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研究最前線

脳研究の最前線を支える

研究基盤センター

神経回路遺伝学
研究棟
4階 建 て の1階 に6研 究 室
（120スタッフ席）
、2階にマ
ウス、ラットの行動解析ス
イート（4スイート）
、3階に
マウス、ラットの飼育スイー
ト（6スイート）がある。4階
は機械室。

世界が注目する研究成果を生み出し続ける
理研和光研究所 脳科学総合研究センター（BSI）
。
その大きな特徴の一つが、1997年の設立当初から、
研究基盤センター（RRC）を設置していることだ。
「脳研究に必要なあらゆる技術や研究試料をそろえた
総合力において、RRCは世界屈指の
ち とし

技術支援組織です」と板倉智敏センター長は胸を張る。
そして2011年2月には、新しい動物実験施設を備えた
“神経回路遺伝学研究棟” が完成した。
BSIの研究力の源泉、RRCを紹介しよう。

A：神経回路遺伝学研究棟の外観と2階平面図（右）

技術と研究がBSIの両輪
脳科学総合研究センター（BSI）は1997年10月に設立さ
れた。初代所長は、小脳研究の世界的権威である伊藤正男
BSI特別顧問。「理研には1921年（大正10年）から研究機器
類などを製作し、研究を支える技術支援部門がありました。
伊藤先生も“脳科学研究においても良い研究成果を生み出す

世界屈指の総合力
現在、RRCは四つのユニットで構成されている。その概要
を紹介しよう（図1）
。
一つ目は動物資源開発支援ユニット。このユニットでは、

には、研究を支える技術が不可欠。研究よりもむしろ技術を

マウス、ラット、ネコ、マカクザル、マーモセットといった

優先しなければいけない”とおっしゃっていました」。研究

哺乳動物と、ゼブラフィッシュの各実験施設を運営するとと

基盤センター（RRC）の板倉智敏センター長はそう振り返る。

もに、遺伝子改変マウスの作製など動物実験に関わるさまざ

板 倉 セ ン タ ー 長 は、 北 海 道 大 学 で 獣 医 学 を 学 ん だ 後、

まな技術支援を行っている。

1961年に理研に入所した。
「理研で初めてがん研究に関す

「設立時、マウスを5匹まで飼育可能なケージの数は約2万

る動物実験を行うにあたり、獣医学研究者が必要となり、呼

6000個でした。BSIでは、行動遺伝学技術開発チーム（糸原

ばれたのです」
。その後、岐阜大学や鳥取大学を経て北海道

重美チームリーダー）だけで約3000ケージを使用していま

大学へ戻り、獣医学部で病理学の研究を進めるとともに多く

す」と板倉センター長。

の獣医学研究者を育成、さらに学部長や副学長を歴任した。
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の前身である先端技術開発センターを立ち上げたのです」

なぜ、それほどのマウスを必要とするのか。現在、脳研究

「北海道大学を定年になる年に、再び理研から声が掛かりま

の有力な手法は、外部から特定の遺伝子を導入したトランス

した。BSIの設立と同時に、大規模な動物実験施設を運営す

ジェニックマウスや、特定の遺伝子を働かないようにしたノッ

る技術支援組織を立ち上げるためです」

クアウトマウスを使って遺伝子の役割を調べ、脳機能のメカ

BSI設立前の1997年5月、板倉センター長は理研で活動を

ニズムを探ることだ。これら遺伝子改変マウスの行動を解析

開始。
「
“日本の大学や研究機関では、研究者よりも技術者を

して、例えば学習・記憶の能力が変化していれば、その遺伝

軽視する傾向があるが、それでは駄目だ。BSIでは研究者と

子は学習・記憶に重要な役割を果たしていると推定できる。

技術者が対等の立場で脳研究を進めていきましょう”と伊藤

「遺伝子改変技術があるからこそ、脳研究は急速に進展し

先生に言われました。私は欧米の一流の大学や研究機関の技

ているのです。1種類の遺伝子改変マウスをつくるだけで50

術支援組織を視察し、その良いところを採り入れる形でRRC

〜100ケージが必要です。調べるべき遺伝子はたくさんある
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ので、いくらケージがあっても足りません」

C：高架式十字迷路

神経回路網や神経細胞の形態に変化が起きている可能性があ

二つ目の生体物質分析支援ユニットでは、核酸（DNAと

ります。電子顕微鏡などにより、そのような変化を調べるこ

RNA）
、アミノ酸やタンパク質などの生体物質を分析する支

とができるのです」
。また、脳の基本構造の理解を補助するた

援業務を行っている。

めのデータベース（脳アトラスなど）の構築も進めている。

「例えば脳の機能が変化した遺伝子改変マウスでは、脳内

「上記の四つのユニットによる研究支援のほかに、
RRCでは、

のさまざまな生体物質の量や働き方が変化している可能性が

実験動物などの研究試料移転契約書の作成など、専門知識を

あります。それを詳しく分析することで、脳機能のメカニズ

必要とする事務手続きの支援も行っています」

ムの解明に迫ることができるのです」
。また、このユニットで

板倉センター長は、RRCのメリットとして、①研究をスピー

は、生体物質を分析するための共用実験施設の維持・管理も

ドアップできること、②多角的な研究手段を駆使できること、

行っている。

③すべての研究室が均一で高いレベルの技術支援を受けられ

三つ目は機能的磁気共鳴画像測定支援ユニット。
「機能的

ること、④研究試料やデータをストックしてデータベースな

磁気共鳴画像装置（fMRI）は、脳を傷付けることなく、脳の

どを構築できること、⑤研究者の事務負担を軽減できること、

活動部位を測定することができるため、脳研究に欠かせない

などを挙げた。

装置です。ただし、測定には高度な技術を必要とするため、
このユニットの熟練の技術者が支援を行っています」

「BSIへ共同研究に訪れた研究者の中には、RRCの支援体制
により、実験が円滑かつスピーディーに進むことに驚く人が

BSIでは、fMRIを利用してヒトやサルの脳活動を測定して

大勢います。また、RRCは優れた研究者をBSIへ引き寄せる

いる。例えばプロ棋士が瞬時に将棋の問題を解くときに脳の

大きな要因にもなっています。BSIで新しく研究室のリーダー

どの部位が働くかを測定することで、直観のメカニズムに迫

を公募するとき、候補者には必ずRRCを見学してもらいます。

る研究が進められている（『理研ニュース』2011年4月号「研究最

その研究環境に感嘆して、応募を決める人がたくさんいます」

前線：直観をつかさどる脳の神秘」参照）
。

最後は脳形態解析支援ユニット。このユニットでは、高度

RRCは、国内外のトップ・サイエンティストで構成される
外部評価委員会“BSIアドバイザリー・カウンシル”からも、

な技術を必要とする電子顕微鏡などによる脳の形態学的解析

世界屈指の技術支援組織との評価を受けている。
「個々の施

を支援している。

設や機器で比べれば、ほかの研究機関や大学の方が優れてい

「例えば脳の機能が変化した遺伝子改変マウスでは、特定の

る部分もあるでしょう。脳研究に必要なあらゆる技術や研究
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図1 研究基盤センターの組織図
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試料をそろえているところに、RRCの最大の特長があります。

