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研究最前線

死んで、動いて、

細胞が
体をつくる
「私たち生物の始まりは、

たった1個の受精卵です。受精卵が分裂を繰り返し、
複雑な体がつくられていきます。不思議だと思いませんか」
理研神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター
組織形成ダイナミクス研究チームの倉永英里奈チームリーダーは、
そう問いかける。
「細胞が単に分裂して数を増やしていくだけでは、
組織や器官にはなりません。細胞同士がやりとりをしたり、
移動したり、ときには死んだりと、ダイナミックに
変化しています。細胞がどのように動くと、生物の体が
形づくられていくのか。それを解き明かしたいのです」
倉永チームリーダーは、ライブイメージングで
細胞1個1個の動きを見ることで、
形づくりの謎に挑んでいる。

表皮細胞の入れ替わりを“観る”
倉永チームリーダー（TL）が研究対象とするショウジョ

は、倉永TLが東京大学薬学部遺伝学教室（三浦正幸教授）の

ウバエの受精卵は、縦0.5mm、横0.1mmほど。卵から生ま

講師をしているときに、当時大学院生だった中嶋悠一朗さん

れた幼虫は5日ほどでさなぎになり、さらに4日ほどで体長

（現・米国ストアーズ研究所研究員）と一緒に行った。細胞同

約2mmの成虫になる。
「棒のような形をしていた幼虫の体が

士を接着させるカドヘリンという分子を蛍光タンパク質で光

頭・胸・腹に分かれ、さらに脚と羽を持ったまったく違う姿

らせているので、細胞と細胞の境目が分かるようになってい

になって、さなぎから出てきます。さなぎの中で何が起きて

る。
「左側に大きい細胞が、右側に小さい細胞がありますよね。

いるのだろう。不思議でたまりませんでした」

大きい細胞は幼虫の、小さい細胞は成虫の表皮細胞です」

倉永TLが特に興味を持ったのが、ショウジョウバエの表皮

観察を続けると、成虫の表皮細胞がどんどん分裂して増え

細胞だ。幼虫の体はプヨプヨと柔らかい。その表皮細胞は殺

ていく。一方、幼虫の表皮細胞はどんどん小さくなっていき、

菌作用のある物質を分泌する機能を持ち、1個1個がとても大

きゅっと縮んでなくなってしまう。やがて、幼虫の表皮細胞

きい。一方、成虫の体は硬い。その表皮細胞は硬い膜をつく

はすべてなくなり、成虫の表皮細胞だけになる。
「幼虫の表

る物質を分泌する機能を持ち、1個1個が小さい。
「さなぎの

皮細胞は細胞死（アポトーシス）を起こしたのです。ただし、

中で、幼虫の表皮細胞から成虫の表皮細胞に入れ替わるので

細胞死によって幼虫の表皮細胞が一気になくなるのではな

す。古い教科書には、幼虫の組織が“溶ける”とか“崩壊す

く、細胞死と成虫の表皮細胞の増殖が、うまくバランスを保

る”と書いてあります。しかし、体の表面を覆っている表皮

ちながら入れ替わっていました」

などが溶けてしまったら、体の形を保つことができませんよ

縮んでなくなってしまったように見えた幼虫の表皮細胞

ね。では、どのように入れ替わっているのか。表皮細胞の変

は、実は表皮の下にするりと落ちていく。そこには特殊な細

化を、どうしても自分たちの目で見たくなりました」

胞が待ち構えていて、落ちてきた死んだ細胞を食べてしまう。

生きたさなぎの中を見ることができるのだろうか。
「ライブ
イメージングという方法を使えば可能です」
。ライブイメージ

幼虫の表皮細胞があったところは成虫の表皮細胞が埋め、穴
が開いてしまうことはない。

ングとは、緑色蛍光タンパク質（GFP）などを使って見たい分

「まるで、幼虫の表皮細胞と成虫の表皮細胞が話し合いを

子や細胞を生きたまま光らせ、時間を追って観察する技術だ。

しながら入れ替わっているようです」と倉永TL。細胞死と増

ショウジョウバエのさなぎの表皮細胞をライブイメージン
2

グで観察した結果が、図1だ。このライブイメージング解析
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殖がどのように相互作用しているかを詳しく調べたところ、
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面白いことが分かり始めた。
「細胞死を引き起こす分子の一

ングで、さなぎの外生殖器原基を観察してみました。すると、

つに、カスパーゼという酵素があります。蛍光タンパク質を

12〜14時間かけて、時計回りにぐるっと360度回転する様

使って、カスパーゼの活性をライブイメージングで調べてみ

子を鮮明に捉えることができました」
（タイトル図A）

ました」
。すると、カスパーゼが活性化されている幼虫の表

外生殖器原基は、なぜ回転するのだろうか。
「その理由は

皮細胞は、増殖している成虫の表皮細胞と接していることが

まだ分かりませんが、一つの可能性として、精子を精巣まで

分かった。
「細胞死のスイッチを入れているのは、どうやら増

運ぶ輸精管を長くつくるためであると考えられます」と倉永

殖している成虫の表皮細胞の方らしい。成虫の表皮細胞がど

TL。ショウジョウバエの成虫の体長は約2mm。それに対し

のように幼虫の表皮細胞のカスパーゼを活性化させるのか、

て精子は1.8mmもある。輸精管も1.6mmと長く、とぐろを

これから解明していきたいと考えています」

巻いたような状態で体内に収められている。その長い輸精管

長い輸精管は回転によってつくられている？
倉永TLの最近の研究ターゲットは、ショウジョウバエの

がい せい しょく き げん き

がつくられるには、さなぎのときに外生殖器原基が回転する
ことが必要なのかもしれない。実際、回転が足らないと、輸
精管は短くなってしまった。

“外生殖器原基”である（タイトル図B）
。それは生殖器になるこ

倉永TLは、ライブイメージングの成果を2011年3月に発

とを運命づけられている細胞群で、幼虫の体の後端にあり外

表。
「フランスにもショウジョウバエの外生殖器原基のライブ

から見ることができる。
「外生殖器原基は、発生の過程で回

イメージングをしているグループがいます。彼らは2010年

転するんです」と倉永TL。このことは、1930年代に出され

10月、その成果を発表しました。世界初とはならず、少し残

た解剖学の教科書にも書かれている。しかし、そこに載って

念でした」
。両者のライブイメージングは、さなぎの保湿の

いるのは不鮮明な数枚のスケッチだけだ。
「2005年、その様

仕方などに違いがある。フランスのグループの手法では、さ

子を初めて観ることに成功しました。蛍光実体顕微鏡で1時

なぎが羽化して成虫になることはない。
「私たちの手法では、

間おきに連続写真を撮って並べただけの低画質な映像でした

羽化して成虫になります。より自然に近い現象を観察できて

が、とても感動しました。本当に回っている！と」

いると思います」

倉永TL自身、連続写真の映像を見るまで、外生殖器原基が
本当に回るのかどうか半信半疑だったという。
「まさに“百
聞は一見にしかず”ですね。そしてその後、ライブイメージ

細胞死が回転を加速させている？
倉永TLが外生殖器原基をターゲットにしたのは、もともと
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細胞が死ぬことで、周りの細胞に
どのような影響を及ぼし、体を形づくっていくのか。
ライブイメージングによって実際に観ることで、
明らかにしていきたいですね。

のか。動くところと動かないところの境界はどこで、その境
界で何が起きているのか。なぜ360度ぴったりで止まるのか。
分からないことだらけです」
倉永TLは、ライブイメージングを駆使して、外生殖器原基
が回転するメカニズムの解明に着手した。まず取り組んだの
が、回転速度の測定だ。
「正常なショウジョウバエでは、さな
ぎが形成されてから約24時間後に外生殖器原基が回転し始
め、12〜14時間かけて360度回転します。スタートからゴー
ルまで一定速度で回転していると思っていましたが、回転速
度を計測してみたらそうではなく、驚きました」と倉永TL。
タイトル図Cが計測結果だ。動き始めはゆっくりだが、2時

