従って、植物の様々な機能を改良するた
めの研究が世界中で行われている。特に、植物は分化全
能性をもち、細胞から個体が容易に再生できることから、
遺伝子組換え技術により機能改変された様々な作物も作
成され、利用されている。ここでは，植物細胞全能性機
能の一側面である有用二次代謝産物産生に関して、我が
国の研究動向を中心に紹介したい。
植物を特徴づける代謝機能として二次代謝機能があ

り、植物が産生する多様な低分子化合物は香辛料や染料、
香料、医薬品等として、また、カロチノイド（プロビタ
ミンA）のように微量栄養素や機能性食品等としても利用
されている。こうした二次代謝研究は我が国では伝統的
に農芸化学，あるいは生薬化学分野において研究され、
実利用されてきた。これらの化合物を生産する植物は、
既に、作物として品種が確立され栽培されているものも
あるが、依然、自然からの採取に依存したものも多い。
特に，漢方薬原料は、栽培の困難さと栽培期間の長さか
ら、天然からの採取、特に、中国からの輸入に頼ってい
るものが多い（1）。例えば、様々な処方に含まれる甘草
は年間消費量1600トンのほとんどを中国からの輸入に依
存している。一方、重要な薬用植物を国内生産すること
は、古来試みられてきたが、生産性の低さ、ならびに国
内製品の価格の高さから、現実は、輸入に、より依存す
る傾向がある。
しかし、中国からのレアアース輸出制限がハイテク産

業に与えた影響が示すように、過度の海外依存にはリス
クが伴う。さらに、薬用植物に関しては、季節や環境変
動等の生産の変動リスクがあり、より持続的な薬用植物
の人工的生産が試みられてきている。特に、最初に述べ
た植物の全能性機能にもとづいた有用物質生産は、耕地
面積の限られている我が国において、望ましい生産方法
として多くの先人が試みてきたものであり、1980年代初

頭には、ムラサキの培養細胞から生産されたナフトキノ
ン（シコニン）を用いた化粧品（バイオ口紅）が販売さ
れるに至っている（2）。しかし、細胞培養法を用いた有
用物質生産系の開発は、一部の化合物を除いて低迷して
いるのが現状である。例えば、イチイの樹皮から抽出さ
れるパクリタクセル（商品名タキソール）は自然保護の
ため、代替の製法が要求され、大量に調製が可能なイチ
イ葉に含まれる前駆体（バッカチンIII）からの化学変換、
あるいは、細胞培養法による生産が利用されているが、
それ以外の化合物は競合する天然からの生産に打ち勝て
ないでいる（3）。現在、細胞培養法の利用は，オタネニ
ンジン培養細胞を用いたニンジンエキスや、ミシマサイ
コ培養根によるサイコサポニンの生産等のわずかなもの
に限られている（4,5）。
細胞培養法による有用物質生産の最大の課題は、天然

からの収穫品に対する経済性の低さと、現在利用されて
いる薬用植物代替品としての品質保証データの不十分さ
に起因する。そのため、パクリタクセルのように極めて
付加価値の高い成分を生産する場合等に利用が限定され
ている。なお、ごく最近、特定の細胞組織を用いること
により高効率で有用物質生産培養細胞系を確立すること
が可能であるとの論文が報告（6）されたが、多くの二次
代謝産物の生産には複数の細胞組織の関与が必要な場合
があり、従来から試みられている根などの器官培養系の
利用がより現実的と思われる（7）。
一方、薬用植物個体を、植物工場を用いて栽培する試

みも近年活発に研究され、一部実用段階に近いと思われ
る成果がプレスリリースされている（8）。甘草の場合、
収穫に４年程度かかる栽培期間を１年から１年半に短縮
できたという報告がなされているが、依然、１年を越え
る栽培期間が必要であり、甘草のようにkgあたり10ドル
を下回る比較的低価格商品に生産コストが見合うのかと
いう課題がある。
そうした中、我々が注目しているのが、特定の化合物
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を植物の細胞培養、もしくは、微生物を用いた発酵によ
り生産するという方法である。漢方薬原料を生産すると
いう視点からすると課題はあるが、漢方薬の主成分の生
産系としては有効と考えられる。特定の成分を大量に生
産する方法としては、これまでにも、植物体、あるいは、
培養細胞を変異させ、有効成分の含量を増加する、ある
いは、組成を変換する試みがあったが、近年の分子生物
学の進展は、遺伝子レベルで二次代謝機能を改変するこ
とを可能としている。特に、日本では、細胞培養法を用
いて、有用二次代謝産物を高生産する培養細胞系が多数
確立されており、これらの細胞株を用いた生合成酵素遺
伝子の単離、ならびに、代謝工学、さらには、合成生物
学が試みられている。以下、多くの有用医薬品を含むイ
ソキノリンアルカロイド生合成系を例に、具体的に紹介
する。

１．イソキノリンアルカロイド生合成酵素遺伝子の単離
と機能同定

我々のグループが1984年に確立したベルベリン高生産
性オウレン培養細胞系(9)を用いたベルベリンの生産は、
ベルベリン単品を生産するには価格的に見合わず、また、
細胞培養エキスを局方医薬品として利用するには多くの
検証が必要であり、これらの経済性から、その実用化は
見送られた。しかし、我々は、この細胞系が生合成遺伝
子の単離解析に適し、将来の分子育種の素材となるとの
信念のもと、生合成系遺伝子の網羅的単離に着手した。
1990年代初頭、イソキノリンアルカロイド生合成系で単
離された遺伝子は、レチクリンを環化してスコウレリン
を生成するベルベリンブリッジ酵素（BBE；10）のみで
あった。我々は、前述の高生産性オウレン細胞を用いる
ことにより、世界に先駆けてベルベリン生合成酵素であ
るスコウレリン-9-O-メチル化酵素（SMT；11）、ノルコク
ラウリン6-O-メチル酵素(6OMT；12)、3’-ヒドロキシN-
メチルコクラウリン4'-O-メチル化酵素 (4'OMT；12)、コ
クラウリンN-メチル化酵素(CNMT；13)の精製と遺伝子の
単離・同定に成功した。
また、同細胞から調製したcDNAライブラリーが同生

合成遺伝子の網羅的単離・解析に適しているとの予測に
基づき、パルマチン合成に関与するコロンバミンO-メチ
ル化酵素 (CoOMT)の単離にも成功した（14）。植物には、
チトクロムP450（以下、P450と略す）によって触媒され
る反応が多数存在するが、特に、ベルベリン高生産性オ
ウレン培養細胞を用いることにより効率的に、N-メチル
コクラウリンの3’位に水酸基を導入する3’-水酸化酵素
(CYP80B1)ならびに、テトラヒドロコロンバミンからテト
ラヒドロベルベリンへの変換を担うメチレンジオキシ環
形成酵素(CYP719A1)の単離（15）、さらには、分子内C-C
フェノールカップリング反応によりレチクリンからマグ
ノフロリンを合成するコリツベリン合成酵素（CYP80G2）

遺伝子の単離・同定にも成功した（16）。
以上のように、イソキノリンアルカロイド生合成系は、

現在、フェニルプロパノイド生合成系についで、もっと
も分子レベルでの解析が進んでいる二次代謝経路となっ
ており（図１）、これら生合成酵素遺伝子の発現を調節す
る転写因子についても情報が集積しつつある（17）。以上
のように、分子レベルでの生合成系の解明が進むにつれ、
以下に述べるように、代謝工学的手法によるアルカロイ
ド生産性の改善が現実的になってきている（18）。

２．イソキノリンアルカロイド生合成系における代謝工学
既に述べたように、代謝工学の目的は、目的とする化

合物の絶対量の増大、あるいは、混在する類縁化合物に
対する相対量の増大により、目的化合物を効率的に生産
することにある。絶対量の増大には、生合成の律速段階
の打破と、転写調節因子を用いた包括的な生合成酵素の
発現誘導がある。前者に関しては、我々の研究を含め、

◎図１　イソキノリンアルカロイド生合成系

太字の文字は生合成遺伝子が単離されていることを示す。

◎図２　合成生物学的手法によるイソキノリンアルカロイド生合成系の再構築

MAO:微生物由来モノアミン酸化酵素、他は植物由来生合成酵素
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ける、より多様な産物の合成が期待できる。

３．イソキノリンアルカロイド生合成系の合成生物学
植物の生産する様々な有用産物をより簡便に生産する

方法として、植物の生合成系をより生育の早い微生物等
に導入しようとする試みがある。こうした試みは、微生
物の生産する多価不飽和脂肪酸やビタミン類で行われて
きたことであるが、近年、植物特有の代謝産物の生合成
遺伝子の単離が進み、植物特有の代謝産物生合成系の再
構築が試みられている。例えば、微生物のもつイソプレ
ノイド生合成系を基盤として、テルペノイドであるアル
テミシニンやパクリタキセルの生合成系の再構築が試み
られている（29, 30）。同様に、レスベラトロールのよう
なフェニルプロパノイド生合成系の再構築も試みられて
いるが、近年、より植物に特有といえるアルカロイドの
生合成系が再構築されるに至っている（31, 32）。微生物
による二次代謝生合成系の再構築の最大の利点は、任意
の生合成酵素の組み合わせにより、代謝産物を自在に制
御できること、ならびに基質を容易に添加できることで
ある。我々の場合で、現状、5mMのドーパミンの投与に
より55mg/L/h程度のレチクリンの合成が達成されてい
る。この生産性は、高ベルベリン生産性培養細胞におけ
るベルベリン産生（最高1.4 g/L/21日）、RNAiにより特異
的にレチクリンを培地に蓄積する形質転換ハナビシソウ
細胞を用いたレチクリン産生（0.3 g/L/21日）を遥かに上
回る結果である。また、生合成系の再構築による合成は、
化学合成では通常困難な天然型(S)体に特異的な光学異性
体の合成が可能となるとともに、さらに多様な酵素遺伝
子を組み合わせた新たなアルカロイド生産の可能性を示
している。

おわりに
今回、我々のイソキノリンアルカロイド生合成研究を

中心に、我が国における植物二次代謝研究、特に、薬用
植物関連の物質生産に関しての動向を取りまとめた。最
初にも述べたように、我が国では伝統的に薬用植物細胞
培養系を用いた有用物質生産研究が行われており、多く
の代謝物高生産性細胞系が確立されている。これらの培
養系を用いた代謝研究は、漢方薬としてのみならず、多
くの食品添加物に用いられる甘草のグリチルリチン（33）
や重要な制がん剤であるカンプトテシン (34)、あるいは、
抗酸化作用が注目されているゴマのセサミン生合成の代
謝工学(35)など、活発に展開されている。また、我が国の
研究の特徴は、先に挙げた代謝工学、合成生物学にとど
まらず、代謝系そのものをメタボロミックス／トランス
クリプトミックス等を用い、統合的に解析する(36)ところ
にある。今後、これらの成果がさらに活用されることに
より、植物由来有用二次代謝産物の生産系の改良、薬用
植物の生産開発が進展するものと期待される。

いくつかのグループにより、複数の生合成酵素の過剰発
現が有効であることが報告されている。生合成系の律速
段階の特定は難しく、酵素遺伝子の過剰発現の効果は個々
の植物種により異なるが、ハナビシソウ(6OMT；19)、オ
ウレン(4’OMT;20)、ケシ（CYP80B3;21）等において、
律速酵素の過剰発現がアルカロイド含量の増大に有効で
あることが報告されている。一方、転写因子の調節によ
る生合成酵素の包括的誘導はより魅力的なアプローチで
あり、内在の転写因子の単離が試みられる(17)とともに、
アルカロイドを生産しないモデル植物であるシロイヌナ
ズナの転写因子を用いた研究もなされている(22)。
一方、有効成分組成の改善において重要なことは、目

的産物以外への化合物の蓄積をもたらす不要な生合成経
路の遮断である。突然変異ならびにトランスポゾンなど
の挿入による遺伝子破壊は一遺伝子だけの抑制となるた
めに、複数のファミリー遺伝子が機能している場合には、
経路の遮断が不十分となる。従って、別の抑制システム
の開発が必要であるが、これまでに開発されたアンチセ
ンス法では抑制効率が低くかった。こうした中、二本鎖
RNAによる遺伝子抑制（いわゆるRNAi）が報告され、そ
の効果が実証されるに至っている。RNAi法は抑制効率が
高い一方、20残基程度の相同領域が存在すると遺伝子発
現抑制が生じうることから目的の標的外遺伝子への影響
もあり得るなどの課題はある（23）が、特定の酵素段階
においては、非常に効果的に発現を抑制し、９０％以上
の純度で目的の代謝中間物の蓄積が可能となる可能性が
示されている（24）。
以上の代謝改変は特定の化合物の生産を促進する試

みであるが、新規な化合物を生産させようとする試みも
ある。ハナビシソウはイソキノリンアルカロイドの一種
ベンゾフェナンスリジン型のアルカロイド（サングイナ
リン等）を蓄積する一方、ベルベリンは生合成しないこ
とから、ハナビシソウに新たな分岐経路、すなわち、
ベルベリン生合成系のスコウレリン-9-O -メチル化酵素
（SMT）を導入することによりベルベリン型アルカロイ
ドを合成する細胞系の構築を試みた。その結果は我々の
予想を裏切るものであり、ベルベリン型のアルカロイド
とともに、従来からあるベンゾフェナンスリジン型のア
ルカロイドの蓄積が認められた。但し、検出されたベン
ゾフェナンスリジンアルカロイドは、野生株では通常検
出されないものであり、内在する生合成酵素群がSMT反
応により新たに合成された化合物を代謝したと考えられ
た（25,26）。このことは、植物の二次代謝系の可塑性を示
しており、代謝工学により、より多様な化合物の生産の
可能性が示されるとともに、先に示したRNAi法を併用す
ることにより、より多様な目的産物を蓄積生産できるも
のである。また、近年、生合成酵素の改変もなされてお
り（27,28）、これらの酵素を代謝工学に組み合わせる、あ
るいは、人工的基質を投与する等により、植物細胞にお



534 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

引用文献

１． 三上正利、日本の生薬需給の問題、日漢協通信13年6月号 http://www.nihonkanpoukyokai.com/tushin13-6.htmより
２． バイオ口紅の歴史　http://www.kracie.co.jp/company/profile/history/
３． Frense, D. (2006) Taxanes: perspectives for biotechnological production. Appl. Microbiol. Biotechnol., 73(6), 1233-1240.
４． オタネニンジン培養細胞を用いたニンジンエキス生産　 http://www.ntmed.co.jp/jinsec/index.html
５． ミシマサイコ培養根の利用　http://www.patentjp.com/13/D/D100006/DA10023.html
６． Lee, E-K. Jin, Y-W., Park J.H., Yoo, Y.M., Hong, S. M., Amir, R., Yan, Z., Kwon, E., Elfick, A., Tomlinson, S., Halbritter, F., Waibel, T., Yun B-W., 

and Loake, G.J. (2010) Cultured cambial meristematic cells as a source of plant natural products. Nature Biotechnol. 28, 1213-1217.
７． Sato, F., and Yamada, Y. (2008) Engineering formation of medicinal compounds in cell cultures. In Advances in Plant Biochemistry 

and Molecular Biology, Vol. 1. (eds. Bohnert,　H.J., Nguyen, H., and Lewis, N.G.), Elsevier Ltd., Amsterdam, Pp. 311-345.
８． 甘草の植物工場における栽培　http://www.kajima.co.jp/news/press/201010/28e1- j.htm
９． Sato, F., Yamada, Y. (1984) High berberine-producing cultures of Coptis japonica cells. Phytochem., 23(2), 281-285.
10． Dittrich, H. and Kutchan, T.M. (1991) Molecular cloning, expression, and induction of berberine bridge enzyme, an enzyme essential 

to the formation of benzophenanthridine alkaloids in the response of plants to pathogenic attack. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88, 
9969-9973.

11． Takeshita, N., Fujiwara, H., Mimura, H., Fitchen, J. H., Yamada, Y., and Sato, F. (1995) Molecular cloning and characterization of 
S-adenosyl-L-methionine: scoulerine -9-O-methyltransferase from cultured Coptis japonica cells. Plant Cell Physiol. , 36, 29-36.

12． Morishige, T., Tsujita, T., Yamada, Y., and Sato, F. (2000) Molecular characterization of the S-adenosyl- L-methionine: 3’-hydroxy-N-
methylcoclaurine 4’ O-methyltransferase in isoquinoline alkaloid biosynthesis in Coptis japonica. J. Biol. Chem., 275, 23398-23405.

13． Choi, K.-B., Morishige, T., Shitan, N., Yazaki, K., and Sato, F. (2002) Molecular cloning and characterization of coclaurine 
N-methyltransferase from cultured cells of Coptis japonica. J. Biol. Chem., 277, 830-835.

14． Morishige, T., Dubouzet, E., Choi, K.-B., Yazaki, K., and Sato, F. (2002) Molecular cloning of columbamine O-methyltransferase from 
cultured Coptis japonica cells. Eur. J. Biochem., 269, 5659-5667.

15． Ikezawa, N., Tanaka, M., Nagayoshi, M., Shinkyo, R., Sakaki, T., Inouye, K., and Sato, F. (2003) Molecular cloning and characterization 
of CYP719, a methylenedioxy bridge-forming enzyme that belongs to a novel P450 family, from cultured Coptis japonica cells. J. 
Biol. Chem., 278, 38557-38565.

16． Ikezawa, N., Iwasa, K., and Sato, F. (2008) Molecular cloning and characterization of CYP80G2, a cytochrome P450 that catalyzes 
an intramolecular C-C phenol coupling of (S)-reticuline in magnoflorine biosynthesis, from cultured Coptis japonica cells. J. Biol. 
Chem., 283, 8810-8821.

17． Kato, N., Dubouzet, E., Kokabu, Y., Yoshida, S., Taniguchi, Y., Dubouzet, J.G., Yazaki, K., and Sato, F. (2007) Identification of a WRKY 
protein as a transcriptional regulator of benzylisoquinoline alkaloid biosynthesis in Coptis japonica. Plant Cell Physiol. 48(1), 8-18.

18． Sato, F., Inui, T., and Takemura, T. (2007) Metabolic engineering in isoquinoline alkaloid biosynthesis. Current Pharmaceut. 
Biotechnol.,  8, 211-218.

19． Inui, T., Tamura, K., Fujii, N., Morishige, T., and Sato, F. (2007) Overexpression of Coptis japonica norcoclaurine 6-O-methyltransferase 
overcomes the rate-limiting step in benzylisoquinoline alkaloid biosynthesis in cultured Eschscholzia californica. Plant Cell Physiol., 
48, 252-262

20． 乾貴幸、吉松嘉代、河野徳昭、木内文之、矢崎一史、佐藤文彦(2007) 4’OMT遺伝子を導入したセリバオウレン組換え体の解析、第２５回植物細胞分
子生物学会千葉大会講演要旨集, p155

21． Frick, S., Kramell, R., and Kutchan, T.M. (2007) Metabolic engineering with a morphine biosynthetic P450 in opium poppy surpasses 
breeding. Metab. Eng. 9(2), 169-176.

22． Apuya, R.R., Park, J.H., Zhang, L., Ahyow, M., Davidow, P., Van Fleet, J., Rarang, J.C., Hipley, M., Johnson, T.W., Yoo, H.D., Trieu, A., 
Krueger, S., Wu, CY., Lu, Y.P., Flavell, R.B., Bobzin, S.C. (2008) Enhancement of alkaloid production in opium and California poppy by 
transactivation using heterologous regulatory factors. Plant Biotechnol. J.,  6(2), 160-175.

23． Allen, R.S., Millgate, A.G., Chitty, J.A., Thisleton, J., Miller, J.A., Fist, A.J., Gerlach, W.L. and Larkin, P.J. (2004) RNAi-mediated 
replacement of morphine with the nonnarcotic alkaloid reticuline in opium poppy. Nat. Biotechnol. 22, 1559-1566.

24． Fujii, N., Inui, T., Iwasa, K., Morishige, T., and Sato, F. (2007) Knockdown of berberine bridge enzyme by RNAi accumulates (S)-reticuline 
and activates a silent pathway in cultured California poppy cells. Transgenic Res., 16, 363-375.

25． Sato, F., Hashimoto, T., Hachiya, A., Tamura, K., Choi, K.-B., Morishige, T., Fujimoto, H., and Yamada, Y. (2001) Metabolic engineering 
of plant alkaloid biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 98, 367-372.

26． Takemura, T., Ikezawa, N., Iwasa, K., and Sato, F. (2010) Metabolic diversification of benzylisoquinoline alkaloid biosynthesis through 
the introduction of a branch pathway in Eschscholzia californica. Plant Cell Physiol.,  51, 949-959

27． Runguphan, W., and O’Connor, S.E. (2009) Metabolic reprogramming of periwinkle plant culture. Nat. Chem. Biol.,  5(3), 151-153.
28． Morishige, T., Tamakoshi, M., Takemura, T., and Sato, F. (2010) Molecular characterization of O-methyltransferases involved in 

isoquinoline alkaloid biosynthesis in Coptis japonica. Proc. Jpn. Acad. Ser. B.,  86, 757-768.
29． Ro, D.K., Paradise, E.M., Ouellet, M., Fisher, K.J., Newman, K.L., Ndungu, J.M., Ho, K.A., Eachus, R.A., Ham, T.S., Kirby, J., Chang, 

M.C.Y., Withers, S.T., Shiba, Y., Sarpong, R. and Keasling, J.D. (2006) Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid 
in engineered yeast. Nature, 440, 940-943.

30． Ajikumar, P.K., Xiao, W-H., Tyo, K.E.J., Wang, Y., Simeon, F., Leonard, E., Mucha, O., Phon, T.H., Pfeifer, B. and Stephanopoulos, G. 
(2010) Isoprenoid pathway optimization for taxol precursor overproduction in Escherichia coli. Science, 330, 70-74.

31． Minami, H., Kim, J-S., Ikezawa, N., Takemura, T., Katayama, T., Kumagai, H., and Sato, F. (2008) Microbial production of plant 
benzylisoquinoline alkaloids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105, 7393-7398.

32． Hawkins, K.M. and Smolke, C.D. (2008) Production of benzylisoqunoline alkaloids in Saccharomyces cerevisiae. Nat. Chem. Biol., 
4(9), 564-573.

33． Seki, H., Ohyama, K., Sawai, S., Mizutani, M., Ohnishi, T., Sudo, H., Akashi, T., Aoki, T., Saito, K., Muranaka, T. (2008) Licorice beta-
amyrin 11-oxidase, a cytochrome P450 with a key role in the biosynthesis of the triterpene sweetener glycyrrhizin. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 105(37), 14204-14209.

34． Asano, T., Sudo, H., Yamazaki, M., Saito, K. (2009) Camptothecin production by in vitro cultures and plant regeneration in Ophiorrhiza 
species. Methods Mol Biol.  547, 337-345.

35． Kim, H.J., Ono, E., Morimoto, K., Yamagaki, T., Okazawa, A., Kobayashi, A. and Satake, H. (2009) Metabolic engineering of lignan 
biosynthesis in Forsythia cell culture. Plant Cell Physiol.  50(12), 2200-2209.

36． Saito, K., and Matsuda, F. (2010) Metabolomics for functional genomics, systems biology, and biotechnology. Annu Rev Plant Biol. 
61, 463-489.



535

植物科学

•Prof i le•

遺伝子の転写制御と植物の花成

後藤　弘爾　ごとう こうじ　●岡山県農林水産総合センター・生物科学研究所・専門研究員
1960年12月生まれ。1990年3月京都大学院理学研究科博士課程終了（理学博士）。米国カリフォルニア工科大学博士研究員 
(Meyerowitz研)、東京大学（遺伝子実験施設）、京都大学（化学研究所）を経て、2000年4月より、現所属。これまで、花の形態
形成、花成制御機構についての研究に従事。現在は果実の形成機構にも興味を持っている。

植物の花成とは
植物の花成とは、広義には植物生理学的に定義された

花芽形成の過程を意味する。しかし、研究が進むにつれ、
花成の過程がより詳細に解析された結果、広義の花成は、
環境シグナルや内生シグナルを感受し、茎頂分裂組織で
栄養成長から生殖成長への転換が起こり、花器官の原基
が形成されて花芽が完成する、という素過程に分けられ
ることが明らかになった。
シグナルの感受機構は、他の生理現象とも共有されて

いるので、花成独自のものとは言い難い。茎頂分裂組織
から葉が分化しているときは、栄養成長と見なされ、花
芽が分化すると花成が起きたと認識される。では、花の
器官、がく、花弁、雄しべ、雌しべの分化過程が花成に
含まれるかというと、そうではない。花形態形成の遺伝
子制御を説明するABCDEモデルによって明らかになっ
た、花の器官形成を制御する３つのクラスの遺伝子機能
がすべて欠損した三重突然変異体は、花が栄養期茎頂に
なるわけではなく、それぞれの花器官の位置に葉を生じ
た花的構造を形成する。さらに、栄養期茎頂でABCE遺伝
子を強制的に働かせると、花の各器官が葉の代わりに形
成される[1, 2]。つまり、どの器官になるかのアイデンティ
ティの決定と、花成とは独立した現象として捉えること
ができる。
以上のことから、花成をより厳密に定義し直すと、植

物の茎頂分裂組織における栄養成長から生殖成長への転
換に他ならない。それは、花成誘導シグナルの感受と、花
器官のアイデンティティ決定の間に存在する過程である。

花成経路で働く遺伝子
モデル植物、アラビドプシス（シロイヌナズナ）を用

いた分子遺伝学的研究により、花成を誘導する環境シグ
ナルや内生シグナルは、日長などの光周期シグナル、植
物の年齢や温度により生じるシグナル、一定期間の低温
（春化）によるシグナル、植物ホルモンであるジベレリ
ンによるシグナルの4つに分けられることが明らかとなっ
た。そして、これまでに各シグナルを受けて働く花成の
経路と、それに関わる遺伝子群が明らかにされた（図1）。

シグナル感受から、花器官のアイデンティティを決定
する遺伝子の発現制御に至る経路は、まさに転写因子の
発現制御のカスケードである。特に花器官のアイデンティ
ティ決定遺伝子と共通のMADSドメインを持つ転写因子
が、花成経路でも主要な役割を果たしている。また、FT
は花成シグナルの統合因子で、葉で感受した光周期によ
る花成誘導シグナルを、茎 頂に伝える花成ホルモン（フ
ロリゲン）の分子的実体と考えられている。しかし、180
弱のアミノ酸からなる、この球状タンパク質の分子機能
自体はよく分かっていない。花成における作用機構とし
ては、bZIP転写因子、FDと転写複合体を形成し、下流遺
伝子（花器官のアイデンティティ決定遺伝子）の発現誘
導に関与すると考えられている。また、FTのホモログで
あるTFL1は、花成の抑制因子として働く。最近、筆 者
らは、TFL1もFTと同様にFDを含む転写因子複合体を形
成し、FTとは逆に下流遺伝子の転写を抑制していること

◎図１　アラビドプシスにおける花成経路と遺伝子群

遺伝学的解析によって明らかにされた、アラビドプシスにおける花成経路
に関与する各遺伝子間の促進(→)、抑制(┤)の関係を示す。青色はMADS
ドメインを持つ転写因子、紫色はその他の転写因子を表す。
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を明らかにした。つまり、FT、TFL1は、転写因子複合
体に活性化能を持たせるか、抑制化能を持たせるかの、
メディエーターとして働いていることが明らかになった
(Hanano and Goto, in press)。このように、花成誘導シグ
ナルと花芽形成の間は、遺伝子の転写制御のカスケード
がつないでおり、狭義の花成の過程とは、転写制御のネッ
トワークに他ならないのである。

促進因子と抑制因子による花成制御
花成制御の特徴は、FTとTFL1のように促進因子だけ

でなく、抑制因子も同時にペアで働いていることである。
これは栄養成長から生殖成長への転換のタイミングは、
種子生産など植物の生存戦略に直結しており、おかれた
環境に最も適合するように、より厳密な調節機能を備え
たものだけが、進化の歴史の中で生き残ってきたためと
考えられる。
花成経路の研究は、主に花成が遅れる（遅咲き）突然

変異体（野生型遺伝子の機能は花成を促進する）を用い
て行われてきた。我々はそれとは逆に、花成を抑制する
遺伝子に変異が生じた、早咲き突然変異体に注目して研
究を行ってきた。TFL1もその一つであるが、tfl1突然変
異体と類似の表現型を示す、tfl2突然変異体の解析によっ
て、花成を制御するクロマチン因子の存在が明らかになっ
た。これまでの研究からも、動物と植物とではエピジェ
ネティックな遺伝子発現制御の様式がかなり違うことが
知られている。我々が見つけたクロマチン因子は、動物
にも広く保存されているが、その作用機構は大きく異なっ
ていることが示された。また、その突然変異体も動物で
は致死になるが、植物ではnull突然変異でも致死にならな
い。

アラビドプシスのHP1ホモログ、TFL2
アラビドプシスのtfl2突然変異体はterminal flower 2

の略で、最も特徴的なのは、花序の形成が途中で止まり
頂花を作る(terminal flower)ことである。tfl2突然変異体
は、それ以外にも、早咲きや矮性といった多面的な表現
型を示す。TFL2遺伝子をクローニングした結果、TFL2
はchromo-domainとchromoshadow-domainとを持つタン
パク質をコードしていることが明らかとなった[3]。これ
はメチル化されたヒストンを認識してヘテロクロマチン
を拡大、安 定化する、動物のHeterochromatin Protein 1 
(HP1)や、分裂酵母のSwi6にみられる構造である。従っ
て、TFL2はLIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN 1 
(LHP1)とも呼ばれている[4]。また、TFL2は分裂酵母の
Swi6突然変異体を相補することが出来たので、Swi6や
HP1と同様な機能が保存されていると考えられる。
TFL2分裂活性が高い組織の細胞で強く発現しており、
組織特異的な発現は見られない。また、TFL2タンパク質
は核に局在している。アラビドプシスのゲノム上におい

て、HP1様の構造を持つ遺伝子は他になく、他の植物種に
おいても単一遺伝子として存在している例が多い。以上
のことから、TFL2は植物における唯一のHP1ホモログで
あると考えられる。

花成経路におけるTFL2のターゲット遺伝子
tfl2突然変異体は致死でないことから、遺伝学的な解析
が可能である。長日植物であるアラビドプシスは長日条
件下で花成誘導が起こり、短日条件下では花成が遅れる。
一方、tfl2突然変異体では日長感受性がなくなり、早咲き
となる（短日条件でも、長日条件でも野生型より早咲き
になる）。これらのことよりtfl2突然変異体は日長依存的
花成経路に関与したリプレッサーであることが示唆され
た。
そこで、花成経路を制御する中心遺伝子の突然変異体

とtfl2突然変異体との二重突然変異体の表現型や、各遺伝
子のtfl2突然変異体における発現量の解析により、TFL2
は花成経路に於いてFT遺伝子を特異的に抑制しているこ
とが明らかとなった[3]。
TFL2はクロマチン因子であることから、エピジェネ

ティックな制御に関与していることが予想された。春化
応答は、一定の低温環境におかれたこと（春化処理）を
細胞内にメモリーし、遺伝子発現の変化を通して花成を
促進する現象である。そのメモリー効果は減数分裂、受
精を通してリセットされ、次世代へは遺伝しないという
典型的なエピジェネティックな現象である。アラビドプ
シスにおいて花成の春化応答経路と自律的促進系路とを
統合するFLC遺伝子は、FT、SOC1などの発現を抑制す
る転写因子をコードしている。そしてFLC遺伝子は春化
応答の過程で、Polycombタンパク質など多くのクロマチ
ン因子によって、その発現がエピジェネティックに抑制
されることが知られている。
FLCは春化処理をすると発現が抑制され、その後常温
に戻してもその抑制状態が維持される。しかし、tfl2突然
変異体では、春化処理後常温に戻すとFLCの発現が速や
かに上昇し、春化による花成促進効果がみられなくなる[5, 
6]。以上のことから、TFL2はFLCの春化によるエピジェ
テネティックな発現抑制状態の維持に必須な役割を果た
していることが明らかとなった。

TFL2とヘテロクロマチン形成
TFL2が花成経路の転写抑制因子として広範に働いて

いることが明らかとなったが、HPホモログであることや
tfl2突然変異体が花成以外にも多面的な表現型を示すこと
から、花成経路以外にもTFL2が作用し、発現を調節して
いる遺伝子の存在が予想された。そこでマイクロアレイ
を用いた発現解析により、TFL2の影響を受ける遺伝子の
探索を行った。その結果、tfl2突然変異体で発現上昇して
いる（即ちTFL2により発現抑制を受けると考えられる）
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遺伝子が86遺伝子、逆にtfl2突然変異体で発現抑制される
遺伝子が65遺伝子見つかった[7]。
また、tfl2突然変異により発現が上昇する遺伝子の近傍

の遺伝子の発現量が上昇する例は殆どみられなかった。
これは、TFL2が染色体上の領域に対してというより、個々
の遺伝子に対して影響していることを示唆している。以
上ように、TFL2は特定のユークロマチン遺伝子の発現を
localに抑制していると考えられる。
TFL2がアラビドプシスのゲノム上に存在する唯一の

HP1ホモログである。では、動物のHP1のような機能、す
なわち不活性な染色体上の領域、ヘテロクロマチンに存
在し、その形成と維持には関与していないのだろうか。in 
vitroの実験でTFL2はジメチル、トリメチル化されたヒス
トンH3の9番目のLys（H3K9me2，3）や、DNAのnon-CG
メチル化酵素CHROMOMETHYLASE 3 (CMT3)と結合す
ることから[8]、TFL2とヒストンやDNAのメチル化との
関係およびTFL2がヘテロクロマチン遺伝子の発現に影響
するのかを調べた。
まずDNAのメチル化レベルが低下する、met1;cmt3二

重突然変異体、ddm1突然変異体ではヘテロクロマチン領
域にある遺伝子やトランスポゾンCACTA1, Ta2, Ta3の発
現が認められたが、tfl2突然変異体ではそれらの発現は認
められなかった[7]。
さらに細胞生物学的に、アラビドプシスのセントロメ

ア、ヘテロクロマチンのマーカーであるH3K9me2，3の核
内局在と、TFL2タンパク質の局在とを観察した。その結
果、TFL2の局在はセントロメア領域やH3K9me2，3が濃
縮された領域とは重なっていないことが確認された[7]。
以上のことから、TFL2はその構造からの予想とは異な
り、ヘテロクロマチンの形成・維持や、ヘテロクロマチ
ン領域の遺伝子発現制御には、ほとんど関与していない
ということが結論された。