てる必要があります。施設の外に持ち出した実験動物は、感

その総合力において高い評価をいただいているのです。さら

染の恐れがあるので再び飼育室へ戻すことができません」
。

に、分析装置などを共有することで研究・実験スペースを節

従って行動解析を行うには、飼育室のある施設内に行動解析

約したり、機器・装置をリサイクルしたりと、予算の効率的

のための実験室を設ける必要があるのだ。

活用にもRRCは大いに貢献しています」

「米国では、飼育室と行動実験室の面積比が、3対1から4対

BSIの7〜8割の研究室がRRCを利用しているが、RRCでは

1が良いとされています。ところが既存のRRCの施設では、そ

BSI以外の研究室にも技術支援を行っている。例えば生体物

の比が13対1でした。BSIの利根川進センター長は行動解析の

質分析支援ユニットの利用研究室の半数は、基幹研究所を

大家です。利根川センター長の強い意向もあり、行動解析を

中心とする理研内のBSI以外の研究室だ。また、動物資源開

重視した神経回路遺伝学研究棟を完成することができました」

発支援ユニットが運営するゼブラフィッシュ施設は、ナショ

神経回路遺伝学研究棟では、飼育室と行動実験室の面積比

ナルバイオリソースプロジェクトの中核機関として、日本で

を1対1にした。マウスは2万ケージ、ラットは3000ケージ（1

つくられた有用なゼブラフィッシュ系統の収集・保存を行い、
国内外に提供している。

行動解析を重視した神経回路遺伝学研究棟
2011年2月、動物実験施設を備えた神経回路遺伝学研究棟
が和光研究所に完成した（タイトル図）
。
「この新しい研究棟建
設の検討は、2003年から開始されました。BSI設立時に設け
た2万6000ケージのマウス飼育施設がいっぱいになったこと
に加え、行動解析のための実験室が不足していたのです。米
国では10年ほど前から、行動解析を重視した動物実験施設が
登場し始めていました」
近年、遺伝子改変の技術が大きく進展しているが、それら
を使って脳機能のメカニズムを解明するには、行動解析が重
要となる。
「マウスなどの実験動物は微生物学的にコントロールする
必要があり、また感染を防ぐためにも無菌状態の飼育室で育
4
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図2 マーモセット
マーモセットは小型で繁殖能力に優れ、1歳半で性的に成熟して1回で2〜3匹の
子どもを産むという、実験動物として有利な性質を持つ。

ケージに3匹まで飼育可能）の収容能力を持つ。また、6室の

神経回路遺伝学研究棟は、

行動実験室と1室の飼育室（420ケージ）が併設された“行

私たちが考えてきた

動解析スイート”
（約250m2）が四つ設けられている。

動物実験施設の理想を追求したものです。

スイートとはフロア内の一続きの区画であり、一つのス
イートで感染症が発生しても、ほかのスイートには感染が広
まらない構造になっている。
「飼育室と行動実験室の面積比
が1対1という動物実験施設は世界で初めてだと思います。ま
た行動実験室の延べ床面積も世界最大規模です。行動解析の
ために、同じマウスやラットを半年から1年かけて繰り返し
訓練させ、実験を行う場合があります。神経回路遺伝学研究
棟では、行動解析スイート内で実験動物を飼育室と行動実験
室を行き来させて、感染を防ぎながら、長期にわたる行動解
析を行うことができるのです」
では具体的に行動解析の実験では、どのような装置が使わ
れているのか。代表的な二つを紹介しよう。
一つ目はモーリス型水迷路（タイトル図B）
。この装置は、記
憶・学習の実験に使われる。プールの中に1ヶ所だけ、マウ
スに見えないように水面下約1cmのところに休憩場所（プ
ラットフォーム）が設けられており、マウスは天井からつり
下げられた目印を頼りに、プラットフォームの位置を学習す
る。その学習過程を観察することで、学習・記憶の能力を調
べることができる。
二つ目は高架式十字迷路（タイトル図C）
。この装置は、不安

板倉智敏

撮影：STUDIO CAC

Chitoshi Itakura

和光研究所 脳科学総合研究センター
研究基盤センター センター長
いたくら・ちとし。1934年、旧朝鮮生まれ。獣医学博士。北海道大学大学院獣医学研究
科修士課程修了。理研抗生物質研究室研究員、岐阜大学助手、鳥取大学助教授・教授な
どを経て、北海道大学獣医学部教授・学部長、北海道大学副学長を歴任。1997年より現職。

や恐怖心といった情動を調べる実験に使われる。50cmの高
さで十字路の片方の道だけに壁が設けられており、マウスが
壁のない道と壁のある道にいる割合を観察することで、不安

た。
「ヒトの脳の理解や神経・精神疾患の克服には、霊長類

や恐怖心を調べることができる。

の実験動物を用いた脳研究が重要になる、と私たちは予想し

「神経回路遺伝学研究棟には、行動解析で使われているほ
とんどの実験装置をそろえました。記憶・学習の実験装置は

ました。その有用性を疑問視する人もいましたが、2007年
にマーモセットの飼育・繁殖を始めました」

さまざまな種類がありますが、情動に関する実験装置の開発

板倉センター長たちの予測は的中した。2009年、慶應義

は遅れています。また、現在の脳研究の大きな目標の一つは、

塾大学医学部の岡野栄之教授は、実験動物中央研究所と共同

アルツハイマー病やうつ病などの神経・精神疾患の克服で

で遺伝子改変マーモセットの作製に成功。その技術を用いて、

す。BSIでは、ヒトの神経・精神疾患と同じような症状を示す

脳の進化の解明や、アルツハイマー病、自閉症、統合失調症

モデルマウスを作製し、発症メカニズムの解明や治療法の開

などの神経・精神疾患の克服を目指す研究が、国が力を入れ

発が行われています。そのために、マウスの症状を行動解析

る最先端研究開発支援プログラム（FIRSTプログラム）に選

するための新しい実験装置の開発も進められています」

ばれた※。その研究支援担当機関として理研が指名され、現

技術革新を行い、技術者を育てる

在、BSIの研究者も参加して、RRCの支援のもと研究が行わ
れている。
「RRCの大きなテーマは、高いレベルの技術者を育成し続

「RRCの技術支援を高いレベルに維持するには、技術革新
が欠かせない」と板倉センター長。
「私たちは研究者からの要望に応じて、新しい技術や研究
試料の導入を常に検討しています。一方、私たち自身も、こ

けることです。そして技術者が正統に評価され、報いられる
ようにすること。それは日本の研究機関全体の課題でもあり
ます」
世界屈指の脳科学の研究拠点であるBSIの研究力を支える

れからの脳研究で重要になりそうな技術や研究試料にいち
早く着目して準備を進めています。その一つの例が、マーモ

ため、RRCは不断の技術革新と人材育成を続けていく。

セットの導入です」



（取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）

マーモセットは、霊長類の中で最も小型のサルだ（図2）
。
1980年、公益財団法人 実験動物中央研究所（神奈川県川崎
市）がマーモセットを実験動物として確立することに成功し

※	FIRSTプログラム「心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開」
http://www.brain.riken.jp/first-okano/index.html
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免疫応答を抑制する
制御性T細胞をめぐる謎
Foxp3発現

私たちの体は免疫により、体内に侵入してきた病原体などから
守られている──この免疫を担う細胞の一つがリンパ球の一種、T細胞だ。

細胞死

T細胞にはいくつかの種類があり、ヘルパーT細胞はB細胞に指令を送って
病原体を攻撃する抗体をつくらせ、キラーT細胞はヘルパーT細胞からの
指令を受けて病原体に感染した細胞を破壊するなど、
4

4

4

胸腺
制御性T細胞

4

免疫応答を促進する。1995年、それとは逆に免疫応答を抑制する

自己抗原に
強く結合

“制御性T細胞” が存在することが明らかになった。
この制御性T細胞を利用することで、免疫が
自分の組織や臓器を攻撃してしまう自己免疫疾患の

自己抗原に
弱く結合

治療が可能になると期待されている。
しかし、制御性T細胞には、分化や免疫応答抑制の
メカニズムなど、まだ多くの謎が残されている。

Foxp3
発現していない

未成熟胸腺細胞
ナイーブT細胞

T細胞は免疫応答を促進する
免疫を担うリンパ球の一種、
“制御性T細胞”――これが、

（Tfh）などさまざまなヘルパーT細胞に分化し、それぞれサ

理研横浜研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター

イトカインを分泌する（タイトル図）
。Th1が分泌したサイトカ

（RCAI）免疫恒常性研究ユニットを率いる堀昌平ユニット

インはキラーT細胞を活性化し、キラーT細胞は抗原に感染し

リーダー（以下、UL）の研究ターゲットだ。制御性T細胞の

た細胞を破壊する。Th2やTfhが分泌したサイトカインはB細

発見には、日本の研究者が大きな貢献を果たしている。また、

胞を活性化し、B細胞は抗体をつくって抗原を攻撃する。こ

制御性T細胞研究にブレークスルーをもたらした一人が、堀

れが、免疫応答の大まかな流れだ。

ULである。
初めに、免疫の仕組みを簡単に説明しておこう。免疫とは、
外界から生物の体内に侵入してきた細菌やウイルス、カビ、
花粉などの病原体や異物（抗原）を排除し、生体を防御する
システムである。