間ほどたつと加速する。そして9時間ほどたつと減速し始め、
12〜14時間後に止まる。
「まるで自動車がギアチェンジする
ように加速していて、予想外でした」
次に、外生殖器原基の回転が途中で止まってしまうショウ
ジョウバエについてライブイメージングで調べた。すると、
さらに興味深いことが分かった。
「動き始めが鈍いか、回転速
度が遅いのではないかと予測していました」
。ところが、動き
始めて2時間くらいは、正常な個体と違いはなかった。違い

倉永英里奈

Erina Kuranaga

撮影：STUDIO CAC

神戸研究所
発生・再生科学総合研究センター
組織形成ダイナミクス研究チーム
チームリーダー
くらなが・えりな。1974年、熊本県生まれ。博士（医学）
。九州大学農学部卒業。東京大
学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。
理研脳科学総合研究センタージュニアリサーチアソシエイト。東京大学大学院薬学系研
究科助手、講師を経て、2011年1月より現職。

は加速だった。そして、回転は正常な個体と同じく12〜14
時間続くが、180度までしか回転しない。
「回転が異常な個体
では、ギアチェンジが起きないのです。この個体では、前述
のカスパーゼを阻害するタンパク質が発現しているため、細
胞死が起きません。加速のメカニズムに細胞死が寄与してい
るのではないか、そう考えました」

加速のヒントは“動く歩道”にあった
外生殖器原基は、A8、A9、A10という三つの部位で構成
細胞死に興味があったからだ。
「細胞死を引き起こすあるタ

されている（図2上 ）
。ショウジョウバエのオスの場合、リン

ンパク質に変異があると、オスの成虫の外生殖器の角度が曲

グ状のA8が背板に、逆ヘッドホン形をしたA9が外生殖器や

がってしまうという報告が、1991年にありました。成虫で

輸精管に、中心に位置するA10が肛門に、それぞれ分化する。

見られる外生殖器の角度異常の原因として、外生殖器原基の

「一見すると、回転するのは外生殖器原基のうちA9とA10

回転が途中で止まってしまうことが考えられます。外生殖器

です。しかし、よく観察すると、それを取り囲むリング状の

原基の回転と細胞死には関係があるかもしれない。ライブイ

A8も動いていることが分かります。ここに加速の鍵があるの

メージングで回転の様子を見てみよう。そう思ったのがきっ

ではないか。そう考えて、A8を詳しく調べてみることにしま

かけです」

した」

そして、前述の通り外生殖器原基の回転をライブイメージ

倉永TLは、ライブイメージングによってA8にある細胞の

ングで捉えることに成功。
「回転の様子を見ていると、とても
不思議に思いました。どのようなメカニズムで回転している

図1 さなぎにおける表皮細胞の入れ替わり
右側の小さな成虫の表皮細胞の増殖に伴って、左側の大きな幼虫の
表皮細胞は次第に縮んでいき、表皮の下に落ち込んで処理される。
（撮影・提供：中嶋悠一朗博士）
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動きを1個ずつ追跡していった。すると、三つのパターンが

図2 外生殖器原基の
構造と細胞の移動

A8 背板

あることが分かった（図2下）
。一つ目は、A9と同じタイミン

外生殖器原基は、背板
になるA8、外生殖器や
輸精管になるA9、肛門
になるA10から構成さ
れる。下の写真は、A8
の細胞を移動速度で分
類したもの。ライブイ
メージングによって細
胞1個1個の移動する速
度を調べ、パターンに
よって色分けした。

グで動きだし、同じ速度で移動する細胞（青）で、A8の内側
にある。二つ目は、A9や青で示した細胞より遅れて動きだし、
しかも180度回転して止まってしまう細胞（緑）で、A8の外
側にある。三つ目は、移動するが細胞死する細胞（赤）であ
る。
「これはどういうことかと、ずっと考えていました。そし

A9 外生殖器原基

てお風呂に入っているとき、
“あっ、もしかして動く歩道と同

A10 肛門

じ原理ではないか”とひらめいたのです」
A8の外側の細胞（緑）はA9より遅れて動きだすが、その
タイミングはA9が加速する時期と同じだ。そこで、倉永TL

⃝A9と同様に移動する
（A8の内側）
⃝A9や青色で示した細
胞に遅れて移動する
（A8の外側）
⃝移 動するが細胞死す
る

は“この細胞の動きが、加速と関わっているのではないか”
と考えたのだ。
「動く歩道の上を歩いていると、普通に歩くよ
り速くなります。それと同じで、A8の外側の細胞（緑）が動
くことで、A8の内側の細胞（青）とA9が加速され、それら
の見かけ上の速度が上がるのです」
では、細胞死が起きない個体ではどうなっているのだろう
か。A8の外側の細胞の動きを調べたところ、ほとんど動いて
いないことが分かった。だからA8の内側の細胞とA9の加速
が起きないのだ。
「細胞死が起きない個体は外生殖器原基が
180度しか回転しなかったことを思い出してください」と倉
永TL。
「もともとA9は180度しか回転しないのです。A8の外
側の細胞が180度回転することと合わさって、合計で360度
回転していたのです」

細胞死と細胞移動、そして体の形づくり
では、加速と細胞死との関わりは、どう説明できるのだろ

組織形成ダイナミクス研究チームを立ち上げたのは、2011
年1月だ。
「外生殖器原基の回転の研究は、さまざまな細胞の
動きが複合的に作用しているのでとても難しく、悩むことが
多くなってきていました。この研究をもう一歩進めるには、

うか。A8の外側において、細胞死の頻度と速度の変化には相

発生や細胞死、画像解析、さらには理論など、さまざまな

関があることも分かってきた。倉永TLは、
「まだこれから実験

分野の専門家とコラボレーションや議論をする必要があると

を重ねていかないと分かりませんが」と前置きした上で、こ

思ったのです。理研ならばそれができる。実際、日々新しい

う語った。
「表皮細胞の例で見たように、細胞が死ぬとほかの

発見があります」
。理研基幹研究所の望月敦史 主任研究員（6

細胞が移動してきて、その場所を埋めます。A8の外側で細胞

ページ参照）やCDBの柴田達夫ユニットリーダーとの共同研究

が死ぬことで、その層の細胞が動きだし、A8の内側とA9の回

も始まっている。
「理論の研究者と組むことで、1個1個の細

転を加速している可能性があります。つまり、細胞死が“動

胞を観察しているだけではとうてい分からないような、細胞

く歩道”のエンジンになっている。あるいは、回転する層と回

が移動する新しいメカニズムを見いだせるかもしれない。今、

転しない層の境界で細胞死が起き、ブレーキになっている細

研究が楽しくて仕方ありません」

胞が排除されることで、スムーズに回転できるようになるの

表皮細胞の入れ替わりは、ショウジョウバエの表皮細胞だ

かもしれません。つまり、細胞死が“動く歩道”のスイッチに

けに見られるものではない。例えば、私たちの皮膚や腸でも

なっている。ほかにも、いくつもの解釈があります」
。今後は

起きていることだ。ショウジョウバエは、ヒトの疾患関連遺

細胞の移動と細胞死との関係を詳しく見ていく計画である。

伝子の70％以上を持っていることから、ヒトの疾患に関する

細胞死というのは、その細胞が不要だから排除される。そ

基礎研究もできる。
「背骨のないショウジョウバエの研究を、

ういう認識が一般的である。倉永TLは、
「その認識を変える

ゆくゆくは脊椎動物、哺乳類、そしてヒトへとつなげていけ

必要があるかもしれない」と指摘する。
「細胞の移動を促す

たら。そう思いながら研究をしています」と倉永TL。
「ショウ

など、細胞死は周りの細胞に影響を与え、体の形づくりに能

ジョウバエは大好き。かわいいですよ」と、楽しそうに笑った。

動的に関わっているのかもしれません。外生殖器原基の回転



メカニズムを明らかにしていくことで、細胞死の新しい機能
が見いだせるのではないかと期待しています」
倉永TLが理研発生・再生科学総合研究センター（CDB）で

（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

関連情報

2011年5月9日CDBニュース

「アポトーシスが組織形成のアクセルを踏む」
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研究最前線

生命現象を数学で解く
新理論「リンケージ・ロジック」を構築

遺伝子やタンパク質など、多数の生体分子が相互作用し、
複雑なネットワークをつくる。
そして、そのネットワーク全体の振る舞いから
生命としてのさまざまな機能が生まれることが分かってきた。
しかし従来の理論では、複雑なネットワークを解析して、
生命の機能メカニズムを解明することは難しかった。
理研基幹研究所 望月理論生物学研究室の
望月敦史 主任研究員は、数学を駆使して
複雑なネットワークを単純化する新理論
「リンケージ・ロジック」を構築。
この新理論により、ネットワークの本質が
明らかとなり、生命の機能メカニズムの解明が
急速に進むと期待されている。