TFL2の作用機構
TFL2はin vitroではそのchromodomainを通して、ヘ

テロクロマチンのマーカーであるH3K9me2/3とユーク
ロマチン遺伝子が不活性化されるときのマーカーであ
るH3K27me3の両方のペプチド鎖に結合することができ
る。しかし、これまでの実験からはTFL2がヘテロクロマ
チンに作用するという結果は得られていない。In vivoで
はTFL2がどちらのマーカーと相互作用しているのかにつ
いて明らかにするには、TL2の結合領域とマーカーの局在
をグローバルに比較する必要がある。
ゲノムタイリングアレイを用いたChIP-on-chip法による

解析結果[9, 10]によると、TFL2はH3K9me2/3とは殆ど共
局在せず、H3K27me3と共局在していることが明らかと
なった。このことはこれまでに得られていた他の実験結
果とも一致しており、TFL2はユークロマチン遺伝子の抑
制複合体のコンポーネントであることを示している。ま

た、tfl2突然変異体においてH3K27me3の局在に変化がな
いことから、TFL2がH3K27のメチル化に直接関与するの
ではなく、メチル化された H3K27が何らかの方法で認識
され、TFL2がリクルートされると考えられる。
動物細胞ではユークロマチンにある発生を制御する遺

伝子の近傍のH3K27が、Polycomb repressive complex 2
（PRC2）によってメチル化され、それをさらにPRC1が
認識、結合することで発現抑制を安定化することが知ら
れている（図2）。植物においては、PRC2を構成する3種
類のタンパク質のホモログは見つかっているが、PRC1構
成タンパク質のホモログは見つかっていない。PRC2の構
成要素と考えられるCLF、EMF2のターゲットと、TFL2
のターゲットが重なっていることからも、PRC2が認識す
る領域とTFL2の結合領域とが関連している可能性が高
い。今後、植物においてTFL2の解析を進めることによっ
て、まだメカニズムのよく分かっていないPRC1の作用機
構が明らかになると期待される。

◎図２　ヒストンH3のメチル化によるユークロマチンの不活性化

動物細胞では、Esc, Su(z)12, E(z)からなるPSC2がH3K27をメチル化
する（H3K27me3）と、PRC1がH3K27me3にリクルートされ、その
クロマチン領域を不活性化する。
植物細胞にもPSC2を構成するタンパク質のホモログが存在するので、植
物版PSC2によってH3K27がメチル化されると考えられる。
しかし、H3K27me3を認識するPRC1を構成するタンパク質のホモログ
が植物からは見つかっていないこと、TFL2がH3K27me3と共局在して
いることから、植物細胞においてはTFL2が単独、または未知のタンパク
質と複合体を作って、PRC1の代わりにH3K27me3を認識してユークロ
マチンの不活性化をしていると考えられる。
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菌類がつなぐ生物共生ネットワーク

細矢　剛　ほそや つよし　●国立科学博物館 植物研究部 菌類・藻類研究グループ長
1963年12月生まれ。1988年　筑波大学博士課程生物科学研究科基礎生物学専攻。博士（理学）。民間の製薬会社を経て2004年
より現職。2009 年国立科学博物館特別展「菌類のふしぎ」でマンガ「もやしもん」とともに菌類の魅力をアピール。専門は子
嚢菌類の一群であるチャワンタケ類の分類。日本産の菌相を解明しながら、分子系統学的な解析をしている。著書「菌類のふしぎ」
（責任編集、東海大学出版会、2008年）「カビ図鑑」（共著、全国農村教育協会、2010年）など。

読者の皆さんは、「菌類」と聞いたらどんな印象をお持
ちだろうか。よく聞くのは「汚い」「怖い」「暗い」「くさい」
とおよそ、ポジティブとはいえないものだが、とりわけ
日本人にとっては、酒・味噌・しょうゆなどを通じて切っ
ても切れない縁の深い生物といえる。しかし、応用上重
要なだけでなく、自然界の中でも重要な働きをしている
生物なのだ。それにも関らず、菌類はバクテリア（細菌）
や変形菌類の仲間と誤解され、自然界での働きについて
も十分理解されてはいない。本稿では、そのような知ら
れざる菌類の自然界のすがたを、他の生物との関わりあ
いに注目して紹介する。

菌類とはカビ・酵母・きのこ
菌類は、簡単にいうと、きのこ・カビ・酵母のことだ。

しかし、これは、「見かけ」を指す言葉で生物学的な分類
とはまったく関係ない。まったく形も大きさも異なるき
のことカビが同じ仲間だというのは意外かもしれない。
しかし、シイタケのようなきのこを手でちぎると、うま
く裂ける方向があることが分かる。裂けたあとを見てみ
ると、シイタケは繊維状の構造から出来ていることがわ
かる。この構造こそが「菌糸」というもので、カビを作っ
ている構造と同じものだ。これに対し、酵母は、単細胞
で芽を出すようにして増える生物である。菌糸を作らな
い点はカビやきのこと異なっている。では、これらの生
物の共通点は何だろうか。
一つの共通点は、いずれも真核生物だという点だ。真

核生物とは、細胞の中に二重の膜で囲まれた「核」をも
つ生物である。核の中には、遺伝物質が含まれている。
これに対し、遺伝物質が裸で細胞内にあり、膜にかこま
れた核をもたない生物が原核生物で、大腸菌や乳酸菌が
含まれる。そこで、この違いを明確にするため、きのこ・
カビ・酵母のことを「真菌類」といい、大腸菌や乳酸菌
の仲間を細菌類（バクテリア）といって区別する。
菌類に共通するもう一つの特徴は、自分では栄養を作

り出すことができないことである（従属栄養）。これに対
し、植物は光合成によって自分で栄養をつくることがで
きる（独立栄養）。動物も自分で栄養を作り出すことはで

きないが、口からものを食べて、体内で消化、吸収する。
これに対し、菌類は菌糸から酵素を出して栄養物を分解
し、体の中に吸収する。また、菌糸は先端だけが伸びる
ので、栄養物にキリのようにもぐりこんでいくことがで
きる。菌糸は通常幅数ミクロンの細い糸状だが（図1）、
多数集まり、栄養源を取り囲み、その内部まで伸びるこ
とによって、自分よりも大きな栄養源を利用することが
できる。菌糸という体制は、分解と吸収に向いた構造と
いえるのだ。

菌類がつなぐ生物ネットワーク
あらゆる生物は死を迎えるが、その遺体を分解する主

役は、菌類だ。菌類は動物や植物の遺体を分解し、吸収
することによって栄養源としている（図2）。菌類が自然
界の掃除屋といわれるゆえんである。このように、遺体
を分解して栄養を得る生活を腐生というが、この過程で
分解によって生じた栄養物は菌類以外の生物（バクテリ
アや植物など）にも利用される。したがって、菌類の分
解機能は自然界における二次生産であり、菌類は自然界
の物質循環に貢献しているということもできる。
菌類の役割は分解だけではない。ブナ科やマツ科の樹

木の根を観察すると、部分的に太く膨らんで分枝した構
造を見ることができる（図3）。これは、菌類が植物根を
取り巻いて変形したもので、「外生菌根」と呼ばれる構造
だ。菌糸は細胞間隙に達し、植物細胞からは光合成産物

◎図１　菌糸
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を吸収し、逆に植物細胞にはリンや窒素などの栄養を供
給することによって、植物の成長を促進している。菌類
と植物は相利共生的な関係にあるのだ。菌糸がカバーす
る範囲は根の範囲より広く、菌糸との共生は任意なので、
菌根は着脱可能な第二の根ということもできる。さらに、
菌類・植物の対応は多対多なので、菌糸が別な植物を連
結することも知られている。外生菌根をつくる菌糸の正
体はきのこである。また、カビの仲間も多くの植物と菌
根を形成する。きのこやカビと植物は一見別々に生きて
いるように見えるが、大地の下には、きのこがつなぐ巨
大なネットワークが存在しているのかも知れない。
目を地上部に向けてみよう。一見健全な植物の体内

にも、内生菌（エンドファイト）と呼ばれる菌類が存在
している。エンドファイトとは、植物の生きた健全な組
織の内部に、病気を起こさずに生息している菌のことで
ある。健全な植物体を表面殺菌し、培地上に接種するこ
とによって分離できる（図4）。エンドファイトの一部に
は、生理活性物質や抗真菌物質を生産することが知られ
ている。たとえば草本であれば草食獣などの捕食者に対
する毒を生産する場合には、捕食阻害をもたらし、植物
の生存を積極的に進めることになる。抗真菌物質の生産
は、他の菌による感染からホスト植物を守ることにつな
がり、いずれもホスト植物とは共生的な関係をもつこと
が知られている。また、樹木の葉内に存在するエンドファ

イトには、落葉後にもそのまま葉内部に残って、葉の分
解の初期段階に関与するものが知られている。
同じ植物でも、藻類との共生で知られるのが地衣類と

いう菌類だ（図5）。藻類と共生して生きている「地衣類」
は、極端に劣悪な環境にも生育して植物の遷移の初期に
現れる。そして、死んだ地衣体が土となり、次の生物が
住める環境をつくるのを助ける。極端にいえば、「森を作
る」働きをもっているのだ。
菌類が関係を結ぶのは植物だけではない。動物とも

共生関係をもつことが知られている。菌糸は動物（ナメ
クジや昆虫など）にとっては、直接の栄養源である。き
のこはさまざまな昆虫やサルを含む動物に食されている
が、その実態についてはまだ十分把握されていない。
アフリカから東南アジアの熱帯に分布し、本邦では沖

縄に産するオオシロアリタケはタイワンシロアリがその
巣の中で菌床を栽培してその菌糸を食べ、タイワンシロ
アリのフンがきのこの栄養源となっていることが知られ
ており、動物と菌類の共生関係を示す好例である（図6）。
上でのべたように、菌類はさまざまな同植物と友好的

な関係を結ぶ。しかし、菌類が他の生物と結んでいるの
は友好的な関係だけとは限らない。他の生物に寄生して、
相手から一方的に栄養を搾取したり、時には殺してしま
う場合すらあるのである。植物における寄生菌の多くは
植物病原菌として知られており、植物の枯死、変形など

◎図２　林床に蔓延する菌糸 ◎図４　健全な植物葉から培地上に伸長しているエンドファイトの菌糸

◎図５　ブナの幹の上に地図のような模様になっている地衣類◎図３　菌根
　　　　A. カラマツの実生にできた菌根　B. 菌根の拡大　C. 菌根の断面
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もと共生的な生活をしていたものが何かの拍子に病原菌
となり、ホストを殺してしまった後も腐生菌として残る
場合が考えられる。また、リゾクトニアのように相手に
よって関係が変わる菌もいる。
また、共生・寄生という相手との利害関係に基づいた

考えかたには人間の偏見も入っていると考えられる。そ
こで、菌類側からどのような相手をどのように栄養源と
するかによって整理したのが図9である。生きた相手から
栄養を得る、生きた相手を殺して栄養を得る、死んだ相
手を栄養源にする、という3つのカテゴリーのほかに、そ
の中間的なものがあることに注意していただきたい。た
とえば、条件的腐生栄養活物栄養者とは、基本的に活物
栄養だが、条件によっては腐生栄養にもなる菌類である。
寄生も共生も特定か、ある程度の範囲の相手が決まっ

た（選択性がある）関係である。しかし、腐生的に生活
する菌類も基質となる生物には選択性があるため、いず
れも広い意味で「共棲」しているといえる。菌類のこの
ような生活はさまざまな生物を仲介するような生き方で
ある。生物の多様性は生物どうしのさまざまな関係によっ
て創出され、維持されているが、その背景で重要な役割
を果たすのが菌類なのである。

をもたらす。農作物に発生すれば、人間の食料に深刻な
被害を与える場合もある。
冬虫夏草として知られる菌類は、動物の寄生菌だ。一

般に冬虫夏草といわれる菌類は、約800種あり、その大部
分はニクザキン目に所属する子嚢菌類である（図7）。あ
たかも冬は虫の姿、夏はきのこ（草）のすがたを繰り返し、
永遠に輪廻転生するように見えることからつけられた名
前である。これらの菌類は、昆虫に寄生してホストの昆
虫を殺してしまう。そして、ホスト上やホストから発生
した子座上に胞子を形成する。
菌類自身が菌類によって寄生される場合もある。菌寄

生菌と呼ばれる菌類がそれで、さまざまなカビやきのこ
が同じ菌類によって寄生を受ける（図8）。
動植物に対する寄生という作用は自然界ではどのよう

な意義をもっているのであろうか。すべての生物が生き
てしまうと自然界は大混雑となる。捕食や病死などによっ
てある程度の生物が間引かれることも必要であろう。菌
類は自然界の機能調節に関わっているということもでき
る。
上では、菌類の生活モードを腐生・共生・寄生に整理

して紹介した。しかし、個々の菌類の生活モードが上記
のいずれかに固定されているかというとそうではない。
環境に応じて生活モードを変えることもある。たとえば、
エンドファイトの一部には植物病原菌も知られる。もと

◎図６　オオシロアリタケ ◎図８　きのこに発生した菌寄生菌タケハリカビ

◎図７　冬虫夏草の一種　オサムシタケ ◎図９　菌類の栄養のとり方を栄養基質となる相手の性状に基づいて分類
したもの
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菌類の深い理解を目指して
菌類と細菌についての知識は初等・中等の学校教育で

はほとんど教えられることはなく、大学などの専門教育
でも扱われていない傾向があり、社会的に菌類が十分認
知されているとはいえない。つまり、菌類には市民権が
認められていないといってよい。
確かに、菌類は時として住宅環境を汚染し、文化財に

被害をもたらすことがあり、悪者のイメージが強い。そ
の営みの背景には菌類が栄養を得る手段、「分解・吸収」
がある。菌類は菌糸から出す酵素で基質を分解し、栄養
分としている。その結果、人間にとって必要なものも黒
ずんだり分解されたりするのである。しかし、一方で菌
類のそのような作用を人間は「発酵」として利用し、恩
恵に浴しているのだ。
以前、菌類は分解作用だけが注目され、「分解者」とし

ての地位を与えられてきた（ホイッタカーの五界説）。し
かし、むしろ、菌類は様々な生物の間の関係をとりもち、
つないでゆく役割をもつといえないだろうか。
今年の国際生物学賞は米国イェール大学・生態・進化

生物学部門教授のナンシー・アン・モラーン博士（55歳）
に授与される。博士の専門は「共生の生物学（Biology of 
Symbiosis）」で、昆虫体内に存在する共生細菌とホスト
の間にみられる密接な共進化関係がご専門である。真菌
類も他の生物とさまざまな関係をもっている生物群であ
る。今後の研究の発展に期待したい。
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遺伝子組換え食品の安全性確保と表示に関する現状と課題

鎌田　博　かまだ ひろし　●筑波大学大学院生命環境科学研究科（遺伝子実験センター）教授
1949年 10月東京生まれ。1979年　筑波大学大学院博士課程生物科学研究科理学博士。1979年4月より現在まで筑波大学に奉
職し、講師、助教授を経て 1993年より現職。専門は植物生理学・植物分子生物学で、植物の形態形成、特に分化全能性に関す
る研究を進めている。一方、1980年代半ばより、遺伝子組換え植物に関する法規制や遺伝子組換え食品の安全性評価にも関わっ
ている。最近では、遺伝子組換え技術・農作物・食品の社会的受容の促進活動にも関わっている。

遺伝子組換え生物に関する日本の規制（カルタヘナ法に
基づく環境影響評価）
遺伝子組換え（genetically modified : 以下GMと略す）

生物の育成・利用においては、さまざまな規制があり、
産業利用に至るまでのさまざまな段階で全ての規制をク
リアーする必要がある。現在、日本では、実験室内での
基礎研究を含め、GM生物の育成・利用・産業利用等の全
てにおいて、「遺伝子組換え生物等の使用等による生物の
多様性の確保に関する法律（通称、カルタヘナ法）」に則っ
て取り扱う必要があり、場合によっては大臣確認や大臣
承認を必要とする。カルタヘナ法は、主に、環境への影
響を評価・判断するものであり、生物多様性条約カルタ
ヘナ議定書を担保するものである。特に、GM農作物の栽
培のような野外環境での利用に関しては、環境への影響
評価に関する申請書を提出し、カルタヘナ法における第
１種使用（封じ込め措置を施さない利用）の大臣承認を
得る必要がある。現在までに、米国、カナダ等で開発・
栽培され、日本に食品原料や家畜用飼料原料等として輸
入されるGM農作物の大部分については、日本における野
外での商業栽培の認可が得られている。また、食品添加
物として利用されるアミノ酸や加工用酵素等をGM微生物
を用いて生産することについては、カルタヘナ法に基づ
く第２種使用（封じ込め措置の下での利用であり、一般
的には閉鎖系での利用）の許可を得る必要があり、現在
までに日本では多数の認可がなされている。

遺伝子組換え食品・食品添加物としての安全性の確認・
承認
国際的には、1990年代より、OECDを中心に、GM生物、

特にGM農作物の産業利用に伴う安全性確保（環境影響評
価ばかりでなく食品としての安全性評価等も含む）に関
する科学的議論が進められ、安全性確保のためのさまざ
まな考え方や基準が示されてきた。当時の基本的な考え
方、すなわち、プロダクトベースの評価、主に環境影響
評価におけるファミリアリティーの考え方、主に食品と
しての安全性評価における実質的同等性（現在でもこの
語が誤解されて使われているようであるが、比較対象を

決定するプロセスであり、安全性を決定するものではな
い）の考え方の３つは、現在でも世界共通の標準的かつ
重要な概念となっている。

日本においては、GM食品添加物（組換えDNA技術
応用食品添加物）の安全性評価の考え方や評価基準等が
1990年代に制定された。その後、米国におけるGMトマト
（フレーバー・セーバー・トマト）の商品化を見据え、
GM食品（組換えDNA技術応用食品（種子植物））の安全
性評価の考え方や評価基準等が制定された。日本では、
必ずしもOECDの議論に拘束されることなく、独自の科学
的議論を行ったが、結果的にはほぼ同じ考え方が制定さ
れた。それ以降、当初は自主規制（ガイドライン）とし
ての適用であったものが、法律に基づく認可義務制度と
なったものの、基本的な考え方や評価基準等は大きくは
変わっていない。現在では、GM食品としての安全性評価
の世界的な基準は、FAO/WHOの合同食品規格委員会で
あるCODEXの議論を経て制定されたものであり、日本を
含む世界各国がこの基準をもとに国毎に制定された評価
手順・評価基準に則って安全性の審査を行っている。な
お、日本においては、GM食品・食品添加物としての安全
性評価は食品衛生法、GM作物等の家畜用飼料・飼料添加
物としての安全性評価は飼料安全法（飼料の安全性の確

◎図１　日本における遺伝子組換え食品／食品添加物の安全性審査の流れ
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保及び品質の改善に関する法律）に基づいて行われてき
たが、2003年に食品安全基本法が制定されたことを受け、
内閣府食品安全委員会において純粋に科学的なリスク評
価を行い、そのリスク評価の結果をもとに、リスク管理
組織である厚生労働省（食品および食品添加物）あるい
は農林水産省（家畜用飼料および飼料添加物）において、
当該GM食品・食品添加物等を日本で市場流通させて良い
かどうかの最終判断がなされることとなっている（図１、
表１）。

遺伝子組換え食品の表示を巡る法規制
日本においては、GM食品としての安全性評価が終了

し、食品としての流通が認められたものについて、その
表示を巡る議論が消費者を交えて行われてきた。GM食品
が承認・流通しはじめた当初、GM食品・食品添加物につ
いては国がその安全性を確認したものしか市場流通が認
められないことから、食品としての安全性は通常の食品
と同じであり、安全が確認されたものにあえて表示をす
ることは、通常の食品における対応と比較して不均衡に
なるとの強い意見があったものの、例えそうであっても
消費者の知る権利を保障してほしいとの消費者の強い意
見を受け、農林水産省において、JAS法（農林物資の企画
化及び品質表示の適正化に関する法律）に基づく表示が
義務化されることとなった。したがって、日本における
GM食品の表示は、食品としての安全性の観点からではな
く、あくまでも消費者の知る権利を保障するためのもの
であるが、GM食品表示に関する消費者の意識は全く異な
り、GM食品は危険であるから表示をしているのだと受け
止めている消費者が多いのが現状である。なお、GM食品
添加物については、遺伝子組換え技術を使って生産され
たものであってもこれまでの通常の発酵技術等で生産さ
れたものであっても、最終産物は基本的に物質としては
全く同じであり、両者を区別する科学的検知方法もない
ため、表示は義務化されていない。

一方、JAS法に基づく表示の義務化と相まって、食品
衛生法に基づくGM食品としての表示の義務化もなされる
こととなった。ただし、食品衛生法に基づくGM食品の表
示義務化と表示の正しさを担保するための検査システム
構築の主要な論点は、遺伝子組換えによって従来の食品
と比較して栄養組成等が大きく変化し、栄養摂取上の配
慮が必要な場合に消費者にそのことを周知するための表
示が不可欠である点、および、日本で未承認のものは国
内流通させてはいけないことをどのように担保するかの
２点である。第１の点については、高オレイン酸ダイズ
のGM食品としての日本での承認において、通常のダイズ
に比べてオレイン酸含量が大幅に増え、給食等での献立
を決定する際に栄養摂取量の指標となる食品標準成分表
の数値と大きく異なることとなるため、高オレイン酸ダ
イズであることを表示して国民に周知する必要があり、
表示の義務化が必要と判断された。第２の点については、
わずかな混入であっても日本で未承認のものが輸入され
る、あるいは、加工食品として流通することを防ぐため
の検査手法を確立することが必須となることである。
ところで、日本において承認され、市場流通される大

部分のGM食品が米国をはじめとする諸外国から輸入され
ていることから、米国における農作物（特に穀物）の栽培・
収穫・集荷・輸送等の流通実態を考慮し、非GM産物で
あってGM産物の非意図的な混入が5％未満であれば遺伝
子組換えと表示することは法的に求めないことが定めら
れた。因みに、非意図的混入率については、EUでは0.9％、
韓国では1.0％に設定され、米国では表示が義務化されて
おらず、国毎におけるこのよう対応の違いが国際的な混
乱を生む原因の１つとなっており、食料の国際流通にお
ける大きな課題となっている。なお、日本においては、
定量PCRによる混入率が5％を越えていたとしてもそのこ
とを持って表示義務違反と判断するのではなく、対象農
作物の生産・収穫・輸送・流通の各段階で付加される書
面の審査（IP handling）によって最終判断をすることが
定められているため、PCRによる定量検知はあくまでも
予備的なスクリーニングである。
現在、日本の食品市場でGM原料を使用していることを

記載してあるものは極めて限られている。逆に、GM原料
でないこと（遺伝子組換え（原料）不使用）の表示は自
由であったため、豆腐や納豆等をはじめ多くの食品にお
いて不使用表示が蔓延し、不使用表示を日頃から見せら
れている消費者は、GM食品は危険なものであるとの意識
を植え付けられることとなった。これは、多くの消費者
がGM食品に不安を感じており、遺伝子組換えの表示があ
ると消費者が購入しないのではないか（逆に、「遺伝子組
換えでない」と書くことで食品としての優位性が高まり、
より多く売れる）との食品製造企業や流通企業の判断・
思惑によるものと思われる。しかし、この「不使用」表
示が改められない限り、表示の正確な意味（消費者の知

◎表１　日本において安全性が確認された遺伝子組換え食品・食品添加物
（2010年7月5日現在）
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数育成され、食品としての利用も順次許可されており、
このスタック系統の利用拡大によって、定量性の確保が
困難になりつつある。日本では、最近、（非意図的）混入
率の積算根拠は、穀粒の数当たりに占めるGM種子の数
の割合であることが明示された。従来、個別のイベント
毎の検知においては、場合によっては一定数の穀粒を同
時に粉砕して定量PCRを行うことで定量性が確保できて
いた。しかし、スタック系統では同一穀粒中に複数の遺
伝子が挿入されている（現在日本で食品としての流通が
承認されているスタック系統の中には、同一穀粒中に８
つの外来遺伝子が導入されているものもある）ため、一
定数の穀粒を混ぜてから粉砕して遺伝子毎に検知を行う
と、複数の遺伝子が検知された場合、異なる１つの外来
遺伝子を含む種子が複数存在していたのか、異なる複数
の外来遺伝子が同じ穀粒中に存在していたのか区別がつ
かないため、単純に積算すると、混入率を多く見積もっ
てしまうことになる。もちろん、個別穀粒毎の検査を行
えば問題はないが、個別穀粒毎に現在承認されている多
数の外来遺伝子の全てを検査しようとすると莫大な経費
と時間がかかることになる。この問題は、日本だけの問
題ではなく、混入率を定めている全ての国の問題でもあ
る。現在、良い解決方法は決定されていない。
ところで、従来、日本では、GM食品の表示の義務化を

定めた法律に基づき、農林水産省と厚生労働省の両省に
おいて個別に検知法の開発と実際の検知が行われてきた
が、両省で齟齬が生じないよう、両省の関係者間で常に
意見交換・協力が行われてきた。しかし、2009年に、消
費者庁が新たに創設され、 GM食品を含む表示の権限が消
費者庁に移管されたことに伴い、現時点ではこれまでの
ような迅速かつ適切な表示への対応がなされておらず、
混乱が生じている。実際、ハワイで生産され、米国では
普通に流通している（日本人がハワイに旅行してパパイ
ヤを食べれば必ずと言っていいほど食べている）ウィル
ス耐性パパイヤについて、日本においては既に食品安全
委員会におけるGM食品としての安全性評価や農林水産
省・環境省における環境への影響評価も終了し、特段の
問題は認められないことから、国内での流通は問題無い
とされているにもかかわらず、消費者庁における表示の
あり方の検討が進んでおらず、長期に渡って最終の流通
承認がなされていない。

食品の国際流通に伴う表示を巡る課題
世界のグローバル化に伴い、食品原料・加工食品等が

世界規模で活発に流通している現状において、上述した
ような非意図的混入率が国によって異なる点、遺伝子組
換え食品として承認されているイベントが国毎に異なっ
ている点、承認される時期が国毎に異なっている点等、
各国の事情があるものの、流通段階での混乱が生じる可
能性は高い。このため、世界が協調して互いに検査法に

る権利を保障するためのものであり、食品としての安全
性の問題ではない）が消費者に伝わらず、結果としてGM
食品に関する正しい知識・理解が消費者に広がらず、社
会的受容が進まないことも事実であろう。「不使用」表示
を禁止した方がよいのではないかとの意見もあることを
付記しておく。

表示の正しさを保証する検査法の課題
表示の義務化に伴い、二つの大きな問題を科学的に解

決せざるをえなくなった。第１の問題は、日本で未承認
のものが輸入されていないかあるいは流通していないか
を検査する方法を確立することであり、第２の問題は、
日本で流通が承認されているものであっても5％未満であ
るかどうかを定量的に検査する方法の確立である。第１
の問題については、そもそも諸外国においても食品とし
ての利用が承認されていない場合には、どのような農作
物にどのような外来遺伝子が組み込まれているかについ
て全く情報がなければ検査方法を確立すること自身無理
がある。このため、日本に農作物やその加工食品等を輸
出している国でGM農作物としての実用化が間近な物ある
いは実用化されたものについて、可能な限り多くの情報
を集め、対応策（検査法の確立）を検討しておく必要が
ある。特に米国や中国で開発中のものについて、日本は
常に大きな関心を持っており、必要に応じ、港湾等での
輸入物検査が実施できるように努力している。
第２の問題については、日本でGM食品としての承認を

する際、定性PCR法と定量PCR法の開発を進めることに
なり、検査のための塩基配列情報をどのように入手する
か、どの部分を用いてプライマーを設定するか、どのよ
うな条件でPCRを行うか、定量のための検量線を書くた
めに必要なポジティブコントロールとネガティブコント
ロールの原材料（GM種子の含量がほぼ100％および0％の
穀粒サンプルが必須である）の入手等、多様な情報・材料・
手法開発等が必要となる。実際には、イベント毎の承認（あ
る農作物に同じ遺伝子を導入したとしても、ゲノム上の
挿入位置が異なる場合には別な系統（イベント）として
取り扱い、遺伝子組換え食品としての承認もイベント毎
になされている）であるため、イベントを区別する必要
があり、外来遺伝子挿入位置を含めた詳細な塩基配列情
報が必須である。しかし、食品としての安全性評価の際
に用いられる詳細な情報は、一般的に、開発会社にとっ
ては極めて重要な企業秘密である場合が多く、そのまま
検査のための情報として流用することはできない。また、
原材料、特に組換え体100％の材料は会社の所有物である
ため、単純に定量検査用の材料として提供を義務づける
ことは困難である。このため、検査法の開発に際しては、
開発会社との協議・協力が不可欠である。
さらに、最近では、GM系統同士を交配して、同一個

体に複数の外来遺伝子を持つ系統（スタック系統）が多
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ついて協議し、互いの方法を認め合うことが重要となっ
ている。上述したCODEXでの協議も進められてはいる
が、関係する全ての国が承認しうる検査法を確立するに
は長期に渡る議論と協力・妥協が必要であろう。そのた
め、ISOを中心に、GM食品の検知方法に関する国際標準
化（ISO/TC34/SC16）が進められており、米国、カナダ、
イギリス、フランス等と一緒に日本も主要な参加国とし
て活動しており、最近では、韓国、中国、タイ、インド
などのアジア各国も積極的に参加して、協調的な活動を
している。日本で開発されたプラスミドをベースとする
定量検知法（宿主特異的な検知用遺伝子（A）の配列と検
知したい外来遺伝子（B）の検知用配列を同じプラスミド
上に同数だけ配置してあるため、AとB のPCRによる増
幅率を比較することで定量解析が可能となる方法）はISO
の標準的な定量検知法の１つとして登録されている。最
近、この方法を導入したいヨーロッパの国が増えており、
2010年10月に名古屋で開催されたカルタヘナ議定書締約
国会議の席でも、アフリカ諸国等からこの定量法を教え
て欲しいとの依頼を複数いただいた。世界各地の発展途
上国では、配列情報の入手やポジティブコントロール・
ネガティブコントロールが手に入りにくいことを考える
と、このプラスミドをベースとする定量検知法は極めて
有益な方法であり、日本が世界に貢献できる大切な技術
である。

今後の課題
分子生物学の飛躍的な発展に伴い、さまざまな技術が

次々に開発されているが、このような技術を駆使する遺
伝子組換え生物の中には、従来想定もしていなかったタ
イプのものが出現しており、それに伴う法規制や安全性
確保の考え方の確立が間に合わない状況が生じている。
例えば、遺伝子組換え植物を台木、非遺伝子組換え植物
を穂木として接ぎ木を行い、穂木上に形成された果実等
の生産物を食品として利用する場合、この生産物は遺伝
子組換え食品としての安全性の承認を受ける必要がある
のかどうか、あるいは、遺伝子組換え植物同士を交配し
て優良な栽培用種子（F1雑種等の実際の農業生産で使わ
れる種子）を生産するが、この栽培用種子自身は外来遺
伝子を含まない場合、環境影響や食品安全等に関して遺
伝子組換え生物としての規制を受けるのか等、現時点で
は法的にも未決着の課題が多い。このような課題は遺伝
子組換え食品としての表示にも関わっており、生産・流通・
消費者対応にも大きな影響があるため、今後、関係者全
員で協議すること、ならびに、全ての関係国で協議する
必要があろう。
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蝗害は一つの重大な農業災害であり、世界の多くの国々
で発生している。特に、アフリカ、アジア、南米、オー
ストラリア、アラブ地域ではしょっちゅう発生し、すで
に現地の農業発展に悪影響を及ぼす大きな要因となって
いる。蝗害は主にイナゴとバッタによって引き起こされ
るが、なかでもイナゴの引き起こす災害はきわめて深刻
であるため、よりいっそう人々の注目を集めている。で
は、イナゴとバッタにはどのような違いがあるのだろう
か。イナゴ（訳注: 中国語で「蝗」）の中国語における意
味は虫の中の王である。科学的意味においては、イナゴ
とは高密度の下で群衆を形成でき、かつ長距離の移動が
できるものを指す。イナゴのもう一つの特徴は、種群密
度の変化にともなって、群生相と孤独相の間での相互変
異を起こすことができることである。全世界に、イナゴ
と呼ばれる昆虫は約7種いるが、その中ではサバクトビ
バッタとトノサマバッタが最も有名である。一般的なバッ
タには上記の二つの特徴はないが、バッタも時としてそ
の土地の植物や農作物に被害をもたらすことがある。
イナゴの相変異理論は最も早期には、Uvarovによって

1921年に提起された。様々な環境条件に適応するために、
イナゴは自分の形態、生理学・生化学、行動、発育など
の特徴を変化させるが、それは形態学、生理学、行動学
の面で二種類の明らかに異なる相―群生相と孤独相に分
けることができる。Uvarovが（1921年に）イナゴの相変
異理論を提起するまで、イナゴの群生相と孤独相はそれ
ぞれ他の学者によって、二つの異なるイナゴの種類、す
なわちLocusta migratoriaとLocusta danicaとして鑑定さ
れていた。このことからわかるように、この二つの相の
間の違いは大きい。イナゴの密度に変化が発生すると、
この二つの相が互いに転換し得ること、この現象は相変
異と呼ばれる。相変異を引き起こす要因には外界要因と
内部要因があり、内在要因が外界要因の刺激作用の下で
起こす一連の生理学・生化学的変化が、幼虫個体を異なっ
た方向へと発達させることにより、異なる相を形成させ
るのである。イナゴの両相の転換に影響を与える外材要
因は主に、イナゴの密度、温湿度、光照射、食物などで
ある。自然条件の下で、イナゴは高密度下、例えば10 ～

50匹/m2かそれより高い密度下において、群生相を形成し
やすく、0.1 ～ 1匹/m2かそれ以下だと、孤独相という形
で存在しやすくなる。したがって、蝗害の発生は常にイ
ナゴの群生相の形成及び大規模な渡りと密接な関係があ
る。イナゴ種群の突発災害は主として環境要因とそれ自
身の遺伝要因の共同作用の結果であるが、イナゴ種群に
関する突発災害の分子機序は解明されているわけではな
く、群生行動と遺伝子との関係については、いまなお系
統的な研究報告がなされていない。イナゴの相変異のメ
カニズムは、一貫して人々が関心を寄せてきた科学的問
題であった。その研究はほぼ三つの段階に分けることが
できる。第一段階には主に、形態学及び基礎生物学等方
面の研究が含まれる。第二段階では、主に行動学、生理
学、遺伝学などの方面から、イナゴの相変異に対する生
理学的メカニズムの研究が開始された。第三段階では、
分子生物学など新しい学科の発展と新技術の応用にとも
ない、イナゴの相変異に関する研究が分子メカニズムの
研究へと移行するようになった。要するに、イナゴの相
変異は一つの複雑なプロセスである。この複雑さは仮説
に基づいて進める、「海に落ちた針をすくう」式の研究を
決定づけ、相変異のある一つの面しか理解することがで
きず、両相間の変化の分子メカニズムを解明するにはま
だ相当の難しさがあった。
ますます多くの種のゲノム配列が解読されるにした