「免疫は、なぜ自己を攻撃しないのか。これは、免疫の研
究が始まったときから、研究者を悩ませてきた問題でした」

免疫応答を抑制する“制御性T細胞”
T細胞は心臓の近くにある胸腺でつくられる。そのとき、受

体内に侵入した抗原由来の物質が、樹状細胞の表面に出て

容体の遺伝子がランダムに変化し、理論上1000兆にも及ぶ

いるToll様受容体と結合すると、免疫システムが動きだす（タ

多様な受容体ができる。だからこそ、あらゆる抗原に対応す

イトル図）
。2011年のノーベル生理学・医学賞は、この樹状細

ることができるのだが、多様な受容体は自己に反応して本来

胞とToll様受容体の発見者である欧米の3人の免疫学者に贈

は守るべき自分の組織や臓器を攻撃してしまう危険性もはら

られた。抗原を認識した樹状細胞はサイトカインというタン

んでいる。

ト

ル

パク質を分泌するとともに、ナイーブT細胞に抗原の情報を

「
“自己に反応する受容体を持つT細胞は細胞死を起こして

伝える。
「樹状細胞から抗原の情報を受け取るのはナイーブT

排除され、自己に反応しないT細胞だけが胸腺からリンパ組

細胞の表面にある受容体です。受容体の形はナイーブT細胞

織に出ていく。だから、免疫が自己を攻撃しない自己寛容が

ごとに異なっていて、抗原とぴったり結合できる受容体を持

成り立っている”という説が、1950年代に提唱されました。

つナイーブT細胞だけが活性化します」と堀UL。
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（Th1）
、2型ヘルパーT細胞（Th2）
、ろ胞性ヘルパーT細胞

かん よう

確かに、胸腺には自己に反応するT細胞を排除するメカニズ

抗原によって活性化されたナイーブT細胞は樹状細胞など

ムが備わっています。それなのに自己免疫疾患を発症するの

のつくるサイトカインの刺激によって、1型ヘルパーT細胞

は、胸腺のそのメカニズムが正常に働かず自己に反応するT
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制御性T細胞の分化と機能
胸腺において、自己抗原に強く結合する受容体を持つ未成熟胸腺細胞は、Foxp3
を発現して制御性T細胞へと分化する。制御性T細胞は、自己免疫や炎症、アレル
ギーなど過剰な免疫応答を抑制する。
自己抗原に弱く結合する受容体を持つものは、通常のT細胞へと分化する。抗
原に出会う前のT細胞はナイーブT細胞と呼ばれる。リンパ組織へ出ていったナ
イーブT細胞は、樹状細胞による抗原提示で活性化され、1型や2型などさまざま
なヘルパーT細胞に分化する。ヘルパーT細胞はそれぞれ異なるサイトカインを分
泌してB細胞やキラーT細胞などに働き掛けて、病原体を排除する。末梢における
活性化の過程でT細胞の中には一過的にFoxp3を発現するものがあるが、Foxp3の
発現は長続きせず、ヘルパーT細胞へと分化する。

一過的なFoxp3発現

抗原

免疫抑制

Toll様受容体

樹状細胞
細菌やウイルス
などの抗原
攻撃
（サイトカインや抗体分泌）
樹状細胞による
抗原提示

T細胞受容体

キラーT細胞やB細胞

指令
（サイトカイン分泌）

リンパ組織
リンパ節・脾臓
など

活性化・分化

ヘルパーT細胞
ナイーブT細胞

イラスト：吉原成行

細胞を排除し切れない、つまりT細胞受容体の多様性が正常

たくさんいたのです（タイトル図）
。それが制御性T細胞です。

より高過ぎる状態だからだと考えられてきました。ところが、

リンパ組織にあるT細胞のうち5〜10％が制御性T細胞です。

そう断言できないことが分かってきたのです」

その後の研究で、制御性T細胞は自己免疫だけでなく、炎症

実は、自己に反応するT細胞が排除されなくなることが原

やアレルギーなど、さまざまな有害で過剰な免疫応答を抑制

因であると証明されている自己免疫疾患はほとんど知られて

することで、免疫の恒常性の維持に重要な役割を果たしてい

いない。一方、T細胞受容体の遺伝子がランダムに変化する

ることが分かってきました」

際に働く酵素に異常がある場合や、生後3日目のマウスの胸
腺を摘出した場合に、自己免疫疾患を発症することが分かっ

制御性T細胞のマスター遺伝子、Foxp3を発見

てきた。どちらも、T細胞受容体の多様性が正常より極端に

堀ULは、博士課程修了後の1998年にポルトガルのグルベ

低い状態だ。
「自己免疫疾患にならないのは、自己に反応す

ンキアン科学研究所に渡った。そこで、制御性T細胞の研究

るT細胞がすべて排除されているからではなく、T細胞の中に

を始めた。そして2001年に帰国し、京都大学再生医科学研

免疫応答を抑える細胞が存在するからではないか。そう考え

究所で坂口博士のもと、制御性T細胞の研究を続けた。

られるようになりました」

「免疫応答を促進させるのもT細胞、抑制するのもT細胞で

マウスから胸腺を摘出する実験を行ったのは、愛知県がん
やす あき

てる よ

す。その違いは何か、みんなそれを知りたがっていました。

センター研究所の西塚泰 章 博士と坂倉照 妤 博士である。西

当時、制御性T細胞を通常のT細胞と区別するマーカーとして

塚博士はその後、坂口志文博士（現・大阪大学免疫学フロン

CD25という分子が知られていました。それを1995年に発

ティア研究センター教授）と共に、胸腺を摘出したマウスに

見したのも坂口先生です。しかし、CD25では2種類のT細胞

正常な成体から採取したT細胞を移植する実験を行った。す

を完璧に区別することはできなかったのです」
。CD25は、細

ると、そのマウスは自己免疫疾患を発症しなかった。

胞が活性化すると細胞表面に出現する分子なので、通常のT

し もん

「移植したT細胞の中に、ヘルパーT細胞やB細胞、キラーT

細胞も、活性化するとCD25を出してしまうのだ。
「しかも、

細胞などに働き掛けて免疫応答を抑える細胞が存在したので

CD25は制御性T細胞の免疫抑制機能と直接関係している分

す。坂口先生たちは、その細胞を“制御性T細胞”と名付け

子ではありません。私は、免疫抑制機能と関係し、かつ制御

ました。T細胞が胸腺でつくられるとき、自己に反応する受

性T細胞と通常のT細胞を完璧に区別することができるマー

容体を持つT細胞の多くは排除されますが、生き残る細胞も

カーを探し始めました」
February 2012 RIKEN NEWS
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免疫システムの特徴は、頑健性と適応性。
一見相反するように見える二つの性質が
どういう原理で成り立っているかを
知りたいですね。

因子のうち、特定の遺伝子のセットを連鎖的にすべて発現さ
せるスイッチとして働くものを、
“マスター遺伝子”と呼ぶ。
Foxp3の発見は、制御性T細胞の研究が大きく進むきっかけ
にもなった。

制御性T細胞がヘルパーT細胞に分化する？
そして堀ULは2004年、RCAIで免疫恒常性研究ユニットを
立ち上げた。
「引き続き“マスター遺伝子”Foxp3に着目し
て研究を進めてきましたが、今となっては自分の未熟さを恥
じています。やはり自然は深いですね」
。制御性T細胞の研究
は、この5年ほどの間、特に目まぐるしく動いてきたのだ。
“T細胞のうち、Foxp3を発現していて免疫応答を抑制する
もの”
。堀ULによる2003年の発見以降、それが制御性T細胞
の定義となっていた。
「制御性T細胞は必ずFoxp3を発現して
おり、どんな環境においても制御性T細胞であり続けると信
じられていました。ところが、
Foxp3の発現を失ってヘルパー
T細胞に分化するものがあるという報告が、次々と出された
のです」
堀ULも、T細胞をつくることができないマウスに、Foxp3