生命の複雑なネットワークを解析する

生命の機能メカニズムを解明するには個々の遺伝子やタンパ

「もともと数学と生物の両方に興味がありました。そこで

ク質を調べるだけでは不十分であり、それらがつくる複雑な

大学院生のときから、数学を駆使して生命現象を理論的に解

ネットワークを解析する必要があります。その解析のために、

明する研究に携わり始めました」

数年前から理論研究への期待が急速に高まっているのです」

望月敦史 主任研究員は、理論的研究を進める一方で、実

しかし、従来の理論では複雑なネットワークを解析するこ

験家が集まる発生生物学や分子生物学の学会にも積極的に参

とは難しかった、と望月主任研究員は指摘する。
「これまでの

加した。
「私がそれらの学会に参加し始めた1990年代は、受

数学や物理学で開発された手法は、ごく少数の要素間の関係

精卵から体がつくられる発生過程などで働く重要な遺伝子が

性を調べるには威力を発揮します。しかし膨大な要素からな

次々と発見されていた時期でした。
“遺伝子やタンパク質の

る複雑なネットワークを解析する手法は、数学にも物理学に

機能を調べれば生命現象は解明できる”という風潮があり、

もほとんど存在しません」

生物学において理論研究はあまり重視されていませんでし
た」と望月主任研究員は振り返る。

そのため、従来の理論では、何らかの仮説や仮定を立て
て重要だと思われる少数の要素を取り出し、ネットワークを

「ところが数年前から、発生生物学や分子生物学でも理論

単純化してから数学や物理学で開発された手法を適用してき

研究に大きな期待が集まるようになったのです」
。なぜ風向

た。
「ただし、単純化に用いた仮説や仮定が正しいという保

きが変わったのか──。

証はありませんでした。私は最近、数学的な正しさを保証し

実験の進展により、現在では多数の遺伝子やタンパク質が
発見されている。それらの生体分子は相互作用して、ある遺
伝子が別の遺伝子を発現させたり、あるタンパク質が別のタ
ンパク質を活性化したり分解したりする制御関係が築かれて
いる。

6

リンケージ・ロジックに
より5個の要素に単純化
されたネットワーク

た上で複雑なネットワークを単純化できる新理論“リンケー
ジ・ロジック”を構築しました」

“当たり前の論理”で能力が同じまま単純化
リンケージ・ロジックでは、どのようにして複雑なネット

「そのような制御ネットワークを詳細に調べ上げる研究が

ワークを単純化するのか。実際には、複雑な数学を駆使して

競って行われた結果、複雑なネットワークの全体像が明らか

単純化するので詳しい説明は省略するが、ここでは基本的な

になってきました。そして、ネットワーク全体の振る舞いか

考え方を紹介しよう。リンケージ・ロジックの特徴は、仮説

ら生命の機能が生まれることも分かってきました。つまり、

や仮定を含まない当たり前の論理に基づいていることだ。
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リンケージ・ロジック
リンケージ・ロジックにより、生体分子の複雑なネットワークを単純化す
ることができる。単純化されたネットワークと、元の複雑なネットワーク
は、定常状態をつくり出す能力が等しいことが数学的に保証されている。

マウスの実験で解明された100
個以上の生体分子からなる細胞
の情報伝達ネットワークをリン
ケージ・ロジックで解析

リンケージ・ロジックの数式の一部

「
“同一入力→同一出力”という論理に基づき、さまざま

「複雑なネットワークでも、つくり出せる状態は限られてい

な状態をつくり出す能力に貢献していない要素を無視して、

るのです。同一入力→同一出力の論理を使えば、
“定常状態

ネットワークを単純化するのです」と、望月主任研究員は説

をつくり出す能力”が等しいまま、複雑なネットワークを単

明する。

純化することができます。私は数学を駆使してその単純化の

同一入力→同一出力とは何か。生体分子Aが、BとCによっ

ルールをつくったのです。そのルールがリンケージ・ロジッ

て制御されている関係で考えてみよう（図1）
。ここではA、B、

クです。それは同一入力→同一出力という当たり前の論理

Cそれぞれの活性が安定してオンまたはオフになる定常状態

に基づくもので、仮説や仮定は含まれていません。リンケー

に注目する。例えば、BとCの活性が共にオフのとき、Aも

ジ・ロジックにより単純化したネットワークは、元の複雑な

オフという定常状態が観測されたとする（図1左）
。このとき、

ネットワークと状態をつくり出す能力が等しいことが数学的

同じくBとCが共にオフなのにAがオンになる定常状態はあり
得ない（図1右）
。
「つまり、制御する側（BとC）の入力が同一なら、制御さ
れる側（A）の出力は常に同一であり、異なる出力になるこ

B

C

B

C

とはないという、当たり前の論理が同一入力→同一出力です。
もし、BとCがオフのままでAがオンとオフの定常状態が両方

両立しない

観測されたとすると、生体分子AがBとCだけによって制御さ
れているという情報が間違っていることになるのです」
次に、図2のような4個の生体分子からなる制御ネットワー
クを考えてみよう。もし、4個の生体分子の活性がすべてオ
フという定常状態（図2左）が観測される場合、同一入力→同
一出力の論理で考えると、例えばAがオフなのにBがオンにな
る4通りの定常状態（図2右）はあり得ない。このようにして
ネットワークがつくり出せる定常状態を絞り込んでいくこと
ができるのだ。

A

オフ

オン

A

図1 3個の生体分子を例にした “同一入力→同一出力” 論理
AはBとCから制御を受けている。BとCがオフのとき、Aもオフという定常状態
（左）が見つかったとき、
Aがオンの定常状態（右）が実現することはあり得ない。
逆に、BとCがオフでAがオンという定常状態（右）が見つかったとき、Aが
オフという定常状態（左）が実現することはあり得ない。つまり、図の左右の
定常状態は両立しない。
このように制御する側の状態（入力）が同一ならば、制御を受ける側の状態
（出力）は同一に決まる。この当たり前の論理を “同一入力→同一出力” と呼ぶ。
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「その100個以上の要素からなる複雑なネットワークも、リ

生物学は今、

ンケージ・ロジックを使うと、わずか5個の要素からなるネッ

数学を駆使したオリジナル理論を

トワークに単純化できます（タイトル図）
。抽出された5個の生

必要としています。

体分子は、本質的に重要な生体分子だと考えられます」
このような単純化により、実験家との新しい共同研究が可
能になる、と望月主任研究員は期待している。
「少数の生体分子ならば、それぞれの活動を同時に精密計
測できます。従って、リンケージ・ロジックで抽出された重
要な生体分子だけを精密に同時計測してくれないか、と実験
家に提案することができます。実際に観測された状態の中に、
もし、リンケージ・ロジックで単純化したネットワークで説
明できない状態があれば、ネットワークの構造に間違いや
欠落部分があると考えられます。このような場合、リンケー
ジ・ロジックにより、正しいと思われるネットワークの構造
を予測することができます」
これまでの理論研究は、実験で分かったことを後追いで説
明するものがほとんどで、実験のターゲットとなる生体分子