がい、生物科学はすでにゲノム及びポストゲノムの時代
へと突入している。この時代の研究の目標は、膨大な遺
伝子配列の機能と発現プロファイリングを鑑定すること
である。このような背景の下で、一つの将来的発展の可
能性の大きい学際的学科―生態ゲノム学がすでに盛んに
なっている。この学科は主にゲノム学という手段を利用
して、生物種の遺伝子発現制御と環境変化との関係を研
究する。昆虫綱においては、すでにショウジョウバエ、
ミツバチ、カ、甲虫、アブラムシ、カイコなど、十数種
類の昆虫の全ゲノムシーケンシングが行われている。こ
のような多くのゲノム情報は、生物の成長発育をコント
ロールし、外界の環境変化に対応する遺伝メカニズムを
我々が深く理解する上で、有利な条件を提供している。

トノサマバッタの相変異についての生態ゲノム学的研究

康　楽　Kang Le　●中国科学院北京生命科学研究院院長
中国科学院北京生命科学研究院長兼中国科学院動物研究所研究員。1959年4月生まれ。1990年 中国科学院動物研究所/中国科学
院大学院生態学専攻、理学博士取得。米国ネプラスカ大学（University of Nebraska）栄誉科学博士。国際昆虫学会執行理事を併
任。長期にわたりイナゴの生態学とゲノム研究に従事、関連論文180以上。

•Prof i le•
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現在、生物の遺伝子発現プロファイリングの分析を行う
ことのできる方法は数種類あるが、なかでもDNAマイク
ロアレイ及びハイスループットシーケンシング技術は機
能が最も優れている。これらの技術は比較対照とサンプ
ル処理を通じて、多くの、ひいては全ゲノム転写産物の
豊富度を分析することができる。生物の発育、代謝等の
基本的生命プロセス及び、環境適応と関連のある遺伝子
発現プロファイリングがすでに徐々に分析されている。
これらの技術を応用することにより、大量の遺伝子が同
一の実験処理の中に同時に集められることが可能になっ
ている。生態ゲノム学の発展にともない、非モデル生物
に関するますます多くの研究からの成果が急速に増加し
ている。
トノサマバッタは世界的に重要な農業害虫であり、そ

の分布区域は他のどのイナゴよりも広く、東半球の温帯・
熱帯地域全体をほぼ覆っている。Uvarovの（1921年の）
イナゴの相変異理論は、トノサマバッタを根拠として提
起されたものであった。我々の研究室はトノサマバッタ
を研究のモデルシステムとして、さまざまな研究手段を
集めることにより、多くのレベルからトノサマバッタの
相変異の分子機序を明らかにし、蝗害の抑制のために重
要な理論的根拠を提示した。我々はまず孤独相と群生相
のトノサマバッタの3つの組織（脳、中腸、後脚）及び1
個の全体、計7つのcDNAライブラリーを作製し、シーケ
ンシングにより45474個のESTs（expression sequences 
tags, 発現配列タグ）と12161個のUnigenesを得た。532個
のトノサマバッタ相変異との関連遺伝子を発見したが、
その中にはペプチダーゼ、幼若ホルモン結合タンパク質、
酸素運搬タンパク質、成長発育に関わるいくつかの遺伝
子が含まれていた。これらの分析から、さまざまな制御
経路が相の表現型可塑性に関与しているに違いないこと
が明らかとなった。同時に、トノサマバッタの初のトラ
ンスクリプトーム・リレーショナルデータベースを作り
上げた。データベースはトノサマバッタEST配列の機能
注釈情報とシグナル経路分析情報のほか、さらにトノサ
マバッタのトランスクリプトームデータとカイコ、ミツ
バチ、ショウジョウバエ、ハマダラカ、線虫の全ゲノム
配列との比較分析情報（http://locusdb.genomics.org.cn）
を提供している。この基盤の上に立って、我々はトノサ
マバッタのオリゴヌクレチドマイクロアレイを開発し、
イナゴの遺伝子転写と発現をより広く研究するための実
験プラットフォームを提供した。最近、我々はさらにト
ノサマバッタの相変異の研究を、トランスクリプトーム
とエピジェネティクスの分野へと拡大している。我々は
新世代のハイスループットシーケンシング技術RNA-seq
とDe novo組立のトランスクリプトーム解析法を応用し、
トノサマバッタの代表的なコア遺伝子集合を初めて手に
入れ、昆虫の保存された遺伝子及びトノサマバッタの遺
伝子構成に対する高度なカバーを実現した。我々は発育

過程における群生・孤独の二つの相のトランスクリプトー
ムを系統的に比較し、発育過程における両相の分化モデ
ルを初めて発見し、242本の両相のマーカー遺伝子をスク
リーニングした。両相の発現の差が最も大きい発育段階
は第4齢期であるため、4齢イナゴの詳細なシーケンシン
グと結び付けて、我々は分子レベルにおける群生相と孤
独相の生物的資質の違い、すなわち群生相は環境シグナ
ル関連の経路を感知、処理する面でより活発であり、一
方、孤独相は代謝、生合成など生存関連の経路を維持す
る面でより活発であるということを初めて発見した。我々
はさらにトノサマバッタの二つの相の分子ネットワーク
の枠組みを構築し、トノサマバッタの種群密度ストレス
に対処するメカニズムを提示したが、それはトノサマバッ
タは神経伝達物質の活性を調節することによって種群密
度のストレスに対処しており、GPCRシグナル経路を中心
としたシグナル伝達ネットワークがこのプロセスに関与
している、ということである。トノサマバッタの両相の
変化は明らかなエピジェネティックな特徴をも示してお
り、我々はトノサマバッタの両相間のsmall RNAの転写
の差が非常に大きく、最も大きな差は27bp前後における
small RNAの転写であることを発見した。いくつかの保
存された、かつ特有のmiRNAはトノサマバッタの相変異
の制御に関連しており、同時に大量のトノサマバッタに
特有のsmall RNAを鑑定した。我々はさらにゲノムデー
タに依存しない、microRNA及びpiRNAを鑑定する一つの
方法を開発し、27bp前後のsmall RNAが主にpiRNAに属
していることは、両相のトノサマバッタのsmall RNAに
おける発現の差が主にpiRNAにあることを示しているこ
とを発見したが、これはトノサマバッタの両相の生殖力
の差が重要な手掛かりを提供しているのだと解釈できる
かもしれない。我々が開発した、ゲノムデータに依存せ
ずに非モデル生物のmicroRNAとpiRNAを鑑定する新し
い方法は、広範囲な価値を有している。
熱ショックタンパク質ファミリー遺伝子は、生物が環

境の変化に対応する際の分子シャペロンと考えられてお
り、遺伝子発現の分析を通じて、熱ショックタンパク質
ファミリーは相変異のプロセスに関与しており、群生化
の条件下では、熱ショックタンパク質ファミリー全体が
アップレギュレートし、孤独化条件の下ではその逆とな
ること、このような変化は種群密度の変化にしたがって
発生するということがわかった。この研究は、群生相ト
ノサマバッタは一種の種群ストレス状態にあり、熱ショッ
クタンパク質ファミリーがトノサマバッタの相変異の制
御に関与していることを示している。さらに、我々は環
境適応とストレスに関連のある一種のレトロトランスポ
ゾン遺伝子が、トノサマバッタの孤独相と群生相の間に
おいて差の発現を表していることを発見した。さらなる
分析によれば、これらの遺伝子はⅠ因子ファミリーに属
し、しかも両相の間の差は主に神経系内に存在している
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ムとなり、我々人類の健康問題の解決のために役立って
いく可能性がある。

ことが明らかである。これは、レトロトランスポゾン遺
伝子はトノサマバッタの相変異プロセスの神経可塑性制
御に関与している可能性があることを示している。我々
は自主開発したトノサマバッタのオリゴヌクレチドマイ
クロアレイを利用して、4齢幼虫の孤独化及び群生化の時
間プロセスにおける遺伝子発現プロファイリングを検査
し、900余りの差異発現遺伝子をスクリーニングした。さ
らなる生物情報学的分析によれば、二種類の嗅覚に凝縮
している関連遺伝子（CSPとtakeout）はすべての遺伝子
類別の中で、占めている割合が最大である。RT-PCR実
験では、これらの遺伝子はイナゴの主な嗅覚器官―触覚
において発現量が最も高く、しかも相変異の時間プロセ
スと密接に関わっていることが証明された。最終的に、
RNAi干渉実験から明らかになったように、この二種類の
遺伝子はトノサマバッタの孤独相と群生相の吸引及び排
斥の行動転換の制御に関与している。この研究はトノサ
マバッタの群集行動を制御する分子メカニズムを初めて
解明した。最近、我々はトノサマバッタのオリゴヌクレ
チドマイクロアレイを利用して、トノサマバッタの両相
のそれぞれ異なる発育段階の転写特徴について研究し、
両相の4齢幼虫の間の転写差が最も大きいことを発見し
た。生物情報学的分析は、ドーパミン代謝経路はトノサ
マバッタ群生相において安定的に高発現することを証明
した。遺伝子サイレンサー技術（RNAi）及び薬物干渉を
通じて、この代謝経路におけるhenna、pale、ebony、vatl
は、トノサマバッタの両相の転換と体色の変化を制御し
ていることが証明された。神経伝達物質としてのドーパ
ミンとセロトニンも相変異のプロセスにおいて重要な役
割を果たす。しかも、トノサマバッタの孤独相から群生
相への転換のプロセスは比較的ゆっくりであり、この特
徴はサバクトビバッタ、オーストラリアトビバッタとは
明らかに異なっている。
イナゴの相変異は非常に複雑な生物学的プロセスに関

連しており、そこにおける行動と体色の変化は最も明ら
かな二つの表現型性状である。日本の学者Seiji Tanakaは
イナゴ体色の黒化研究の分野において非常に際立った貢
献を行った。オーストラリアの学者Steven Simpsonはサ
バクトビバッタの両相転換の行動学研究の分野で大きな
成果を上げ、世界的な影響力を有している。イナゴ体色
の変化と相変異の関係は、一つの非常にチャレンジ性の
あるテーマとなるだろう。今後、イナゴ相変異の機序を
明らかにする研究は、以下の三つの方面――神経伝達物
質の相互作用、エピジェネティクス、母性効果等の方面
において進展を遂げていく可能性がある。これらの研究
において突破口が開かられることは、イナゴの相変異と
蝗害への人々の認識を深め、昆虫の社会行動についての
研究を促し、環境友好型のイナゴ抑制技術を開発するで
あろう。トノサマバッタ全ゲノムシーケンシングの完成
にともない、トノサマバッタは重要な実験モデルシステ
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中国のクローン動物研究

頼　良学　Lai Liangxue　●中国科学院広州生物医薬・健康研究所研究員、華南胚胎幹細胞・再生医学研究所副所長、
吉林大学畜牧獣医学院教授

1995年東北農業大学生物工学科卒業、理学博士号取得。1998年から2006年の間、アメリカミズーリ大学動物研究センターポス
トドクター・研究助教授、ミズーリ大学国家豚資源保護・研究センター研究助教授、アメリカ先進生殖治療センター実験室主任
を歴任。2007年に中国に帰国し任職。
体細胞遺伝子ターゲット技術と体細胞クローン技術を組み合わせ、世界初となる遺伝子ノックアウトのガラクトシダーゼ転移酵
素クローン豚を誕生させた。この成果により、大型動物の遺伝子指向性修飾の面で重要な技術的進展が得られた。また豚の器官
からガラクトースを取り除くことで、人体への豚器官移植に伴う超急性拒絶反応を解消した。この成果は、アメリカNIHのNCRR
基金から当年唯一の代表的進展として選ばれ、またアメリカ「Populous Science」誌の年間最優秀新科学技術賞を受賞した。
その後、重要な医療価値をもつ遺伝子組み換えクローン豚20種類以上の作製に成功した。2つの研究成果はそれぞれ2002年と
2006年にアメリカ「ディスカバリー」誌の世界100大科学技術ニュースに選ばれている。
近年、各種国際学術誌（「サイエンス」、「ネイチャー・バイオテクノロジー」、「PNAS」、「Human molecular Genetics」などへ
の筆頭著者としての発表を含む）に論文60編あまりを発表。現在は主にヒトと動物の胚胎肝細胞の分離培養、遺伝子組み換え動
物の作製と動物クローンの研究に従事。帰国後は国家レベル・省レベルの資金援助研究プログラム12項目を担当、国家「863」
計画重要プロジェクト主管者、国家「973」プロジェクト（生殖・発育関連哺乳動物モデルの構築）首席科学者。

2006年にISIから出版された「Year of Celebration」特
集シリーズには、科学分野における20世紀の飛躍的成果
が挙げられている。そのうちの二つがクローン動物分野
のもので、一つが中国の科学者が1981年に生みだした初
めてのクローン魚であるフナ、もう一つが1996年に成体
の体細胞を用いて作製されたクローン羊「ドリー」である。
クローン動物とは、細胞核移植技術による無性生殖

によって作られる動物のことで、その遺伝情報は細胞核
の供与体と完全に一致する。細胞核移植という概念は、
Spemannが1938年に提起したのが最初で、その後の1952
年、アメリカの科学者BriggとKingが両生類の細胞につい
て発育の潜在的能力を研究する中で、核移植技術を初め
て応用した。また1997年2月には、イギリスのロスリン研
究所のWilmut博士とパートナーが、成体雌羊の乳腺上皮
細胞を核の供与体としてクローンした羊「ドリー」を初
めて誕生させた。この成果によって、哺乳動物体細胞ク
ローンの新たな世紀が始まり、動物の体細胞には発育の
全能性はないという、生物学界で長い間公認されていた
観点が理論的に覆されただけでなく、増殖生物学、遺伝
学などの基礎的な理論研究に対しても多大な影響がもた
らされ、また牧畜業、生物種の保護、医療などの分野で
もその巨大な応用価値が期待されるようになった。

中国人科学者が抱いたクローンへの初期の夢
400年以上前に、中国明代の作家呉承恩はすでにその小

説「西遊記」の中で、孫悟空が毛をつまんで抜き一吹き
すると、それがたちまち無数の小さな孫悟空に変わると
いう場面を描いている。これが、中国人にとって最初の「ク
ローン」への夢かもしれない。中国でのクローン動物に
関する実際の研究は、新中国成立後間もない1950年代に、
国際的な核移植研究とほとんど同時期に始まった。その
後の数十年間に、中国のクローン技術は先進的地位から

立ち後れ、再び奮起し輝きを取り戻すという過程を経て
きた。1960年には初めて、金魚の嚢胚細胞と金魚の卵を
材料とした核移植胚胎が作られた。1963年7月に、童第周
教授を筆頭著者とする論文「魚類細胞の核移植」が中国
の雑誌「科学通報」に発表され、中国の動物クローン研
究の幕開けとなった。童第周氏らの研究は中国の核移植
研究の基礎を築くとともに、胚胎学研究に従事する専門
家らを育て上げ、童第周教授は、中国の、ひいては世界
のクローン動物研究の先駆けともなった。その後、魚類
クローンの研究は中国科学院動物研究所、中国科学院武
漢水生生物研究所、中国水産科学院長江水産研究所など
で引き続き進められ、コイとフナの間、ソウギョとヒラ
ウオの間で相次いで異種配合クローンに成功している。
中国科学院水生生物研究所のある研究グループは1981年
に、三倍体の成体フナの腎臓細胞核を二倍体のフナの核
を取り去った卵子に移植し、三倍体のクローン魚を作製
した。その研究論文は1986年の「水生学報」に発表され、
生体細胞でも脱分化とリプログラミングが可能であるこ
とが初めて証明された。これは世界で初めて報告された
体細胞クローン動物であり、イギリスの体細胞クローン
羊ドリーの誕生よりも10年早かった。しかし当時の中国
はまだ対外的に開放されておらず、中国の科学界と海外
の同分野との交流は難しかった。このため、その草分け
的な成果も当時は国際的な承認を得られず、世界の科学
界に対してあるべき影響を及ぼすことはなかった。そし
て1996年にイギリスで体細胞クローン羊の「ドリー」が
誕生してはじめて、体細胞核移植の研究が全世界範囲で
注目されるようになる。

世界の動物クローン技術の発展に対する中国人科学者の
貢献
その後進められた哺乳動物の核移植研究では、経済
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が未発達で科学研究への資金投入が限られていたことか
ら、中国は同分野研究の国際的なスピードに追いつかず、
哺乳動物の胚胎細胞核移植から体細胞核移植にいたるま
で、中国の核移植研究はつねに研究を追尾していくとい
う後れた状態にあった。しかし、中国人は哺乳動物の核
移植研究の潮流に乗り遅れていたわけではなく、早い時
期に輩出されていたクローン分野の中国人学者は、海外
に出て欧米など先進国の優れた科学研究条件のもとでク
ローンへの夢を追求し続けた。関係者の統計によれば、
世界のクローン動物研究者のうち中国人は約50%を占めて
いる。中でも最も有名なのは、「クローン牛の父」とも称
される華人科学者の楊向中教授である。実際、哺乳動物
核移植分野の多くのパイオニア的研究成果は、中国人科
学者が外国の実験室で得たものである。その例として、
世界初の胚胎細胞クローン猿の作製者である孟励博士、
世界初の体細胞クローンラットの作製者である周琪博
士、世界初の遺伝子ノックアウトクローン豚の作製者で
ある頼良学博士、世界初の体細胞クローンラバと馬の作
製者である李光鵬博士、世界初の体細胞クローンフェレッ
トの作製者である李子義博士などが挙げられる。しかも
注目すべき点は、これらの科学者のうち楊向中教授以外
は、ほとんど例外なく中国の同じ実験室で学んだり働い
たりした経験があるということである。それは中国ハル
ピンにある東北農業大学の秦鵬春教授の実験室であり、
そして秦鵬春教授はほかでもない童第周氏の教え子であ
る。
国内に留まった科学者もクローン動物分野での研究を

止めることはなかった。1997年に「ネイチャー」誌でドリー
の研究結果が発表された翌年、国家自然科学基金委員会
は重点支援項目を設けて、その対象を直接、動物体細胞
クローンとした。胚胎細胞の核移植研究の面で一定の基
礎があった中国科学院動物研究所、揚州大学、中国科学
院発育生物研究所、西北農業大学の3つの研究チームがこ
のプロジェクトを共同で遂行することに決まった。1999
年には、中国初の体細胞クローンヤギが揚州大学で誕生
した。2000年には西北農業大学で体細胞クローンヤギの
作製に成功した。2002年、中国科学院動物研究所は中国
で1頭目となる体細胞クローン牛を誕生させた。その後の
2003年、中国農業大学の李寧教授が指導する研究チーム
がまとまった数のクローン牛の大規模作製を果たした。
最近3～ 5年の間には、海外に留学したクローン動物分野
の学者が中国に帰国し、中国のクローン動物技術はさら
に急速に発展している。中国科学院動物研究所、中国農
業大学、西北農林科技大学、揚州大学、北京大学、東北
農業大学、新疆農科院、内蒙古大学、広西大学、吉林大学、
上海交通大学、中国農科院、内蒙古農業大学、山東農業
大学、天津市畜牧獣医研究所、華南農業大学、深圳華大
大学院、雲南農業大学など全国の多くの研究機関が動物
クローン技術を獲得し、マウス、ウサギ、ヤギ、羊、牛、

水牛、豚など多種のクローン動物を誕生させている。
ジャイアントパンダのクローンは、中国の動物クロー

ン研究にとって独自の一分野となっている。ジャイアン
トパンダは世界でも最も珍しい動物の一つで、国家一級
絶滅危惧保護動物でもあり、中国でも「中華国宝」と呼
ばれ珍重されている。ジャイアントパンダは頭数が少な
く繁殖率が低いことから、1998年、中国科学院動物研究
所の主席科学者である陳大元氏は、ジャイアントパンダ
クローンを初めて正式に提案した。ジャイアントパンダ
クローンプロジェクトは国家科技部と中国科学院の支援
を受けて、計1,100万元の予算を承認された。しかし、
ほかの動物のクローンと比べてジャイアントパンダのク
ローンには難題が多かった。ジャイアントパンダは絶滅
の危機に瀕した保護動物であるため、卵子を採取して代
理生殖させることができず、異種核移植をし、異種動物
による代理妊娠という方法をとるしかない。実験を繰り
返し困難な研究を経て、陳大元が率いる研究チームは、
まずジャイアントパンダの体細胞核を、核を取り去った
ウサギの卵子母細胞に入れ、嚢胚の育成に成功した。そ
してこの異種核移植嚢胚を代理妊娠する猫の子宮内に着
床させた。その後チームは代理妊娠動物としてツキノワ
グマを選んだが、クローン胚胎の発育は早期胎児までで
止まった。2005年に国家プロジェクトの期間が満了した
ことから、ジャイアントパンダクローンに対する大規模
な研究資金援助は一旦停止されたが、科学者らはこの研
究を今も続けており、ジャイアントパンダクローン実現
のための最後の関門を突破すべく努力している。

動物クローン技術の中国における実際の応用
核移植技術の出現により、細胞分化の潜在的能力と核

質の相互作用など基礎生物学上の課題にとって重要な研
究ツールがもたらされた。そればかりでなく、この技術
は実際の応用面でも非常に重要な価値を持つもので、良
種の増殖、絶滅危惧種の保護などの面で直接応用できる
ほか、核移植技術を遺伝子組み換え技術と結びつけた遺
伝子組み換えクローン動物技術、核移植技術を胚胎幹細
胞技術と組み合わせた再生医学研究は、動物の新品種育
成や医学研究の面でも重要な応用価値をもつものである。
遺伝子組み換え動物の研究では、クローン動物技術

の登場により、体外で遺伝子トランスフェクションやス
クリーニングをして得られた遺伝子組み換え細胞を利用
し、核移植ができるようになった。これによって遺伝子
組み換え大型動物を効率よく作れるようになり、また動
物新品種の育成、バイオリアクターによる製薬、ヒトの
各種疾病の動物モデル構築、異種器官間移植供与体に活
用されるようになった。
中国の科学者はクローン動物技術を手に入れると、

それを遺伝子組み換え技術と結びつけ、これによって遺
伝子組み換えクローン技術は中国でも急速に発展した。
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移酵素の遺伝子ノックアウト豚の作製に成功し、中国農
業大学の李寧教授のテーマ研究グループや吉林大学など
でもヒト疾病遺伝子組み換え豚モデルを多種作製してい
る。2010年、中国科学院昆明動物所の季維智氏テーマ研
究グループは遺伝子組み換えサルの作製に初めて成功し
た。中国の遺伝子組み換え動物研究、中でも大型動物の
遺伝子組み換え研究は、すでに国際的にも関連分野研究
の先端レベルにあるといえる。

治療用クローンから多能性幹細胞へ̶̶中国人科学者に
よる新たな追求
体細胞クローン動物の相次ぐ誕生とヒト胚胎幹細胞

系の樹立にともなって、「治療用クローン」は徐々に採
用可能な医療手法となってきている。クローン動物技術
と胚胎幹細胞技術を組み合わせた治療用クローンの研究
は、かつて科学者らが将来的に最も価値があると考え
たクローン技術応用方法である。「治療用クローン」と
は、核移植技術によって患者の体細胞に由来する胚胎を
作り、胚胎が嚢胚段階まで成長した後に内部細胞塊を取
り出して体外で胚胎幹細胞を培養する、そして胚胎幹細
胞を患者にとって必要な細胞タイプに分化するよう指向
誘導し、患者の体内に再度移植するというものを指す。
また、組織的技術によって患者に必要な組織や器官を作
り、それを患者に移植して、病変・損傷した細胞、組織、
器官に替えたりこれを補うことで、疾病に対する治療を
実現するというものも指す。クローン技術では核を取り
去った卵母細胞を受容体とする必要があるため、ヒトの
疾病治療の場合には卵子の供給源が少ないという問題が
ある。2003年、上海第二医科大学の盛会珍教授が指導す
る研究グループは大胆な試みを行った。グループでは、
ウサギの卵母細胞を受容体としてヒト体細胞の異種核移
植を行ってヒト胚胎幹細胞の分離採取に成功し、科学界
に衝撃を与えた。しかしこの実験は再度実施されておら
ず、また治療用クローンは胚胎段階を経る必要があり、
倫理上の複雑な問題にも関わるため、この技術の採用に
ついてはまだ不確定な要素が多い。2006年、日本人科学
者山中博士による幹細胞分野での飛躍的研究成果を受け
て、中国の科学者らは自らの目標を改めて調整すること
となった。山中博士は、成体マウスの細胞を体外誘導し、
機能が胚胎幹細胞と類似する「誘導多能性幹細胞」、すな
わちiPS 細胞を世界で初めて作った。このことは、胚胎段
階と議論の喧しい倫理上の問題を回避し、治療用の各種
組織細胞や器官さえもiPS細胞を用いて直接得られる可能
性があるということを意味する。喜ばしいことに、中国
はこの方面の研究にいち早く歩調を合わせており、2007
年には中国科学院広州生物医薬・健康研究院の裴端卿博
士が指導する研究チームが、国内で初めてマウスのiPS細
胞取得に成功しており、独自の研究成果を挙げている分
野もある。また2009年に裴端卿博士の研究チームは、iPS

2002年、中国科学院遺伝・発育生物学研究所と青島森淼
実業有限公司は、乳腺バイオリアクター研究プロジェク
トを共同で始め、医療用タンパク質をもつ遺伝子組み換
え体細胞クローンの乳用ヤギ4頭を誕生させて、そのう
ち3頭が生育された。2003年3月には中国農業大学の李寧
教授が指導する科学研究チームが遺伝子組み換えクロー
ン牛の作製に成功した。同年10月に同チームはさらに、
世界で初めてとなるヒトフコース転移酵素遺伝子の体細
胞クローン牛を作った。その後も同チームは、人乳ラク
トフェリンと乳清タンパク質の遺伝子組み換え乳牛を一
度に複数頭作製することに成功している。2006年10月、
東北農業大学の劉忠華教授のテーマ研究グループでは緑
色蛍光タンパク質遺伝子を組み換えたクローン子豚3頭
を作った。遺伝子組み換え動物作製のこうした成功例に
よって、中国政府による遺伝子組み換え新品種育成のた
めの重要プロジェクト実施が後押しされた。2008年以降、
遺伝子組み換え動物の研究は全国の農業体系で全面的に
展開され、クローン技術を利用した遺伝子組み換え動物
の新品種が、相次いで大量に登場した。遺伝子組み換え
クローン牛、遺伝子組み換えクローン豚、遺伝子組み換
えクローンヤギ、遺伝子組み換えクローン羊などの作製
に、全国の多くの組織が相次いで成功している。異種器
官移植と疾病モデルの作成の面では、著者自身が2002年
にアメリカで、異種器官移植に用いられるα，1，3-ガラ
クトシダーゼ転移酵素の遺伝子ノックアウト豚を世界で
初めて作製した。その後2008年に帰国して中国科学院広
州生物医薬・健康研究院に入り、ヒト疾病遺伝子組み換
えクローン豚のモデル作成と異種器官移植用の遺伝子組
み換え豚の作製・研究をすすめて、帰国後3年の間に多
種の遺伝子組み換えクローン豚と遺伝子ノックアウトク
ローン豚の作製に成功した。2008年には軍事医学科学院
軍事獣医研究所と協力し、抗豚コレラウィルス遺伝子組
み換えクローン豚を作製した。2009年には抗インフルエ
ンザMXI遺伝子組み換えクローン豚と4色の蛍光遺伝子組
み換えクローン豚モデルの獲得に成功した。2010年、ハ
ンチントン舞踏病遺伝子組み換え豚モデルを初めて作り
上げるとともに、動物モデル大脳中の細胞アポトーシス
現象を発見した。この研究成果はカバー論文として雑誌
「Human Molecular Genetics」に発表され、関連する一
連のヒト疾病遺伝子組み換え豚モデルについて現在もな
お研究が続けられている。今後、広州は中国における大
型動物モデルの重要な基地となり、ここから全国そして
世界の関連疾病研究者にモデルが提供されていくであろ
う。2008年、新疆農墾科学院はヒト幹細胞再生増強因子
をもつ遺伝子組み換えクローン羊を作製した。2010年、
内蒙古大学はインスリン様成長因子Iをもつ遺伝子組み換
え毛用ヤギ複数頭を初めて誕生させ、同年には広西大学
でも遺伝子組み換えクローン水牛が初めて作られた。ま
た最近、中国農科学院でもα，1，3-ガラクトシダーゼ転
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誘導におけるビタミンCの特異な作用を発見している。
それは、培養基にビタミンCを加えると、iPS誘導効率が
0.001%から10%へと高まるという点で、これによって多能
性幹細胞の研究がいっそう加速していくための経路が得
られた。2010年、同研究チームはさらにiPS細胞のリプロ
グラミング過程の研究において画期的な成果を挙げてい
る。それは、誘導多能性幹細胞を形成するリプログラミ
ング過程が始まるメカニズム、つまり間葉系細胞と上皮
細胞の転換過程を解明したことである。この発見は、誘
導多能性幹細胞のメカニズム研究にとって飛躍的なもの
であるとともに、誘導多能性幹細胞技術を引き続き改善
していくための理論的根拠をも示すものであった。2010
年、中国科学院動物研究所の周琪博士の研究グループは、
北京生命科学研究所の高紹栄博士の研究グループと同時
に、iPS細胞を利用し最も難しい四倍体嵌合技術によっ
て、完全にiPS細胞由来の生殖能力を備えた生体クローン
マウスを誕生させたと発表した。これは、世界で初めて
完全にiPS細胞から作られた生体マウスであり、iPS細胞に
本当の全能性があることの有力な証明である。この成果
によってiPS細胞の研究は新たな段階に進み、国際的にも
注目されるこの研究分野における中国の重要な貢献とも
なった。
以上を総合すると、クローン動物技術には動物の増殖

能力向上、畜産品の品質改善、ヒト疾病モデルの構築、
異種器官移植、生物医薬製品の生産などの面でいずれも
幅広い応用の見込みがある。中国政府の強力な支援と推
進を受け、多くの科学研究従事者が努力を続ける中、中
国のクローン動物研究と関連の遺伝子組み換え動物研
究、再生医学研究では一定の成果が得られている。クロー
ン動物技術はバイオハイテク技術であり、今後の解決が
必要な技術的な重要課題がまだ存在し、また理論的問題
についても解明が求められ、研究成果と現在の実際のニー
ズとの間には大きな隔たりがある。しかし、クローン動
物研究がさらに進み、遺伝子組み換え技術、幹細胞技術
など関連のバイオテクノロジーが進歩するとともに、そ
の産業が発展するにつれ、中国の科学者によるこれら分
野の研究はさらに人類に資するものとなっていくであろ
う。
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大豆イソフラボンの生体における代謝と
その抗がん及び神経調節機能

劉　燕強　Liu Yanqiang　●南開大学生命科学学院教授、動物生物学実験室主任
1964年3月生まれ。1996年、南京農業大学農業部動物生理生化学開放実験室にて博士号取得。1996年～ 1998年、軍事医
学科学院にてポスドク研究に従事、2003年、2006年の二度にわたり、イタリア・ピサ大学に訪問、共同研究に従事。「Eur J 
Neurosci 」、「Neurosci Res」、「N-S Arch Pharmacol」、「Phytother Res」、「栄養学報」、「中国応用生理学」等雑誌に論文80篇余
りを発表。責任編集及び編集参加した教材、専門著書6冊。現在、中国生理学会比較生理学専業委員会委員、多くの雑誌編集委員
や原稿審査員。主な研究方向は栄養による神経機能調節。

大豆イソフラボンは大豆の成長の中で形成される一つ
の二次代謝産物で、含有量は大豆の約0.25%である。主に、
遊離型のゲニステイン、ダイゼイン、グリシテインと結
合型のゲニスチン、ダイジン、グリシチンを含んでいる。
大豆イソフラボンはエストロゲン様の性質をもっている
ため、長きにわたり、大豆中に存在する抗栄養因子とさ
れてきた。だが、その後の研究により、抗がん、骨粗しょ
う症予防、心血管疾患予防、女性の更年期障害改善、腎
機能改善、免疫力向上、体重増量等の幅広い機能を具え
ていることが発見され、「大豆の奇跡」とまで言われたた
め、大豆イソフラボンの研究と応用は世界各国の生物医
学界から注目されている。

１．大豆イソフラボンの分類、構造、性質
大豆イソフラボンは3-ベンゾピロンを母核とする化合物

である。大豆中に存在する大豆イソフラボンは、遊離型
のアグリコンと結合型のグルコシドの2種類に分かれる。
アグリコンは総量の約2～ 3%を占め、ゲニステイン、ダ
イゼイン、グリシテインからなる。グルコシドは総量の
約97 ～ 98%を占め、主にアグリコン結合糖部位によって
構成されているが、3種類の異なる糖、すなわちグルコシ
ド、アセチルグルコシド、マロニルグルコシドがあり、3
種類の異なるアグリコンがそれぞれ3種類の糖と結合する
と9種類の異なるグルコシドを作ることができるため、合

計12種類の構造の異なる大豆イソフラボンがある。その
うち、大豆においては主にマロニルゲニスチン、マロニ
ルダイジン、ゲニスチン、ダイジンの形で存在している。
相対的に言えば、大豆中のグリシテインの含有量はごく
わずかであるため、大豆イソフラボンにおいて生物学的
効果を果たすのは、ゲニステインとダイゼイン及びその
配糖体である。通常、UVスペクトル、MS、NMR分析を
用いて、これらの成分の構造を決定することができる。
図1は表1を用いて、大豆イソフラボンの12種類の構造式
をすべて表すことができ、また、大豆イソフラボンにお
ける3つの重要なグルコシドとアグリコンの構造及びその
間の転化は図2の通りである。

◎図１　大豆イソフラボンのアグリコン（A）とグルコシド（B）の一般構
造式

形式 イソフラボン類 R1 R2 R3

 ダイゼイン H H -
遊離型 ゲニステイン OH H -
 グリシテイン H OCH3 -

 ダイジン H H H
グルコシド型 ゲニスチン OH H OH
 グリシチン H OCH3 H

 6”-O- アセチルダイジン H H COCH3
アセチルグルコシド型 6”-O- アセチルゲニスチン OH H COCH3
 6”-O- アセチルグリシチン H OCH3 COCH3