堀 昌平

Shohei Hori

撮影：STUDIO CAC

横浜研究所
免疫・アレルギー科学総合研究センター
免疫恒常性研究ユニット
ユニットリーダー
ほり・しょうへい。1971年、神奈川県生まれ。博士（薬学）
。東京大学大学院薬学系研究
科博士課程修了。ポルトガルのグルベンキアン科学研究所博士研究員などを経て、2002
年より理研免疫・アレルギー科学総合研究センター研究員。2004年より現職。

を発現している制御性T細胞を移植すると、4週間後には約
50％の細胞でFoxp3の発現が消失することを発見。Foxp3の
発現を消失したT細胞には、免疫応答を抑制する機能はない。
逆に、サイトカインを分泌するなどヘルパーT細胞としての機
能を持ち、免疫を促進させる。どの種類のヘルパーT細胞に
分化するかは、その細胞が置かれた環境に依存することも分
かった。例えば腸管のパイエル板と呼ばれるリンパ組織では、
制御性T細胞はFoxp3の発現を失って、ろ胞性ヘルパーT細胞

2001年、ヒトの自己免疫疾患の一つであるIPEX症候群の
原因遺伝子として“Foxp3”が発見された。IPEX症候群と

8

に分化し、B細胞に働き掛けて抗体産生を誘導する（図2）
。こ
の成果は、
『Science』2009年3月13日号に掲載された。

似た症状が現れるスカフィーマウスと呼ばれる変異体の遺伝

「免疫応答を抑制する制御性T細胞が、免疫応答を促進する

子解析が、その発見のきっかけとなった。Foxp3は、DNA

ヘルパーT細胞に分化することが本当にあるのだろうか。論

と結合して特定の遺伝子の発現を制御する転写因子である。

文を発表したものの、その疑問が頭から離れませんでした」

スカフィーマウスのFoxp3はDNAと結合する領域を欠き、

と堀ULは振り返る。世界には制御性T細胞をターゲットとし

IPEX症候群の患者さんの多くはこの領域の塩基配列に変異が

ている研究者は多い。その中にも腑に落ちない思いを抱えて

ある。そのためFoxp3が正常に機能せず、自己免疫疾患を発

いた人がいて、世界中でさまざまな実験が行われた。

ふ

症してしまうのだ。
「Foxp3の論文を読み、これは制御性T細

「結論を言うと、制御性T細胞への分化が完了した細胞がヘ

胞の分化と機能に重要な遺伝子に違いないと直感しました」

ルパーT細胞になってしまうことはありません」と堀UL。
「制

堀ULは、Foxp3が制御性T細胞に特異的に発現しているこ

御性T細胞とは別に通常のT細胞の中にも一時的にFoxp3を

と、通常のT細胞にFoxp3を強制的に発現させると免疫応答

発現するものがあり、それがFox3の発現を失ってヘルパーT

を抑制するようになること、スカフィーマウスに制御性T細

細胞に分化していたのです。Foxp3を発現しているから制御

胞を移植すると自己免疫疾患の発症が抑制されることを、一

性T細胞であると考えたことが、そもそもの間違いでした」

つずつ確かめていった（図1）
。
「こうした結果から、Foxp3は

Foxp3を発現し一見同じに見える二つのT細胞には、実は

制御性T細胞に特異的に発現する分子であり、制御性T細胞の

大きな違いがあることが分かった。ドイツの研究グループは、

分化と機能を制御する“マスター遺伝子”である、と結論づ

制御性T細胞では、Foxp3遺伝子の中で自身の発現を調節す

けました」
。その成果は、米国の科学雑誌『Science』2003

る働きをするエンハンサーという領域が脱メチル化されてい

年2月14日号に掲載された。

ることを発見。これは、Foxp3を安定に発現し続けることが

細胞がその細胞特有の機能を持つためには、特定の遺伝

できる状態にあることを意味する。一方、堀ULは、Foxp3の

子のセットがすべて発現する必要がある。たくさんある転写

発現を失ってヘルパーT細胞に分化する能力を持ったT細胞
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では、Foxp3を発現するにもかかわらずエンハンサー領域が
メチル化されていることを発見した。そのため、Foxp3の発
現は一過性で不安定になる。
「制御性T細胞であるためにはFoxp3を発現し続けているこ
とが必要で、
“Foxp3を発現している細胞＝制御性T細胞”と
は言えないのです。では、制御性T細胞と通常のT細胞を区別
しているものは何なのか。振り出しに戻ってしまいました」

Foxp3の上流と下流を探る
Foxp3は制御性T細胞の完璧なマーカーにはならないこと
が明らかになったが、その分化や機能においてFoxp3が重要
なことは間違いない。

図2 腸管のパイエル板におけるFoxp3発現T細胞のろ胞性ヘルパーT細胞
への分化
T細胞をつくることができないマウスにFoxp3を発現しているT細胞を投与した。
左図の緑はすべての種類のT細胞、赤は活性化B細胞を示している。T細胞の一
部は、B細胞が存在する “ろ胞” という領域にも分布している。右図の緑は
Foxp3を発現しているT細胞を示している。Foxp3を発現しているT細胞は、ろ
胞には存在しない。つまり、ろ胞にあるT細胞はFoxp3の発現を失っていること
が分かる。それらは、投与したFoxp3発現T細胞がろ胞性ヘルパーＴ細胞へ分化
したものである。

「Foxp3は転写因子です。どの遺伝子の発現を制御してい
るのか、Foxp3の“下流”を詳しく調べています」
。堀ULは、
Foxp3を発現している細胞と発現していない細胞において、

のか、
“上流”を調べることも重要です」

ほかの遺伝子の振る舞いの違いを網羅的に調べている。その

堀ULは、制御性T細胞の分化や機能の分子メカニズムを明

結果、Foxp3の発現に連動して、1000種類以上もの遺伝子

らかにするために、生命システムの複雑なネットワークを扱

が発現を誘導されたり抑制されたりしていることが分かった。

うことができる、システムバイオロジーを取り入れることも

「詳しく調べた結果、Foxp3は“転写因子X”を発現させる

考えている。
「制御性T細胞を制御性T細胞たらしめているも

ことで、制御性T細胞の機能を制御しているようです。今後、
転写因子Xの役割を特定していくとともに、制御性T細胞では
不可逆的なFoxp3発現がどのようなメカニズムで誘導される

のは何か。それを見つけたいのです」

制御性T細胞を自己免疫疾患の治療に利用
制御性T細胞を移植することで免疫応答を人為的に抑制し

大腸

て、自己免疫疾患や炎症、アレルギー、移植片の拒絶反応な

胃

どを治療しようという試みが、世界中で進められている。も
し移植した制御性T細胞がヘルパーT細胞に分化してしまった
通常の
T細胞を
導入

ら、免疫応答が激しくなって疾患は悪化してしまう。それで
は、治療には使えない。
「分化を終えた制御性T細胞がヘルパーT細胞に再分化する
ことはないと分かり、ひとまずは胸をなで下ろしました。し
かし、制御性T細胞による治療は、効果を含め、まだ分から
ないことがたくさんあります。制御性T細胞の分化や免疫抑
制のメカニズムを分子、細胞、個体レベルで理解することに

Foxp3を
発現させた
T細胞を
導入

よって、免疫疾患のより安全で確実な治療にもつながると信
じています」
堀ULは、大学から大学院の修士課程までは自己組織理論、
大学院の博士課程では昆虫変態、そしてその後、免疫学の制
御性T細胞の研究と研究テーマを変えてきた。
「一見すると、
支離滅裂ですよね（笑）
。でも、自分なりには筋が通ってい
るのです。生物は、多様な要素が秩序立って組織化され、変

正常

化する環境に適応して生き続けています。その原理を知りた
いのです。免疫は構成要素がすべて分かっているから、原理
を理解するための良いモデルになると思ったのですが、やれ
ばやるほど複雑。自然は深いなと、再認識する日々です」