望月敦史

を具体的に提案したり、検証可能な予測を導き出したりする

撮影：STUDIO CAC

Atsushi Mochizuki

ことは難しかった、と望月主任研究員。
「たとえ理論的な予測を行っても、理論の前提となる仮説

基幹研究所 望月理論生物学研究室
主任研究員

や仮定が正しいという保証がないので、実験家がその予測を

もちづき・あつし。1969年、静岡県生まれ。博士（理学）
。京都大学理学部卒業。九州
大学大学院理学研究科博士課程中退。九州大学理学部 助手、岡崎国立共同研究機構 基
礎生物学研究所 情報生物学研究センター 准教授を経て、2008年より現職。

検証してみようという気持ちになりにくい状況でした。この
ような状況を打ち破りたいのです。仮説や仮定を含まないリ
ンケージ・ロジックにより検証可能な予測を導き出し、実験
家たちに示していきたいと考えています」

なので、数学者も興味を示し、共同研究を進めています」

動物であるホヤの発生初期に働く遺伝子が実験で詳細に調べ
られている。そして、76個の遺伝子による複雑な制御ネット

検証可能な予測を導き出す

ワークが描かれており、実験で10通りの遺伝子発現パターン
が観測されている。

実際に、リンケージ・ロジックを適用した研究例を見てみ

「その複雑なネットワークをリンケージ・ロジックにより、

よう。マウスを用いた実験により、100個以上の生体分子が
つくる細胞内の情報伝達ネットワークが描かれている。その

16個の遺伝子からなるネットワークに単純化しました（ 図

ネットワークが働き、細胞は分裂したり、移動したり、神経

。ところが、この単純化したネットワークと遺伝子発現
3A）

細胞に分化したりする。

情報を検討すると、観測される遺伝子発現パターンが10通り

B

C

A

B

両立しない

D

C

4個の生体分子からなる制御ネットワークで、A〜Dの活性がす
べてオフという定常状態（左）が観測される場合、同一入力→
同一出力の論理で考えると、例えばAがオフなのにBがオンにな
る右側の4通りの定常状態はあり得ない。このようにしてネット
ワークがつくり出せる定常状態を絞り込んでいくことができる。
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A

D

B

図2 ネットワークがつくり出せる定常状態の絞り込み

8

せき さく

リンケージ・ロジックによる予測の例を紹介しよう。脊索

に保証されています。これは数学の理論としても新しいもの

C

B

C

A

D

A

D

B

C

A

D

だけというのはあり得えません。単純化したネットワークの
構造と観測された発現パターンとの間で整合性が取れていま
せん。どちらかが間違っているのです。ネットワークの構造

A ホヤの初期発生における76個の遺伝子
からなる制御ネットワークをリンケージ・
ロジックによって単純化した16個の遺伝子
からなるネットワーク

が正しければ、実験で観測された10通り以外に78通りの発
現パターンがあるはずで、それらがまだ観測されていないこ
とになります。逆に、発現パターンが本当に10通りしかない
のならば、ネットワークの構造が間違っていることになりま
す。そこで、新しいネットワークの構造を予測してみました」
（図3B）
このようなリンケージ・ロジックによる予測を実験で検証
することにより、ネットワークの真の構造が明らかとなり、生
命の機能メカニズムの解明が進展していくことが期待できる。

B

既知のネットワークと発現パターンから
予測される未知の制御（赤線）

細胞を自在に分化させる方法を
理論的に予測し、再生医療に貢献する
「事前に“山中ファクター”を予測できなかったのは、理論家
として、とても残念です」と望月主任研究員。山中ファクター
とは、京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞（人工多能性幹細胞）
をつくる際に体細胞に導入した4種類の遺伝子のことだ。
マウスの細胞内の情報伝達ネットワークを、5個の生体分
子からなるネットワークに単純化した研究例を紹介した（タ
イトル図）
。
「単純化したネットワークは、5個の生体分子を制

御すれば、細胞のシグナル応答を自在に操作できることを意
味しています。同様に細胞分化の遺伝子ネットワークが明ら
かになれば、体細胞をiPS細胞にすることも、神経細胞や皮膚
細胞など任意の種類に分化させることも自在にできると思い

図3 リンケージ・ロジックによる予測
リンケージ・ロジックによって単純化したAのネットワークが正しければ、ホヤ
の初期発生で観測されている10通りの発現パターン以外に、78通りの発現パ
ターンがあり得ることになる。一方、本当に発現パターンが10通りしかないの
ならば、Bのネットワークの構造が予想される。

ます」
現在、患者の皮膚などの体細胞を取り出し、機能を失った
臓器や組織の細胞に分化させ、それを移植することで、失わ

の生命現象に適用できる万能理論ではありません。この理論

れた機能を回復させる再生医療の実現が目指されている。そ

は生体分子の制御関係という視点から生命現象を解析する手

のため、細胞を任意の種類に分化させる研究が、世界中で進

法です。生命現象の解明には、制御関係以外にも、さまざま

められている。
「現在、ヒトの細胞分化の遺伝子ネットワーク

な視点からの解析が必要です。例えば、細胞の機能にとって

は十分に明らかになってはいません。実験により情報が蓄積

生体分子の空間的な配置がとても重要です。さらに、遺伝子

すれば、リンケージ・ロジックで重要な生体分子を絞り込み、

やタンパク質といったミクロサイズから、細胞、組織、器官

少数の遺伝子やタンパク質を制御して、細胞を任意の種類に

の形態、さらには遺伝、生態、進化といったマクロサイズま

自在に分化させる方法を理論的に予測することが可能になる

で、各階層を貫き統一的に生命現象を理解するための理論も

でしょう。再生医療の研究にも、理論研究が大いに貢献でき

求められています。それら生物学の問題意識に根差したオリ

ると思います」

ジナル理論をつくっていきたい。そういう思いを込めて、研

“予測検証型生物学”を実践する
望月理論生物学研究室では、具体的な生命現象について実

究室に“理論生物学”という名前を付けました。そして私た
ちは、理論による予測と実験による検証が両輪となって進む
“予測検証型の生物学”の実現を目指しています」
望月主任研究員たちは、生物学を新しいステージに導こう

験家と共同研究を進め、理論手法を駆使して検証可能な予測
を導き出す研究を行っている。
「さらに、数学や物理学からの

としている。

借り物ではなく、生物学のオリジナル理論の構築も進めてき



（取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）

ました。その成果の一つがリンケージ・ロジックです」
望月主任研究員は、数学者と共同研究を進めることで、リ
ンケージ・ロジックを適用できる生命現象の範囲を拡張する
研究を進めている。
「ただし、リンケージ・ロジックはすべて

関連情報

『生命科学の新しい潮流 理論生物学』
（望月敦史 編、共立出版）
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特集

日本独自の創薬システムを築く
日本の生命科学の基礎研究は世界をリードするほどの実力があるが、その成果を
創薬や医療技術でのイノベーションへつなげる力が欧米に比べて弱いことが課題
となっている。

う旗印に変えることに意義がありま
す。それは日本が掲げる大きな旗とな
るはずです。すでに基本技術は完成し、
支援体制もできているので、きっと実
現できるはずです。

理研はその課題を克服するために2010年4月、「社会知創成事業 創薬・医療技
術基盤プログラム（DMP）」を10年間の時限付きで設立。
製薬会社において日本発の免疫抑制剤「FK506」の発見・開発を主導した後藤
俊男 博士がプログラムディレクターとしてDMPを率い、理研発生・再生科学総合
研究センターの西川伸一 副センター長が、DMP副プログラムディレクターを務め
ている。設立から約2年間の取り組みや成果、今後の展望を聞いた。

■橋渡しの3段階の出口
──2011年11月、DMPが支援を進めて
きた「アルツハイマー治療薬」プロジェ
クトが開発段階へ移行した、とのプレス
リリースがありました。
後 藤： そ のプ ロジェクトは、世 界 的