 6”-O- マロニルダイジン H H COCH2COOH
マロニルグルコシド型 6”-O- マロニルゲニスチン OH H COCH2COOH
 6”-O- マロニルグリシチン H OCH3 COCH2COOH

◎表１　大豆イソフラボン化合物の構造式
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大豆イソフラボンと哺乳動物のエストロゲンの化学構
造には、驚くほど似通ったところがある。図3は17-β-エ
ストラジオールとゲニステイン、ダイゼインの構造比較
を示しており、構造中のフェノール環はエストロゲン受
容体との結合の鍵となる構造部位である。大豆イソフラ
ボンの代謝産物エクオールとエストロゲンのある種の単
体の構造は一つに重なり、末端のヒドロキシル基はほと
んど重ね合わさる。

純大豆イソフラボンは無色の、苦い渋みのある結晶
体状物質である。アセトン、エタノール、メタノール、
酢酸エチルなど、極性溶媒に容易に溶ける。その水溶性
は大豆イソフラボンの構造と関係があり、遊離形式の大
豆イソフラボンは水溶性が最も劣り、基本的に水に溶け
ない。結合型大豆イソフラボンは一般に水に溶けやすい
が、ゲニスチンは水に溶けにくく、水中での溶解度は4～
50℃では明らかな変化がなく、70 ～ 90℃の時、その溶解
度は温度の上昇にともなって著しく高まる。したがって、
水溶液を用いて大豆イソフラボンを抽出する場合、温

度は70℃を超えていなければならない。大豆イソフラボ
ンにおいては非配糖体、すなわち遊離型アグリコンの生
物活性だけがもっとも高く、大豆イソフラボン中の複合
グルコシドは加熱及びアルカリ性の条件下で加水分解さ
れ、マロニル基とアセチル基が取れて、単純なグルコシ
ドに転化する。アルカリ性加水分解条件のpH値は8～ 13
で、加水分解の程度はpH値及び温度の上昇とともに大き
くなる。大豆イソフラボンは強酸・高温、または酵素の
存在する条件下で、加水分解してグルコースが取れ、ア
グリコンの形に変化する。酵素分解法に用いられる酵素
はβ-グルコシダーゼであり、加水分解の最適条件は酵素
の活性が最高となることを基準とする。また、大豆イソ
フラボンは一種のポリフェノール化合物であり、その構
造にはフェノール性水酸基が存在し、容易に酸化される
ため、抗酸化作用がある。

２．大豆イソフラボンの体内における代謝
動物やヒトが豆製品を摂取すると、そのイソフラボン

中のアグリコン成分は小腸から直接吸収することができ
る。大部分がグルコシドの形で存在するイソフラボンは、
結腸において細菌等微生物のβ-ラクタマーゼによって、
生物活性を持ったアグリコンに変化し、さらに分解代謝
してエクオール、O-DMA、p-エチルフェノールに変化
し、これらの代謝産物は肝臓・腸の循環吸収によって血
液に入り、大部分は腎臓を経て排泄される。このほか、
大豆イソフラボンは乳汁を通じても排出され、ある研究
報告によれば、母乳を分泌している成人女性の乳汁には
200nmol・L－1の大豆イソフラボンが含まれている。大
豆イソフラボンに対する腸管の吸収は投与量依存性を示
し、しかも腸管微生物の分解能力とも関係がある。アグ
リコン及びその代謝産物の微粒は大部分が脂溶性で、そ
の他の脂溶性の栄養物質分子の吸収経路と同じく、まず
腸上皮でchylomicronの形成に関与し、リンパに入ってか
ら血液に入り、各組織へと分布する。動物やヒトの血液、
尿中から検出できるイソフラボンは、主にゲニステイン、
ダイゼイン、エクオール、O-DMAであり、その血液及び
尿中の濃度は、それぞれの地域における人群の摂取した
前駆体化合物の含有量の違いによって比較的大きな差が
あり、さらに腎機能とも関係があって、腎不全患者は、
尿中イソフラボンの排泄量も減少している。一般的な飲
食状況の下では、成人の血漿ゲニステインとダイゼイン
の濃度は<40n mol・L－1である。しかし、アジアの日本と
ヨーロッパのフィンランドの男性の比較から、日本男性
の血漿イソフラボンの含有量はフィンランド男性より明
らかに高く、フィンランド男性の7～ 110倍に達し、一部
の人々は2.4μmol・L－1にも達していることがわかった。
これはアジア人とヨーロッパ人の食物構造の違いを反映
しており、植物性食品、とりわけ豆製品の摂取量が高い
アジア人は比較的高い大豆イソフラボンの血液含有量を

◎図２　大豆イソフラボンの主なグルコシドとアグリコンの形式

◎図３　ゲニステイン、ダイゼインと17-β-エストラジオールの構造比較
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を有している。ヒトに対する生理学・薬理学的作用につ
いて言えば、図4に示すようなターゲット器官を通じて、
抗腫瘍、心血管防護、骨粗鬆予防、神経保護及び神経退
行性疾患予防作用、腎臓保護、女性の更年期障害予防、
抗菌消炎などの方面で広い生物医学的作用を発揮する。
紙幅に限りがあるため、ここでは大豆イソフラボンの抗
腫瘍及び神経保護、神経退行性疾患予防の二つの方面の
研究についてのみ紹介を行う。

3.1　抗腫瘍作用
3.1.1　疫学調査
東洋・西洋諸国の腫瘍発病率には明らかな差があり、

例えば、アメリカ人の乳がん及び前立腺がんの発病率は
東南アジア人の4～ 10倍に達し、特にアジア移民第一世
代では依然として低い発病率が保たれているのに対し、
移民第二世代における発病率は著しく高くなっている。
これらは長きにわたり、多くの研究者の関心を集めてき
た。これまでずっと、アジアの人々の飲食の特徴は、総
脂肪及び飽和脂肪の含有量が低めで、食事の繊維含有量
が高めであることだとされてきた。近年のいくつかの研
究からわかったのは、アジア諸国の人々の大豆製品の一
人当たり消費量は西側先進諸国の20 ～ 50倍に上り、西
洋の伝統的飲食には一般に大豆製品が含まれておらず、
大豆イソフラボンがほぼ完全に欠けているということで
あった。この現象は、人々の生活習慣と食物要因が腫瘍
の発生に対し重要な影響を与えていることを示してい
る。研究者はこの疾患発生率の差について病因学調査を
行ったが、その結果は驚くべきもので、乳がん、前立腺
がん、結腸がん、直腸がん、胃がん、肺がん等を含む各
種がんの発生率は、すべて大豆の摂取と負の相関を示し
ていた。乳がん患者501名と対照個体594名について調査
した学者は、青年期と成人後に大量の大豆食品を摂取し
た人群は、乳がんの発病率がその他の人群よりずっと低
いということを発見した。一方、ハワイに暮らす6860名
の女性について食事と乳がんの病例研究を行った結果で
は、豆腐の摂取量と乳がんの発病は負の相関を示してい

示している。ある学者がラットを利用して、ゲニステイ
ンの体内における分布の薬物代謝動態学について分析を
行ったところ、結果は雌性・雄性動物のゲニステイン排
出の半減期には明らかな差があり、雌性動物の半減期は
雄性動物より長いことを示していた。一方、内分泌反応
組織である脳、肝臓、乳腺、卵巣、前立腺、睾丸、甲状腺、
子宮のゲニステイン濃度は、明らかな投与量依存性を示
していた。大豆イソフラボンの代謝プロセスにおいて、
肝臓はきわめて重要な作用を果たしている。動物実験が
示しているように、肝臓において、フラボノイド類化合
物の-OH基はグルクロン酸、硫酸と結合することができ、
また脱メチル化等の反応が発生する可能性もある。一般
的に言って、大豆イソフラボンアグリコンを摂取後5～ 6
時間で、血液中の濃度はピークに達し、血液中における半
減期は6～ 8時間である。大豆イソフラボンの様々なタイ
プの薬物動態代謝学には明らかな差があり、等モルのゲニ
ステインとダイゼインを摂取した場合、血液中のゲニステ
インが維持する濃度はダイゼインよりも高くなる。動物実
験において、ゲニステインを投与すると2時間後に血中濃
度はピークに達し、一方、ゲニステイン‐グルコシドを投
与すると、血中ゲニステイン濃度は8時間でピークに達す
る。人体実験によれば、毎日45gの大豆食品を食べると、
血中ゲニステイン濃度は120 ～ 148ng・ml－1に、ダイゼイ
ン濃度は64 ～ 75 ng・ml－1にも達するが、一方、対照グルー
プはそれぞれわずか13.3 ～ 38.4 ng・ml－1、1.4 ～ 5.6 ng・
ml－1にすぎず、当該投与量の下での尿中イソフラボン類
物質が26μmol・L－1であるのに対し、対照グループはわ
ずか0.75μmol・L－1で、その差は約35倍であった。毎日
の摂取量が0～ 20gのとき、ヒト尿中のイソフラボン類産
物の排泄は投与量反応関係を示し、しかもカバー範囲が
比較的広く、一つの良好な生物監測指標となっている。
大豆食品消費人群の細胞中のイソフラボン有効濃度また
は作用レベルは、必ず考慮すべき一つの重要な要素であ
る。ある研究報告では、大豆成分の食事を摂っている者
の血漿中のゲニステイン濃度は約1～ 5μmol・L－1であっ
た。ある推計によると、毎日35gの大豆またはその製品を
食べると、約50μgのゲニステインを吸収し、体液バラン
ス濃度は3.3μmol・L－1である。完全に吸収された場合、
最大血漿濃度は23μmol・L－1にも達する。その有効作用
濃度の20%として計算すると、ゲニステインのID50は13.2
μmol・L－1を上回るとみられる。実験から、大豆イソフ
ラボンは内因性エストロゲン受容体と結合すること、主
にエストロゲン受容体のβ-亜型と結合することが明らか
であるが、これは生物学的意義の生み出される基盤であ
る可能性がある。

３．大豆イソフラボンの抗がん及び神経調節機能
多くの実験から明らかなように、大豆イソフラボンは

ヒト生体及び動物生体に対し広い生理学・薬理学的作用

◎図４　大豆イソフラボンの人体内における可能なターゲットの概略図
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た。シンガポールで暮らす中国人女性の食事と乳がんに
関する別の学者の病例研究の結果は、大豆が乳がんの発
生に対し著しい予防作用を有していることを明らかに示
していた。また、ハワイで暮らす7999名の日系男性につ
いて18 ～ 21年間にわたる調査研究を行ったところ、豆腐
の摂取レベルと前立腺がん発病率の低下は投与量依存関
係を示していることがわかった。直腸がん患者65例に対
する病例研究からは、豆製品を毎週1～ 2回摂取している
人群は、飲食中に豆類食品が含まれていない人群と比べ
て、直腸がんの発病率が著しく低下していることが発見
された。豆製品の抗腫瘍作用は一般に、そこに含まれる
低メチオニン、高フィチン酸、サポニン、ステロール、
イソフラボンによるもので、なかでも大豆イソフラボン
の抗がん効果が主要なものであると考えられている。上
海で、ある学者が60名の乳腺患者と対照個体の尿液中の
イソフラボン含有量を測定したところ、大豆イソフラボ
ンの高摂取と乳がんの低発生率には関係があることを示
していた。
3.1.2　動物実験
大豆イソフラボンの抗がんに関する動物実験の比較的

早期の報告は1980年になされており、ある学者が動物実
験において大豆製品を加えたところ、X線の誘発するラッ
ト乳がんの発病率を下げることができたとしている。近
年は、大豆イソフラボンの抗がん作用に関する動物実験
研究がすでに大量に報告されているが、それらの結果は、
大豆を含有する飼料で動物を飼育すると腫瘍の発生率が
下げられることを示している。ある研究は、N－メチル
ニトロソウレア及び7,12-ジメチルベンズアントラセンを
用いて乳がんモデルSDラットを作り上げ、そのうえで分
離大豆タンパク質を含んだ飼料と大豆を含んでいない飼
料でそれぞれ飼育したが、結果は、飼育していたSPIグ
ループのラットは乳がんのエストロゲン受容体の数が明
らかに減少し、潜伏期間が延びたことを示していた。そ
の後の実験の中で、大豆イソフラボンを取り除いた豆製
品は乳がんの発生数に対し影響がないことがさらに実証
されたが、これは乳がんに対する大豆たんぱく質の抑制
作用がホルモンに媒介されている可能性があり、中でも
大豆イソフラボンがその抗がんの主要成分であるという
ことを示している。直接大豆イソフラボンによって行っ
た実験がさらに実証しているように、さまざまな濃度の
大豆イソフラボンを含む食物でラットを飼育すると、ゲ
ニステインとダイゼインは乳がん細胞の潜伏期間を著し
く延ばし、腫瘍の発生率を下げ、腫瘍の発生数を減らす
ことがわかった。報告によれば、1,2-ジメチルヒドラジン
を利用して確立したWistarラットの結腸癌モデルの研究
から、大豆イソフラボンは大腸がんの前がん病変の進行
を明らかに抑制し、すなわち大腸の異常な細胞集団の発
生数を減少させることがわかった。別の研究は、大豆を
豊富に含む食品はジエチルスチルベストロールの誘発す

る幼ラット前立腺の発育異常を抑制し、前立腺自発性腫
瘍の潜伏期間を明らかに延長し、さらに前立腺がんの発
生率を減らすことを明らかにした。さらなる研究では、
大豆イソフラボンを取り除いた豆製品にはこれらの作用
がないことが実証された。現有の動物実験資料は、肝が
ん、皮膚がん、胃がん等といったその他のがんについて
も研究を行っており、大部分の資料は大豆イソフラボン
が比較的優れた抗がん作用を具えていることを示し、特
にゲニステインは人々の関心を集めている。ゲニステイ
ン純品で行った発がん動物モデルの研究が明らかにした
ところによれば、ゲニステインは大豆中の有効な制がん
成分の一つであり、例えば、発がん物質の誘発する前が
ん病変の生物学的指標である異常な直腸の嚢胞形成を抑
制し、DMBA-TPAの誘発する皮膚がんの発病率、腫瘍の
数と腫瘍の大きさを抑え、DMBAの誘発する乳がんの発
病率、数、大きさを減らし、潜伏期間を延長する。
3.1.3　in vitro 実験
大豆イソフラボンは乳がん、胃がん、肝がん、白血病

及びその他のいくつかのがん細胞系の成長、増殖に対し、
いずれも抑制作用を有している。ある実験が示している
ように、大豆イソフラボンはヒト胃がん細胞HGC-27の増
殖を抑え、細胞をG2/M期に停止させる。別の研究によれ
ば、大豆イソフラボンはヒト骨髄性白血病細胞K562の成
長を抑制するだけでなく、K562の赤血球系への分化を誘
導する。さらに、大豆イソフラボンは、マウス白血病ウィ
ルス及び組換えのSV40レトロウィルスがコ・トランスフェ
クトしたマウス巨核芽細胞の成長増殖を抑制するだけで
なく、その分化を誘導することが発見された。ある学者
は比較を通じて、トリヒドロキシイソフラボンによる白
血病細胞の成長抑制は、固形腫瘍細胞系からの抑制より
有効であることを発見した。このほかさらに、大豆イソ
フラボンはヒトリンパ性白血病細胞MOLT-4、神経芽細
胞、横紋筋肉腫細胞、ユーイング肉腫細胞など、腫瘍細
胞の成長を抑制し、マウス乳房腫瘍の形成を抑制し、ヒ
ト食道がんのヌードマウス移植腫瘍細胞のアポトーシス
を誘導する。同時に、ゲニステインはH460肺小細胞がん
の増殖を抑え、また投与量依存関係を示すということが
わかった。ヒト前立腺がん細胞PC3及びLNCaPについて
の研究から、ゲニステインは細胞をG2/M期に停止させ、
またp21WAF1遺伝子をアップレギュレートし、cyclinBを
ダウンレギュレートすることにより、前立腺がん細胞の
アポトーシス発生を誘導することが発見された。一方、
MTT法、コロニー形成試験、透過型電子顕微鏡、フロー
サイトメトリーといった方法を利用し、in vitro培養を行っ
たヒト胃がんSGC-7901細胞に対するゲニステインの抑制
及び細胞アポトーシスの発生誘導作用について観察した
ところ、その結果も、ゲニステインはヒト胃がん細胞のin 
vitro増殖に対して抑制作用を有し、しかも投与量の増加
にしたがって、抑制作用が強まることを示していた。つ
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基は酸素供給体としてフリーラジカルと反応し、これを相
応のイオンまたは分子にし、フリーラジカルを消去し、フ
リーラジカルの連鎖反応を終わらせることができる。その
ため、大豆イソフラボンは腫瘍細胞と免疫系細胞の活性酸
素の含有量を減らすことができる。ある資料は、大豆イソ
フラボンはROSの産生に対して直接的抑制作用を有する
だけでなく、高レベルROS要因の産生の誘導を抑えること
によって、間接的抑制作用を発揮することを明らかにして
いる。また、ある研究では、大豆イソフラボンは発がんプ
ロモーター 12-0-テトラデカノイルホルボール13-アセター
トの誘導する中性多形核白血球及びHL-60細胞のH2O2の生
成を著しく抑制するとともに、HL-60細胞中のスーパーオ
キシドアニオンラジカルの産生を中程度抑制するという
ことがわかった。一方、アドリアマイシンを投与したマウ
ス過酸化モデルに対する大豆イソフラボン内服の実験に
よれば、大豆イソフラボンを内服すると、赤血球、肝細胞、
心筋のスーパーオキサイド ディスムターゼの活性が著し
く高まり、過酸化脂質のレベルが著しく低下し、心筋の
グルタチオンペルオキシダーゼと肝臓の還元型グルタチ
オンが増加することが明らかであった。別の研究からは、
ゲニステインとダイゼインはいずれも、紫外線の引き起こ
す8-OHdG-DNA分子の酸化ストレス損傷のマーカー分子
の形成を取り除き、紫外線のもたらす子牛胸腺DNAの損
傷を抑制することが明らかになり、大豆イソフラボンが
DNAを保護し酸化攻撃を防ぐ作用を持っていることがわ
かった。発がんプロモーターの誘発プロセスにおける活性
酸素の付随的産生からすると、大豆イソフラボン自身の抗
酸化特性及びそれが誘導する生体の抗酸化酵素の活性上
昇の作用は、その重要な抗がんメカニズムの一つではない
かと考えられる。
③チロシンプロテインキナーゼ（PTK）の活性抑制：
PTKは成長因子の受容体の一つであり、細胞の有糸

分裂促進シグナルの伝達過程において重要な役割を果た
す。ひとたびこの受容体の活性が抑制されると、有糸分裂
促進シグナルの伝達に影響を与え、それによって細胞の成
長増殖を抑制する。1987年にAkiyamaが、ゲニステイン
が一つの専一かつ強力なPTK活性抑制剤であることを報
告して以来、この分野の研究報告が激増し、ゲニステイン
はin vitroでさまざまなRTKの活性を抑制でき、例えば、
c-src、v-abl及び表皮成長因子受容体PTKは、その半数の
有効濃度値がそれぞれ7.4、22.2、2.6μmol・L－1であるこ
とが実証された。この抑制過程はATPとの競争的抑制及
びタンパク質基板と非競争性を呈する抑制という二つの
方面に表れている。興味深いのは、ゲニステインはすべて
のPTKの活性を同等に抑制するわけではなく、P94、PTK
などは全く抑制を受けないことであり、これはゲニステ
インもPTKの種類に対しては選択性を有していることを
示している。PTKの活性と表皮成長因子、インシュリン、
インシュリン様成長因子－I、血小板由来成長因子、単球

まり、in vitro細胞系及び転化細胞培養についての研究は、
大豆イソフラボンが抗がん作用を具えていることをさら
に示したのである。
3.1.4　抗がん作用のメカニズム研究
大豆イソフラボンの抗がん作用のメカニズムは以下の

要因、すなわち、性ホルモン作用調節、チロシンプロテ
インキナーゼ活性の抑制、トポイソメラーゼ活性の抑制、
抗酸化作用、がん細胞アポトーシスの誘発、薬効増加な
どと関わっている可能性がある。
①エストロゲンと抗エストロゲン様作用：
大豆イソフラボンはエストロゲン類ステロールと密接

な関係のある一組のフラボノイド類物質で、今日、この
種の似通った構造は、イソフラボン類化合物の弱エスト
ロゲン活性という生物学的効果を説明し得るものと考え
られている。多くの報告が実証しているように、大豆イ
ソフラボンはエストロゲン受容体と結合し、またエスト
ロゲン様活性を呈する。研究が深まるにつれ、遺伝子レ
ベルからわかったことは、ゲニステインとダイゼインは
ともにヒトエストロゲン受容体遺伝子の転写活性を刺激
するとともに、エストロゲン受容体上のエストラジオー
ル結合部位と競争的に結合し、細胞中のエストロンの17-
β-エストラジオールへの転化を増やすことができるとい
うことである。in vitro研究において、ゲニステインとダ
イゼインはともにがん細胞の増殖を著しく抑制し、性ホ
ルモン結合グロブリンの合成を促進する。性ホルモンと
グロブリンの結合は血漿ホルモンの生物学的作用を調節
することができ、その結合量の増加は性ホルモンの相対
濃度を低下させるため、エストロゲンの細胞増殖促進活
性を弱めることができ、それにより性ホルモンに関連の
あるがんの発病リスクを減少させる。現在のいくつかの
実験資料はこの見解を支持している。ある報告によれば、
ホルモン関連のがんのリスクが比較的低い菜食主義者に
おいては、血漿ホルモン結合グロブリンが比較的高い。
また、ゲニステインは前立腺がん細胞中のウリジン2リン
酸グルクロン酸トランスフェラーゼの活性を高め、テス
トステロン等のステロイドホルモンを極性をもつ誘導体
に転化させ、その不活化と組織排除を増やし、テストス
テロン含有量を低下させることにより、前立腺がんの増
殖を抑制することができる。
②抗酸化酵素活性の増加：
活性酸素の産生、特に免疫細胞の活性化による活性酸

素は、がんの発生過程において作用を果たすと一貫して考
えられてきた。特に発がん促進段階では、発がんプロモー
ターの働きにより、細胞に大量の活性酸素フリーラジカル
が発生するため、細胞DNA、RNA、タンパク質など生体
高分子の酸化的ストレス損傷が引き起こされ、細胞の突然
変異とがん化の発生を招くことになる。ゲニステインに
は5,7,4の三つのフェノール水酸基、ダイゼインには7,4の
二つのフェノール水酸基が含まれており、フェノール水酸
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マクロファージ成長因子の細胞受容体は互いに関連して
いる。成長因子とその細胞膜受容体の結合は、細胞の成長
と分化にとり必須のものである。ひとたび結合が発生する
と、これらの受容体は一連の複雑な細胞質と細胞核の事
象、例えば、タンパク質リン酸化、酵素活性化、二次メッ
センジャー産生、核内早期遺伝転写などを発動させる。非
腫瘍細胞において、PTKカスケードは強い制御を受けて
いるが、しかし、細胞が損なわれるとPTKの活性の高ま
りを引き起こし、さらに正常な細胞を制御不能な腫瘍細胞
に転化させる可能性がある。ゲニステインはin vitroでの
PTK活性の一つの専一的抑制剤であることから、ゲニス
テインが成長因子受容体PTKの活性を抑制することを通
じて抗がん作用を発揮している可能性があることは想像
にかたくない。ある実験によれば、ゲニステインは肝細胞
成長因子と上皮細胞因子受容体のいずれに対しても作用
のあることが明らかだが、上皮細胞成長因子受容体はチ
ロシンキナーゼ活性を具えた一種の膜貫通型糖タンパク
質であり、多くの腫瘍の表面にECFRの高発現が認められ
る。ゲニステインはECFRの引き起こす受容体のリン酸化
とがん細胞の増殖を阻止し、それによりそのがん細胞の成
長を抑制する。肝細胞成長因子は拡散性因子とも呼ばれる
が、これはチロシンキナーゼ細胞表面受容体の配位子で
あり、がん原遺伝子METを通じて発現し、ゲニステイン
はHCFの誘導する粘着作用を遮り、投与量依存性を示す。
別の研究によれば、大豆イソフラボンは乳がん細胞TGF
β、TGFβ2及びその受容体の発現を促進することができ
る。ゲニステインの成長抑制という性質は、細胞内のいく
つかの重要なPTKの活性化抑制を引き起こす可能性があ
る。だが、実験によってこの仮説を検証してみると、ゲニ
ステインは決してDU-145前立腺がん細胞表皮成長因子受
容体の自動リン酸化及びそのあとの活性化を阻止できる
わけではないということがわかった。ゲニステインの濃度
がすでにEGFの刺激するがん細胞の成長を著しく抑えて
いる時も、依然としてEGF-Rチロシンのリン酸化プロセス
を抑えることはできない。ゲニステインのEGFR活性に対
する作用とその抗がん作用の間に現れる偏差は、それが
決して腫瘍細胞成長因子受容体の活性化を抑えているの
ではなく、シグナル伝達カスケードの下流のあるターゲッ
ト部位を抑えているのかもしれないということを示して
いる。したがって、ゲニステインの細胞PTKに対する作
用は実際のところ非常に複雑で、シグナル伝達経路におけ
るその作用メカニズムを解明する必要があり、今後の研究
の中で、ゲニステイン及び他のイソフラボン成分のあらゆ
る濃度範囲時における酵素活性に対する作用、特に、生体
ターゲット器官由来の正常な、非転化細胞系に対するゲニ
ステインの作用を明らかにすることが必要である。
④トポイソメラーゼⅡの活性抑制： 
トポイソメラーゼⅡはDNAの複製、転写、細胞有糸分

裂のプロセスに関与しており、この酵素が抑制を受ける

と、細胞の分裂増殖に影響を与える可能性がある。ある実
証報告によれば、ゲニステインはin vitroでトポイソメラー
ゼの活性を抑制し、そのIC50値は111μmol・mL－1前後で
ある。ゲニステインには11.1μmol・mL－1まで低くなった
濃度においてもこの酵素に対し微弱な抑制が認められる
が、酵素に対し完全な抑制を行うには、ゲニステイン濃
度を>185μmol・mL－1にする必要がある。in vitroでの研
究から、ゲニステインはDNA二重鎖挿入剤ではなく、そ
れは安定したDNA-トポイソメラーゼⅡ複合体を通じて酵
素活性を抑制し、それによりDNA単鎖または二重鎖の断
裂をもたらして、二度と連結できなくし、さらには細胞
の成長抑制や死を引き起こすことがわかった。だが、別
の報告によれば、大豆イソフラボンが腫瘍細胞の増殖を
抑制するIC50値である時に、ほとんどDNAの損傷が観察
されないことは、その抑制とトポイソメラーゼⅡの活性
に関わりがないことを示しており、この現象は大豆イソ
フラボンの抑制するトポイソメラーゼⅡが誘発するDNA
損傷の程度が軽すぎて、検出できないせいである可能性
もあるが、しかしこのようなDNAの軽微な損傷は細胞の
成長増殖にとり、かえって非常に重要なものであり、ゲ
ニステインはpBR322プラスミドDNA中において特徴的切
断モデルを引き起こし、しかもその他のトポイソメラー
ゼ抑制剤とは異なっているのである。報告によれば、ヒ
トJurkat及マウスP388白血病細胞において、ゲニステイ
ンが媒介する細胞毒性とG2期停止の作用ターゲットはト
ポイソメラーゼⅡであって、チロシンキナーゼではない。
これからわかるように、ゲニステインはトポイソメラー
ゼⅡの活性を抑制することにより、いくつかのタイプの
がん細胞の成長を抑制するのである。
⑤がん細胞アポトーシスの誘導：
大豆イソフラボンはin vitro培養細胞の細胞周期に対し

干渉作用を有している。イソフラボン濃度の高さによっ
て細胞に対する作用は異なり、低投与量は細胞周期をG2/
M期に停止させ、一方、高投与量の時はS期の進行を妨げ
るとともに、プログラム細胞死を誘発する。胃がん細胞
系の研究においても、ゲニステインは低めの濃度の時に
細胞の成長抑制作用を呈し、高めの濃度の時には細胞毒
性作用を示し、かつ細胞アポトーシスの発生が観察でき
ることが実証された。一方、大豆イソフラボンがヒト食
道がんのヌードマウス移植腫瘍細胞のアポトーシスを誘
導することに関する研究によれば、大豆イソフラボンは
主に腫瘍細胞bcl-2の発現をダウンレギュレートさせ、同
時にbaxの発現をアップレギュレートさせる。別の実験
は、大豆イソフラボンはin vitroで培養したヒト胃がん細
胞株SGC-7901の成長を抑制し、細胞をアポトーシスさせ、
その抑制作用はそれが細胞周期の進展を阻止することと
関係があり、しかもこの作用を発揮する単体は主にゲニ
ステインであることを明らかにした。別の実験によれ
ば、ゲニステインはヒト乳がん細胞MCF-7の増殖に対す
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増殖及び血管形成の抑制は、そのトポイソメラーゼⅠ・
Ⅱの活性抑制と関係があると推測している者もいる。
⑦その他：
大豆イソフラボンは生体の非特異的免疫及び特異的免

疫の機能を高める。大投与量のダイゼインはマウスの免
疫機能―胸腺重量の増加、単核細胞の活性増強、脾臓IgM
の仲介する抗ヒツジ血液細胞反応の増強、Tリンパ球比率
の増加、T細胞及びNK細胞の活性向上などを含む―を強
める。in vitroで培養した脾臓リンパ球の試験において、
大豆イソフラボンはコンカナバリンAまたはリポ多糖の誘
導する脾臓リンパ球の増殖反応を著しく高めることがわ
かり、酵素結合免疫測定から、大豆イソフラボンはさら
にコンカナバリンAを促して、Tリンパ球によるインター
ロイキン-2とインターロイキン-3の産生を誘導させること
を発見した。インターロイキン-2はリンパ球の増殖過程に
おいて中心的役割を果たし、リンパ球の成長を刺激・擁
護し、最終的にリンパ球の分化と増殖をもたらして、免
疫自体の安定を守り、インターロイキン-3は各種血液細胞
の増殖を刺激する。
近年、有糸分裂シグナルの細胞膜成長因子受容体から

細胞核への伝達については、すでに一定の理解がなされ
ている。成長因子と細胞膜表面の受容体との結合は細胞
の成長と分化にとって必須であり、細胞質と細胞核の一
連の事象、例えば、タンパク質リン酸化、一部酵素の活
性化、第二メッセンジャーの産生、核早中期遺伝子の転
写などを引き起こす。細胞分裂には成長因子受容体から
始まる何本かの分岐シグナル伝達経路の協同作用が必要
であり、したがって、これらの信号伝達経路内に存在す
るどのタンパク質も、ゲニステインの作用のターゲット
部位となる可能性がある。例えば、Grb2-mSos複合体は
成長因子受容体のリン酸化したチロシン尾部と結合する
と、GTPをGDPに転化してRasタンパク質を活性化し、
しかる後にRafタンパク質を活性化し、Rafキナーゼは最
終的にマイトジェン活性化プロテインキナーゼを活性化
し、有糸分裂因子をリン酸化させ、あるいはチロシン及
びトレオニン残基の上でマイトジェン活性化プロテイン
キナーゼを活性化し、それによって転写因子、p90RSK及
びホスホリパーゼA等の活性化をもたらす。さらに例え
ば、ホスホリパーゼは、ホスファチジルイノシトール2リ
ン酸を3ホスファチジルイノシトールとジアシルグリセ
ロールに加水分解するが、これは細胞間のCa2＋を増やす
とともに、PKCを活性化することになり、Ca2＋の増加は
多くの依存酵素の活性化をもたらす。だが、ゲニステイ
ンの上記のGrb2-mSos、Ras、Raf、MAPK、PLCγといっ
たタンパク質に対する抑制には、いずれも比較的高い濃
度が必要であり、生理学的投与量をはるかに超えている。
これは培養した腫瘍細胞中の大多数の鋭敏なゲニステイ
ン作用部位が、特異な生化学物質によって覆われ、その
ためにIC50値が高くなっていることを物語っている。

る影響には二相効果があり、低投与量はMCF-7細胞に対
し成長促進作用があるのに対し、高投与量はその増殖を
抑え、また投与量依存関係を示すということ明らかであ
る。また、ゲニステインはH460肺小細胞がんの増殖を抑
制できるとともに、投与量依存関係を示し、細胞をG2/M
期に停止させるということがわかり、同時に、ゲニステ
インは細胞p21WAF1遺伝子のアップレギュレートにより、
DNAの典型的アポトーシス勾配の形成をもたらすことが
わかった。ヒト前立腺がん細胞PC3及びLNCaPについて
の研究によれば、ゲニステインは細胞をG2/M期に停止さ
せるとともに、p21WAF1遺伝子をアップレギュレートし、
cyclinBをダウンレギュレートすることにより、前立腺が
ん細胞のアポトーシス発生を誘導することが明らかであ
る。ある学者は比較を行うことによって、ゲニステイン
による白血病細胞の成長抑制は、固形腫瘍の細胞系から
の抑制よりも有効であることを発見した。これは、大豆
イソフラボンによる細胞アポトーシス・シグナル伝達経
路の活性化が、抗がんの一つのメカニズムであるかもし
れないことを示している。大豆イソフラボンの細胞毒性
は通常の抗がん剤よりずっと低いが、抗がん剤と併用し
た場合、両者は相乗効果を生み、腫瘍細胞内の薬物濃度
を上げ、薬物の抗がん作用を高める。薬剤耐性がん細胞
系を用いた研究から、ゲニステインは細胞内のATP濃度
を下げることによって、腫瘍細胞の薬物輸送活性を著し
く抑制し、腫瘍細胞内の薬物濃度を上げ、薬物の治療効
果を高めることがわかった。一方、リン酸化糖タンパク
質が媒介する別の薬剤耐性K562/TPA細胞系は、その細
胞内の薬物濃度が下がるわけではないが、抗がん剤アド
リアマイシンの細胞核内への進入を阻み、ゲニステイン
を用いて処理すると、細胞核内の抗がん薬物濃度を大幅
に増やして、DNA鎖の断裂増加を引き起こし、薬効が高
まるということがわかった。
⑥血管形成の抑制：
正常な条件下において、血管形成は一つの厳格な制御