図1 制御性T細胞による免疫応答の抑制
T細胞を持たないマウスに、通常のT細胞を導入すると、胃炎や腸炎を発症する
（上）
。一方、通常のT細胞とともにFoxp3を強制的に発現させたT細胞を導入し
た場合は、胃炎や腸炎は起きず正常なままである（中）
。これは、Foxp3を発現
しているT細胞には、免疫応答を抑制する働きがあることを示している。



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

関連情報

2009年3月13日プレスリリース

「免疫を抑えるT細胞が、免疫応答を促すヘルパーT細胞へ分化」
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特集

アジアにおける
科学技術イノベーションで
中核的な役割を果たすために
多くのアジア諸国が、科学技術によるイノベーション（革新）を国づくりの根
す

幹に据え、国際連携により研究力の強化を図っている。
科学技術イノベーションは、経済力の源泉になるとともに、環境、エネルギー、
食糧、水、防災、感染症などアジアをはじめ世界共通の課題解決に貢献すること
が期待されている。

（XJTU）との間に包括協力協定および
国際連携大学院協定を締結し、2011年、
理研－XJTU連携研究チームを設立し
ました。そのPIとして、川端邦明チー
ムリーダーが西安交通大学に常駐し
て、中国の研究者たちと無人走行車両
のための環境認識および誘導制御など
の研究を進めています（図2）
。
これを連携の新しいモデルにしたい
と考えています。これまでの人材交流
では、学生や研究者に日本へ来てもら

アジアにおける科学技術イノベーションにおいて、理研が中核的な役割を果た

い研究を進めるスタイルがほとんどで

し、自らの研究力を強化するには何が必要か。国際連携を担当する大江田憲治 理

した。ところが近年、中国では海外の

事に、理研が事務所を構える中国とシンガポールでの取り組みを中心に聞いた。

中国人研究者を母国に呼び戻す政策、
「海亀政策」を推進しています。さらに
数年前から、世界から優秀な外国人研
究者を呼び寄せる「千人計画」も始め

■中国科学院との覚書締結30周年、

連携を点から面へ

ています。そして韓国など、ほかのア

の多くの研究室が中国との研究交流を

ジア諸国も同様の政策を進めています。
このような中、理研の研究力はアジ

進めています。

──理研と中国との連携の現状は。

ア諸国も含めて海外から高く評価され、

大江田：理研は中国を代表する研究機

このように中国との連携には、すで

関である中国科学院や北京大学、浙江

に多くの蓄積があります。ただし、中

さまざまな大学や研究機関から連携を

大学などと連携して、共同研究や人材

国をはじめとするアジア諸国との連携

呼び掛けられています。しかし、以前

交流を積極的に進めてきました。2010

は、研究者同士の “点と点のつながり”

のように理研に研究者が来るのを待っ

年10月1日現在、理研で働く海外から

で維持されているケースが多く、力強

ているだけでは、国際連携は進まない

の研究スタッフ568名のうち、中国か

さや継続性に欠ける面がありました。

状況です。

らが135名と国別で最多（ 図1）
。その

組織同士の “面と面とのつながり” を

うちPI（研究室主宰者）が6名います。

しっかりと築く必要があります。

せっ こう

これも外国籍のPIとしては最多で、世

中南米9

いて、理研－XJTU連携研究チームのよ
うに、理研の研究者がアジア諸国に常

国政府に対して申請しました。3年後の

駐して現地の研究者と連携研究を進め

2010年に許可を得ることができ、昨年

るスタイルも拡大していきたいと考え

6月に開所式を開催しました。

ています。
──そのためには何が必要ですか。
てい なん ねい

中国科学院の外国籍院士に内定されま

大江田：西安交通大学の鄭南寧 学長は

した。中国において院士に選ばれるこ

慶應義塾大学で博士号を取得されまし

とは最高の栄誉であり、日本からの外

た。日本、特に理研出身の研究者の方々

国籍院士の選出は、今回同時に内定さ

は、国際連携を進める上での貴重な人

れた名城大学の飯島澄男 教授とともに

脈です。そのネットワークづくりを

12年ぶりです。そして今年は、中国科

しっかりと進めていきたいと思います。

学院との包括的研究交流覚書締結から

まずは連絡先のリストを整備して、英

30周年に当たり、5月に東京で記念式

文広報誌『RIKEN RESEARCH』を送

典を開催するよう準備を進めていま

るなど理研の情報を定期的にお伝えし

アフリカ 3

す。これらを契機に、中国との連携を

て、関係が途絶えないようにすること。

オセアニア14

さらに深めていきたいと考えています。

そして、帰国後も理研との関係を研究

──連携を深めるための具体策は。

にうまく活用していただく仕組みをつ

中国
135
欧州
171

今後、特にアジア諸国との連携にお

そこで2007年、北京事務所設立を中

また、昨年末には野依良治 理事長が

北米
47

合計
568人

韓国
67

アジア
（中国・韓国以外）
122

図1 地域別の海外からの研究スタッフ受け入れ

人数

（2010年10月1日現在）

10

界的に活躍されています。また、理研
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めいじょう

すみ お

せい あん

大 江 田：2010年5月、西 安 交 通 大 学

くる必要があります。

一方、理研の各研究センターに、ど

ろです。理研が中国におけるオール

のような国際連携の芽があるか調査を

ジャパンによる科学技術イノベーショ

進め、情報を集約しているところです。

ンの推進役となり、さまざまな提言を

その中で優先順位を決めて、連携の促

していきたいと考えています。

進を各研究センターに働き掛けていく

よ う しょう

予定です。例えば、理研の研究セン

■情報の要衝、シンガポール

ターの特定研究部門と海外の大学の特

──シンガポールには、2006年に理研の

定学科との間で人材や情報の交流を組

事務所が設立されました。

織的に進めていく、といった取り組み

大江田：シンガポールの公用語は英語

を考えています。また、これまで続け

で、東京23区ほどの面積に約500万人

てきた連携が、特定の研究者の引退な

の人口を抱えており、その約75％が中

どによって途切れてしまうことのない

華系の人々です。20年ほど前から、世

ように、連携の継続を図っていきます。

界の著名な外国人研究者を呼び寄せて
国際的な研究拠点を整備することで、

■オールジャパンによる

科学技術イノベーション

国づくりを進めてきました。シンガ
ポール国立大学（NUS）は、さまざま

──科学技術イノベーションを進めるに

な調査機関が発表する世界大学ランキ

は、産業界との連携も不可欠ですね。

ングにおいて、東京大学や京都大学な

大江田：その通りです。北京で、ぜひ

どと上位を争う存在です。

進めたいことがあります。北京には、
理研以外にも日本の大学や（独）科学

撮影：STUDIO CAC

近年、シンガポールはバイオ医学産
業の育成に力を入れており、科学技術
＊

技術振興機構（JST）
、
（独）日本貿易

研究庁（A STAR）が、生命科学の研究

振興機構（JETRO）などの事務所があ

機関を集約させた研究都市「バイオポ

お お

え

だ

け ん

じ

大江田憲治
理化学研究所 理事

1951年、福岡県生まれ。理学博士。九州大学大学
院理学研究科生物学専攻博士課程修了。1982年、
住友化学工業㈱入社。1988年から2年間、米国ロッ
クフェラー大学客員研究員。住友化学工業㈱生物
環境科学研究所分子生物グループ・グループマ
ネージャー、内閣府大臣官房審議官(科学技術政
策担当)などを歴任し、2010年、住友化学㈱フェ
ロー。2011年4月より現職。