シェアを持つアルツハイマー病治療薬
「アリセプト」の開発を主導した京都

■基礎研究を創薬へつなぐ

す。なお、私たちは臨床試験あるいは

大学の杉本八郎 客員教授が進めてい

──なぜ、日本は欧米に比べて創薬の力

その直前の非臨床段階のもの（図のL3

るものです。理研は、杉本先生が会長

が弱いのですか。

段階以降）をプロジェクト、L2段階以

を務める京都大学発の創薬ベン

後藤：欧米では基礎研究を創薬へつな

前のものをテーマと呼んでいます。

チャー、㈱ファルマエイトと2010年7

ぐ際、創薬ベンチャーが大きな役割を

その中で最も進んだ段階にあるのが

月に共同研究体制を築き、理研分子イ

果たしています。ところが日本では、創

理研免疫・アレルギー科学総合研究セ

メージング科学研究センターにおける

薬ベンチャーが育っていないからです。

ンターの谷口 克センター長たちが進め

PETイメージングを活用してアルツハ

基礎研究を創薬へつなぐ日本独自の創

※

ている「NKT細胞 を用いたがん治療」

イマー型認知症の根本治療薬の開発を

薬システムをつくる必要があります。

です。千葉大学医学部と連携して、肺

行ってきました。そのファルマエイト

まさる

創薬や医療技術のもととなる生命科

がん患者さんを対象に行う臨床研究を

に対して2011年11月、㈱産業革新機

学の基礎研究を進めていて、創薬の基

進めてきました。そして、いよいよ高

構（INCJ）からの投資が決定したので

盤技術がそろっている理研であれば、

度医療での臨床試験に進む段階に来て

す。理研との共同研究は続きますが、

日本独自の創薬システムを築くことが

います。

DMPのプロジェクトからは卒業して
今後はファルマエイトが主体となり、

できるはずです。その実現のために設
立された創薬・医療技術基盤プログラ

■iPS細胞による再生医療の実現

前臨床・臨床試験を目指して開発を進

ム（DMP）では、理研の各研究セン

──「網膜の再生医療技術」プロジェク

めていきます。

ターに創薬基盤ユニットを設け、組織

トは、あらゆる細胞に分化できるiPS細胞

前臨床・臨床試験の段階になると、

横断的に支援を行うことで、基礎研究

（人工多能性幹細胞）を利用するものとし

年間数億円以上の資金が必要となり、

の成果を製薬企業へ橋渡しすることを

10

て、大きな注目を集めていますね。

研究費だけではとても賄い切れませ

目指しています。

西川：理研発生・再生科学総合研究セ

ん。一方で、日本ではベンチャーが集

西川： 薬に至るまでの過程を熟知し、

ンターの高橋政代チームリーダー
（TL）

められる資金が限られている状況で

成功体験もある後藤先生をプログラム

たちが進めているものです。このプロ

す。INCJは政府主導で国と民間が出資

ディレクターに迎えたことで、DMPは

ジェクトは、2011年から始まった「再

して2009年に設立された投資会社で

とても順調にここまで来たと思います。

生医療の実現化ハイウェイ」という国

す。INCJによる初期創薬ベンチャーへ

──現在、いくつのテーマを進めている

のプロジェクトからも支援を受け、2

の投資は、これが1例目。創薬を目指

のですか。

〜3年以内に臨床試験へ進むことを目

した橋渡し研究における新しい “出口”

後 藤：2010年4月に理 研内、同年9月

指しています。

を示すことができたと思います。

には理研内だけでなく外部からもテー

高橋TLたちのプロジェクトは、iPS

マの公募・推薦を受けました。そして

細胞を開発した京都大学の山中伸弥

──今後、ほかのプロジェクトやテーマ
でも同様の出口を目指すのですか。

現在、5個のプロジェクトと17個のテー

教授が掲げた “iPS細胞を使った再生

後藤：DMPでは出口として主に三つの

マが進行中です（図）
。そのうち約3分

医療をやろう” という旗を、“iPS細胞

ケースを考えています。一つ目は、L3

の1は、外部からの応募によるもので

を使った再生医療が実現できる” とい

段階以降が出口となるケースで、杉本
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創薬テーマ・プロジェクトの進捗状況（2012年1月現在）

図

先生たちのプロジェクトがその例で

創薬標的の
同定・解析

す。このプロジェクトでは、動物実験
階から支援を始め、安全性を簡便な前
臨床試験で評価するL3段階まで支援
しました。これ以降はGLP前臨床・臨

創薬プロジェクト

で効果を示す化合物が見つかったL1段

P3

S0

S1

S2

S3

L1

L2

L3

P0

P1

P2

P3

S0

S1

S2

S3

L1

L2

L3

P0

P1

P2

P3

S0

S1

S2

S3

L1

L2

L3

P0

P1

P2

P3

高橋政代 PL

花粉症予防・治療薬
谷口 克 PL

梅原崇史 TML

膵臓がん抗がん剤 /ALS 治療薬
田仲昭子 TML

エピゲノムを標的とした抗がん剤Ⅱ
吉田 稔 TML

神経膠腫治療抗体薬

TLたちは、アミロイドβ43という生体

エピゲノムを標的とした抗がん剤Ⅲ

分子（ペプチド）がアルツハイマー病

エピゲノムを標的とした抗がん剤Ⅳ

治療薬の新しいターゲットとして有望

進行卵巣がん治療薬

であることを突き止めました。そして

感染症領域

近藤 亨 TML

吉田 稔 TML
吉田 稔 TML

☆本田一文 TML

創薬テーマ

ウイルス性肝硬変治療抗体薬
小嶋聡一 TML

インフルエンザ治療薬
間 陽子 TML

C 型肝炎治療薬
松本武久 TML

脳神経疾患領域
アルツハイマー治療薬
西道隆臣 TML

骨形成疾患領域

階のものを、L2段階まで支援して強い

リウマチ治療薬

知的財産権を取得し、製薬企業や創薬

FOP 治療薬

ベンチャーへ橋渡しをするケースで

自己免疫疾患領域

す。出口は中間のL2段階になります。

☆改正恒康 TML

葛西卓磨 TML

☆宮園浩平 TML

CD8T 細胞性疾患治療抗体薬

消化器疾患領域
臓器線維症・肝硬変治療抗体薬

後藤：そもそも薬になるのは、標的タ

小嶋聡一 TML

ンパク質に結合して、その働きを制御

肺高血圧症治療薬

で、強い知的財産権がまだ取得できま

P2

網膜の再生医療技術

神経蛋白制御研究チームの西道隆臣

が、薬として最適化されていない段階

P1

エピゲノムを標的とした抗がん剤Ⅰ

年7月、理研脳科学総合研究センター

補となる化合物や抗体は見つかった

P0

石川文彦 TML

これが最も早い段階の出口です。2011

する化合物や抗体です。L1は、薬の候

L3

幹細胞を標的とした白血病治療薬

で製薬企業などと連携するケースで、

──L2とはどのような段階ですか。

L2

☆宮田敏男 PL

二つ目は、疾患の基礎研究（S0段階）

（標的タンパク質）を突き止めたS0段

L1

☆松山晃文 PL

がん領域

のが、病気の原因となるタンパク質

臨床試験

S3

心不全治療のための細胞医療

い段階の出口です。

そしてDMPが最も力を入れている

前臨床

S2

谷口 克 PL

出血性副作用のない抗血栓薬

ラス製薬㈱と共同研究を始めました。

リード最適化

S1

NKT 細胞を用いたがん治療

床試験で、三つのケースの中で最も遅

同年11月には、創薬を目指してアステ

シード創出

S0

循環器疾患領域
☆石坂幸人 TML

「花粉症予防・治療薬」は鳥居薬品㈱との共同研究を進めている（開発段階は非公表）
。 ☆：一部のテーマ・プロジェクトは大学やバイ
オベンチャー、外部研究機関との共同研究で進めている。 PL：プロジェクトリーダー TML：テーマリーダー
ステージの定義 S0：標的タンパク質を同定した段階／ S1：スクリーニング系を構築し、スクリーニングを実施している段階／ S2：
ヒット化合物を発見し、シードへ展開している段階／ S3：有望な創薬シードが見つかり、リードへ展開している段階／ L1：動物実験
で効果を示すリード化合物を発見し、最適化を行う段階／ L2：いくつかの有望な化合物を同定し、non GLP 試験に進めるために最適
化を進めている段階／ L3：non GLP 試験によって P0 候補化合物を選択する段階／ P0：GLP 試験によって P1 候補化合物を選択する
段階／ P1、P2、P3：臨床試験のフェーズⅠ、フェーズⅡ、フェーズⅢに対応