と自己限定的なプロセスである。多くの疾患状態の下で
は血管形成の制御不能がみられ、例えば腫瘍の成長と転
移には、血管新生による栄養の提供が必要である。現在、
持続的、病理的な血管形成のメカニズムはまだ解明され
ていないが、病理的な血管形成は血管形成因子と抑制因
子のアンバランスの結果である。大豆イソフラボンは血
管形成を効果的に抑制し、それは内皮細胞の増殖と血管
形成を抑制し、IC50値はそれぞれ5μmol・L－1 と150μ
mol・L－1である。前で言及したように、大豆イソフラボ
ンはPTK活性を抑制し、そのため表皮成長因子と血小板
誘導体成長因子受容体のPTK活性を抑制することを通じ
て、内皮細胞の成長と新血管の形成を抑制する作用を生
み出す。また、トポイソメラーゼⅠ・Ⅱは、転写、複製、
連結、染色体の有糸分裂など、さまざまな核内事象に関
与していることから、大豆イソフラボンによる内皮細胞



564 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

3.2　神経保護及び神経退行性疾患予防作用
中年の人々の豆腐摂取量と脳老化、知力損傷の関係を

調査したある研究によれば、豆腐の長期にわたる摂取は
老人の知力を保護し、脳の萎縮を軽減する独立した要因
であることが明らかである。アルツハイマー病は今日最
もよく見られる一種の認知症であり、閉経後の女性がハ
イリスク人群である。医学的研究は、コリン作動神経の
ヒトの認知及び記憶プロセスにおける作用は非常に重要
であり、この疾患とコリンアセチルトランスファーゼの
活性及びコリン作動神経の減少は密接に関わっているこ
とを明らかに示している。ある研究資料によれば、老人
性認知症または関連の認知症にかかっている45歳以上の
閉経期の女性に、毎日50 ～ 150mgの大豆イソフラボンを
投与したところ、病状の進行を抑えたり症状を取り除い
たりすることができたという。別の学者は学生ボランティ
アへのテストによって、大豆イソフラボンの服用が短期
的・長期的記憶能力を著しく改善することを発見した。
別の実験ではランダム化二重盲験法を採用して、51 ～ 65
歳のホルモン代替療法を受けたことのない33名の閉経女
性に対し、大豆添加剤カプセルまたはプラシーボを毎日2
回使用し、投薬開始前と12週間投薬後にそれぞれ記憶テ
ストを行ったところ、大豆添加剤を服用した女性は記憶
能力と大脳前頭葉の機能が明らかに向上していた。最近
の研究資料は、大豆イソフラボンは高原移住人群の視聴
覚認知機能に対し明らかな改善作用があることを示して
いる。動物実験によれば、大豆イソフラボンは内因性エ
ストロゲンの不足している中年雌マウスの前頭葉皮質内
において、アゴニストとしてChATmRNAを効果的にアッ
プレギュレートする。大脳内には2種類のエストロゲン受
容体亜型、すなわちERaとERβが存在しており、ERβ
は大脳内に分布している主要な亜型である。ゲニステイ
ンはERβに対する親和力が比較的大きいことから、大豆
イソフラボンの女性若年性認知症予防作用のために分子
基盤を提供している。ある者は大豆イソフラボンの脳保
健作用について3年間にわたる動物実験を行ったが、その
結果、ヒトと非常に近い霊長類動物のアカゲザルに長期
間大豆を摂食させたところ、アルツハイマー病がほとん
ど発生しなかった。別の実験によれば、ラットに高植物
エストロゲン食物と低植物エストロゲン食物をそれぞれ
与えたところ、高植物エストロゲングループの雌ラット
は水迷路試験においてすばやくプラットフォームを見つ
け、低植物エストロゲングループと著しい差があったが、
これは植物エストロゲンがラットの空間記憶能力を改善
することを示している。別の研究資料によれば、大豆イ
ソフラボンはラットの卵巣摘出により低下した空間記憶
能力を逆転させた。当研究室の最近の研究ではさらに、
大豆イソフラボンは高血脂及びアルミニウム曝露による
マウスの空間記憶能力の低下を逆転させられるというこ
とがわかった。別の研究はまた、ダイジンとアグリコン

はスコポラミン及びD-ガラクトースによって損傷した記
憶能力を部分的に逆転させることを示している。その作
用メカニズムについて、ある研究は、大豆イソフラボン
の雌ラット前脳皮質及び海馬領域のアセチルコリントラ
ンスフェラーゼ及び神経成長因子mRNAに対する作用を
明らかにした。一方、高血脂及びアルミニウム曝露マウ
スについての我々の研究によれば、大豆イソフラボンは
その抗酸化能力を高め、同時に脳組織のアセチルコリン
代謝とアミノ酸類神経伝達物質を調節することにより、
血脂及びアルミニウム曝露による記憶能力の低下を逆転
させる。別の実験は、食物中の植物エストロゲンのラッ
ト大脳に対する作用について研究を行い、与える飼料を
植物エストロゲン高含有量と低含有量の2種類に分け、実
験でラット血漿中の総イソフラボン濃度を測定したとこ
ろ、高含有量グループのラットのイソフラボン濃度は低
含有量グループより著しく高く、それぞれアジア人と西
洋人群の血漿イソフラボン濃度とほぼ同じであった。同
時に、さらに脳内イソフラボンレベルを測定して、大豆
イソフラボン分子が血液脳関門を通じて大脳に入るかど
うかを確認したところ、高含有量グループ・ラットの視
床下部内側基底核及び小脳部位の大豆イソフラボンレベ
ルは低含有量グループの8～ 9倍に上り、前頭葉皮質領域
では50倍にも達していた。小脳及び前頭葉皮質領域はER
βを豊富に含み、また大豆イソフラボンはERβに対しよ
り高い親和力を有しているため、脳内に入った大豆イソ
フラボンはERβを通じてERβを豊富に含む領域に集積
し、学習記憶と関わっている可能性がある。最近の研究
によれば、大豆イソフラボンはAβの媒介する神経毒性に
効果的に拮抗し、AβがもたらすADラットの海馬ニュー
ロンの喪失を減らすとともに、N-メチル-D-アスパラギン
酸2B受容体亜型の発現を促進し、記憶機能を改善する。
実験はさらに、血漿中の高イソフラボンレベルは、脳内
の構造、形態、機能に影響を与え、動物の行動に対する
観察から、その学習記憶能力に影響を与えることを実証
し、大脳が大豆イソフラボンの作用のターゲット部位の
一つであることをさらに証明した。
また、ゲニステインは筋萎縮性側索硬化症の治療にお

いて一定の効果があることがわかっている。筋萎縮性側
索硬化症は一種の神経退行性疾患で、明らかな性別によ
る差（男女比2:1）があり、病変は広く皮質、脳幹、脊髄
にまで及ぶ。ゲニステインを用いて側索硬化症のモデル
動物を処理したところ、雄性動物の疾患の進行を効果的
に食い止められたのに対し、雌性動物には著しい治療効
果がなく、これはゲニステインが内因性エストロゲンに
類似した神経後作用を持っている可能性があることを示
している。最近の研究は、ゲニステインにはMPTPで作っ
たパーキンソン病モデルマウスの黒質DA作動性ニューロ
ンに対し、明らかな保護作用があることを明らかにした。
別の研究では、ローズベンガルの静脈注射によって脳虚
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の発現を抑制することにより、神経細胞のアポトーシス
を抑制して神経保護作用を果たすことを明らかにした。
過量の鉄集積が酸化ストレスを招き、ひいては神経細胞
死をもたらすことは、すでに多くの神経退行性疾患にお
いて実証されている。大豆イソフラボンはエストロゲン
様作用及び抗酸化機能を具えており、したがって、大豆
イソフラボンを鉄代謝異常によって引き起こされる神経
退行性疾患の予防に用いることには、大きな将来性が見
込まれる。

血性損傷を誘発し、腹腔にゲニステインを注射したとこ
ろ、小脳の壊死病巣を縮小することができた。トリヒド
ロキシイソフラボンは雌性・雄性動物いずれに対しても
保護作用があるが、雄性動物に対する保護作用のほうが
いっそう明らかである。培養したニューロンを採用したin 
vitro 実験では、大豆イソフラボンはニューロンに対し明
らかな抗酸化作用を持っていることが実証された。その
抗酸化機能は、大豆イソフラボンが神経を保護できるこ
との一つの重要なメカニズムである可能性がある。別の
ある研究は、大豆イソフラボンは虚血脳Notch1及びHes1
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中国における水産動物の栄養および餌料に関する
生体エネルギー研究の進展

牛　翠娟　Niu Cuijuan　●北京師範大学生命科学学院分子・生理生態学、水生生物学教授。博士課程指導員
1965年6月生まれ。1992年3月  日本国北海道大学水産学部に在籍し水産学博士学位を取得する。1992年7月－1994年7月 北京
師範大学生物学部において博士研究員を務める。1994年8月－現在  北京師範大学生物学部教授を務める。主な研究課題には、
水産動物に関する栄養・エネルギー学研究、ストレス環境下にある水生動物におけるストレス反応メカニズムに関する研究、輪
形動物の分子進化や生態学に関する研究などがある。発表済み研究論文100余本。代表的な著作：「基礎生態学」2007、高等教
育出版社。「基礎生態学実験指導」2005、高等教育出版社。「英漢動物用語」2001、科学出版社。農業部に所属する水生野生動
植物・国家級自然保護区審査委員会の委員。農業部に所属する国家水生生物資源保護専門家委員会の委員。北京市水産学会の常
務理事。中国動物学会における両生類・爬虫類学分会の理事。中国生態学会における動物生態学専門委員会の委員。

中国は水産養殖大国であり、世界の養殖総生産量の70%
を占めている。1980年代から産業界における需要が急速に
拡大したため、水産動物の栄養および餌料に関する研究
も速やかに発展した。動物の生体エネルギー研究は、二
次生産過程におけるエネルギー収支方程式C=F+U+R+G
（C：エネルギー摂取量、F：糞便エネルギー、U：尿エ
ネルギー、R：代謝エネルギー、G：成長エネルギー）の
説明が中心であり、エネルギー収支における各構成要素
間の量的関係やその影響要因の解明を目指している。水
産動物に関する生体エネルギー研究は、水産養殖環境の
改善、優れた養殖品種や餌料の選別、漁業生産力や養殖
規模の確定、健康的な養殖生態系の管理といった分野で
幅広く応用されている。水産動物の栄養学に関する研究
が進むに伴い、生体エネルギーの分野から水産動物の栄
養および餌料に関する研究を進めることも多くなってい
る。本論文では、関連する研究や学術交流に役立ててい
ただくことを目的とし、中国における同研究の進展状況
を総括的に紹介する。

１．エネルギー学のモデルに基づき、動物の成長効率の
向上や餌料コストの軽減を模索する研究

タンパク質、脂肪、炭水化物は、動物にエネルギーを
提供する三大エネルギー物質である。このうちタンパク
質は、魚類の成長や生命活動を維持するために欠かすこ
とはできない。陸生動物と比べ魚類は、炭水化物の利用
能力が低く、タンパク質への依存度が高い。しかし餌料
の良質なタンパク質源である魚粉の価格は高騰を続けて
おり、養殖コストを押し上げている。餌料の栄養素比率
を調整することにより、魚類の成長を損なうことなく餌
料係数を下げタンパク質を節約することが、栄養･エネル
ギー学早期研究のテーマの一つである。王 [1]による餌料
中のタンパク質レベルがスッポンのエネルギー収支に与
える影響に関する研究によると、タンパク質レベルが33%
の時に稚スッポンのタンパク質利用効率が最も高くなる
ほか、時間の経過と共に動物は低タンパク餌料に対し一

定の適応性を示すことが明らかになった。Jia et al. [2]の発
表によると、稚スッポン餌料における最適な動植物性タ
ンパク質の比率は3:1であり、スッポンに対し多くの植物
性タンパク質を利用できることが明らかになった。雷思
佳ら[3]の研究によると、1日当たりの餌料レベルを体重の
2%とした場合に、スッポンのタンパク質に対するエネル
ギー変換効率が最大となる。Du and Niu[4]は、オニテナガ
エビに異なるタンパク質レベルの餌料を与え、エネルギー
収支に関する研究を行った。同研究によると、タンパク
質レベル30%の餌料を与えた場合に、エビの摂餌量が安定
し速やかな成長速度を維持できるほか、エネルギーの多
くを身体の成長に利用することが明らかになった。さら
にDu and Niu[5]は、餌料の動物性タンパク質を植物性タン
パク質に代えた上で、オニテナガエビのエネルギー収支
に及ぼす影響を観察した。同研究によると、植物性タン
パク質を多く含んだ餌料は、エビのエネルギー代謝率を
引き上げ、成長効率が大幅に低下することが明らかになっ
た。このため植物性タンパク質への変更は動物性タンパ
ク質の25%までにとどめるべきである。中国では多くの品
種の魚類が養殖されている。さまざまな淡水魚の養殖に
関し、餌料における最適なタンパク質レベルや窒素エネ
ルギー比、魚粉に代わる廉価で新しい前駆体タンパク質
の添加、必須アミノ酸の添加といった方法で魚類のタン
パク質利用効率や成長効率を引き上げようとする研究が
数多く行われている。代表的なものとして、中国科学院･
水生生物研究所に所属する淡水に関する生態･生物技術の
国家重点実験室･魚類生理生態研究チームによる一連の研
究[6-7]および中国農業科学院･餌料研究所に所属する水産動
物栄養･餌料研究室による研究[8]がある。しかし海水魚の
養殖に関する研究は、淡水魚に関する研究に比べて著し
く少ない。孫耀ら[9]の発表によると、クロダイやメバルの
一種に高タンパク質レベルの餌料を与えた場合、タンパ
ク質の消化と吸収がうまく行えず、タンパク質効率が低
下する。黄建盛ら[10]の研究によると、コバンアジの成長
効率は、1日当たりの餌料レベルの増加に伴い向上する。
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1日当たりの餌料レベルが5%の時、エネルギー摂取量のう
ち成長に供されるエネルギーは、飽食グループと比較し
て大差なかった。
エネルギーモデルを応用した餌料や魚粉の節約によっ

て養殖コストを軽減する研究において、魚類の代償発育
に関する研究も注目されている。代償発育とは、動物を
飢餓または栄養不足にさせた後、再び摂餌させると通常
の個体成長速度を超えて成長する現象である。ある研究
によると、8週間摂餌を制限したホッキョクイワナを飽食
状態に戻したところ、成長率が急速に飽食個体を上回り、
10週目には連続飽食個体より60%も高くなっていた。中国
の研究者は、目下ソウギョ、フナ、シベリアチョウザメ、
チョウコウチョウザメ、アムールチョウザメ、タイメン、
マダイ、テラピアナイロティカ、ナンポウオオクチナマ
ズ、ギギ、スズキ、ヤイトハタなど30種類を超える魚の
代償発育について研究[11]を進めているが、その他の水産
動物の代償発育に関する研究は不足している。安琪およ
び曾暁起によるバフンウニの代償発育に関する研究によ
ると、1-4週間の飢餓状態の後に摂餌を再開させたところ、
最終的に完全な代償発育[12]が観察できた。代償発育のメ
カニズムは、摂餌率と消化吸収率の向上に関係すると考
えられる。テナガエビ、コウライエビ、バナメイエビ、
クルマエビの代償発育に関する研究においても、完全ま
たは部分的な代償発育現象が認められた。主に摂餌量の
増加によって代償発育が実現しているが、テナガエビや
バナメイエビの代償発育過程においては食物の変換効率
の向上[13]も認められた。Xie et al. [14]の行ったスッポンの
代償発育に関する研究によると、摂餌率の向上による部
分的な代償発育のみが生じた。クサガメの場合も部分的
な代償発育のみが認められた。またクサガメの代償発育
現象は、他の多くの動物とは異なり、摂餌を回復しても1
週間の遅れが生じる[15]。中国に生息するヨーロッパアカ
ガエルの亜種は、飢餓後の再摂餌により完全な代償発育
が認められる[16]。
脂肪はエネルギーの高い物質であり、餌料に適量の脂

肪を添加することにより、エネルギー消費に供されるタ
ンパク質量を軽減できる。タンパク質の節約が可能なだ
けでなく、バイオフィルム構造の重要成分および脂溶性
ビタミンの担体である必須脂肪酸が、水産動物の生育・
成長に大きく寄与する。水産動物の餌料を調合する際、
一般的に魚油や植物油によってエネルギー価を調節す
る。餌料における最適なタンパク質エネルギー比率を知
ることができれば、タンパク質の利用、餌料利用率の向
上、餌料コストの軽減につながる。魚類にとって最適な
脂肪量やタンパク質エネルギー比率に関する研究が数多
く進められている。中国において最も盛んに養殖されて
いる淡水魚であるソウギョに関するさまざまな発育段階
において異なる脂肪源を添加する一連の研究によると、
ソウギョ餌料における適切な脂質の範囲は3 ～ 9%であ

る。適量の脂肪を添加することによってソウギョの成長
速度を大幅に早めることができるほか、タンパク質効率
の向上や餌料係数の軽減を実現できる[17]。適切な脂質レ
ベルは、魚の発育段階、脂肪源、餌料における他のエネ
ルギー物質の分量などにより左右される。これまでにコ
イ科の一種、タウナギ、ギギ、アオウオ、チョウコウチョ
ウザメ、イシビラメ)、ヒラメ、ボラなどの20種類を超え
る養殖魚に関する研究成果において、餌料への脂肪添加
によるタンパク質の節約について触れられている。周弘
軒[18]らの発表によると、餌料中の脂肪含有量が9%の時、
チュウゴクモクズガニの呼吸によるエネルギー消費が他
のグループと比べて著しく低く、成長効率も最も高かっ
た。餌料における適切なタンパク質エネルギー比率は、
水温、塩分濃度、餌料の成分、魚の種類、発育段階、食
性といった要素により影響を受ける。一般的に肉食性魚
類が必要とするタンパク質エネルギー比率は、雑食性や
草食性魚類よりも高い。冷水性魚類は、効果的に脂肪を
利用しエネルギーを得ることができる。研究によると、
餌料中の脂肪含有量を30%としたニジマスは、相対成長率
やタンパク質效率の面で脂肪含有量が15%のグループより
も大幅に優れていた。しかし餌料中の脂肪含有量が高す
ぎると、水産動物の脂肪肝を引き起こし、肝臓の脂質代
謝異常や破壊性変化を誘発する[19]。
炭水化物のエネルギー価は、タンパク質や脂肪よりも

低いが、廉価なだけでなく、分解によって放出されるエ
ネルギーによりエネルギー消費に供されるタンパク質量
を軽減することができるため、タンパク質の節約、餌料
コストの軽減、アンモニア態窒素の排泄抑制につながる。
しかし水産動物における炭水化物の利用能力は、陸生の恒
温動物に比べはるかに劣っている。水生養殖動物の餌料に
含まれる炭水化物の利用能力や効率を向上させるという
科学的テーマが注目されている。多くの研究者は、餌料に
含まれる炭水化物の種類、含有量、加工方法、魚類の食性、
消化率、内分泌系、糖代謝といった分野において膨大な
研究を推進している。一般的に草食性や雑食性魚類にお
ける炭水化物の利用能力は肉食性魚類よりも高い。また
温水性淡水魚が必要とする炭水化物の量は、海水魚や冷
水性淡水魚よりも多い。研究によると、草食性のソウギョ
に与える餌料の糖質含有量が50%に達しても、ソウギョは
高い成長効率を維持できる。雑食性のケンヒーやコイに
与える餌料における適切な炭水化物の含有量は約25%であ
る。肉食性のアオウオに与える餌料における炭水化物の含
有量は20%以下にすることが望ましい[20]。海水魚であるク
ロダイ、ヒラメ、スズキが必要とする炭水化物の量は約
15%である[21]。魚は発育段階によって炭水化物の利用能力
が変化する。一般的に仔魚期から稚魚期は利用能力が低
く、成魚期になると利用能力が向上する。魚類における
炭水化物の利用効率に影響する他の要素には、炭水化物
の種類、摂餌頻度、環境温度、餌料の成分構成などがあ
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の栄養･エネルギー学研究を行い、さまざまな養殖環境下
におけるスッポンの生体エネルギーモデルを確立した。
多くの研究者は、水産養殖における種類や養殖モデルの
多様さという中国特有の事情を考慮し、代表的な種類を
選択した上で、一連の栄養･エネルギー学研究を展開中で
ある。代表的な種類とは、草食性のソウギョやエゾアワ
ビ、雑食性のギベリオブナ、ティラピア、チュウゴクモ
クズガニ、バナメイエビ、肉食性海水魚のスズキ、ハタ、
フウセイ、スギなどである[24]。
生体エネルギーモデルには、最も基本的なエネルギー

収支方程式に加え、窒素収支モデル、リン収支モデル、
炭素収支モデルなども派生している。これらの派生モデル
は、餌料における栄養素の含有量や動物における各種栄
養素の吸収利用と密接に関連しており、研究者の注目を
集めている。投与する餌料のうち10-20%は水中に溶解し
失われ、酸素を消費して分解する際に窒素やリンを放出
する。摂食される餌料に含まれる窒素の20-25%およびリ
ンの25-45%は成長に用いられるが、窒素の75-80%および
リンの60-75%は糞便や他の代謝物質として水環境に放出
される。これらが長期間にわたって少しずつ積み重なり、
水の富栄養化が進む。この点を考慮した研究者は生態栄
養学に基づく理念を提唱している。近年多くの研究者は、
エコロジーや環境保護の観点から水産動物の栄養必要量
を研究するようになっている。李勇らは、カラアカシタ
ビラメのタンパク質に対するエコロジーな栄養必要量を
研究し、飽食度90%が最もエコロジーであることを発見し
た。この研究チームは、イシビラメの稚魚に関する類似
した研究により、動物性タンパク質と成長や養殖水のア
ンモニア態窒素レベルとの間にある動的な規則的関係を
解明した。李勇らは、バナメイエビに対する研究により、
クルマエビの1日当たりのタンパク質レベルと1日当たり
の窒素増加量や1日に排出される有機態窒素の定量的およ
び動的な変化関係を解明した。クルマエビの養殖水にお
けるアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、リン酸塩の濃度
は、いずれも餌料のタンパク質レベルの向上に従い上昇す
る。クルマエビの重量増加率は、タンパク質レベルの向
上に従い、まず上昇し後に低下する。また餌料係数の変
化モデルはその逆である。重量増加率が最も高かったタ
ンパク質必要量は43.7%、成長率や窒素排出量の削減率が
最も高かったタンパク質必要量40.42%だった[25]。豚や家
禽に関する研究によると、1日の給飼量を理想モデルに基
づき調合し、必須アミノ酸のリシンやメチオニンなどの
含有量をバランスよく最適化した際、1日当たりのタンパ
ク質の含有量を効果的に引き下げても生産性に影響はな
い。加えて糞便や代謝廃棄物としての窒素の排出量を25-
50%削減できる。また飼料にプロバイオティクスを添加す
ると窒素排泄を25%削減でき、フィターゼを添加すると1
日当たりの飼料に含まれる有効態リンを30-50%削減でき
る。中国の研究者が進めている栄養制御を応用した養殖

る。エビ、カニ、その他の水産動物が必要とする炭水化
物の量に関する研究は少ない。王興強らの発表によると、
バナメイエビは、餌料に含まれる蛋白質や炭水化物の数
値が低くなるに伴い、成長率や餌料吸収率が低下する。
銭国英らの研究によると、チュウゴクモクズガニに与え
る餌料における適切な繊維質の含有量は3%である。高紅
建らの研究によると、ガザミに与える餌料における適切
な粗繊維の含有量は5%未満である[22]。エビやカニの体内
における繊維分解酵素の活性度は低いが、餌料中に少量
の繊維質を添加することにより、消化管の蠕動や消化酵
素の分泌を助け、消化機能を正常に保ち、タンパク質な
どの栄養素の吸収を促進することができる。

２．養殖環境において継続運用する栄養制御へのエネル
ギーモデルの応用

集約化、高密度、人工合成餌料の大量投与といった養
殖モデルは、残余餌料や排泄物が大量に発生するため、
養殖環境は著しく汚染される。結果として養殖業界の持
続的な発展が阻害されている。科学的な餌料の調合によっ
て、餌料効率の向上、残余餌料の低減、窒素、リン、硫
黄の排出量削減を推進することは、栄養制御を実現し継
続利用が可能な養殖環境を整備する重要な手段である。
残余餌料や糞便は水産養殖における最大の汚染源であ
る。栄養物の生体エネルギーモデルを確立することによ
り、特定の養殖条件に合わせた給餌モデルの制定、給餌
量の調整、餌料消化率の向上を実現することが、水産養
殖における汚染物質を削減する最も効果的な手段となっ
ている。解綬啓[23]は、ナイルティラピアに関するエネル
ギー収支の各主成分および摂食レベル、体重、温度の関
係に基づくサブモデルを確立した。そして前述の基盤に
基づきナイルティラピアの生体エネルギーモデルを構築
した。また最大摂食率モデルを運用すると共に、ティラ
ピアの栄養必要量に関する資料を組み合わせ、理論上の
タンパク質やエネルギーの必要量を算出した。さらにエ
ネルギーモデルに基づき天然餌料の価値に関する仮説を
立てたほか、必要量と天然餌料量の差額に基づきティラ
ピアの小割生け簀養殖における栄養補給用補助餌料の栄
養必要量を算出した。これらの魚類栄養学とエネルギー
学を効果的に組み合わせた集約化養殖の科学的管理に関
する一連の研究は、中国における栄養･エネルギー学研究
の方向性を示している。解綬啓の研究チームは、ギベリ
オブナに関する一連の研究においても、主な栄養素の必
要量、主要原料の利用、餌料に含まれる有毒･有害物質の
影響、品種による栄養特性の違いなどを概ね解明してお
り、生体エネルギーモデルを利用したギベリオブナの適
切な給餌モデルを確立した。科学的で動的な給餌技術管
理は、餌料コストの削減や養殖環境の汚染防止に貢献し
ている。北京師範大学の牛翠娟研究チームは、河北師範
大学の楊振才研究チームと共に、スッポンに関する一連
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水の窒素･リン汚染の抑制に関する研究には次のものがあ
る。①窒素の栄養制御。主に餌料に含まれる窒素の含有
量を引き下げると共に、水産動物の餌料に含まれる窒素
の吸収効率を高めることにより、代謝廃棄物である窒素
の排出量を削減する。この分野における研究には次の幾
つかの内容も含まれる。栄養バランス理論の応用および
理想アミノ酸モデルを採用した餌料配合により、動物の
栄養素に対する消化吸収や餌料の利用率を引き上げる。
脂肪や炭水化物をエネルギー物質として利用することに
より、餌料中のタンパク質を節約し窒素排出量を引き下
げる。餌料の加工技術を改良することにより、餌料が水
中に溶け出すことを抑制する。餌料添加物を利用し、餌
料の消化吸収率を引き上げる。よく使用される餌料添加
物には、酵素製剤、微生物生態製剤、誘食剤、ベタイン
などが含まれる。②リンの栄養制御。リンの栄養制御も
同様に、餌料に含まれるリンの含有量を引き下げると共
に、水産動物の餌料に含まれるリンの吸収利用を高める
ことにより実現する。この分野における研究には次の幾
つかの内容も含まれる。リン含有量の低い餌料に高レベ
ルのビタミンD3を加えることにより、養殖効果を改善し
動物のリン必要量を低下させる。餌料にフィターゼを加
え水にフィチン酸やフィチン酸塩を分解させることによ
り、動物におけるリンの吸収を促進する。リンの生物学
的利用能が高い原料を使用するなど[24]。

３．解決すべき問題および今後の展望
水産動物に関連し栄養学と生体エネルギー学を効果的

に組み合わせることにより、栄養･エネルギー学や生態･
栄養学が発展した。このことは良質、低コスト、エコロ
ジーな餌料を開発し、水産養殖業を継続的に発展させる
上で大きな意義がある。この分野における解決すべき問
題や今後いっそうの発展が望まれる点には次の幾つかが
ある。①中国における水産養殖の種類は雑多であるため、
ほとんどの水産経済領域において、各発育段階の正確な
栄養必要量や餌料原料の生物学的利用能に関するデータ
バンクが不十分である。ほとんどの水産養殖動物におけ
るタンパク質必要量は、理想タンパク質モデルに基づき
評価し直す必要がある。②エネルギーは最も複雑な栄養
成分であり、餌料の配合システムにおいて各種栄養素の
利用効率に影響する。ほとんどの水産動物餌料のエネル
ギー系は、総エネルギーの段階にとどまっており、代謝
エネルギー系に関する研究は明らかに不足している。よ
り精確なエネルギー系を確立すべきである。③分子栄養
学の研究を推進し、水産動物の各種栄養素に対する代謝
およびエネルギー反応過程の分子メカニズムを理解する
ことにより、栄養素や餌料添加物と水生動物の体内に蓄
積する有害物質や代謝廃棄物の排出との間に存在する相
互作用関係などを解明すべきである。
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クローニング技術は家畜良種繁殖及び特殊経済価値品
種育成においてきわめて大きな応用潜在力を有している
ため、中国政府はこれを非常に重視している。「第7次5か
年計画」から「第11次5か年計画」の期間に至るまで、国
家科学技術研究計画、「863」高度技術計画、「973」重点
基礎研究計画などのプロジェクトは、この技術の研究に
対し持続的な経費支援を行ってきた。我が国の科学者は
世界の最先端に歩調を合わせるとともに、我が国の実際
の状況とにらみ合わせ、たゆまぬ努力により、体細胞ク
ローン山羊・綿羊・水牛・牛・豚・兎などの家畜を相次
いで作り出している。

１．家畜体細胞クローニング技術の進展と現状
１．牛クローニング技術
我が国の牛核移植技術研究は比較的スタートが遅かっ

たものの、短期間のうちに大きな進展を遂げてきた。
1995年、広西農業大学は我が国初の胚細胞クローン牛を
作り出した[1]。2001年、中国農業大学テーマチームはニュー
ジーランドにおいて、卵胞顆粒層細胞核移植によって得
た64の胞胚を生産し、冷凍保存したうえで中国へ持ち帰
り、レシピエントの母牛体内に移植し、計4頭を妊娠させ、
うち3頭は途中で流産したが、1頭は分娩期まで維持し、
10月15日に深圳において生きた子牛を出産、これは我が
国初の例となる体細胞クローン牛であった[2]。2001年、青
島農業大学テーマチームは日本において、胎児線維芽細
胞をドナー核に用いてクローン胚を生産し、山東におい
て5頭のレシピエントに移植し、2頭を妊娠させ、順調に2
頭の体細胞クローン牛を誕生させた[3]。2002年、中国農業
科学院動物研究所テーマチームは、山東省曹県において
成年ホルスタイン乳牛とギャロウェイ肉牛の耳上皮線維
芽細胞をドナー核細胞とし、ルーシー牛の卵子を核レシ
ピエントとして再構築胚を生産し、得られた胞胚を直接
レシピエント母牛に移植し、計130頭のレシピエント母牛
への移植を行い、うち26頭が妊娠し、12頭が分娩まで維

持し、2002年初めに14頭のクローン牛を得ることができ
た[4]。同年4月、中国農業大学テーマチームは、わが国初
の冀南黄牛のクローニングに成功した[5]。続いて、我が国
の多くの研究機関や企業が、相次いで体細胞クローニン
グ技術の研究を展開し、成功を収めた[6]。現在、中国大陸
で生存しているクローン牛は約数百頭おり、毎年出生す
るクローン牛は約50頭前後に上っているが、その中には
優良種牛や遺伝子組換えクローン牛が含まれている。
２．水牛クローニング技術
我が国の水牛クローニングの研究は主に華南地区に集

中している。十年近くにわたる研究取組みを経て、2005
年10月、世界初の例となる成育した体細胞クローン水牛
が広西大学良種牛南方繁殖センターにおいて誕生した[7]。
この基地では、毎年クローン水牛が4～5頭出生している。
３．羊クローニング技術
我が国は比較的早い時期からすでに山羊胚細胞核移植

技術の研究を展開しており、1991年、西北農業大学テーマ
チームは成育した胚細胞核移植山羊を誕生させた[8]。1995
年、中国科学院遺伝発育生物学研究所と揚州大学テーマ
チームは、山羊胚細胞継代クローニング技術の研究に取り
組んだ。彼らはそれぞれ異なる発育段階にある胚割球を成
熟した脱核卵母細胞に移植し、電気融合した後、それを発
情同期化した山羊の輸卵管に移植して、5日後にクローン
胚を回収し、8～ 16細胞まで正常に発育したクローン胚を
選択した上で、その割球を成熟した脱核卵母細胞に移植す
るとともに、電気融合を行って、再クローン胚を構築し、
129のクローン胚と143の再クローン胚を発情同期化した
山羊の輸卵管の中に移植し、それぞれクローン山羊2頭、
再クローン山羊1頭を得ることができた[9]。1999年、中国
科学院遺伝発育生物学研究所テーマチームは胎児線維芽
細胞を利用して、2頭の体細胞クローン山羊後代を得るこ
とに成功した[10]。2000年、西北農業大学テーマチームは、
成山羊の体細胞を核ドナーに用いてクローニング技術の
研究を行い、体細胞クローン山羊を得ることができた[11]。

曽　申明　Zeng Shenming　●中国農業大学動物科学技術学院　胚胎生物技術実験室　教授
1968年11月生まれ。1996年中国農業大学で農学博士号を取得するとともに、同大学にて教学と科学研究業務に従事。現在、
動物科学技術学院教授、博士課程指導教官を務める。中国畜牧獣医学会動物繁殖分会常務理事。「Biology of Reproduction」、
「Theriogenology」、「Reproduction in Domestic Animals」、「Reproduction Fertility and Development」、「Animal Reproduction 
Science」、「中国科学」、「中国農業科学」、「生物物理学報」、「中国畜牧雑誌」、「中国畜牧獣医」、「畜牧獣医学報」、「生物工程学報」、
「農業生物技術学報」等の原稿審査専門家。
この5年間に、国家レベル科学研究テーマ計11件を主宰し、科学研究成果3件がそれぞれ北京市科技進歩2等賞、中国大学科学技
術1・2等賞を受賞。国内外において中核的学術定期刊行物に研究論文60篇余りを発表、うちSCIに12篇が収録される。専門著書
3冊―『シカの養殖　疾病予防治療　製品加工』、『乳牛胚移植技術』、『豚繁殖実用技術』の責任編集に当たり、全国本科生統一編
集教材『家畜繁殖学』（第三版、第四版、第五版）、北京市優良教材『家畜繁殖学』、大学院生統一編集教材『動物繁殖生物技術』
の編纂に参加。家畜繁殖技術の応用と普及に積極的に従事し、2万個余りの良質肉羊、肉牛、乳牛の胚移植技術業務に参加すると
ともに、全国各地で関連高級技術者300人余りの訓練を実施してきた。