バイオポリスに事務所を設立しました。
さ ら に2011年 に は、 南 洋 理 工 大 学
（NTU）との間に包括的協力協定を結
びました（図3）
。

ります。また、多くの民間企業も進出

リス」を築いています。そのバイオポ

英語が公用語となるシンガポールに

しています。北京におけるそれら日本

リスやバイオメディカルパークには世

は、世界から人と情報が集まってきま

の産官学のネットワークを築いていき

界の主要な製薬企業が進出しています。

す。特に、シンガポールと歴史的に深

シンガポールの優れたところは、世

い関係を有する英国をはじめとする欧

欧米は、中国における産官学の連携

界有数の大学や研究機関をいち早く招

米諸国との関係が密接です。そして都

をうまく進めています。例えばドイツ

致し、それらを呼び水にして世界から

市国家であるシンガポールは、人の

は10年ほど前から、ドイツ連邦銀行系

優秀な研究者などトップレベルの人材

ネットワークが築きやすいという地理

の非営利組織が1棟のビルを丸ごと借

を次々と引き寄せている点です。

的な特性があります。私たちはシンガ

たいのです。

りて「ドイツセンター北京」をつくり、

＊

このような中、理研は2005年にA

ポール事務所を拠点に、世界の研究動

100社 余りの中小 企 業に事 務 所のス

STARと生命科学・生物工学分野にお

向やバイオ産業に関する情報を収集し

ペースを提供しています。産官学の人

ける研究協力覚書に調印し、2006年に

ていきたいと考えています。そして理

や情報を物理的に集約させて、中国へ
進出するドイツの中小企業を支援して
いるのです。ドイツは中国だけでなく、
シンガポールやインド、ロシアなどに
も同様のセンターをつくり、新興国に
おける連携を推進しています。
北京における日本の産官学の事務所
を1棟のビルに集約することはすぐに
は無理ですが、ネットワークづくりは
可能です。まずは、産官学が参加する
合同シンポジウムを定期的に開催する
ことを、関係法人で相談しているとこ

図2 理研－XJTU連携研究チームを率いる川端邦明チームリーダー
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図3 理研と南洋理工大学の包括的協力協定に調

印したBertil Andersson学長（左）と野依
理事長

図4 マレーシア科学大学の研究棟の前に立つ

理研-USM連携研究チームおよびUSMRIKEN連携研究室の主要メンバー
左から、斎藤臣雄 チームヘッド（支援促進チーム）
、
長 田 裕 之 領 域 長、Lai Ngit Shin博 士、Eugene
Boon Beng Ong博士。

いたときからUSMとの関係が始まり、

どの課題解決に貢献する研究プロジェ

以降USMから多くの学生・研究者を

クトを立ち上げたいと考えています。

受け入れてきました。また、ケミカル

特に、私はアジアの食糧問題に大き

バイオロジー研究領域の長田裕之 領

な危機感を抱いています。昨年、世界

域長もUSMとの人材交流を強く進め

人口は70億人を超え、さらに急増して

て い る 研 究 者 の 一 人 で す。 現 在、

います。そのような中、アジア諸国は

USM-RIKEN連 携 研 究 室 の 中 心 メン

経済成長に伴い食糧需要が増加し、13

バーとして長田研究室出身の研究者が

億以上の人口を抱える中国でも多くの

活躍されています。

食糧を輸入するようになっています。

──どのような研究を行っているのですか。

食糧自給率の低い日本にとって、アジ

大江田：マレーシアには豊富な熱帯植

アの食糧問題は国の安全保障にも直結

物資源がありますが、それらを国外に

します。

持ち出すことは禁じられています。理

理研には植物科学研究センターをは

研の優れた分析技術を駆使してマレー

じめライフサイエンス関連の研究セン

シア特有の熱帯植物資源から有用な物

ターが多数あります。理研以外の日本

質を探索し、マラリアやデング熱など

の研究機関とも連携して、アジアの食

東南アジア諸国で発症する感染症対策

糧問題解決に貢献する国際共同研究プ

に活用しようと、理研-USM連携研究

ロジェクトなどを進めることができれ

チームとUSM-RIKEN連携研究室が協

ば、理想的だと思います。

力して研究を進めています。

■日中でアジア共通の課題を解決する

──大江田理事は、企業の研究者として

── 今後、アジアにおける国際連携で、

植物科学の研究にも取り組まれたそうで

研の強みがどこにあるのか、世界的な

何を目指しますか。

すね。

視点で把握した上で、経営を進めま

大江田：昨年の北京事務所の開所式の

大江田：私は大学で生物学を学び、住

す。また、シンガポールは情報を発信

折に、中国の科学技術政策を統括する

友化学㈱に入社して医農薬開発や植物

する場としても機能しています。シン

中国科学技術部の国際合作司（国際協

工学などの研究に携わりました。

ガポールにおいて理研が活動すること

力局）と、シンポジウム開催や人材交

生物の世界では、遺伝的に均一な純

により、理研の存在を世界へ向けて示

流、重点研究協力分野の設定など広範

系になるほど、環境の変化に対応する

すことができるのです。シンガポール

な研究協力を行うための協力覚書を交

力を失い、脆弱になっていきます。異

事務所は、東南アジアにおける国際連

わしました。

なる遺伝子が混ざり合い多様性を持た

携の拠点としても位置付けています。

がっ さく し

中国科学技術部は、スーパーコン
ピュータ「天河1A」の開発や、米国と

ぜい じゃく

なければ、生物は強くならないのです。
研究の世界も同様です。国際連携を進

■アジア固有の天然資源を活用する

のクリーンエネルギー共同研究の推進

め、異なる文化や考え方を混ぜ合わせ

──シンガポール以外の東南アジア諸国

など、国家規模の研究プロジェクトを

ることで、人を育て、研究力を強化す

との連携の現状は。

主導している部署です。中国科学技術

ることができます。

大江田：最近の取り組みとしては昨年、

部とそのような長期的展望に立った研

理研はアジアにおける科学技術イノ

理研基幹研究所（ASI）とマレーシア

究プロジェクトを立ち上げていきたい

ベーションの中で中核的な役割を果た

科学大学（USM）が研究協力に関する

と思います。

すことが期待されています。その期待

覚書を締結し、ASIケミカルバイオロ

──どのような研究テーマが考えられま

にしっかりと応え、自らの研究力を強化

ジ ー 研 究 領 域 に 理 研-USM連 携 研 究

すか。

するために、長期的な視点に立って国

チームを、USMにUSM-RIKEN連携研

大江田：理研の経営方針の一つは「世

際連携を推進していきたいと思います。

究室を設置しました（図4）
。

の中に役立つ理研」です。国際連携に



約10年前、理研社会知創成事業の土

12

■混じり合うことで強くなる

おいてもその理念をしっかりと持ち、

肥義治 事業本部長が当時、主任研究

アジアや世界が共通に抱える環境、エ

員として高分子化学研究室を主宰して

ネルギー、食糧、水、防災、感染症な
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（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

S POT NEWS
長寿遺伝子を網羅的に探し出す
近年、生物の寿命を延ばす働きのある“長寿遺伝子”がい

くつか発見され、老化の研究が急速に進展している。しか
し、老化にどれだけの遺伝子が関与し、どのようなメカニ
ズムで老化が起きるのか、その全体像はまだ分かっていな
い。このような状況の中、理研和光研究所 基幹研究所 吉
田化学遺伝学研究室では、長寿遺伝子など老化に関わる遺
伝子を網羅的に探し出す実験が進行中だ。
「究極の目標は
人間の寿命を延ばすこと」と語る松山晃久 専任研究員に、
実験の概要や今後の展望を聞いた。

図

老化につれて量が増えるタンパク質と減るタンパク質
老化につれて量が減るタンパク質

1日目
8日目
12日目
老化につれて量が増えるタンパク質
1日目
8日目
12日目

──老化に関わる遺伝子をどのように探すのですか。
松山：分裂酵母という単細胞生物を使います。分裂酵母は、

ヒトと同様に遺伝情報を担うDNAが核膜に保護された真核
生物で、ヒトと共通する遺伝子を数多く持っています。し

分裂酵母3個1組で同じタンパク質の量を調べた。赤い蛍光が強いほど、多量につ
くられていることを示している。分裂を止めた後、1日目、8日目、12日目のタン
パク質の量を調べることで、老化につれて量が減るタンパク質と増えるタンパク
質をそれぞれ50種類以上見つけ出した。