せん。化合物や抗体が薬として働くた
めには、体内に吸収され、分解されず

ん。2012年度中には、ぜひ実現した

テーマも進めていますね。

に標的タンパク質まで届く必要があり

いと思います。

後藤：患者数が少ない希少疾患や発展

ます。また毒性がないことや、体内に

もし、L2段階まで進めても導出先が

途上国で流行している感染症の治療薬

とどまらずに排出される必要もありま

見つからない場合は、L3段階や前臨

など、ビジネス上の観点や技術的な困

す。薬に求められるこれらの特性を持

床・臨床試験のP段階まで進めて製薬

難さから製薬企業が開発しにくいテー

つように化合物や抗体の最適化を進

企業へ橋渡しする、理研発の新しい創

マについても、DMPは支援する方針

め、特許などの知的財産権が確保でき

薬ベンチャーを設立することも考えて

です。

た段階がL2です。知的財産権を確保で

います。

西川：どんな病気でも、誰もがリーズ

き れ ば、 製 薬 メ ー カ ー や 創 薬 ベ ン
チャーへの導出も容易になります。
まだ、DMPが支援してS0段階をL2
段階まで推し進めた成果は出ていませ

ナブルな費用で治療薬を入手できるよ

■どんな病気でも、誰もが治療薬を
入手できるようにする

──DMPでは製薬企業が取り組みにくい

うにすることを、国は目指すべきです。
例えば、筋肉が骨化してしまう進行
性骨化性線維異形成症（FOP）という、
March 2012 RIKEN NEWS
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めに、具体的にどのような支援を行って

研究にブレークスルーをもたらしま

いるのですか。

す。有望な標的タンパク質の中には、

後藤：まず、標的タンパク質に結合す

結晶化が困難なため立体構造が解析で

る化合物や抗体を「ハイスループット・

きず、創薬研究が進まないものがたく

スクリーニング（HTS）
」という方法で

さんあるからです。SACLAにも大い

探します。HTSはロボットなどを用い

に期待しています。

て作業がかなり自動化されているので、

ご

と う と し

お

後藤俊男

撮影：STUDIO CAC

理研社会知創成事業
創薬・医療技術基盤プログラム
プログラムディレクター

1947年、茨城県生まれ。農学博士。東京大学農学
部卒業。藤沢薬品工業㈱ 研究本部長 執行役員、
アステラス製薬㈱ 執行役員などを経て、2010年
より現職。

に し か わ し ん い ち

西川伸一

撮影：奥野竹男

理研社会知創成事業
創薬・医療技術基盤プログラム
副プログラムディレクター

1948年、滋賀県生まれ。医学博士。京都大学医学
部卒業。熊本大学医学部、京都大学大学院医学研
究科 教授などを経て、理研発生・再生科学総合研
究センター 副センター長、幹細胞研究グループ・
グループディレクター。2010年より現職（兼務）
。

30万種類の化合物ライブラリーの中か

■理研の存在意義が問われる

ら、標的タンパク質に結合するものを

──創薬基盤や体制の整備を着実に進め

2ヶ月という短期間で探すことが可能で

てきたのですね。

す。この段階で結合する化合物が見つ

後藤：私たちの目的は、創薬基盤や体

からなかったテーマについては、支援

制を整備することではなく、創薬や医

を中断したものがいくつかあります。

療技術の開発で具体的な成果を挙げる

ただし中断したものは、ライブラ

ことです。特に、S0段階のテーマを

リーの中に結合する化合物がなかった

L2段階へと進める成果を挙げられなけ

だけで、標的タンパク質に問題がある

れば、ライフサイエンス分野で国から

わけではありません。その場合、計算

大きな投資を受けてきた理研の存在意

により結合する化合物を探す方法もあ

義が問われます。DMPとしての成果

ります。

を示すことができれば、外部との連携

──どのように探すのですか。

もさらに広がり、オールジャパンの創

後藤： それには理研で進めてきた2種

薬・医療技術の基盤が機能していくは

類の技術が役立ちます。一つは、大型

ずです。

放射光施設「SPring-8」を駆使して進

──成果を挙げるためには何が必要ですか。

められているタンパク質の立体構造を

後藤：創薬や医療技術のような応用研

調べる結晶構造解析の技術。もう一つ

究は、いかに効率よく目的に到達する

は、標的タンパク質の立体構造をもと

かが重要です。その進め方は基礎研究

に、膨大な市販や仮想の化合物ライブ

と異なる部分もあります。理研や大学

ラリーの中に結合するものがあるか

の研究者には創薬や医療技術開発の経

を、網羅的に計算機で調べる技術です。

験者は少ないので、DMPに所属する

これには、昨年2期連続世界第1位を獲

研究所・企業出身の創薬経験者が、研

得した、理研と富士通㈱が共同開発中

究の進め方を支援しています。

のスーパーコンピュータ「京」を利用

西川：私は理研の基礎研究が医療や健

する計画です。これに加えて、創薬計

康に役立つことを実証したいという想

けい

国内の患者数が60名ほどの希少疾患が

算などのための分子動力学シミュレー

いで、DMPに携わってきました。こ

あります。このFOPの治療薬をつくる

ション専用機「MDGRAPE-4」の開発

のような取り組みがうまくいくかどう

研究をDMPが支援しています。この

も理研で進められています。

かは、やはり人にかかっています。後

研究では、患者さんの体細胞からiPS

──昨年、X線レーザーの発振に成功した

藤先生のもとに素晴らしい人材が集ま

細胞をつくり、疾患の原因となる細胞

X線 自 由 電 子 レ ー ザ ー（XFEL） 施 設

りました。これから成果が次々と生ま

に分化させて薬効などを調べる取り組

エムディーグレープ

さ

く

ら

「SACLA」への期待は。

みも行われています。とても順調に研

後藤：結晶構造解析には、文字通りタ

究が進んでおり、私も興奮しながら見

ンパク質の結晶をつくる必要がありま

守っています。

す。しかし、結晶化に長い年月がかか

れることでしょう。


（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

るものもあります。SACLAを用いれ

■スーパーコンピュータ「京」や

12

ば、大きな結晶をつくらずに、タンパ

XFEL施設「SACLA」を活用する

ク質の立体構造を解析できると考えら

──S0段階のテーマをL2段階へ進めるた

れています。それが実現すれば、創薬
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※NKT細胞：ナチュラルキラーT細胞。リンパ球の
一種で、アジュバント作用という強力な免疫増強
作用があり、免疫系のほかの細胞も動員してがん
細胞を死滅させる。

S POT NEWS
人体に有害なPCBを数秒で分解するマイクロチップを開発

年間数トンレベルの処理装置に期待

2012年1月12日プレスリリース

40年ほど前、難燃性や電気絶縁性に優れるポリ塩化ビフェ

ニル（PCB）が、電気機器の絶縁油や熱交換機の熱媒体な
どに広く使われていた。しかし、PCBには毒性があり、が
んや皮膚疾患、肝機能障害などの原因となることが指摘さ
れ、国内では1975年に生産・輸入が禁止された。それ以
来、その保管・処理が課題となっている。現在、脱塩素化
分解法などの化学処理が行われているが、濃度が10〜
1000ppm（1ppmは100万分の1）になると化学反応の速
度が遅くなり、分解しにくくなってしまう。今回、理研基
幹研究所 グリーンナノ触媒研究チームは高分子パラジウ
ムナノ粒子触媒膜を使って、超低濃度の PCBを分解するマ
イクロチップの開発に成功。この成果について山田陽一 副
チームリーダーに聞いた。