家畜クローニング技術の中国における研究の進展と現状
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続いて、体細胞クローニング技術は、綿羊、ボーア山羊、
カシミア山羊において相次いで成功を収めた[12,13]。現在、
中国大陸で生存しているクローン綿羊と山羊は百頭近く
おり、毎年出生するクローン綿羊、山羊は計100頭以上に
のぼるが、それらは主に遺伝子組換えクローン羊である。
４．豚クローニング技術
牛、羊のクローニング技術と比べて、育種・保全の方

面における応用の将来性だけでなく、豚のクローニング
技術はヒト疾患モデルの構築及びヒト臓器移植の方面に
おいて大きな応用の将来性を有している。とはいえ、豚の
クローニング技術の中国での研究は相対的に停滞してい
るが、しかしここ数年は高スピードの進展を見せている。
2005年、中国農業大学テーマチームは、中国初の例となる
クローン豚―中国の実験用小型豚を作り出した[14]。2007
年、東北農業大学テーマチームは東北民猪（訳注：中国
東北地方の吉林省、黒龍江省を中心に分布している豚の
品種）の体細胞クローン豚を作製した[15]。同年、上海農
業科学院畜牧研究所と上海交通大学医院付属新華医院発
育生物学研究センター、広西大学と広西畜牧研究所が協
力して、それぞれバマミニ豚のクローン後代を作り出し
た[16]。2008年、中国農業大学は華南農業大学テーマチー
ム、WENS食品集団公司と共同で、5頭のランドレース体
細胞クローン豚を作り出した。現在、中国大陸で生存し
ているクローン豚は数百頭おり、毎年生まれる豚は百頭
近くにのぼり、その中には優良種雄豚や遺伝子ノックア
ウト豚が含まれている。
５．兎クローニング技術
兎の飼育は我が国の牧畜生産において一定の地位を

占めており、同時に主要な実験動物でもある。兎クロー
ニング技術の研究には我が国では実際、明らかな中断は
見られず、早くも前世紀九十年代初めに、江蘇農業科学
院と中国農業大学テーマチームがすでに我が国の胚胎ク
ローン兎を得ることに成功している[17]。2007年、中国農
業科学院北京畜牧獣医研究所は兎胎児線維芽細胞を得る
ことによって兎クローニング実験を行い、雌性クローン
兎1匹を作製した。

２．遺伝子組換え体細胞クローニング技術
体細胞クローニング技術は遺伝子組換え効率を高める

最も有効な手段であり、我が国はこの技術を利用して遺
伝子組換え家畜の研究と応用の方面で大きな進展を遂げ
てきた。
1999年、中国科学院遺伝発育生物学研究所と揚州大学

が共同研究を行い、クローニング技術を用いて遺伝子組
換え山羊を作ることに成功した。現在、中国で毎年出生
している遺伝子組換えクローン綿羊・山羊は数十頭にの
ぼる。
2003年、中国農業大学テーマチームは体細胞クローニ

ング技術を利用して、我が国初のフコース転移酵素遺伝

子導入クローン牛を作り出し、続いて、リゾチーム、ヒ
トラクトフェリン、ヒト血清タンパク質を導入した遺伝
子組換えクローン牛を作り出した。
2006年、東北農業大学テーマチームは緑色蛍光タンパ

ク質遺伝子組換え豚を作り出した。2008年、中国農業科
学院北京畜牧獣医研究所、軍事医学科学院生物工学研究
所、河北玉田種豚場玉田県牧富種猪繁育有限公司は共同
で、「ω-3」脂肪酸デサチュラーゼ遺伝子を導入したクロー
ン豚を育て上げた。2008年、吉林大学農学部は世界初の
例となる抗豚コレラ遺伝子をもつクローン豚を作り出し
た。現在、中国大陸の多くの研究機関には遺伝子組換え
クローン豚、遺伝子ノックアウトクローン豚の技術プラッ
トフォームがすでに確立されており、毎年約数十頭の遺
伝子組換え豚が生まれている。
2007年、上海交通大学医学院付属新華医院発育生物研

究センターと中国農業科学院北京畜牧獣医研究所国家畜
禽分子遺伝育種センターは共同で、世界初の例となる遺
伝子組換えクローン兎を作り出した[18]。

３．存在する主要な問題
現在、中国大陸で毎年出生しているクローンまたは遺

伝子組換えクローン家畜は数百頭にのぼるが、この二つ
の技術はいまなお多くの問題とチャレンジに直面してい
る。
技術イノベーションの不足
我が国の家畜クローニング技術は依然として10年前の

レベルをさまよっている。レシピエントの母畜胎内への
移植胚数を分母とし、出生した生存仔数を分子とすると、
その効率は10%に満たず、しかも出生後の死亡率は50%に
も達している。主な原因はクローニング技術にこの十年
間明らかな進展がなく、鍵となる部分に根本的な突破口
が開かれていないことにある。ドナーには依然としてG0
やG1期細胞を採用し、レシピエントは成熟卵であり、そ
のあとは電気融合と化学的活性化である。融合胚の胞胚
発育率は体外では30 ～ 40%に達することができるが、流
産率と難産率は80 ～ 90%にも達する。したがって、クロー
ニング技術はコストが高く、経済価値を生み出すことが
できず、産業化の実現が非常にむずかしい。十年前、中
国大陸では10社余りの営利企業がこの技術の研究開発へ
の従事を企てたが、現在ではその大部分がすでに倒産し
たり生産転換を行ったりし、残っている数社は主に国の
科学研究資金投入に頼って維持しており、発展を続ける
ことが非常に困難となっている。
理論的認識が浅薄
今日の発展水準では、操作プログラムの改善によって

も家畜クローニングの効率を高めることはできない。な
ぜなら、クローン胚の発生・発育メカニズムは依然とし
て一つのブラックボックスであり、関連理論に対する我々
の理解は非常に限られたものだからである。細胞リプロ
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２．培養条件が初期胚発育に与える影響
胚の培養環境はその後期発育に直接影響を与えるが、

この影響の分子基盤はなんであろうか。我々は現在、酸
化ストレス、温度ストレス、培養液活性高分子の初期胚
発育に対する影響という方面から、高度なシーケンシン
グとエピジェネティクス解析を利用して、外界要因が胚
発育に影響を与える分子メカニズムを解明しているとこ
ろである。
反芻動物の胚伸長メカニズム
牛、羊など反芻動物の胚伸長は子宮への移植を完成さ

せるための必要条件である。in vitroで生産した胚を移植
した後の受胎率は体内胚のわずか50%にすきないが、それ
は主に、母体の妊娠識別と胚移植の失敗によって引き起
こされる。同じ移植レシピエントになぜこのような差が
現れるのであろうか。それは、in vitro 胚の発育の遅れと
移植前の伸長不足が主因となっている可能性がある。我々
は現在、成長因子レシピエントとインテグリン遺伝子の
発現レベルから、この種の遺伝子機能に対する体内・外
界環境の影響について研究を行っているところである。
胚細胞の冷凍損傷メカニズム
冷凍保存は胚バイオテクノロジーに欠かすことのでき

ない部分であるが、冷凍解凍胚の受胎率は新鮮な胚に比
べて10 ～ 15%低下し、また、in vitroで生産した胚では30
～ 40%前後も低くなっている。どのような原因が冷凍解
凍胚の発育潜在力の低下を招いているのであろうか。我々
は現在、胚の細胞小器官、たとえばミトコンドリア、小
胞体、脂質等といった超微細構造から着手して、ROS、
アデノシン3リン酸（ATP）、グルタチオン（GSH）等と
いった鍵となる生物分子の活性の分析を通じて、低温処
理の胚遺伝子発現及び高分子活性物質に対する影響を研
究し、より高効率の胚冷凍技術の研究を目指していると
ころである。
家畜クローニング効率を高める新技術
クローン胚の流産率と対峙死亡率が高い原因はなんで

あろうか。これまでの研究基盤と結び付けて、我々はク
ローニング方法の改善と、エピジェネティックな異常の
抑制という二つの方面を突破口とし、体外受精胚を参照
対象とし、胞胚期のキー遺伝子の発現レベルを調整する
ことによって、細胞リプログラミングの乱れを克服し、
クローニング効率を高めようとしている。

グラミングメカニズムに対する全面的認識があって初め
て、我々は最も理想的な技術案を開発できるのであり、
さもなければ「群盲象をなでる」ということにしかなら
ない。知るところによれば、中国大陸にはこの方面の理
論の基礎研究に従事している機関が5か所ほどあるが、こ
こ数年明らかな進展を遂げておらず、また、その他の機
関には展開に関わる人材、財力がまったくない。全体的
に言って、我々の基礎理論の研究水準には先進国に比べ
て5～ 8年の遅れがある。
研究目標の不明確さ
中国には現在、家畜クローニング技術の研究に従事し

ている大学及び研究所が計30余か所あり、直接参加して
いる科学研究者は千人近くにのぼるが、これはここ数年
の国の農業科学研究への高額投入のおかげである。現在、
この研究陣の主な任務は地方政府または国の科学研究任
務を達成することであり、大多数は他の前人の仕事の繰
り返しで、将来に対する目標が明確でなく、将来の見通
しも悲観的である。クローニング技術は効率があまりに
も低く、短期間では産業化が実現できないため、国が現
在の力の入れ方で支援を続けることは不可能であり、3～
5か所の優れた機関を選んでクローニング機序の研究を支
援することしかできない。したがって、安定した研究陣
をいかにして維持するかということは、直面している問
題の一つである。

４．我々のテーマチームが展開中の研究
中国農業大学動物胚胎生物技術実験室は、すでに前世

紀80年代に兎胚細胞クローニング技術の研究を展開して
おり、国内で最も早く、クローン牛・綿羊・豚の研究も
展開してきた。現在、すでに、兎、牛、豚、綿羊、山羊
のクローニング技術プラットフォームを確立しており、
クローン胚のin vitroの胞胚発育率は40%にも達し、胚移
植後の生存胎児出生率は10%前後となっている。この十年
来、我々の研究は家畜の胚発生・発育の理論的基礎分野
に集中しており、主に以下のいくつかの方面で研究を展
開している。
１．卵子の老化メカニズム
卵子は体細胞リプログラミング及び、初期胚発育のサ

ポートの物質的基礎である。実際には、卵子はMⅡ期に
入ると急速に老化し、胚発育力の低下をもたらす。我々
の研究結果によれば、卵子の老化は主として卵細胞質内
の活性酸素種（ROS）の蓄積によってもたらされる。卵
子は成熟後12時間で、細胞質内のROS濃度が明らかに上
昇し、それによって小胞体の構造に変化が発生し、それ
が貯蔵しているCa2+の流出をもたらす。その結果、卵子
のカルシウム放出能力が低下し、受精または単為生殖後
に正常な胚発育をスタートすることができなくなる。反
対に、細胞質内の高すぎる遊離カルシウムは卵子のアポ
トーシスプログラムをスタートさせることになる。
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戈　峰　Ge Feng　●中国科学院動物研究所研究員、博士課程学生の講師
主に昆虫の地球規模の気候変化に対する反応と害虫生態コントロールを研究。これまで148件の学術論文を発表。その内、SCI誌
に51件の論文を発表。「昆虫の大気中CO2濃度上昇の反応」、「現代生態学」、「昆虫生態学原理と方法」などの書籍の編集長。中
国昆虫学会昆虫生態専門委員会主任、中国生態学会常務理事、及び「応用昆虫学報」の編集長を兼任。

昆虫の地球規模の気候変化に対する反応の特徴と
そのメカニズム

人類活動に起因する大気中CO2濃度上昇は現在、地球
規模の気候変化の特徴として最も著しいものとなってい
る。報道によると、産業革命以前は大気中CO2濃度が280
μl/Lであったが、2005年には379μl/Lに達し、1995年か
ら約10年以来、毎年1.9μl/Lの速度で徐々に増加してい
る。このまま増加すると2100年までに大気中CO2濃度は
540 -970ppm[1]に達する見込みである。
大気中CO2濃度上昇は農林業の生態系に強烈な影響を

与えている。それは植物の成長に直接的な影響を与える
だけでなく、植物体内の化学成分の構成と含有量の変化
をもたらすことにより、植食性昆虫に間接的な影響を与
えている。さらに、食物連鎖により、それらを食する天
敵昆虫[2]にも影響を与えるものとなっている。
我々は2002年以来、独自に設計して組み立てた密閉式

動態CO2室(CDCC-1型)[3]とCO2濃度オープントップチャン
バー (Open-Top Chamber, OTC)[4]を用い、作物-害虫-天敵
の相互関係をメインテーマに、地球規模の気候変化にお
けるCO2濃度上昇を作用要因とした様々な昆虫のCO2濃度
上昇に対する反応の特徴を研究してきた。以下にその主
な研究状況を説明する。

１．大気中CO2濃度上昇がオオタバコガに与える作用の
特徴とメカニズム

1）大気中CO2濃度上昇がオオタバコガに与える直接的
作用
大気中CO2濃度上昇が昆虫に与える影響は直接的影響

と間接的影響に分けることができる。直接的影響とは高
濃度CO2が昆虫の呼吸、代謝、体内の一部の生理活動に直
接作用することを指す。呉剛[5]らは異なる大気中CO2濃度
(750μl/L vs 370μl/L)条件で同じ人工飼料を用いてオオ
タバコガ(Helicoverpa armigera)を飼育した際に、高濃度
CO2条件で飼育したオオタバコガ幼虫の発育期間が延長
し、幼虫の摂食量と排便量が著しく増加することを発見
した。しかし、オオタバコガのサナギ、成虫の発育期間、
成虫の単雌の産卵量、種群の内的増加率および幼虫の生
存率は共に著しい変化はなかった。これは今後の高濃度

CO2環境でオオタバコガ種群の増加に生じる直接的作用が
小さいことを示している。
2）大気中CO2濃度上昇が寄主植物を通してオオタバコ
ガに与える間接的作用
事実上、大気中CO2濃度上昇がオオタバコガに与える作

用は、主に寄主植物体内の栄養物質の変化により間接的
に作用する。大気中CO2濃度を倍にした環境(750μl/L)で
成長する遺伝子組み換えBt綿花GK12と一般綿花Simian-3
の朔果中の可溶性糖、澱粉、全糖分と全糖は著しく増加
したが、水分含有量と窒素含有量は著しく減少[6-7]した。
これらの朔果を用いてオオタバコガを別々に給餌した結
果、大気中CO2濃度上昇はオオタバコガの成長発育を緩慢
にし、その体重や単雌の産卵量の減少、栄養利用率の低
下、その種群数と適合性の低下といった特徴[6-9]が表れる
ことがわかった。
3）大気中CO2濃度上昇がオオタバコガに作用する可能
性があるメカニズム
一般にこの現象[2]を説明する場合、炭素-栄養素バラン

ス仮説 (carbon nutrient balance hypothesis, CNBH) が用
いられる。この仮説によると植物の化学的防御物質の生
産は組織内の利用可能な炭素、窒素栄養物質の制限[10]を
受けると考えられている。大気中CO2濃度上昇により、植
物（綿花）の光合成機能が向上し、組織内の窒素含有量
が減少する。それにより、綿花体内の炭素を含む化学防
御物質（フェノール類物質とタンニン酸など）が増加し、
窒素を含む化学防御物質（アルカノイド類物質など）が
減少[6,8]する。それで、オオタバコガがC/N比の高い寄主
植物を摂食する場合、この種の植物中の炭素を含む化学
防御物質の増加と組織中の窒素含有量の減少により、昆
虫の発育が緩慢になり、その死亡率[7,9]も高くなる。
4）大気中CO2濃度上昇とオオタバコガ被害の二要因が
綿花の生物量に与える影響
CO2は植物が光合成を行う際に必要な原材料であり、

大気中CO2濃度上昇は植物の光合成力と生産力を向上さ
せる。害虫は作物の危害要因であり、その危害は作物の
生産量に影響を与える。しかし、大気中CO2濃度上昇と
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害虫危害といった二つの相反する作用が重なる場合、作
物の生産量にどのような影響を与えるのだろうか。Wu et 
al [11,12]は高濃度CO2 (750μl/L) 条件で栽培した綿花につぼ
み摘みしないもの(SR0)、一週間後につぼみ摘みしたもの
(SR1)、二週間後につぼみ摘みしたもの(SR2)といった三種
のつぼみ摘みのシミュレーションを行い、CO2濃度上昇条
件で一般綿花と遺伝子組み換え綿花を人為的なつぼみ摘
みのシミュレーションした後にその成長と生産量の補償
効果を二年間連続で測定した。その結果、大気中CO2濃度
上昇条件では綿花種綿の生産量、成熟度、生物量につい
て、つぼみ摘みしないもの(SR0)、一週間後につぼみ摘み
したもの(SR1)、二週間後につぼみ摘みしたもの(SR2)は共
に通常の大気中CO2濃度条件と比べ著しく増加した。この
研究結果は一般綿花と遺伝子組み換え綿花は高濃度CO2環
境において、一週間と二週間後の人為的なつぼみ摘みシ
ミュレーションが綿の花蕾に与える損失を補償し、オオ
タバコガの危害に対する綿花の補償作用を増大させるこ
とをはっきり表すものとなった。
5）大気中CO2濃度上昇がオオタバコガ-ヨトウオオサム
ライコマユバチの相互作用に与える影響
大気中CO2濃度上昇は作物体内の物質に影響を与える

だけでなく、食物連鎖を通して植食性昆虫およびその天
敵の相互作用関係にも影響を与える可能性がある。Yin 
et al [13]は大気中CO2濃度のオープントップチャンバー
で小麦を栽培し、それらの小麦を用いてオオタバコガお
よびその天敵であるヨトウオオサムライコマユバチに給
餌した。その結果、CO2濃度上昇条件で小麦を用いて飼
育した第一世代オオタバコガ種群の指標は影響を受けな
かったが、第二世代のオオタバコガ種群の発育時間が延
長し、内的増加率が低下した。しかし、春小麦のオオタ
バコガ種群の食害には変化がなかった。その寄生性天敵
であるヨトウオオサムライコマユバチが異なるCO2濃度
処理した春小麦を摂食したオオタバコガに寄生した後も
その成長やオオタバコガを探す能力および寄生能力は影
響を受けなかった。これらの結果は、今後の大気中CO2
濃度上昇環境において、オオタバコガ-ヨトウオオサムラ
イコマユバチの相互作用関係が変化しないことを示して
いる。

２．大気中CO2濃度上昇がアブラムシに与える作用の特
徴とメカニズム

1）CO2濃度上昇がアブラムシ種群増加に与える影響
大陳法群ら[14]とChen et al[15]は高濃度CO2条件で処理し

たワタアブラムシの発育期間は短縮し、繁殖力と発生量
が増加することを発見した。しかし、この種の作用は遺
伝子組み換えBt綿GK-12と一般綿Simian-3綿で成長したワ
タアブラムシに与える影響は異なっており、遺伝子組み
換えBt綿GK-12のワタアブラムシの発生量はあきらかに一
般綿Simian-3上のアブラムシの発生量[16]より多かった。異

なる害虫抵抗性綿花品種もワタアブラムシの大気中CO2濃
度上昇の反応に影響を与えた。処理する世代の増加に伴
い、高濃度フェノール綿はワタアブラムシに対して強い
害虫抵抗性を示し、ワタアブラムシの発育期間を延長し、
繁殖力と適合性を低下させ、その種群の発生[17]を不利に
した。
同様に、大気中CO2濃度上昇に伴い、ムギヒゲナガア

ブラムシ(Sitobion avenae)は出産卵前期と世代期間が短縮
し、繁殖力が増加する傾向を示した。その種群の発生量
は著しく増加したが、飛んで移動する羽根付きアブラム
シの発生量は著しく減少し、高濃度CO2処理した春小麦に
産卵するといった特徴[18,19]を持つ傾向が見られた。
2）CO2濃度上昇のワタアブラムシに作用する可能性が
あるメカニズム
ワタアブラムシのCO2濃度上昇の反応メカニズムを検

討するために、Sun et al[20]は高濃度CO2環境条件で綿花を
摂食するワタアブラムシ16種の一般的なアミノ酸の需給
バランスを分析した結果、大気中CO2濃度上昇により綿の
葉の液汁のアミノ酸含有量が減少するが、ワタアブラム
シ体内の遊離アミノ酸の含有量はCO2濃度上昇に伴い上昇
することを発見した。ワタアブラムシの甘い分泌液中の
遊離アミノ酸の含有量が変化しないとしても、高濃度CO2
環境条件で綿花を摂食するワタアブラムシはより大量に
甘い分泌液を分泌する。張広場珠ら[21]はさらにワタアブ
ラムシが高濃度CO2環境条件で綿花を摂食する際の電気浸
透グラフ(EPG)を測定した結果、ワタアブラムシが高濃度
CO2環境条件の綿花を摂食する時間がより長くなることを
発見した。これは高濃度CO2環境条件においてワタアブラ
ムシはより多くの綿花液汁を摂食することで自身の成長
を維持していることを示している。このように、我々は
栄養補償の仮説を提出しこの現象を解説した。
3）CO2濃度上昇がムギにつくアブラムシの種間関係に
与える影響
CO2濃度上昇はさらに寄主作物を仲介して昆虫種間関

係に影響を与える。Sun et al[22]は今後CO2濃度が倍増する
(750μl / L)環境において、ムギにつくアブラムシ(ムギヒ
ゲナガアブラムシ、ムギクビレアブラムシ、ムギミドリ
アブラムシ)三種の種群の動態と種間競争の構造変化のシ
ミュレーション研究を行った。ムギにつくアブラムシ三
種に競争関係がない条件で処理した場合、CO2濃度上昇は
ムギクビレアブラムシの種群発生に有利となっただけで
あった。しかし、ムギヒゲナガアブラムシが同時に存在
する場合、ムギクビレアブラムシの種群数はCO2濃度上昇
に伴い減少した。その競争はムギにつくアブラムシ三種
の種群爆発的増加と崩壊時間を遅らせた。CO2濃度上昇は
アブラムシ種群の増加に有利であると同時に、ムギにつ
くアブラムシの種間競争の圧力を減少させる。これは大
気中CO2濃度上昇によりムギにつくアブラムシが爆発的増
加する可能性を予示するものである。
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ムシ）、作用要因をキュウリモザイク病(CMV)として、倍
にしたCO2濃度(750ppm)環境条件で、植物（タバコ）の植
食性昆虫と植物ウィルスに対する単独作用と複合的なス
トレス作用での反応を研究した。その結果、通常のCO2濃
度下において、CMVに感染した株のアブラムシ密度は著
しく上昇したが、高濃度CO2条件のアブラムシ密度の変化
は明らかではなかった。タバコ防御物質をさらに測定し
た結果、高濃度CO2条件では、植物のウィルスとアブラム
シに対する防御機能はさらに効果的になった。また、植
物のウィルスとアブラムシといった複合要因に対する作
用については、植物ウィルスに対する防御がアブラムシ
に対する防御に重点移動した。この研究により、高濃度
CO2環境条件における多種生物のストレス要因の植物に対
する潜在的な影響が初めて解き明かされた。これは今後
の大気中CO2濃度上昇が植物の害虫およびそのウィルスの
感染制御に対して早期警報[28]を提出するものである。

５．結論
昆虫は地球上で種類が最も豊富な生物である。大気中

CO2濃度上昇が昆虫に与える影響の研究を展開することに
より、理論的にいって、生物の大気中CO2濃度上昇に対す
る反応の一般法則を解き明かすことができる。また、大
気中CO2濃度上昇が「作物-害虫-天敵」の相互作用関係に
与える影響およびその作用メカニズムを明らかにするも
のである。その実践において、今後の大気中CO2濃度上昇
環境での害虫発生の傾向を予測し、地球規模の気候変化
をベースに害虫予防と対処の新たな戦略と方法を提出す
ることができる。
我々の9年におよぶ研究は、大気中CO2濃度上昇が植物

に与える影響は直接的かつ明確であり、昆虫に与える影
響は間接的かつ複雑であることを示すものとなった。そ
の内、作物-咀嚼口器昆虫（オオタバコガ）－寄生蜂の体
系的研究により、大気中CO2濃度上昇により、作物体内の
N含有量が減少し、作物体内CとC/N含有量が増加するこ
とが分かった。また、オオタバコガの適合性と綿花に対
する危害作用が低下し、綿花のオオタバコガの害の補償
作用が向上することを示すものとなった。しかし、オオ
タバコガ-ヨトウオオサムライコマユバチの相互作用の関
係は変化しなかった。それで、今後のCO2濃度上昇環境で
の咀嚼式口器昆虫を代表するオオタバコガの発生と危害
は減少すると考えられる。作物-吸収口器昆虫（アブラム
シ）の体系的研究により、大気中CO2濃度上昇により植物
体内栄養物質構成が変化し、アブラムシのアミノ酸栄養
に対する利用と補償作用が向上することが分かった。ま
た、三種のムギにつくアブラムシの種間競争が減少し、
その種群の発生に有利となることを示すものとなった。
天敵昆虫に与える影響については、種群の増加、減少と
変化が少ないなどの特徴を示すものとなった。しかし、
植物の害虫抵抗性が低下し、植物ウィルスに対する防御

4）CO2濃度上昇がアブラムシの警報フェロモンに与え
る作用
アブラムシの警報フェロモンは天敵を防御する最も効

果的な種間信号である。しかし、高濃度CO2環境条件では、
警報フェロモン処理頻度が高くても低くても、警報フェ
ロモンはムギヒゲナガアブラムシの種群数に影響を与え
なかった。ムギヒゲナガアブラムシはCO2濃度上昇環境で
は警報フェロモンに敏感ではないがために、ムギヒゲナ
ガアブラムシ種群の天敵の防御能力[23]が弱まった。

３．大気中CO2濃度上昇が天敵昆虫に与える作用の特徴
とメカニズム

捕食性天敵の種類の違いにより、CO2濃度に対する反応
も異なる。ナミテントウがCO2濃度上昇環境で成長したワ
タアブラムシを捕食した後、その発育期間は相対的に短
縮され、幼虫期全期間において、テントウムシの相対的
な平均増加率は著しく上昇[15,24]した。しかし、ヒメカメノ
コテントウの幼虫時期は著しく延長され、雌、雄成虫の
体重は共に減少[25]した。同様に、チュウゴククサカゲロ
ウの三齢幼虫とサナギの発育期間は著しく延長され、雌
成虫体重は著しく低減し、捕食能力も低下[26]した。
同様に、寄生性天敵昆虫の違いによりCO2濃度上昇に対

する反応も異なる。大気中CO2濃度上昇に伴い、異なる害
虫抵抗性綿花に危害を与えるワタアブラムシに寄生する
アブラバチの発育期間は著しく短縮され、寄生力が増加[17]

した。また、ムギヒゲナガアブラムシ種に寄生するアブ
ラバチ種群は大量発生[24]した。しかし、ヨトウオオサム
ライコマユバチが異なるCO2濃度処理した春小麦を摂食す
るオオタバコガに寄生した後の成長やオオタバコガを探
す能力および寄生能力に差異を[13]発見しなかった。

４．大気中CO2濃度上昇が植物害虫の抵抗性および防御
に与える作用の特徴とメカニズム

1）大気中CO2濃度上昇が植物害虫の抵抗性に与える作用
Sun et al[27]は大気中CO2濃度上昇がトマト突然変異体抗

線虫に与える作用を分析した結果、大気中CO2濃度上昇は
ジャスモン酸防御過程強化型(35S)トマトの線虫害虫抵抗
性を低下させるが、野生型トマト(Wt)とジャスモン酸防御
過程欠陥型トマト(spr2)遺伝子型に影響を与えないことを
発見した。この研究により、異なる遺伝子型のトマトは、
わずか一つの遺伝子の差異であったとしても、大気中CO2
濃度上昇に対して違う反応を示すことを初めて明らかに
した。この違いは植株栄養と防御物質の駆け引き表現で
あり、それは今後の環境条件における異なる遺伝子型ト
マトの線虫害虫抵抗性の変化を引き起こすものとなる。
2）大気中CO2濃度上昇によるタバコの昆虫-ウィルス防
御機能の重点移動
屋外のCO2オープントップチャンバー (OTC)に、実験材

料をタバコ、実験対象を吸収口器昆虫（モモアカアブラ
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からアブラムシに対する防御に重点移動した。
今後、農林業における重要な害虫を対象に、地球規模

の気候変化における大気中のCO2、O3と温度上昇をストレ
ス要因とし、作物̶害虫̶天敵の相互関係をメインのテー
マに、種群の動態と反応メカニズム、そしてモデル昆虫と

重大害虫をそれぞれ結び付け、昆虫の大気中CO2濃度上昇
に対する反応の特徴とメカニズムを分析し、今後の地球規
模の気候変化をベースに主要害虫、天敵の発生の発展傾向
と予防対策を提出することを重点的に研究してゆく。
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漁業研究は、産業科学といった性格上、水産業に対す
る各国の政策の影響を強く受ける。そこで、まず世界の
漁業研究の現状の一端について最近のFAO報告をもとに
述べる。
現在、1995年10月第28回FAO総会において採択され

たCode of conduct for Responsible Fisheries（責任ある
漁業のための行動規範）が水産業に対する政策理念とし
て世界各国に定着しつつある。わが国においても上記規
範が採択された1995年12月に京都で「食料安全保障のた
めの漁業の持続的貢献に関する国際会議」、（以降京都会
議と記す）が開催され京都宣言および行動計画が採択さ
れた。京都会議で採択された緊急行動の項目7．で漁獲
技術的な問題として、混獲、投棄、偶発漁獲等に係る選
択漁獲技術の開発、環境上安全で経済的に効率的な漁具
の開発、浪費と投棄を最小化することが含まれている。
さらに2001年10月には、カナダ・レイキャビクにおいて
Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the 
Marine Ecosystem （以降レイキャビク会議と記す）が
採択されている。上記宣言に見られるように、Code of 
conduct を促進するために技術指針の策定をFAOは積極
的に進めてきている。現在FAOにより14の技術指針が策
定されている（FAOのホームページを参照）。
Aquatic ecosystemsの保全・持続的な利用に向けた様々

な取り組みが過去数十年の間世界各国で実施されてきた
が、必ずしも十分であるとはいえない状況にある。一方、
FAOによれば、世界の食料需給における水産生物の重要
性は今後さらに増加するだろうとの予測がある。世界人
口の増加に伴い、Aquatic ecosystemsから食料を獲得す
ることは、従来に増して重要になっている。上述の背景
を考慮すれば、食料獲得産業として漁業を安定的かつ継
続的に遂行するためには、地域の状況がある程度配慮さ
れるとしても、FAOが策定している技術指針の影響を受
けることになる。それにともなうさまざまな技術開発、
特に、環境に配慮しつつAquatic ecosystemsから食料と

して水産生物を獲得する漁獲技術を開発することが上記
の会議において述べられているように漁業を取り巻く状
況は従来のものとは大きく変化してきている。さらに、
京都会議の緊急行動・宣言で挙げられている課題を始め
レイキャビク会議で採択された宣言の影響を強く受ける
ことは言を俟たない。
現在、世界で進められている漁業研究は、Ecosystem 

Approach to Fisheries (EAF)といった方向に沿うように
なっていると見て差し支えない。特に、ネガティブイン
パクトといった視点から、漁業がとらえられている場合、
必然的に、研究の方向はネガティブインパクトをでき
るだけ低く抑えるあるいはなくす目的での研究展開にな
る。具体的には、たとえばゴーストフィッシングや選択
漁獲、混獲・投棄の減少に関する課題、ボトムインパク
トに関する研究等が漁業研究分野では多数展開されるこ
とになる。それはわが国の当該分野の研究の動向に密接
にかかわっていることはいうまでもない。実際この方面
の研究がわが国において近年増加している。昨今は海外
における研究発表の機会が増加したことにより、当該分
野の研究成果は水産学会誌への投稿以外に海外での発表
時に出版されるプロシーディングへの掲載が増加する傾
向にある。
FAOのグローバルプロジェクト“Reduction of Environmental 

Impact from Tropical Shrimp Trawling”, through 
the Introduction of Bycatch Reduction Technologies 
and Change of Managementが12ケ国および国際組織
（SEAFDEC）により2002年2月から2008年9月まで展開さ
れ多数の報告書（2006 ～ 2010年の期間で22編）が出版さ
れている。
いっぽう、わが国では「わが国の漁業における混獲の

実態とその対策‐環境にやさしい漁業をめざして‐」と
題するシンポジウムが1995年に開催され、成果は水産学
シリーズ105「漁業の混獲問題」日本水産学会監修　松田
　皎編（1995）にまとめられている。さらに平成17年度
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日本水産学会漁業懇話会第50回講演会において「日本の
漁業における混獲投棄量の推定のための全国標準手法に
よる調査」と題し評価方法を標準化して実施された定量
的な結果が上記懇話会報告に取りまとめられている。そ
の他多数の漁獲技術に係る成果が水産学会漁業懇話会報
告として出版されている。海外では、2002年以降、FAO
‐ICES Working Group on Fishing Technology and Fish 
Behaviourによる活動報告がなされている（FAOのホー
ムページを参照）。以上が世界の漁業の背景にあることか
ら、研究は当然上記に沿ったものになっている。
日本の漁業分野の研究について見る。日本水産学会の

研究発表部門分類によれば、1．漁業（6細目）、2．生物（9
細目）3．増養殖（8細目）、4．環境（5細目）、6．化学・
生化学（4細目）、7．利用・加工（5細目）そして8．社会
科学（5細目）の総計8部門そして42細目に細分化されて
いる（図１）。漁業分野は；漁具、漁法、漁場、漁海況、
資源、音響計測、その他に分類されている。水産科学の
研究内容は極めて広範囲にわたることが細目数から伺え
る。総細目数を分母にとり各部門別に見れば、生物・増
養殖分野の数は17/42となり総数の約40％を占める。
これらの状況をもとに漁業研究、特に、漁具・漁法に

限定して研究発表数について研究分野分類に従って直近5
年（2006 ～ 2010年）に公刊された日本水産学会誌の論文
数（論文・報文・短報を含む）について見ると年度によ
り変動するものの、当該分野の総掲載論文数に占める割
合は、平均的におよそ10％であることがわかる（図２）。
情報源を和文誌に限定した場合の掲載論文数からただ
ちに研究状況について言及できないものの、最近の研究
の方向性についてはある程度推測して差し支えないだろ
う。発表論文題目から見れば、漁業研究の基礎になる物
理的視点から課題を取り扱った論文数が著しく減少して
いることは無視できない事実である。
いっぽう、世界の状況を反映して、混獲・漁具の選択