かし、遺伝子の総数は真核生物の中で最も少ない種類に属
し、約5000個です。私たちは2006年、その約5000個ほぼ

ようにします。すると、若いときには緑色に光り、老化につ

すべてについて、生きた分裂酵母の中でそれぞれの遺伝子

れて緑色と赤色が混ざって黄色になり、さらに老化が進む

を任意に発現させ、タンパク質をつくらせることができる

と赤色になるはずです。このように蛍光色によって老化の

実験系を確立しました。この実験系を利用して、寿命や老

程度が分かる老化マーカーを持つ分裂酵母をつくるのです。

化の進行に関わる遺伝子を探しています。

その分裂酵母で、約5000個の遺伝子を1個ずつ過剰に発現
させて老化の進行や寿命への影響を調べることで、老化に

──分裂酵母の寿命とは。

関わる遺伝子を網羅的に探し出す実験を進める予定です。

松山：分裂酵母のような単細胞生物の寿命には、何回分裂

を繰り返すことができるかという “複製寿命” と、分裂を

──どのような遺伝子が見つかりそうですか。

止めた後にどれくらいの期間生存できるかという “経時寿

松山：まだ老化につれて増減するタンパク質を調べたにす

命” の2種類があります。複製寿命のメカニズムについては、

ぎませんが、呼吸に関係するものは老化につれて増え、タ

染色体の末端にあるテロメアという構造が分裂のたびに短

ンパク質合成に関係するものは減ることが分かりました。

くなる説などが提唱されています。一方、経時寿命のメカ

これは従来の老化研究の知見と一致します。老化に関わる

ニズムについては、ほとんど分かっていません。その解明

遺伝子を網羅的に見つけ出すことができれば、細胞内のど

を目指しています。

のような代謝経路が老化に深く関与しているのか、老化メ
カニズムの全体像が見えてくるはずです。

──分裂酵母の老化の程度を測る方法はありますか。
松山：分裂酵母は栄養がなくなると、やがて分裂を止めま

──今後の展望は。

す。分裂を止めた複数の個体に再び栄養を与えたときに、

松山：老化に影響を及ぼす遺伝子を探し出す実験は、2012

何割の個体が分裂を再開するかを調べることで老化の程度

年度中に終える予定です。過剰に発現させると寿命が大き

を測る方法があります。ところが、この方法は時間がかか

く延びる、有力な長寿遺伝子が見つかるかもしれません。

るため、老化の程度がすぐには分からないのです。それが

その遺伝子は分裂酵母とヒトで共通している可能性があり

老化に関する研究を行う上でネックになっていました。そ

ます。老化メカニズムの解明を進めるとともに、長寿遺伝

こで私たちは、老化の程度を蛍光色で示す “老化マーカー”

子の発現を強めたり、それがつくるタンパク質を活性化さ

を持つ分裂酵母を開発することにしました。そのためにま

せたりする薬を探したいと思います。究極の目標は、
「人間

ず、分裂酵母の約5000個の遺伝子すべてを発現させて、老

の寿命を延ばすこと」
。誰もが、いつまでも若々しく健康に

化につれて量が増えるタンパク質と、減るタンパク質を調

過ごすことができるようにしたいのです。

べてみました（図）
。その結果、それぞれ50種類以上のタン



（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

パク質を見つけ出すことに成功しました。
今後、その中から1種ずつを選び出し、例えば老化につれ
て増えるタンパク質を赤色、減るタンパク質を緑色に光る

※この研究成果は、若手の意欲的な研究の奨励を目的とし、理研内で横断
的に実施している「研究奨励ファンド」に採択された課題によるものです。
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F a c e
理研基幹研究所に、新しいレーザーシステムを開発し、環境・
エネルギー問題への貢献を目指す研究者がいる。光グリーンテクノロジー

Takayo Ogawa

小川貴代

特別研究ユニットの小川貴代 特別研究員（以下、研究員）だ。
「いつも新しいレーザー結晶を探しています」と小川研究員。

和光研究所
基幹研究所
光グリーンテクノロジー
特別研究ユニット
特別研究員

新しいレーザー結晶ができると、それまでにない波長のレーザーを
出すことができるからだ。小川研究員は2002年、難しいとされていた
高品質なバナデイト結晶の作製に成功。現在は「レーザーで社会の
役に立ちたい」と、宇宙利用や太陽光励起レーザーなどの応用研究にも
力を注いでいる。最近は、太陽光励起レーザー用の集光システムを

1973年、東京都生まれ。博士（理学）
。東京理科大学理学部第二部物理学
科卒業。2002年、理研中央研究所固体光学デバイス研究ユニット協力技
術員。2010年より現職。

応用した、水中の放射性物質除去に関する研究プロジェクトにも
参加した。趣味は歩くこと。まとまった休みが取れると、
お気に入りの土地をひたすら歩くという小川研究員の素顔に迫る。

太陽光励起レーザーで
新しいエネルギーをつくり出す研究者
「子どものころの夢はピアニスト。中学のときは読書が好

図

きで数学と理科が苦手。部活は演劇部で、典型的な文系で

太陽光励起レーザーの仕組み

フレネルレンズ

したね」と小川研究員。
「でも宇宙には興味があり、数式

太陽追尾式
レーザー架台

の出てこない科学の本をよく読んでいました」
。そして1冊

レーザー結晶

の本に出会った。
「電波天文学者の森本雅樹先生が書かれ
た『宇宙への旅200億年』です。遠くを見ることは宇宙の

レーザー
筐体

過去を見ることであり、もっと過去を見ようと努力する研

レーザー光

究者の姿が描かれていました。この本をきっかけに、宇宙
に関係する仕事をしたいと思うようになりました」
高校では写真部と合唱部。
「アマチュア無線部にも入っ
たのですが、免許を取れないうちに廃部に（笑）
。理系ク

同で、宇宙で利用するレーザーの開発も進めている。
「真空、
放射線、排熱など宇宙特有の問題がいくつもあります。問

ラスを希望すると、先生からやめておけと言われるほど、

題を一つひとつクリアしていくのは地道で大変な作業です

数学と物理が苦手でした」

が、研究の醍醐味を感じています。この仕事を始めたころ
◆

その後、東京理科大学理学部第二部物理学科に入学。
「4
年生のとき、理研でアルバイトを募集していると聞き、応

だい ご

は、自分の経歴にコンプレックスを持っていました。でも、
気が付くと夢だった宇宙に関係する仕事をしている。不思
議ですね」

募しました。レーザーに興味があったというよりは、研究

4月からは、自由な発想で主体性を持って研究すること

の世界に接してみたかったんです。雑用係から始まり、少

ができる基礎科学特別研究員になる予定だ。
「高効率太陽

しずつ実験の手伝いもさせてもらえるようになりました」

光励起レーザーの実用化を目指します。そのレーザーを触

そして2002年、協力技術員となり、レーザー結晶の開発

媒に照射することで水素を発生させて水素燃料をつくった

に加わった。
「浮 遊 帯 溶融 法という結晶を成長させる手法

り、太陽光を蓄積型のエネルギーに変換することができま

をレーザー結晶に初めて取り入れ、高品質なバナデイト結

す。社会の役に立つものをつくっていきたいですね」

ふ ゆう たい よう ゆう ほう

晶の作製に成功しました。融点の高い材料でレーザー結晶

◆

をつくる道が拓けました」
。理研の連携大学院制度を利用
し、東京理科大学でこの研究により博士号を取得した。
現在は、その結晶育成および評価の技術を利用した応

14

み

趣味は歩くこと。
「四国が好き。風景写真を撮ったり、地
元の人と話したりしながら歩きます。歩くことの魅力は、1
歩足を出せば必ず1歩進むこと。研究は頑張った分だけ報わ

用研究にも力を注いでいる。
「太陽光をエネルギー源とし

れるものではないし、思い続ければ夢がかなうほど甘いも

て結晶に照射することでレーザーを発振する “太陽光励起

のではありません。行き詰まったとき、歩くことで前向きな

レーザー” の開発もその一つです（図）
。その実現には、太

気持ちを取り戻せることもあります」
。着実にステップアッ

陽光を効率よく吸収する新しいレーザー結晶の創製が必要

プしてきた小川研究員。その歩みは止まらない。

です」
。また、
（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）と共
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理研ベンチャー、㈱カイオム・バイオサイエンスが
東証マザーズ市場に上場
2011年12月20日、理研ベンチャーの㈱カイオム・バイオサイ