図

開発したマイクロチップ
Y字中央左右に伸びる線
が高分子パラジウムナノ
粒子触媒膜。下の写真の
黒い粒がパラジウムナノ
粒子（粒径6nm）。

100μm
芳香族有機
ハロゲン化物溶液

50nm

脱ハロゲン化物

ギ酸ナトリウム
水溶液

30mm×70mm

──PCBについて教えてください。

ほう こう ぞく

山田：PCBやポリ臭化ビフェニル（PBB）は、芳香族有機ハ

ロゲン化物と呼ばれる物質で、熱に強く（難燃性）
、電気絶
縁性に優れ、化学的に安定していて分解されにくいという

断面が半円形でY字状の流路（流径0.1mm、高さ0.04mm、長さ40mm）に、流
入口2ヶ所と流出口1ヶ所を設けた。一方から芳香族有機ハロゲン化物の溶液（青）
を、もう一方からギ酸ナトリウム水溶液（赤）を流すと、流出口から脱ハロゲン
化物（緑）が得られる。

性質があります。また、人体への毒性が強いため、現在で
は生産・輸入が禁止されています。しかし処理施設の設置
が進まず、そのほとんどが長期保管されたままとなってお

私たちは2006年、マイクロチップ内に長さ40mmの高分
さく たい

り、PCBのにじみ、漏れといった問題が起きています。

子パラジウム錯体触媒膜をつくることに成功しました。し

──現在、どのような処理が行われているのですか。

いた触媒膜では水素化脱ハロゲン化反応に対する触媒活性

かし、錯体（配位結合や水素結合で形成された分子）を用
4

4

4

山田：PCBやPBBの高濃度溶液は、焼却したり、爆発性のあ

が乏しく、反応を思うように進めることができませんでし

る水素ガスを用いた脱塩素化分解法などの化学処理が行わ

た。そこで今回、触媒活性を上げるために、この膜作製方

れています。しかし最近、本来はPCBが含まれるはずのな
4

4

4

4

法を応用してパラジウムを粒径6nm（1nm＝10億分の1m）

い絶縁油などに、数ppmレベルの超低濃度のPCBが含まれ

の粒子にして高分子内に凝集した、高分子パラジウムナノ

ていることが分かってきました。この処理にも焼却などに

粒子触媒膜をつくったのです（図）
。

よる方法が検討されていますが、未分解物が灰に含まれる
可能性があり、ダイオキシンの発生が懸念されます。そこ

──分解処理能力はどうでしたか。

で、安全、簡便、安価、瞬間的、そして完全に処理する方

山田：流入口から濃度1000ppmの芳香族有機ハロゲン化物

法が望まれているのです。

の溶液を、もう一方からギ酸ナトリウム水溶液を流したと

現在、超低濃度のPCBの化学処理法として注目されてい

ころ、芳香族有機ハロゲン化物は2～8秒で完全に分解され、

るのが、ギ酸ナトリウム水溶液を使い、PCB分子中の塩素

流出口から安全な脱ハロゲン化物が100％の収率で得られ

原子を水素などに置換して安全な物質にする「水素化脱ハ

ました。また、数ppmレベルの超低濃度の場合でも 8秒で

ロゲン化反応」です。しかし、濃度がppmレベルになると

完全に分解されました。

反応速度が遅くなってしまうという問題がありました。
──実用化が期待されますね。
──その問題をどのように解決したのですか。

山田：このチップを多数積み上げたり、流路の形状を工夫し

山田：ポイントは、①化学反応を促進するため新たな触媒と

たりすることで、年間数トンも処理できる装置の開発が期

して高分子とパラジウム粒子の複合体を開発したこと、②

待できます。しかし、実現には産業界のノウハウが必要で

マイクロチップを使用したことです。低濃度溶液の場合、

す。産学連携によって壁を乗り越え、社会に貢献したいと

ごく限られた場所に閉じ込めることで反応物質の密度が上

考えています。

がり、化学反応が速くなります。そこでマイクロチップを
使うことにしたのです。
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F a c e
理研基幹研究所に、
“近藤効果”という量子力学的な現象に魅せられた
みなみ た に え

み

研究者がいる。Kim表面界面科学研究室の南谷英美

Emi Minamitani

南谷英美

基礎科学特別研究員（以下、研究員）だ。通常、金属の温度を
下げていくと電気抵抗も下がるが、磁性を持つ鉄などの原子が
微量に混ざった金属では、ある温度以下で電気抵抗が上昇に転じる。

和光研究所
基幹研究所
Kim表面界面科学研究室
基礎科学特別研究員

これが近藤効果だ。
「近藤効果は、とてもエキゾチックな現象です」と
南谷研究員。
「近藤効果は表面上の磁性原子でも生じますが、
それを磁性分子に変えると、もっと面白い現象が起きることが
分かってきました。そのメカニズムを、実験のグループと連携し、

1982年、大阪府生まれ。博士（工学）
。大阪大学工学部応用自然科学科
卒業。同大学大学院工学研究科精密科学・応用物理学専攻博士課程修了。
日本学術振興会特別研究員を経て、2011年4月より現職。

理論から研究しています」
。理研に来て1年もたたない南谷研究員だが、
国際会議The 6th International Symposium on Surface Science
（ISSS-6）でポスター賞を受賞するなど、大きな成果を挙げている。

エキゾチックな表面現象のメカニズムに
理論で迫る研究者
「小学生のときは本を読んだり、レゴブロックで遊んだり

オントップサイト

ブリッジサイト

と、インドア派でした。低学年のときには洋ラン栽培、高
学年では化石収集にはまっていました。今思うとマニアッ
クな子どもでしたね」と南谷研究員。
◆

高校では数学と物理が苦手だったが、大阪大学工学部応
用自然科学科に進学した。
「この学科では1年のときに生物、
物理、化学、精密科学を学び、2年のときにどの専攻に進
むかを決めます。生物は記憶力が要るから向いていない。
化学は薬品が怖い。精密科学は旋盤が怖い。消去法で物理
を選びました」