性にかかわる研究成果の割合は増加している。これらの
ことを参考にすれば、図1に示す漁具・漁法といった細目

に限定して見た結果は必ずしも少数であるとは言えない
だろう。わが国の若手研究者（大学院学生・Pdを含む）
が置かれている昨今の状況から、彼らは常に業績評価を
意識して、少しでもインパクトファクター（IF）の高い
雑誌へ投稿する傾向がある。加えて、若手研究者以外の
水産学会会員がIFの高い国内外の雑誌への投稿が増加す
る傾向にあることは否めないことから和文誌への投稿数
にその影響が表れていることは容易に想像できる。
次いで、日本水産学会誌に掲載されている研究活動と

しての漁業関係のシンポジウム・特集からみた状況につ
いて触れる。2006年度にはミニシンポジウム‐ゴースト
フィッシング研究の現状と方向性‐が開催された。さら
に、栽培漁業技術開発の最前線・最前線IIといった特集が
組まれている。栽培漁業と資源管理に焦点が当てられて
いることから、細目分類としては境界・融合領域的な内
容になっている。
水産科学における漁業研究の位置づけは、わが国では、

栽培漁業といった表現に代表されるように、従来とは大
きく変化している。一方、世界総生産量に占める漁業生
産の割合が低下してきているとは言え、産業的には狩猟
的な面の比重が大きく、また、世界の生産動向について
FAOの資料(SOFIA2008)を詳細に検討してみると、魚類
の養殖生産量は内水面養殖がその大部分を占め、海産魚
類の生産量は内水面のそれの１/10以下である。このこ
とから理解できるように、人類に食料を供給するシステ
ムとして海面漁業を考えれば、その果たす役割の重要性
は今後さらに高まることが理解されよう。もちろん生態
系への負荷の軽減は考慮されねばならない。さらに研究
活動も世界的にみれば、水圏生態系を変化させることな
く持続的に食料獲得の場として利用することを念頭に置
いたEAFの推進を強力に進める上で果たす漁獲技術（ソ
フト・ハードを含む）の新たな展開を視野に入れた斬新
的な研究が進められてきている。加えて、30年前に故川
上太左英博士により「漁業解析入門」で指摘されている
ように選択漁獲そして漁具のより精緻な運用の必要性は

◎図１　日本水産学会に夜研究発表部門分類 ◎図２　直近５ヶ年の日本水産学会誌掲載論文（漁具・漁法関係）の掲載
総数に占める比率（％）の経年的な推移



583

動物科学

ンツすべてに日本人研究者の発表がある。上記はいずれ
も漁業研究分野に含まれる。上記国際ワークショップは
2011年にはクロアチアでの開催が決定しており、日本か
ら多数の若手研究者の参加が望まれる。
複合・融合領域的な研究の進展にともなってフィール

ドから、生物行動と漁獲過程に関する情報が、徐々に蓄
積されてきている。これらは、EAF を実施するためには
必要・不可欠であり、データの蓄積に加えて情報の定量
的な評価法の理論整備が必要であろう。漁業分野に関係
した最新の成果は、2006年度日本水産学会シンポジウム 
「水産生物の行動と漁具の運動解析におけるテレメトリ
―手法の現状と展開」において報告されるとともに、水
産学シリーズ152（日本水産学会編）山本勝太郎他編とし
て出版されている。漁具と対象生物の応答、つまり水中
における生物・物理過程として漁獲過程を捉えて研究を
さらに推進するためにはテレメトリー手法の当該分野へ
の応用は不可欠である。今後、得られた現場での情報を
如何に定量化し、評価するかといった技術開発が益々求
められている。
2001年に実用に耐えうる計算手法を新たに水産科学に

導入することを目指して数理水産科学会が創立された。
同会が刊行している数理水産科学では水産研究にかかわ
る新たな実用数理の構築と理論整備を目指した試みは特
筆すべきである（数理水産科学；Vol.1～Vol.8）。漁業を
初めて科学的な視点からとらえたとされている寺田虎
彦、その教え子である田内森三郎の系譜につながる川上
太左英ら先学に繋がるものと期待される。先学者が漁業
を如何に定量的に評価するかといったことに腐心しつつ
研究を進めてきた結果は過去の当該分野の研究史を参照
すれば明らかである。後進の研究者が対象にしている当
該分野は従来に増して複雑化しているものの、EAFにみ
られるように国際的な制限要因の影響を強く受けながら
も、生物、特に行動・生態分野との複合・融合研究領域
に拡大している。また模型則に代わる手法として近年で
はシミュレーション技術が著しく向上し、たとえばNaLA; 
Net-shape and Loading Analysis systemと名付けられた
漁具の動態把握の計算手法は、わが国の漁業研究者の努
力の結晶であるとともに、世界的に見ても第1級の成果と
言える。NaLAによる計算結果を検証するために漁具の
運動を拘束しない、たとえば水産学シリーズ152で紹介さ
れている超小型機器類の当該分野への応用については、
その開発目的が生物の自然状態での行動を記録すること
であることから現状ではまだ多くの制限要因があるもの
の、漁具の現場での動態把握はマイクロデータロガーを
通してある程度把握できるようになった。同書で述べら
れている、“ギアテレメトリー（漁具運動情報遠隔測定）”
といった新たな研究分野が開拓されつつある。既述した、
漁獲過程の解明は、21世紀の漁業がEcosystem Approach 
to Fisheries (EAF) といった方向性のもとで“Smart 

EAFの活動と密接に関係しており、京都会議以降、ます
ます重要な課題になってきている。一方、わが国の社会
的な背景に強く影響される産業科学としての漁業研究の
状況は和文誌への掲載論文数が必ずしも研究状況を反映
しているとはいえないものの、少なくとも研究状況の一
端をうかがわせるものであろう。だとすれば、相対的な
研究者数が研究門部門2．そして3．に比較して少数であ
ることは否めない。一方、研究分野の広がりから見れば、
他分野に比べて研究活動が停滞しているとは言い切れな
い。加えて、日本水産工学会が刊行している水産工学に
は、水産科学、特に物理・工学的な視点からの成果が多
数記載されている。
研究者数は相対的に少数であるものの、当該分野の研

究は多様であり、同じ研究者により複合・融合領域の様々
な研究が鋭意進められてきていることは過去5年間に開催
された漁業懇話会報告、日本水産学会主催のシンポジウ
ム内容を見れば明らかである。参考までに、最近のシン
ポジウム・特集記録から抜粋して課題名を記載すれば以
下のとおりである。
2006年　ゴーストフィシング研究の現状と方向性、特

集　2008年まぐろ延縄漁業における混獲回避、2009年特
別シンポジウム生態系サービスと水産、2009年、急潮の
発生・伝搬機構と定置網の被害防除など。これらのシン
ポジウム・特集では漁業技術を中心とした問題解決のた
めの研究、地域的な諸問題に対応する技術開発、内水面、
特に河川漁業とダム管理の問題などが述べられている。
近年では1999年そして2000年に開催された日本水産学

会ミニシンポジウムでの成果が「漁具物理学」松田　皎
編著として2001年に出版されている。さらに本書で紹介
された1997年にフランスで開催された国際ワークショッ
プはその後も隔年で、EU域において継続して開催され
ているとともに、参加者・国数は増加している。アジ
ア地域では過去2回、第7回2005年（韓国）、第9回2009
年（日本）で開催された。ワークショップで紹介・検
討された成果は、Theory of Fishing Gears and Related 
Marine Systemsとして継続して刊行されてきている。
たとえば、最新のワークショップのプロシーディングVol.6 
(ISSN:0945-0874,ISBN:4-946-421-13-6)の コンテンツをみ
る と、1. FISHING GEAR SEABED INTERACTION, 2. 
UNDERWATER TECHNOLOGY & FISH BEHAIVOR, 
3. NET HYDRODYNAMICS, 4. PERFORANCE & 
EFFICIENCY, 5 .  CONTROL ENGINEERING IN 
FISHRIES, 6. NUMERICAL SIMULATION OF FISHING 
GEAR, 7. EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON 
FISHING GEAR, 8. PRTICULAR FISHING GEARから構
成されている。内容は物理・工学的な研究に加え、最近
では生物の行動と漁具といった複合・融合領域の研究に
工学的な視点からの成果が増加しており、漁業分野の研
究の重要性が示唆される。ここで構成されているコンテ
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Fishery”を目指すのであれば必要・不可欠でありその際、
マイクロ機器類は非常に有効なディバイスとして機能す
ることが期待できる。
2011年3月には、既述した水産を科学の対象にした研

究者の系譜に繋がる若い研究者を中心として「21世紀の
Smart Fisheryを目指して」と題する平成23年度日本水
産学会春季シンポジウムが開催される。内容は、Smart 
Fisheryをめざして；日本の事例、欧米の事例、中国の事
例、韓国の事例、コンピュータシミュレーションと漁業；
網時の計算モデル、コンピュータシミュレーションの応
用事例‐Ｉ、コンピュータシミュレーションの応用事例
II、漁船と漁具の運動練成、魚の行動情報と漁具漁法；漁
具に対する魚群の行動と漁獲、魚群行動情報と漁具設計、
選別漁具の選択性と魚の逃避、生残、漁業現場からの要
望。以上はEAFを遂行するためには不可欠の研究であり、
最近緒に就いたところである。　
以上主に海面漁業に係る研究動向について述べてき

た。一方、内水面漁業については、産業規模が極小であ
るので漁業分野の研究は少ない。3指定湖沼（琵琶湖、霞ヶ
浦、北浦）中では最大である琵琶湖では他の2湖沼に比較
して多種多様な漁具・漁法により漁業がおこなわれてい
る（滋賀の水産）ものの、小型定置網に分類されるとこ
ろのえり漁業に関する研究が社会学・民俗学・歴史学的
な観点から多数存在する。しかし漁業科学といった視点
からのものは極めて少ない。さらに、琵琶湖・霞ヶ浦・
北浦における研究はその大部分が資源管理の範疇にはい
ることから、本稿では言及しなかった。
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マウス発生工学技術の開発

山村　研一　やまむら けんいち　●熊本大学薬学部教授
1948年10月生まれ。1978年　大阪大学医学研究科内科学専攻医学博士。
研究分野は遺伝子改変マウスを用いた疾患発症と発生機構の解析。

はじめに
ポストゲノムシークエンス時代と言われて久しい。こ

れらには､ゲノム機能解析、ゲノム医学、ゲノム創薬が含
まれているが、どこまで達成できているのかと言えば、
まだまだ不十分である。なぜなら、遺伝子構造は思った
より複雑で、同じ領域から複数の転写産物はできるし、
逆向きに転写されることもあり、non-coding RNAも産生
されているからである。つまりあるゲノム領域は決して
単一の機能を担っているわけではなく、複数の機能を持っ
ているからである。また、組織・臓器によって、異なる
機能をもつこともある。ゲノム機能医学的側面からいえ
ば、遺伝子と病気は１対１に対応せず､環境要因も含め多
くの要因が関与するので､遺伝子の変異だけでは病気を説
明できず､病気の発症過程の解析も困難である。さらに、
ゲノム創薬の問題点は単に創薬ターゲットの発見の効率
化が求められているだけではなく､上市確率の向上や開発
期間の短縮こそが本命であり､ターゲット分子の増大だけ
では、むしろ創薬における下流での脱落率が上昇し、即
効的な効果はないからである。そこで、上記の問題点を
解決できる発生工学技術の開発が求められている。ただ、
発生工学技術で以て、個体レベルでのモデル動物を作製
したとしても、その有用性が検証されなければ意味がな
いので、有用なモデルのための発生工学技術の開発が必
須であろう。本稿では、マウスの発生工学技術に焦点を
当てたい。

１．発生工学技術の定義と分類
（１）定義
発生工学という呼び方はあいまいであるが、もともと

は胚操作技術を意味したものであった。つまり、受精卵
や胚盤胞を体外に取り出す技術、それらを培養する技術、
それらの胚を操作する技術、操作した胚を再び仮親の卵
管や子宮に移植する技術である。これに加え、ES細胞が
樹立されてからは、ノックアウトのための相同組換えベ
クターや遺伝子トラップベクターの作製技術、ES細胞の
樹立と培養技術、ES細胞を用いたキメラマウス作製技術
も含まれるようになった。さらには、相同組換えベクター

の作製に極めて便利な、Red/ET法やgateway systemな
ども含まれ、最近ではZFN (Zinc finger nuclease)技術に
よる遺伝子破壊技術も含まれるようになった。このよう
に近年は遺伝子操作技術の観点が強いが、次世代技術を
論ずるのであれば、必ずしも遺伝子操作だけにこだわる
ことなく、個体をどう改変できるのかという視点からの
操作技術も含めて概説したい。
（２）分類
上記のように広い概念を含むこととして、発生工学を

分類すると以下のようになる。
１）遺伝子レベルでの個体操作技術：初期胚やES細胞を

用いて遺伝子改変を行う技術
２）細胞レベルでの個体操作技術：遺伝子改変したかど

うかにはこだわらず細胞移植等の技術によって、新
たな個体を作製する技術

３）組織・臓器レベルの個体操作技術：組織や臓器レベ
ルで個体改変を行う技術

２．遺伝子レベルでの個体操作技術
初期胚やES細胞を用いてマウスの遺伝子あるいはゲノ

ムを操作した個体を作製する技術である。最近のシンポ
については、以下のように3つのレベルに分けて紹介した
い。
（１）遺伝子操作技術
ES細胞を用いたノックアウト技術は、便宜的に第1世

代、第2世代、そして現在の第3世代に分けて考えること
ができる（図1）。
第1世代は、単純なノックアウトである（図1a）。しかし、

ノックアウトマウスのホモの20-30％は胚性致死を示すの
で、成体における遺伝子機能の解析ができなかった。
そこで、第2世代において、条件的遺伝子破壊（図1b）

の技術が開発された。これにはファージの組換えシステ
ムであるCre-loxPシステム、酵母の組換えシステムである
FLP-Frtシステム等が必要である。CreやFLPは組換え酵
素であり、それぞれloxPやFrtの配列を認識して、組換え
を起こす。従って、あらかじめノックアウトしたい遺伝
子のあるエクソンの両側にloxP配列を相同組換えにより
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挿入しておけば、Creを組織特異的に発現するマウスとの
交配により、その遺伝子を組織特異的に破壊することが
できる。
第3世代は、遺伝子レベルでのヒト化技術である（図

1c）。筆者らは、loxPとその変異体である変異loxを用いる
ことにより、可変型遺伝子トラップ法を開発した[1, 2]。こ
の原理は、相同組換えベクターにも応用できるので、可
変型相同組換え法ともなる。変異loxには2種類あり、lox
配列の両端の反復配列に変異があるものと、中央部分の 
スペーサー配列に変異があるものである。前者には左の
反復配列に変異があるlox71や右の反復配列に変異がある
lox66がある。後者には、lox511やlox2272がある。この変
異loxと野生型またはlox2272を組み合わせることで、望み
の遺伝子をマウスゲノム上に挿入できるのが可変型組換
え法である。この場合には、第1段階で作成する相同組換
えベクター内にlox71とloxPで挟まれたネオ耐性遺伝子を
挿入しておく。また、相同領域にはATGの上流および下
流を選択する。この相同組換えベクターを用いて相同組
換えを行うと、最初のステップでマウス遺伝子を完全破
壊できる。第2段階では、まず置換ベクターを作製する。
このとき、lox66とloxPの間に挿入したいヒト遺伝子を組
み込んでおく。この置換ベクターとCre発現ベクターを導
入することにより、lox71とlox66およびloxPとloxP間で組
換えが起こり、ヒト遺伝子がネオ耐性遺伝子の代わりに
マウスゲノム上に挿入されることになる。
上記に加え、誘導的発現あるいは破壊の技術が開発さ

れた。例えば、エストロゲンリセプターを利用する方法
がある（図2）。この場合、2つの遺伝子を導入したトラン
スジェニックマウスを作製する必要がある。第1の遺伝子
は「汎用性プロモーター -loxP-GFP-loxP-ヒト遺伝子」の
ような構造をもつものである。つまり、発現させたい遺
伝子を直接プロモーター直下につなぐのではなく、両端
にloxP配列を加えたGFPなどの下流につなぐ。第2の遺伝
子は、「組織特異的プロモーター（例えばSAPといった肝
臓特異的なプロモーター）－Cre-ERT2」のような構造を

もつものである。Tamoxifenという薬剤は、この細胞質に
あるエストロゲンリセプター（ER）に結合し、核内に移
行する。この原理を利用する技術である。すなわち、エ
ストロゲンリセプターといっても成体内のものと変わら
なければ、成体内のエストロゲンに結合してしまう。そ
こで、正常のエストロゲンには結合しないが、Tamoxifen
としか結合しないようにエストロゲンリセプターが改変
された（ERT2）[3]。このERT2とCre遺伝子とを結合した融
合遺伝子を組織特的なプロモーター（たとえばSAP）に
結合する。上記の2つの遺伝子を導入したトランスジェ
ニックマウスに、tamoxifenを投与すれば、ERT2に結合し、
ERT2-Creの融合タンパクは核内に移行し、第1の遺伝子の
中のloxP間の組換えを起こし、ヒト遺伝子の発現を誘導
できる。
欧米では2006年より2011年まで網羅的な遺伝子破壊マ

ウスの作製を目指して、ヨーロッパにおけるEUCOMM 
(European Conditional Mutant Mouse) project、米国にお
けるKOMP (Knockout Mouse Project)、カナダにおける
NorCOMM (North America Conditional Mutant Mouse) 
projectが始動している[4]。プロジェクトそのものは、マ
ウスの樹立ではなく、網羅的ノックアウトESクローンの
樹立であるが、いずれにせよ、単純に計算しても年間約
4000近い種類の相同組換えベクターの作製を行わなけれ
ばならない。そこで、市販されているので説明は省略す
るが、Red/ETクローニングおよびgatewayシステムを利
用して、BACクローンから上流および下流の相同領域約
5kbを取り込み、相同組換えベクターを作製する方法を考
案している（http://www.knockoutmouse.org/about/
targeting-strategies, [5]）。
（2）ES細胞の樹立技術
マウスでは129系統が奇形腫からのEC細胞の樹立とそ

れを用いたキメラ作製の長い歴史がある。不思議なこと
にES細胞も樹立しやすいという特性があり、長らく129由
来のESが用いられてきた。逆に他の系統ではES細胞が樹
立しにくいという事情もあった。しかし、免疫、神経、

◎図１　ノックアウト技術 ◎図２　誘導的発現
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マウス等が発見され、さらに免疫応答に関連する遺伝子
のノックアウトマウスも作製され、免疫不全マウスが種々
確立される時代となった。これらの代表的なものを表に
示したが、それぞれ欠損する免疫細胞が微妙に異なって
いる。いずれにせよ、これらの免疫不全マウスにヒトの
免疫細胞や造血細胞を移植し、ヒト化マウスが作製され
るに至っている。

４．組織・臓器レベルの個体操作技術
1990年にアルブミンプロモーターにurokinase-type 

palsminogen activator (Alb-uPA)をつないだ遺伝子を導入
したトランスジェニックマウスにおいて出血を呈するこ
とが報告された[8]。翌1991年には、同じグループから上記
のマウスで血中のuPAが次第に減少していくマウスがい
ること、その肝臓はAlb-uPAを失った肝細胞で、完全に
再生されていることが報告された[9]。さらに、マウス成体
の肝細胞を移植することにより、80％が置換されること
が報告された[10]。このことは、免疫不全状態にしておけ
ば、ヒト肝細胞の移植の可能であることを示唆している。
実際、Alb-uPA/SCID[11]あるいはAlb-uPA/Rag2-/- [12]にヒ
ト肝細胞を移植し、15％がヒト肝細胞で置換されること、
そのヒト肝細胞にB型肝炎ウイルスが感染しうることが
2001年に報告された。そして、2004年には、抗ヒト補体
抗体で処理することにより、Alb-uPA/SCIDの約80％がヒ
ト肝細胞で置換されたマウスを作製し、ヒトと類似の薬
の代謝となることが報告された[13]。ただ、ヒト肝細胞が
マウス肝臓の中で、本来の意味での肝臓という臓器、肝
小葉構造といった周辺に門脈や肝内胆管、肝小葉の中心
に中心静脈が形成されているわけではなく、肝臓という
臓器の構築までには至っていない。この意味では細胞レ
ベルの個体操作技術になる。

終りに
次世代のマウス発生工学技術は何かといえば、一言で

いえば「ヒト化マウス」であろう。筆者の研究室では、
これまでヒト優性遺伝病である「家族性アミロイドポリ
ニューロパチー」のモデルマウスを作製してきた。この
病気は、トランスサイレチン遺伝子の点突然変異が原因
であり、変異トランスサイレチンが主要臓器にアミロイ
ドとして沈着することにより末梢・自律神経障害や心不
全、腎不全が引き起こされる。最近、マウストランスサ
イレチン遺伝子を完全破壊したうえで、ヒトトランスサ
イレチン遺伝子を挿入し、ヒト化マウスの作成に成功し
た。しかし、興味あることにヒトのトランスサイレチン
はマウスのレチノール結合タンパクとの結合親和性が悪
く、不安定となり血中レベルが低下することが分かった。
疾患発症にはタンパク―タンパクの相互作用も関連する
ところから、一つの遺伝子をヒト化しただけでは必ずし
も十分とは言えず、関連遺伝子のヒト化が重要であるこ

生理学等の遺伝学的研究では、129系統が用いられること
はなく、C57BL/6系統が用いられていたので、前述のノッ
クアウトマウスプロジェクトを実行するにあたって、や
はり129系統のESを使うのではまずいのではということに
なった。そこで、C57BL/6JおよびC57BL/6N系統からの
ES細胞の樹立が行われた。しかし、C57BL/6N由来の方
が、増殖もよく形態もよいこと、さらにfeederがなくて
も維持できることが分かった。このES細胞はJM8と名付
けられた。当初は、Tyrosinaseをノックアウトしalbinoに
したC57BL/6N-Tyrc-Brdをレシピエントとしてキメラが作
製されていた。この場合、生殖系列への伝達は、キメラ
とC57BL/6N-Tyrc-Brdを交配し、黒色のマウスが生まれる
ことで確認することになる。しかし、C57BL/6N-Tyrc-Brd

はC57BL/6J由来であるので、以下に近いとはいえ遺伝的
に異なったhybridになってしまうので、その後、あらた
めてキメラをC57BL/6Nと交配し、近交系を維持する必
要があった。これは手間がかかることから、JM8のagouti 
locusを復活させることが試みられた。C57BL/6におけ
るnon-agoutiの原因は、Agouti遺伝子の第1イントロンに
11.8kbのレトロトランスポゾンが挿入され転写が行われな
くなっていることであるので、このレトロトランスポゾ
ンを相同組換えによって欠失させる試みが行われた。そ
の結果、JM8A3が樹立された[6]。
（3）栄養外胚葉への遺伝子導入技術
8細胞期胚以降になると内部細胞塊と外側の栄養外胚葉

とが分化してくる。ノックアウトマウスのホモ胚で胚性
致死となる原因が、栄養外胚葉の発生異常によることが
少なくないことが明らかとなっている。このため、胚体
側での遺伝子機能の解析ができない。この障害を克服す
るため、2細胞期胚のときに処理を行い、DNA複製は起こ
るものの、細胞分裂は抑制して得られる4倍体の胚とノッ
クアウト胚を用いてキメラを作製する方法がある。4倍体
胚は、栄養外胚葉には分化するが胚体には分化しないか
らである。これに代わる方法が、Okadaらにより開発され
た[7]。レンチウイルスベクターは、細胞に感染して細胞内
にゲノムを送りこむ。この性質を利用して、胚盤胞の透
明帯を除去した後に、遺伝子を組み込んだレンチウイル
スを感染させると、外側の栄養外胚葉のみが感染し、遺
伝子導入が行われる。その後、それを仮親の子宮に移植
すると、栄養外胚葉は胎盤に分化し、着床することにな
る。例えば、Ets2欠損では胎盤以上により、致死となるが、
この方法で胎盤での遺伝子発現を行わせると胚側では正
常に発生し、産仔を得ることができるようになった。

３．細胞レベルでの個体操作技術
昔から、放射線を照射して造血系の細胞を死滅させ、

そのマウスに他のマウスやヒトの骨髄細胞を移植して、
所謂2次性キメラを作製する実験はよく行われていた。そ
の後、遺伝的に免疫応答を欠損したマウス、例えばSCID
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とを示唆している。ヒト化においてマウス遺伝子レベル、
細胞レベル、組織・臓器レベルと次第にハードルは高く
なるが、一つの臓器全体がヒト化できれば、創薬におけ
る前臨床試験の精度が格段に向上し、臨床試験における
脱落率が改善することは容易に想像でき、今後の重要課
題である。
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分子生物学、発生工学を主体として、1980年代後半から日本では比較的早くにトランスジェニックマウス開発に取り組む。劣性
遺伝様式を示す無髄の震えるマウスに欠損する遺伝子のcDNAを導入し、髄鞘形成が回復すると共に震えを止める事に成功。ま
たこの遺伝子のアンチセンスRNAを発現する遺伝子を正常マウスに導入し、震えが生じる事を見いだした。その後、免疫系、神
経系あるいはがんに関係するトランスジェニクマウス、あるいは遺伝子ノックアウトマウスを多数開発。ヒト疾患モデル動物の
開発や個体レベルでの遺伝子発現解析・遺伝子機能解析に興味を持つ。

要約
筆者等の研究グループは、マウスの遺伝子操作技術を

駆使して、ヒト疾患モデル動物を作成、解析している。
ヒトの病態に基づいた疾患モデル動物は、病気発症の原
因と分子メカニズム解明の糸口となり、さらには、疾病
治療の進歩に有用な情報をもたらすに違いない。
ヒトゲノム解析によりゲノム塩基配列情報が明らかに

なってから、病気と遺伝子型の関係に大きな関心がよせ
られている。また、個体レベルで個々の遺伝子機能を知
る為にも、遺伝子操作マウスを対象とした高次機能解析
が不可欠である。本項では、疾患モデル動物作成と機能
解析を紹介して、さまざまな遺伝子の機能解析やヒト疾
患モデル動物の重要性を知って頂きたいと思う。

１．はじめに
今日、生命科学の基礎研究や、病気の理解、克服に資

する研究を遂行するなかで、動物を用いた基礎研究は大
変重要な意義をもっている。すなわち、人を対象として
実験研究を行うことは、人道的、倫理的に許されない行
為である。そこで、代わりに実験動物を対象として病気
の研究を行い、得られた知見、成果を人に外挿すること
により、疾病治療の進歩に役立つ基礎研究が進展するか
らである。
また、ヒトやマウスをはじめとする哺乳動物のゲノム

塩基配列情報が明らかになってから、個々の遺伝子が、
生体においてどのような機能を有するのか、あるいはそ
れらの機能がもたらす高次生命現象を個体レベルで解析
することが重要になってきた。
実験動物として多く利用されているマウスは、生殖工

学、発生工学の技術開発が近年飛躍的に進み、技術が確
立したことから、数多く利用されている。また、人為的
に特定遺伝子を操作して欠損、改変する技術も確立して
いることから、生体レベルの遺伝子機能解析や疾患モデ
ル動物としてもマウスは有用である。

２．疾患モデル動物
ヒトの疾患は、その発症要因が遺伝的要素と環境要素

に区別することができる。遺伝的要因が大きい疾患のう
ち、特定の遺伝子変異が原因で病気を発症する場合は、
人為的にヒトの遺伝子変異を導入した、疾患モデル動物
が非常に有用な研究対象となる。
古典的には、自然発症による突然変異マウスの表現型

を指標として、ヒト疾患モデル動物を選別して、病気の
メカニズム解析や原因となる遺伝子のクローニングが行
われてきた。しかし、今や、患者さんから分離同定され
た新規遺伝子や特定の遺伝子変異について、高次レベル
の生理機能を知る方法が確立されている。ひとつは、遺
伝子導入マウス（トランスジェニックマウス）であり［1,2］、
もう一方は遺伝子欠損マウス（ノックアウトマウス）で
ある［3-6］。特に、欠失変異は遺伝子の機能解析に有効で
あり、マウスES細胞を用いたジーンターゲッティング法
がよく用いられている。

３．ジーンターゲッティング
生体における遺伝子の機能解析を目的として、ジー

ンターゲッティング法を用いた研究が大きく発展してき
た。ジーンターゲッティングとは、相同組換えにより特
定の内在性遺伝子を変異させる方法である［7-9］。この方
法により、生体内の特定遺伝子に対して自由に様々な変
異を導入することが可能になった。ジーンターゲッティ
ングの開発は、相同組換えを利用した遺伝子変異導入法
の確立とES細胞（Embryonic stem cell：胚性幹細胞）の
樹立［10］による成果である。
ES細胞は、初期胚内に戻した場合、正常な胚発生過程

に寄与して個体を形成する多能性を保持した幹細胞（stem 
cell）である。また、ES細胞は多能性を失うことなく、人
工的に継代と培養により維持することができる。さらに、
他の一般的な培養細胞株と同様に細胞培養中に遺伝子導
入が可能である。この様に、画期的な性質を持ったES細
胞はジーンターゲッティングにとどまらず、今日では、
細胞の分化や組織の構築メカニズムを解明するために幹
細胞研究や再生研究にも利用されている。
ES細胞は、正常な胚発生を行う初期胚の環境に置か

れた場合、宿主の細胞と同調して、生体すべての細胞に
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分化、増殖し一つの個体を形成する。この性質を利用し
て、ES細胞を胚盤胞に注入するとキメラマウスが生まれ
る［11］。キメラマウスは、すべての組織や細胞がES細胞
と宿主の細胞からなる個体である。キメラマウスの生殖
系列つまり卵子や精子系列の細胞にも、ES細胞由来の生
殖細胞が含まれる。よって、キメラマウスを交配すれば、
次世代でES細胞由来のマウスを得ることができる。
シャーレで培養中のES細胞は、人工的に様々な遺伝子

操作を行なうことが可能である。遺伝子操作を施したES
細胞は、キメラマウスの生殖系列を通して、遺伝子変異
マウスを作成することができる。さらに、遺伝子変異マ
ウスの表現型から、個体レベルでの遺伝子の機能解析が
大きく進展した。

４．疾患モデル動物の作成方法
遺伝子ターゲッティング法は、主に生体における遺伝

子が欠損した影響を解析する方法である。そこで、遺伝
子の欠失変異を原因とする疾患は、遺伝子欠損マウスを
作成して、解析することにより、疾病治療の進歩に役立
つ疾患モデル動物となり得る。
一方、ヒトの病気の原因となる遺伝子変異は、遺伝子

欠失だけでなく、点突然変異やアミノ酸置換、特定の反
復塩基配列の伸長等、様々な遺伝子変異があることが解
明されている。また、従来は機能が良く分かっていなかっ
た遺伝子以外の領域にも、病気と密接に関わりがある
DNA塩基配列の変異が多く発見されている。さらに、ヒ
トとマウスには種差がある為、同じタンパク質でも生理
活性が異なったり、薬物等に対する応答性が異なる場合
がある。この為、実際の病態に基づいたヒト疾患モデル
動物を作成するには、単なる遺伝子の欠失ではなく点突
然変異や反復配列の導入、ヒト遺伝子との置換が重要と
なってくる。いわゆる“ヒト化”モデル動物が必要となる。
遺伝子ターゲッティング法の、改変できる遺伝子構造

に制限があるという問題を、数多くの研究者が改善して、
新規の技術を確立してきた［12,13］。ノックイン法やCRE-
loxPシステム等を用いたコンディショナルノックアウト
法が、その一例である［14,15］。筆者等も、当初よりこれら
の問題を克服して、自在に遺伝子を置換する方法を考え
てきた。そして、２段階の遺伝子ターゲッティングから
なるGene Replacement法（標的遺伝子置換法）を開発し
た［16］。標的遺伝子置換法は、第１段階の遺伝子ターゲッ
ティングで遺伝子欠損マウスを、第２段階の遺伝子置換
では、自由な遺伝子と置き換えた個体を作成することが
できる。遺伝子ターゲッティング法と比較して、どの様
な遺伝子にも自在に置換できることが、標的遺伝子置換
法の優れている点であり、今後さまざまな遺伝子の機能
解析や、実際の病態に基づいたヒト疾患モデル動物を作
成するためには、必須の方法であると思われる。

５．疾患モデルマウスの機能解析
これまでに、数多くのヒト疾患モデルマウス作成は、

比較的に遺伝的要因の大きい病気を対象として進められ
てきた。筆者等の研究グループも、トランスジェニック
マウスやノックアウトマウス等の個体レベルでの遺伝子
操作技術を駆使して、個々の遺伝子機能を知ると共に、
神経系疾患、免疫系疾患・難治疾患等のヒト疾患モデル
動物を作成、解析している。
ヒトの疾患は、遺伝的要因と環境的要因が総合的に起

因して、発症する病気がほとんどである。しかし、特に
環境的要因が大きい病気に関しては、遺伝子改変動物を
対象とした研究が少なかった。そこで、比較的に環境的
要因が大きい病気に関しても、各種の遺伝子操作マウス
を駆使して、人によって感受性が異なる機構を解明する
研究を進めている。具体的には、シックハウス症候群を
対象とした研究であり、高感受性の遺伝子を選定して、
発症メカニズムを分子生物学的に明らかにする目的であ
る。
シックハウス症候群は、ホルムアルデヒドや有機リン

が発症起因とされる神経症状を伴う疾患である。しかし、
同一の環境においても、発症する人と発症しない人が存
在することから、各人の遺伝的要素も関与すると考えた。
その結果、Neuropathy target esterase（NTE）という酵
素は、シックハウス症候群の患者と健常者の間で酵素活
性に違いがあり、患者の血液では酵素活性が高い傾向が
あることを見いだした。この酵素の遺伝子ノックアウト
マウスはすでに作成されているが、ホモ型欠損マウスは、
胎性致死であり、ヘテロ型遺伝子欠損マウスは、NTE酵
素活性が低下して多動であることが認められている［17］。
一方、ニワトリは高いNTE酵素活性を示すことから、シッ
クハウス症候群の原因物質を検定する解析系として有効
である。実際に、胎生期のニワトリ卵に有機リンを投与
すると、非投与群と比較してNTE酵素活性の急激な低下
や出血が認められた。現在、トランスジェニックマウス
作成とニワトリの系を用いてNTE遺伝子発現と暴露時の
神経症状との関連を調べる計画である。
環境的要因が大きい疾患において、その感受性遺伝子