の職員として研究に携わりながらベンチャー企業との兼業や

エンス（藤原正明 代表取締役社長）が東京証券取引所マザー

出向の許可、などの支援措置を受けることができます。

ズ市場に上場しました。理研ベンチャーでは上場第1号となり

㈱カイオム・バイオサイエンスは、この理研ベンチャー支
援制度により2005年2月に設立された会社で、理研で開発さ

ます。
理研は、理研から生まれた研究成果や技術を社会に普及さ
せることを目指して1996年、理研の研究者が自らの研究成果

ア ド リ ブ

れた創薬基盤技術「ADLibシステム」を核として、抗体医薬
品の研究開発支援および研究開発を行っています。

を中核技術として起業することができる「理研ベンチャー支
援制度」を設けました。2011年12月現在、26社が理研ベン
チャーの認定を受け、活動しています。理研ベンチャーに認定
されると、特許権などの実施許諾における優遇、理研との共

・㈱カイオム・バイオサイエンス
http://www.chiome.co.jp/
・理研ベンチャー支援制度
http://www.riken.jp/renkei/collaboration_batonzone7.html

同研究において必要なスペース・研究設備などの使用、理研

「nano tech 2012 第11回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」
出展のお知らせ
2012年2月15日（水）～17日（金）
、東京ビッグサイト（東京
都江東区）にて「nano tech 2012 第11回国際ナノテクノロ
ジー総合展・技術会議」
（主催：nano tech実行委員会）が開
催されます。
理研では、現在取り組んでいるナノサイエンスの研究成果
について、ポスター・実物によるブース展示にてご紹介し、研

日時

2012年2月15日（水）～17日（金）10:00～17:00

場所

東京ビッグサイト 東4・5・6ホール＆会議棟
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

主催

nano tech 実行委員会

入場料

3000円
＊下記URLより事前登録された方および招待券を持参された
方は無料
http://www.nanotechexpo.jp/

問合せ

nano tech 実行委員会
TEL：03-3219-3567
E-mail：nanotech@ics-inc.co.jp

究者自らが皆さんの質問に直接お答え致します。最先端のナノ
サイエンスに触れる絶好の機会です。皆さまのご来場をお待
ちしております。

新研究室主宰者の紹介
新しく就任した研究室主宰者を紹介します。

①生まれ年、②出生地、③最終学歴、④主な職歴、⑤研究テーマ、⑥信条、⑦趣味

イノベーション推進センター

発生・再生科学総合研究センター

遺伝子検査システム研究チーム
チームリーダー

発生幾何研究ユニット
研究ユニットリーダー

北脇文久（きたわき ふみひさ）

森下喜弘（もりした よしひろ）

①1972年 ②滋賀県 ③岡山大学大学院理学研
究科修士課程 ④パナソニック ヘルスケア㈱
⑤簡便性を追求した遺伝子検査システムの開発
⑥謙虚、継続、中庸 ⑦読書、ウォーキング

①1976年 ②東京都 ③東京大学大学院新領域
創成科学研究科博士課程 ④九州大学 ⑤器官
形態形成過程の定量的・数理的研究 ⑥本当に
大事なことから逃げない ⑦勉強
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長谷川有美

Naomi Hasegawa

和光研究所 脳科学総合研究センター
適応知性研究チーム 専門職研究員
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私は理研脳科学総合研究センター（BSI）で、人間同士や人

理研ニュース

砂漠を走る！
2011 Gobi March参戦記

間と環境の関係性を認知するときの脳機能を解明する研究に
携わっています。獣医である私の主な仕事は、実験動物の獣
医学的管理と実験手技の開発で、これにより再現性のある良
い実験データの取得を目指しています。理研に勤務する以前、
趣味のランニング仲間から中国領ゴビ砂漠の250kmを1週間
マ

ー

チ

内容に驚き、半ばあきれる一方で、
「砂漠という非日常の世界
にわが身を置いたら……」と好奇心が湧き起こり、
「いつか走っ
てみたい」という思いがくすぶるようになりました。そしてと
うとう、上司をはじめ職場仲間の温かな理解を得て、2011年

ステージ4のゴール。
手前が筆者。

か えんざん

最終ゴール地点、火焔山にて。
日本人7名全員完走（筆者は最右）。

6月26日〜7月2日のレースに参加することになったのです。
Gobi Marchは、六つのステージをそれぞれ制限時間内に走

繰り返しました。一日10リットル以上の水分を摂取しました

るレースです。各ステージの平均走破距離は40km。しかし、

が、トイレに行くことさえ忘れるほどで、過酷な暑さ（熱さ⁉）

終盤のステージ5は80kmというロングステージで、日没後か

の洗礼を連日、日没となる夜10時すぎまで受け続けました。

ら翌朝までヘッドランプをつけながら暗闇の砂漠の中を進ま
なければなりません。名前はGobiですが、実際のコースは中

さて、一日のノルマを果たし、たどり着いた先には、大会ス

国のタクラマカン砂漠の辺りに設定されていて、標高はマイ

タッフが設営した移動式の布テントが用意されています。寝

ナス170m（世界で2番目に低い）〜約2200mと起伏があり、

床となるこの中では、国籍も性別も違う9名が地面の上、寝袋

途中何度も川を渡るなど変化に富んでいます。コース上には

にくるまりながら健闘をたたえ合ったり、砂漠では手に入ら

目印として50〜100mおきに女性の手のひらサイズほどのピ

ないハンバーガーや冷えたジュースの空想話で盛り上がった

ンク色の小旗が立っていて、砂漠の色と同化してしまいがち

り……。楽しいテント生活でしたが、一方で映画に出てくる

なその小旗を探しながら進むべき道をたどります。

エイリアンのような、サソリを捕食する巨大クモが出現して
パニックになったり、深夜砂嵐に襲われて暴風の中生きた心

コース周辺は “地球のオーブン” と呼ばれている高温地域

地がしないまま、朝目覚めたら身体中砂まみれになっていた

で、朝8時にスタートしたときから気温は40℃を超え、最高

りと、さまざまなハプニングもありました。

気温が50℃を超える日もあるほどです。そのような過酷な環
境の中、トイレットペーパーから始まり、サバイバルナイフ

今回、世界各国からエントリーしたランナーは147名（うち

や足のまめ治療セット、着替え、寝袋など50に及ぶ必須装備

女性は36名）
。完走者はそのうち116名（うち女性29名）で、

品、さらに1週間分の食料（1万4000kcal以上）と最低2.5リッ

最年少は21歳、最高年齢は55歳でした。
「何も好きこのんで

トルの水、これらすべてを背負って走らなければなりませ

そんな過酷な大会に出なくても」と思われる方が多いでしょ

ん。ウエアは汗が蒸発した後の塩分と砂で白くゴワゴワにな

う。しかし、便利な世界から隔離された砂漠という過酷で非

り、給水ボトルの水はあっという間にお湯になってしまいま

日常的な環境に自らの脳を適応させ、生物として「生き抜く

す。水分を十分とっているつもりでも、油断すると視野が狭

ことに集中する」という経験は非常に貴重で新鮮、何よりも

くなり、手足がしびれ、次の一歩が思うように出なくなりま

大きな感動があり、また便利過ぎる生活を再考するきっかけ

す。そこで、15分おきに頭から水をかぶって塩をなめるのを

となりました。

下記URLからご登録いただけます。

http://www.riken.jp/mailmag.html
携帯電話からも登録できます。

http://www.riken.jp

『理研ニュース』メルマガ会員募集中！

寄付ご支援のお願い
理研を支える研究者たちへの支援を通じて、 http://www.riken.jp/
日本の自然科学の発展にご参加ください。
問合せ先：理研  外部資金部  推進課  寄付金担当

TEL: 048-462-4955
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⃝デザイン／株式会社デザインコンビビア
※再生紙を使用しています。
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⃝制作協力／有限会社フォトンクリエイト
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かけて走る “Gobi March” を完走した話を聞きました。その
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