金（Au（111））表面上の鉄フタロシアニン（FePc）分子のモデル図

応用物理学専攻に進むと実験が増えた。
「回路をつくる

「関連しそうな文献を片っ端から読み、とことん考え、実験

と配線を焦がしたり、基板が焼けたりと、失敗ばかりでし

結果を説明できる理論をつくっていきます。悩んでいる時

た。大ざっぱな性格で細かい作業が苦手なので、実験は向

間が長く、とても苦しい。でも、お風呂に入っているとき

いていないと悟りました。なので、理論研究に進むことに

など、アイデアがひらめく瞬間があります。理論と実験が

しました」

ぴったり合ったときは、“やった” と叫んでしまいます。理

そして大学院へ。
「修士課程が修了するとき、最初は就

研和光研究所のスーパーコンピュータ “RICC” を使用でき

職を考えていたのですが博士課程へ進むことにしました。

る上に、実験の研究者との議論も頻繁にできるので、どん

理論研究の内容は説明するのが難しく、就活のエントリー

どん研究が進みます」
。2011年12月に開催された国際会議

シートを書くのが面倒になったからです（笑）
」
。そこで現

ISSS-6では、ポスター賞を受賞（写真）
。南谷研究員は、プ

在の研究テーマ “近藤効果” と出会った。
「とてもエキゾチッ

レゼンテーションには少し自信がある。
「大学で奇術研究会

クな現象だったので、そのメカニズムを詳しく知りたいと

に入っていました。手品とプレゼンテーションは似ていま

思ったんです。物理は相変わらず苦手でしたが、量子力学

す。見せたいところと、さらっと流すところ、めりはりを

だけは性に合いました。あまりにも “変” なので、諦めが

利かせることがポイントです」

ついたから（笑）
」
。そして2008年、電子の磁性が電気伝導

好きな言葉は、“Many is different”。
「物性物理の有名

に及ぼす影響についての理論研究が認められ、“ロレアル・

な研究者が、“多体になると、1個や2個のときとはまった

ユネスコ女性科学者 日本奨励賞” を受賞した。

く違う現象が出て面白い” という意味で使った言葉です。

◆

2011年4月、理研に入所した南谷研究員は東京大学の実

14

図

金の表面上に鉄フタロシアニンが安定して吸着するには2種類の構造があり、
それぞれ異なる近藤効果が生じる。

いろいろな要素が集まって新しいことが生まれる。日本語
で似た意味を持つ “創発” という言葉も好きです」
。南谷

験グループと組んで、金の表面上の鉄フタロシアニン分子

研究員の研究から、どんな新しいことが生まれるか、楽し

における近藤効果のメカニズムの解明に挑んでいる（図）
。

みにしよう。
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「平成24年度 一般公開」開催日のお知らせ
文部科学省が定める科学技術週間「2012年4月16日（月）～

理研の最先端の科学研究に親しんでいただくため、研究

22日（日）“わぁ ぼく こんなに みつけたよ かがくのたね”」

室・施設の公開をはじめ、講演会、各種イベントを行います。

の行事として、理研では下記の通り一般公開を開催します。

皆さまのご来場をお待ちしています。
（入場無料）

■場

所：和光研究所
〒351-0198
埼玉県和光市広沢2-1

筑波研究所
〒305-0074
茨城県つくば市高野台3-1-1

播磨研究所
〒679-5148
兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

■日

時：4月21日（土）
9：30～16：30（入場は16：00まで）

4月20日（金）13：00～16：00
4月21日（土）10：00～16：00

4月30日（月・振替休日）
9：30～16：30（入場は15：30まで）

■問合せ：広報室
TEL：048-467-9954

筑波研究所 研究推進部 総務課
TEL：029-836-9111（代表）

第20回SPring-8 施設公開実行委員会事務局
（財）高輝度光科学研究センター 広報室
TEL：0791-58-2785

理研ベンチャー、新世代加工システム㈱が震災復興支援研修を実施
費などの旅費が補助されました。

理研ベンチャーの新世代加工システム㈱

り企業および担い手支援のための集合研

が1月16～27日、福島県電子機械工業会

修と現地実務研修」を、埼玉県産業技術

理研は協力機関として、和光キャンパ

の協力を得て「先進的ファブリケーショ

総合センター、理研和光キャンパス、和

スで金属加工技術に関する研修を実施。

ン技術による東日本大震災地域ものづく

光理研インキュベーションプラザの3ヶ

大森素形材工学研究室の八須洋輔テク

所で実施しました。

ニカルスタッフ（TS）と上原嘉宏TSが、

この研修は、全国中小企業団体中央会

電解インプロセスドレッシング（ELID）
けんさく

の「ものづくり分野の人材育成・確保事

研削について技術指導を行ったほか、和

業（追加募集）
」における東日本大震災

光キャンパス内の研究交流棟と和光理研

復興支援事業として採択されたもので、

インキュベーションプラザにある最先端

被災された方々には往復の交通費や宿泊

加工施設を紹介しました。

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

横浜研究所 オミックス基盤研究領域
オミックス制御研究ユニット
ユニットリーダー

伊藤昌可（いとう まさよし）

神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター

①1968年 ②愛知県 ③岐阜大学大学院連合農
学研究科博士課程 ④農水省食品総合研究所、
科学技術振興機構、理研基礎科学特別研究員
⑤次世代シーケンサーの応用技術開発および標準
化 ⑥失敗は成功のもと ⑦ウォーキング、水泳

染色体分配研究チーム
チームリーダー

大容量ゲノム解析システム開発連携ユニット
ユニットリーダー

北島智也（きたじま ともや）

Timo LASSMANN（ティモ ラスマン）

①1978年 ②福井県 ③東京大学大学院理学系
研究科 ④東京大学分子生物学研究所、
EMBL（ド
イツ） ⑤哺乳類卵母細胞における染色体分配
機構の解明 ⑥見る前に跳べ ⑦お酒

①1977年 ②ドイツ ③カロリンスカ研究所（ス
ウェーデン）Ph.D. ④カロリンスカ研究所、理
化学研究所 ⑤シーケンス解析、バイオインフォ
マティクス ⑦ハイキング
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どうして宇宙には物質があるのか、なぜ私たちに重さ（質量）

理研ニュース

自分探し
（？）の旅 in CERN

林まり子

があるのか、皆さんは考えたことはありますか？ 当たり前過
ぎて、疑問に思うことはないかもしれません。
「私たちの体は
星くずでできている」といわれますが、その星くずはどのよう
にしてできたのでしょうか。ふと考えてみると、不思議な気が
しませんか。

セ

ル

ン

理学の研究所です。CERNには、全周27kmの巨大な円型加速
器（LHC、大型ハドロン衝突型加速器）など、たくさんの実

写真1：反陽子減速器（Antiproton Decelerator）

験施設があります。昨年12月、LHCを使った実験で、物質に

写真2：CERN入り口にて山崎上席
研究員と筆者（左）

重さをもたらすとされている「ヒッグス粒子」の存在を示唆す
るデータが初めて確認されました。そのニュースが日本でも
大きく取り上げられたので、CERNをご存知の方も多いのでは
ないでしょうか。
そのCERNにある「反陽子減速器」
（写真1）を使い、実験をし
ている研究者が理研にいます。基幹研究所 山崎原子物理研究
やす のり

室の山崎泰規 上席研究員です。山崎上席研究員は、
「反水素
原子」を生成し、それを磁気瓶に閉じ込めたり、ビームとし
て取り出して、反水素原子の性質を精密測定しようとしてい

が、この装置が今まで不可能だったことを可能にしたのかと

ます。量子論では、宇宙はビッグバンから始まり、そのときに

思うと、研究者の知識や技術力にただただ圧倒されます。間

物質と反物質は同じ量ができ、物質と反物質は出合うと消滅

近で本物を見ることであらためて研究の奥深さを感じ、この

してしまうと考えられています。ところが、宇宙には反物質は

研究テーマと研究者を多くの人に知ってほしいという気持ち

ほとんど存在しません。物質（水素原子）と反物質（反水素

がより強くなりました。

原子）の違いを調べることで、宇宙がなぜ物質だけでできて
いるのかという謎を解明しようとしているのです！

宇宙がなぜ物質だけになったのか、物質が重さを持つのはな

幸いなことに今年1月、以前から興味のあったCERNへ出張で

読んでいる皆さんにも、興味のある方がいらっしゃることと

行く機会がありました。全周27kmもの加速器を地下に持つ研

思います。理研の研究成果については、一般公開やイベント

究所だけあって、広大な敷地内に建物がいくつも並んでいま

などさまざまな形で紹介しています。ホームページ（http://

ぜか、解明されるのはまだこれからです。
『理研ニュース』を

す。1954年の設立のためか新しい建物と古い建物が混在し、

www.riken.jp）をチェックして、ぜひご参加ください。また、

研究所内の道には「アインシュタイン」など物理学者の名前

自分も研究してみたい！ という学生の皆さん、物理学、工

が付けられています。反陽子減速器のある施設には、多くの

学、化学、生物学、医科学と幅広い分野の研究者と共に、将

装置がありました。単なる大きな金属の機械に見えるのです

来は理研で研究してみませんか？

下記URLからご登録いただけます。
携帯電話からも登録できます。

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

Email: kifu-info@riken.jp

（一部クレジットカード決済が可能です）
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にあります。欧州原子核研究機構（CERN）という素粒子物
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実は、この世の中に物質が存在することや重さがあることを