の発現量を変えた遺伝子改変マウスの作成と研究は、近
年始まったばかりであり、各変異遺伝子型との相互作用
によって環境要因を検討、同定できることは、社会的に
も学術的にも望まれる成果であると期待している。

おわりに
遺伝子改変マウスの作成方法は、ENUによる遺伝子

変異導入やレトロトランスポゾンによる挿入変異、Zinc  
Finger Nuclease（ZFN）等、全てを紹介しきれないほ
ど多様になってきた。そのような中でも、導入遺伝子の
効率的な組換えと導入遺伝子の安定した発現を保証する
RMCE法（Recombination-mediated Cassette Exchange）
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は、非常に優れたマウスゲノム操作技術であるといえる
［18］。従来のトランスジェニックマウスは、導入遺伝子の
構造以外に、外来遺伝子の導入部位とコピー数を考慮す
る必要があった。しかし、RMCE法は、この様な欠点を
克服して、自在に過剰発現系やRNAiによる発現抑制系を

作成することの出来る画期的な方法である。今後も、ア
イデアを駆使して理想的なマウスゲノム操作技術を開発
すると共に、ヒト疾患モデル動物を用いた研究から、疾
患の原因と分子メカニズムを解明して、疾病治療の進歩
につながるように努力したい。
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フィールドワークからライフサイエンスまで

伊谷　原一　いだに げんいち　●京都大学野生動物研究センター教授/センター長
1957年10月生まれ。1984年　酪農学園大学酪農学研究科修士過程修了・農学修士
1991年　京都大学理学博士（論理博）。
社会活動：日本霊長類学会評議員、ヒトと動物の関係学会常任理事（編集委員長）、岡山県

自然環境保全審議会委員、大型類人猿保全日本委員会理事、アフリカ/アジアの大型類人猿を支援する集い世話役代表、
京都水族館専門家委員

主な編著： アフリカを知る辞典（共著）・平凡社
 サルの文化誌（共著）・平凡社
 アフリカを歩く（共著）・以文社
 文化から探るチンパンジー社会（訳書）、日系サイエンス・日本経済新聞社
 原野と森の思考（共編）・岩波書店
 伊谷純一郎著作集第1～ 6巻（共編）・平凡社

１．はじめに
京都大学にはパイオニア精神を尊重する伝統がある。

今から半世紀以上も前の1958年、今西錦司、桑原武雄、
西堀栄三郎のそれぞれが隊長となり、アフリカ探検、ヒ
マラヤ登頂、南極越冬という、いずれもが初となる大き
な冒険的調査が行われた。以来、京都大学は「フィール
ドワークに根ざした知の学統」を受け継いできたのであ
る。とくに、今西錦司によるアフリカでのゴリラ調査は、
やがてチンパンジー、ボノボ、オランウータンという大
型類人猿の新たなパイオニアワークを生み出しただけで
なく、アジア、アフリカ、中南米に生息する多種多様な
霊長類を対象にした研究へと発展してきた。1948年にニ
ホンザルのフィールド研究に始まった日本の霊長類学
は、国内外での多彩な研究を加え、常に世界の第一線を
リードしてきたのである。
その一方で、霊長類以外の野生動物の研究に関しては、

京都大学に限らず日本全体でみても進展しているとは言
い難い。また、野生動物の相次ぐ絶滅が危惧される昨今、
野生動物研究に着手することは火急の課題であった。そ
うした中、2008年4月1日、京都大学に野生動物研究セン
ター（WRC）が新しい部局として設立された。同研究セ
ンターは、日本が霊長類研究で培ってきたフィールドワー
クの経験と実績を他の野生動物の研究に活かすととも
に、最新のライフサイエンス等の多様な研究を統合して、
新たな学問領域の創成を目指している。本報では、WRC
の研究内容や今後の展望について紹介したい。

２．多彩なフィールドワーク
WRCは、世界自然遺産に登録された鹿児島県・屋久

島と、国の天然記念物に指定されている宮崎県・幸島に
フィールドステーションを所有している。これらの施設
では、半世紀以上に及ぶ野生ニホンザルの研究を継続し
つつ、シカやコウモリなどの哺乳類、鳥類、昆虫といっ
た日本の固有種を対象にした調査が行われている（写真

1）。多様な生物に焦点を当てることで、それぞれの特性
を浮き彫りにするとともに、生息環境の全体像を把握し、
適切な保全方針を構築することが可能となるだろう。屋
久島と幸島のフィールドステーションは、より多様な研
究ニーズに対応していくために施設整備も進めている。
また、国内では伊豆諸島御蔵島、小笠原諸島、天草下島
初等などの海域におけるミナミハンドウイルカの音声や
行動生態学的研究も行っている。

一方、海外でのフィールドワークにも力を入れてい
る。まずはタンザニア西部、タンガニイカ湖畔にあるマ
ハレ山塊国立公園でのチンパンジー研究があげられる（写
真2）。マハレ山塊は1985年に日本の協力によって同国11
番目の国立公園に指定されたが、京都大学を中心とする
研究グループが同地でチンパンジー研究を開始したのは
1965年である。以来、45年に及ぶ長期継続研究によって、
チンパンジーの生態や行動、高度なコミュニケーション、
社会構造などが解明されてきた。現在、マハレ山塊での
研究の主たる運営はWRCが担っており、国内外から多く
の研究者を受け入れている。

◎写真1　誘宮崎県幸島の「イモ洗い行動」をするサル ©G. Idani
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同じタンザニア西部のウガラ地域に広がるミオンボ疎
開林帯は、アフリカのチンパンジー分布域の東限に当た
る。ここでは近年、サバンナゾウ、キリン、ハイラックス、
猛禽類などを対象にした研究がはじまっている（写真3）。
同地域は年間降雨量が1,000mm以下の乾燥帯という過酷
な環境であるが、初期人類誕生の環境に類似している点
が指摘されている。同地における多様な野生動物や植生
に関する研究は、初期人類の生活環境を復元していく上
で重要なものとなるだろう。ウガラ地域のングエ谷には、
2010年9月に小さいながらもフィールドステーションが設
立され、今後の研究の発展が期待されている。

コンゴ民主共和国（旧ザイール）・赤道州ワンバ森林で
のボノボの研究も特筆すべきものだろう（写真4）。野生
のボノボは世界中でもコンゴの熱帯雨林にしか生息して
いない希少かつ絶滅危惧種である。同地での研究が日本
の研究グループによって開始されたのは1973年であった
が、以降、ボノボの特異的な性行動、父系母権の社会構造、
平和的な集団間関係など、それまで完全にベールに包ま
れていたそのユニークな社会が次々に明らかにされてき
た。ワンバ森林は、1990年に日本の研究者の努力によっ
て「ルオー学術保護区」となったが、1991年に同国全域
で同時多発した暴動、および1996年から2002年の内戦に

よって調査は完全に中断した。この戦争によってボノボ
はその生息数を激減させたが、ルオー学術保護区での調
査は2003年から再開され現在も継続されている。同保護
区ではボノボ以外の森林性動物もその数を減少させつつ
あり、それらを対象にした研究の着手はWRCにとっての
急務となる。

2010年2月、ボルネオ島北部（マレーシア領）サバ州
のダナンバレイ森林保護区に、現地サバ財団とサバ大学
熱帯生物保全研究所の協力により、WRCのフィールドス
テーションが設立された（写真5）。同地は低地混合フタ
バガキ林からなる熱帯雨林で、テングザル、ボルネオゾ
ウ、スマトラサイをはじめ哺乳類125種、鳥類275種、爬
虫類72種、両生類56種などが生息し、野生動物研究にお
いて高いポテンシャルを有している。ここでは2004年以
来、日本人研究者によって主にオランウータンの生態学
的調査が行われてきたが、今後はより多様な野生動物の
研究へと発展していくだろう。なお、同じボルネオのカ
ビリ-セピロク森林保護区やタビン野生生物保護区では、
すでにヤマアラシやジャコウネコの調査に着手している。

◎写真２　タンザニア・マハレ山塊国立公園のチンパンジーの挨拶行動
©M. Nakamura

◎写真３　タンザニア・ウガラの乾燥疎開林帯に生息するブッシュハイラッ
クス　　©E. Iida

◎写真４　コンゴ民主共和国・ルオー保護区ワンバ森林のボノボ
©G. Idani

◎写真５　ボルネオ島サバ州（マレーシア）・ダナムバレー保護区にある野
生動物研究センターのフィールドステーション　　©G. Idani
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熱帯地域だけでなく、寒冷地帯も野生動物研究のフィー
ルドとなる。チベット、ヒマラヤ、アラスカ、パタゴニ
アなどの氷河には、氷の世界に生息する昆虫やミミズな
どさまざまな生物が生存し、特異な氷河生態系が成立し
ていることが明らかにされた（写真6）。つまり、無生物
的環境と考えられてきた氷河に、定常的な生態系の存在
が証明されたのである。現在、氷河生態系の変化やそれ
が地球的規模の環境変動に及ぼす影響、さらにはアイス
コア（柱状氷試料）解析による古環境の復元などの研究
が進められている。

その他、海外ではタイやインドでのアジアゾウ、イン
ドのドール、ガンジスカワイルカ、ブラジルのアマゾン
カワイルカ、チリのイロワケイルカなど、熱帯林から氷
河までのさまざまな環境で、陸・海・空の多様な野生動
物のフィールド研究を推進している。

３．動物園との連携と飼育下野生動物の研究
野生動物を研究するためには、その生息地に出かけ

ていく必要がある。しかし、野生動物は非常に警戒心が
強い上に俊敏で、実際に野生環境で彼らを研究すること
は困難を極める。さらに、活発な人間活動によって多く
の野生動物が絶滅の危機に瀕している昨今では、フィー
ルドで彼らを発見することすら不可能な場合が多い。と
ころが、絶滅危急種かつ希少種であるはずの彼らとは私
たちのすぐ身近にある動物園で容易に出会うことができ
る。しかし、これまで動物園での本格的な研究は少なく、
そのほとんどは大学の研究者や動物園の一部のスタッフ
が個人的なレベルで細々と続けてきたものである。
WRCは、設立とほぼ同時に民間企業である（株）三和

化学研究所が熊本県宇城市に所有するチンパンジー・サ
ンクチュアリ・宇土（CSU）に寄附研究部門を開設し、
筆者がその初代研究所長（兼任）に就任した。当時CSUは、
日本全体で飼育されていたチンパンジー約340頭のうち、
その5分の1強に当たる日本最大の76頭を所有していた。
ここでは、チンパンジーを通じて人間理解を深めるため

の認知科学、動物福祉、健康長寿などの研究が行われて
いる。
CSUの寄附研究部門設置と並行する形で、京都大学は

WRC、京都市動物園、及び名古屋市東山動植物園を核と
する連携協定を、京都市、名古屋市のそれぞれと締結し
た。続いて、2009年にはWRCがよこはま動物園ズーラシ
ア、名古屋港水族館と、そして2010年に京都大学と熊本
市がやはりWRCと熊本市動植物園とを核とする連携締結
にこぎつけた。
WRCが最初に取り組んだのは、CSUを通じてのチンパ

ンジーの飼育、環境改善、健康管理などの技術提供であ
る。CSUは30年以上に及ぶチンパンジー飼育経験によっ
て、高度な飼育技術と健康管理技術を有している。それ
らの内容をプログラム化することで、日本各地の動物園
スタッフを集めて研修を行っている。続いて、各園が展
示動物として必要とするチンパンジーそのものの提供に
も着手した。これまでに、連携する動物園は勿論のこと、
中四国を中心に複数の動物園にチンパンジーを譲渡、あ
るいはBL（breeding loan）提供し、2011年1月現在、CSU
が保有するチンパンジー数は59頭になっている。今後も
チンパンジーの提供は、譲渡先施設でのチンパンジーの
健全な生活が保証されるのであれば、可能なかぎり継続
していく予定である。さらには、動物園間の個体移動に
関しても、血統関係や将来展望などを吟味しながら支援
していきたいと考えている。
WRCと動物園・水族館との良好な関係形成に伴い、野

生でのフィールド研究だけでなく、飼育下においても新
たな野生動物研究に展望が開けた。飼育下の有利な点は、
野生ではとうてい不可能な至近距離から対象動物を観察
でき、コンピューターや実験装置などの設備を導入する
ことで、よりユニークな実験研究が行えることである。
WRC発足以来、京都市動物園にはWRCの教員が常駐し、
霊長類を対象とした認知実験研究を行っている（写真7）。

また、WRCの依頼を受けた京都大学霊長類研究所の教員
と学生が名古屋の東山動物園に出向し、定期的に実験研

◎写真６　パタゴニアの氷河に生息する無翅カワゲラ　　©S. Kohshima

◎写真７　京都市動物園におけるチンパンジーの認知科学実験　　©WRC
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究を進めている。さらに、2009年に完成したよこはま動
物園ズーラシアや2011年3月に竣工予定の熊本市動物園の
チンパンジー展示施設には、チンパンジーの提供だけで
なく、展示施設の建設や飼育技術に関するさまざまな指
導を行っている。
各地の動物園ではチンパンジーだけでなく、ゴリラ、

テナガザル、マンドリル、フサオマキザル、ゾウ、キリン、
オオカミ、ハイラックス、ヤマアラシ、ヤブイヌ、ドール、
バク、ツシマヤマネコなどの生態や行動に関する基礎研
究が行われており、水族館でもイルカやシャチの音声コ
ミュニケーション研究が進められている。これらの種の
多くは、野生において絶滅危惧種あるいは絶滅危急種に
相当する上に、飼育下での繁殖や個体数の維持が困難な
ものも多いことから、現段階でできる限り多くの基礎資
料を収集しておく必要がある。

４．ゲノム研究
近年の遺伝子研究の発達に伴い、野生動物の生態や行

動の研究にゲノム情報を活用する方法が確立されつつあ
る。WRCでは、フィールド調査や動物園での観察などで
得られる試料、つまり動物の糞や毛、口内細胞などから
DNAを抽出し、その動物の種類、性別、血縁関係、分布
や密度などを追跡している（写真8）。また、個体の性格
や行動に影響する機能遺伝子などの解析も行っている。

現在取り組んでいる大きなテーマの1つに、DNA Zoo
構想がある。これは、できるだけ多様な種類、かつ数多
くの個体のDNA試料からなるデータベースの構築であ
る。家畜や実験動物では全ゲノム配列が解明されつつあ
るが、野生動物のゲノム情報はほとんど解明されていな
い。そこには野生動物の保全や飼育動物の福祉だけでな
く、私たち人類に有用な情報や特性が記されている可能
性がある。地球上で確認されている生物は約175万種であ
るが、そのうち哺乳類は約5,500種、鳥類は約10,000種を占

めるにすぎない。そして、そのうちの約20％が絶滅の危
機に瀕しており、やがてはそれらの動物自体が消滅して
しまう危険性が高いのである。そうした動物たちが生存
している間に、その貴重な遺伝資源をDNA試料として蓄
積していくことが急務となる。現在、WRCには約200種、
17,000個体以上が登録されているが、今後さらに種・個体
数ともに増やしていく必要がある。
ゲノム上に存在するマイクロサテライトは2～ 7塩基か

らなる配列が2～数十回反復するもので、この回数には個
体差がある。また、ミトコンドリアDNAは核DNAよりも
塩基置換の起こる速度が5～ 10倍早いとされる。これら
の遺伝マーカーを分析することで、野生動物の遺伝的多
様性、個体識別、血縁関係、系統関係などを解明するこ
とができる。たとえば、複雄複雌の集団で生活する霊長
類の多くは、乱婚の上に子育てをするのはメスだけであ
るため、観察だけではどのオスが父親であるかは分から
ない。しかし、遺伝マーカーを用いることによって父親
を判定することが可能となる。これまでに、ニホンザル
の父子判定が行われ、どんなオスが繁殖に関わっている
のか、また交尾回数や群れ内の順位と子どもの数に相関
関係がないことなどが明らかにされてきた。最近では、
イヌワシの遺伝的多様性を調べることで、その生態の解
明や保全のための調査も行っている。
動物の行動や性格の形成には、環境要因だけでなく遺

伝要因も大きく影響している。言い換えれば、行動や性
格に関連する遺伝子が存在するのである。たとえば、中
枢神経系の神経伝達物質であるドーパミンD4受容体には
アミノ酸16個を単位とする反復配列があり、反復数が多
く長いタイプの遺伝子をもつと、好奇心が強い傾向にあ
るとされている。この遺伝子をさまざまな霊長類で比較
したところ、人に近縁の種ほど長いタイプが多く、好奇
心が強いことが明らかになった。また、やはり神経伝達
物質であるセロトニンの伝達に関係するセレトニントラ
ンスポーター遺伝子は不安遺伝子とも呼ばれ、これが短
い（SS型）と不安を感じやすいとされる。この遺伝子は、
ヒトでは他の霊長類よりも短くなっていた。また、人種
間の比較では日本人はSS型が圧倒的に多いのに対し、ア
メリカ人のSS型は20％以下という結果が出ている。すな
わち、日本人は不安を感じやすく用心深い性格のサルな
のかもしれない。こうした機能遺伝子の分析は、ゾウの
性格判定やオオカミの行動特性の研究で活用されている
ほか、麻薬探知犬や伴侶犬といった人のために働くイヌ
の性格判定にも応用されている。
ゲノム研究では、ドイツのライプニッツ野生動物研究

所やイタリアの国立環境保全研究所との研究協力を推進
しており、さらにはガーナ大学農業消費科学部との共同
研究や若手研究者の育成といった研究交流にも繋がって
いる。

◎写真８　愛媛県立とべ動物園におけるアジアゾウの口内細胞採取
©S. Yasui
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これまで述べてきたように、京都大学野生動物研究セ
ンターは京都大学が培ってきたフィールドワークの伝統
を活かしつつ、最新のライフサイエンスの手法も取り入
れて、野生動物の生息地における実践研究と、生息域外
での保全研究を推進している。これらを通じて、京都大
学の理念である「地球社会の調和ある共存に貢献する」
ことを目的とし、将来的には野生動物保全学、動物園科
学、自然学といった新たな学問領域の創成を目指してい
きたい。

引用文献

生きものたちのつづれ織り第三巻、京都大がグローバルCOEプログラム：生物の多様性と真価研究のための拠点形成－ゲノムから生態系まで－（2010年2月）
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和牛の遺伝性疾患と遺伝子診断法の確立

国枝　哲夫　くにえだ てつお　●岡山大学大学院自然科学研究科教授
1955年 3月生まれ。1981年東京大学農学部卒業。農学博士。財団法人動物繁殖研究所研究員、岡山大学農学部助教授を経て
2000年より現職。
ここに紹介した産業動物の遺伝性疾患に関わる研究とともに、マウス、ラット等をモデル動物として用いたほ乳類の配偶子形成
に関わる分子機構の解明に関する研究に取り組んでいる。和牛知的財産取得・活用推進協議会共同研究推進委員長、優良後継牛
確保体制整備支援事業に関わる肉用牛遺伝性疾患専門委員会委員等の農林水産省関連の委員会を通して、和牛の育種事業にも関
わっている。

１．和牛は我が国の貴重な遺伝資源
黒毛和種牛を中心とする和牛は、脂肪交雑（霜降り肉）

に代表される優れた肉質により、国内市場だけでなく国
際的にも“Wagyu”の名前で高級食材として高い評価を
受け、国際競争力のある我が国固有の農畜産物としても
注目されている。このような優れた形質を持つ和牛は、
明治以降に、それまで主に農耕および輸送用として飼育
されていた日本の在来牛にいくつかの外国の肉用牛の品
種を交配した後に肉質を中心にした選抜育種により確立
されている。これらの選抜育種は、生産者や国、地方公
共団体の関係者が長い年月をかけて実施されたものであ
り、したがって和牛は我が国が生み出した世界に誇れる
貴重な食料遺伝資源であるということができる。

２．家畜の育種と遺伝性疾患
ところで、家畜の育種においては、肉質などの優れた

生産形質を選抜することが重要であることは言うまでも
ないが、一方で生産上の不利な形質を除去することも重
要な課題である。すなわち、家畜の生産集団中に存在す
る遺伝性疾患や繁殖障害などの生産上不利となる形質を
引き起こす遺伝的要因を、集団中から除去することで、
生産集団の遺伝的能力を向上させることが家畜の生産性

向上のためには必要と考えられる［1］。特に特定の遺伝子
の突然変異に起因する遺伝性疾患は家畜生産上多くの損
失を与える可能性があるため、その原因の除去は家畜の
生産にとって重要な課題である。これまでにも、乳牛の
白血球粘着不全症（BLAD）や［2］、ブタのストレス症候
群（PSS）［3］等、集団中にかなり広範に疾患の遺伝子が
拡散し、多大な被害を与えた家畜の遺伝性疾患が知られ
ているが、和牛においても遺伝性疾患の発生が報告され、
これらのうちいくつかは和牛の生産上も深刻な影響を与
えている。表１に近年我が国で報告されている牛の遺伝
性疾患の一覧を示した。もちろん、遺伝性疾患の発生は
和牛以外の品種でもこれまでに数多く報告されており、
和牛において遺伝性疾患の発生が他品種と比べて特に多
いというわけではない。
これらのうち尿細管形成不全症（クローディン16欠損

症）はPCLN1/CL16遺伝子の欠損によって引き起こされ
る、腎不全による成長不良を主な症状とする遺伝性疾患
であり［4,5］、非常に能力の高い種雄牛がこの疾患の遺伝子
を持つキャリアであったためにこの疾患の遺伝子は和牛
の集団中に広く拡散し、多くの発症個体が出現し、多くの
経済的被害を与えた疾患として知られている。そのほかに
も、新生仔の溶血性貧血を呈するバンド３欠損症［6］や、

疾患 臨床症状 品種 遺伝子

血液凝固第XIII 因子欠乏症 臍帯出血、血腫、止血不良 黒毛和種 F13

バンド３欠損症 溶血性貧血 黒毛和種 EPB3

モリブデン補酵素欠損症 腎不全 黒毛和種 MCSU

チェディアック・ヒガシ症候群 出血傾向、淡色化 黒毛和種 LYST

尿細管形成不全症（CL16 欠損症） 腎不全、過長蹄 黒毛和種 CL16/PCLN1

軟骨異形成性矮小体躯症 四肢短小、関節異常 褐毛和種 LIMBIN

眼球形成異常症 小眼球、眼球形成異常 黒毛和種 WFDC1

血液凝固第XI 因子欠乏症 血液凝固遅延 黒毛和種 F11

血友病 A（第 VIII 因子欠乏症） 血腫、止血不良 褐毛和種 F8

前肢体筋異常 肩部外貌異常、振戦 黒毛和種 ?

下顎短小・腎低形成症 腎形成異常、新生児死 黒毛和種 ?

◎表１　和牛に報告されている遺伝性疾患
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血液凝固第XIII因子欠乏症、また褐毛和種の軟骨異形成性
矮小体躯症［7］などがこれまでに、和牛の生産に大きな影
響をおよぼしている。一方、血液凝固第XI因子欠乏症は、
血液凝固の遅延を引き起こすものの顕著な出血傾向は示
さない［8］。
これらの遺伝性疾患の多くは常染色体劣性の遺伝様式

をとる。一般には常染色体劣性の遺伝性疾患の発症個体
が現れた時には、その集団の中にはかなりの数のキャリ
ア個体、すなわち外見上は正常であるが疾患の遺伝子を
保有している個体、が蔓延していると考えられるため、
キャリア個体を効率良く同定しない限り、集団よりの原
因遺伝子の効率的除去や発生の予防は非常に困難であ
る。従来は、子供にホモの発症個体が出現した時に初め
て、その両親がキャリアであることが判明していたが、
近年では、多くの遺伝性疾患では、その原因となる遺伝
子とその遺伝子上の変異が同定され、キャリア個体を同
定する遺伝子診断法が可能となっている。

３．疾患原因遺伝子同定のための解析方法
遺伝性疾患では、その原因となる突然変異を同定する

ことで、直接この突然変異を検出することにより、各個
体が突然変異を持っているかどうか、すなわちキャリア
であるかどうかが判別できることになる。これが遺伝子
診断（あるいは遺伝子型検査）であり、したがって、遺
伝子診断法を確立するためには、まず疾患の原因となる
遺伝子の突然変異を明らかにする必要がある。
遺伝性疾患の病因遺伝子を同定するには、機能的な解

析方法と遺伝的な解析方法の２つの方法がある。機能的
な解析方法は、疾患の病態の解析から原因となる遺伝子
を予測し、変異を同定する方法である。たとえばチェディ
アック・ヒガシ症候群（CHS）という、体色の淡色化と
出血傾向を示す遺伝子性疾患では、病理的な検査の結果、
図１に示すように白血球などの全身の細胞内に特徴的な
異常顆粒が出現することが明らかとなった［9］。このよう
な、体色の淡色化、止血不全、異常顆粒の出現等の本疾
患の病態は、ヒトの遺伝性疾患であるチェディアック・
ヒガシ症候群ときわめて類似していることから、同一の

遺伝子の異常により生じている可能性が示唆された。ヒ
トのCHSではLYSTという細胞内の物質輸送に関わる遺伝
子の突然変異が原因であることが明らかとなっているた
め、ウシにおいてもLYST遺伝子を調べたところ、発症個
体のLYST遺伝子には、正常個体と比べて１つの塩基がＧ
からＡへ変化し、タンパク質では2015番目のアミノ酸が
ヒスチジンからアルギニンへの変化を引き起こすミスセ
ンス変異が存在することがわかり（図２）、これが疾患の
原因となる突然変異であることが明らかとされた［10］。
一方、遺伝学的な方法は、機能的な解析から疾患の原

因遺伝子が特定されない場合に、疾患を持つ家系の解析
から病因遺伝子の染色体上での位置を特定し、そこから
病因遺伝子を同定する方法である。ウシは性染色体を含
めて30対60本の染色体を持っている。親から仔への遺伝子
の伝達に際しては、同じ染色体上に存在する遺伝子が一

◎図１　チェディアック・ヒガシ症候群

（左）本疾患を発症した仔牛は銀灰色の毛色を呈し、軽度の止血不良を呈
する。

（右）発症個体の好酸球の再部内には異常顆粒が認められる。［文献９］

◎図２　チェデアックヒガシ症候群（CHS）における突然変異と遺伝子診
断法

（Ａ）本疾患ではLYST遺伝子の6044番目の塩基がＡからＧに置換する
ことで、2015番目のアミノ酸がヒスチジンからアルギニンに変化
するミスセンス変異を生じている。このヒスチジンは多くの動物の
LYST遺伝子で保存されていることから、本タンパク質の機能にとっ
て重要なアミノ酸残基であると考えられている。

（Ｂ）LYST遺伝子における塩基置換は制限酵素FokIの認識部位にあるこ
とから、この部位を含む範囲をPCR法で増幅しFokIで消化すると、
正常型の遺伝子では切断された２本の断片となるが、変異型では
FokI認識部位が消失するため、PCR断片は切断されない。

（Ｃ）この断片の長さの違いを電気泳動法により検出すると、写真のよう
に正常個体（Ｎ）では切断された短い２本の断片が、発症個体（Ａ）
では切断されない長い１本の断片が、キャリア（Ｃ）では両方の３
本の断片が検出される。
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組のセットとなって、より正確には染色体の間で組換え
が起こるため、同一染色体上でも近接した範囲だけがセッ
トとなって伝達する。したがって、遺伝性疾患では原因
遺伝子と染色体で近接した遺伝子は、病因遺伝子ととも
に親から仔へ伝わることになる。そこで色体上の位置が
すでに明らかとさている遺伝子の親から仔への伝達と、
病因遺伝子の親から仔への伝達を比べた時に一致するも
のがあれば、病因遺伝子はこの遺伝子と染色体上で近く
に存在すると推測される。現在では、ウシの各染色体に
多数の遺伝子が位置づけられているため、これらを用い
ることにより、病因遺伝子の染色体の位置を明らかとす
ることが可能となる。これを染色体マッピングという。
例えば眼球形成異常症（MOD）と呼ばれる、眼球の形態
形成の異常により、小眼球、盲目を呈する疾患［11］（図３）
では、キャリアである種雄牛の仔で約30個体の発症牛に
ついて調べたところ、原因遺伝子はウシ第18染色体の約
1Mbの領域に存在することが明らかとなった［12］。
すでにウシのゲノムDNAのうちの大部分の塩基配列

が明らかにされていることから、原因遺伝子の染色体上
位置が明らかとされた後は、ウシ第18染色体の当該領域
に、どのような遺伝子があるかをウシゲノム配列のデー
タベースより明らかにすることができる。すると、この
領域にはWFDC1という眼球形成に関与する可能性ある
遺伝子が存在することがわかり、発症個体においてこの
WFDC1遺伝子を調べたところ、基配列に一箇所の違いが
認められた。図４に示すように、発症個体では本遺伝子
の第２エキソンにＣが一つ挿入され、その結果タンパク
質のアミノ酸配列が全く異なったものとなっていること
から、これが眼球形成異常症の原因となる突然変異であ
ることが明らかとなった［13］。このような塩基の挿入あ
るいは欠失による突然変異はフレームシフト変異といわ
れ、前述の塩基置換とともに遺伝性疾患ではよく見られ
る変異である。

◎図３　眼球形成異常症

（左）発症個体では、肉眼上顕著な眼球の形成異常が認められる。眼窩は
脂肪組織等で充満し、その中に通常の半分以下の眼球が存在する。
完全に盲目であるが、眼球以外には顕著な異常は認められない。

（右）発症個体の眼球では、水晶体等の構造が明確には認められず、網膜
も剥離している。また、特徴的な索状構造が眼球の中央部に認めら
れる。［文献11］

４．遺伝子診断法の確立
以上のようにして、遺伝性疾患の原因となる遺伝子

が明らかとなり、さらにその遺伝子上に存在する変異が
同定されたなら、次に行うことは遺伝子診断（遺伝子型
検査）法の確立である。すなわち、遺伝性疾患の原因と
なる変異を直接検出することにより、ある個体がキャリ
アであるかどうかは正確に判定できる。例えば、CHSで
は、前述のようにLYST遺伝子におけるAからGへ１塩基
置換が原因であることから、この塩基置換を正確に判別
できれば遺伝子診断は可能となる。一般にこのような塩
基置換はPCR-RFLP法という方法により検出されること
が多い。すなわち塩基置換を含む領域の配列をPCR法で
増幅の後、増幅されたDNA断片を適当な制限酵素を用い
て切断することで、塩基配列の違いをDNA断片の長さの
違いとして検出する方法である。CHSでは図２のように
CATCCという制限酵素FokIの認識配列に塩基置換が生じ
ている。したがって、正常固体ではDNA断片はFokIによ
り切断されて短い２本の断片に分けられるが、発症個体
では突然変異により認識配列が消失しているため、切断
されず長い断片のままである。また、キャリアは長い断
片と、短い２本の断片の３種類のDNA断片存在すること
になる。このようなPCR-RFLP法は遺伝病の遺伝子診断法
として最も一般的に行われている方法であり、バンド３
欠損症、第XIII因子欠乏症、眼球形成異常症の遺伝子診断
でもそれぞれの塩基置換部位に対応した制限酵素を用い
た方法が採用されている。

５．和牛の遺伝性疾患に対する対応
以上のように、これまでの我々あるいは他の研究グルー

プの取り組みにより、和牛の多くの遺伝性疾患で遺伝子
診断法が確立され、キャリア個体の同定が可能となった。

◎図４　眼球形成異常症（MOD）における突然変異

眼球形成異常症はウシの第18染色体上に存在するWFDC1遺伝子における
突然変異に起因している。WFDC1遺伝子の第２エキソンにCの一塩基が
挿入され、その結果、それより下流のアミノ酸への読み枠がずれることで
アミノ酸配列は全く異なったものとなり、このタンパク質の機能は完全に
失われていると考えられている。



602 独立行政法人 科学技術振興機構（JST）中国総合研究センター

中国・日本科学最前線  ─研究の現場から ─  2011年版

このような遺伝子診断法は、実際に和牛の生産および育
種に以下の２点で貢献している。一つは、当然遺伝性疾
患の発生を直接に予防することである。現在では主な遺
伝子疾患については、（社）家畜改良事業団において遺伝
子検査が実施され、全国の種雄牛についてはどの個体が
キャリアであるかが公開されている。したがって、キャ
リア個体同士の交配を避けることで、発症個体の出現を
予防することが可能となっている。すなわち、発症個体
の出現を予防するということに限れば、雌の遺伝子型に
関係なく、交配相手にキャリアでない種雄牛を用いるこ
とにより、発症個体の出現を防ぐことは可能となる。一
方、和牛の集団を遺伝的に改良し、より優れたものとし
ていくという育種の観点からも貢献している。前述のよ
うに、家畜の育種においては、優れた生産形質を選抜す
るともに生産上の不利な形質を除去することが重要であ
る。したがって、育種という観点に立てば、遺伝疾患の
病因遺伝子は速やかに和牛の集団より除去されることが
必要である。キャリアが交配に用いられている限り、た
とえ発症個体は出現しなくても、集団の中での遺伝子頻
度の大幅な減少は見込めない。このような状況が続く限
り、和牛の生産は常に遺伝性疾患発生の一定のリスクを
背負うことになる。過去には、遺伝性疾患の遺伝子を集

団中よりのぞくためにかなり大規模な淘汰も行われたよ
うであるが、遺伝子診断によるキャリアの同定が可能と
なった現在は、キャリアの種雄牛を次世代の生産に用い
ない等の交配のコントロールにより、集団中の病因遺伝
子の遺伝子頻度を効果的に減少させることも可能となっ
ている。
以上のように、和牛においてはこれまでに遺伝性疾患

の発生が報告されてきたが、その多くでは原因遺伝子が
同定され、遺伝子診断法が確立されることで疾患の発生
はほぼ完全に予防可能となり、集団中の遺伝子頻度も大
きく減少している。このように家畜の集団中に発生した
遺伝性疾患についてその原因遺伝子を同定することは、
疾患の発生を予防するとともに家畜の生産に負の影響を
与える遺伝的要因を集団から除去することで、家畜生産
性の向上のための集団の遺伝的な改良に大きく貢献する
ものと考えられる。なお、本稿では遺伝性疾患の遺伝子
診断法に限って紹介したが、現在、和牛では脂肪交雑、
脂肪酸組成等の和牛特有の肉質に関連する遺伝子もいく
つか同定され遺伝子検査も実施されている。それらは遺
伝性疾患における原因遺伝子の同定と遺伝子診断法の確
立と同様の方法で実施され、やはり和牛の育種改良に大
きく貢献している。
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