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宇宙誕生から約137億年、
そして宇宙未到の領域へ

新しい核─細胞質間輸送運搬体
“Hikeshi（火消し）
”を発見

新薬開発期間の短縮とオーダーメイド医療へ新たな道
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画像：研究最前線「ビッグバン直後を再現した」。VTXで測定した粒子の飛跡。

研究最前線

核―細胞質間輸送運搬体
“Hikeshi（火消し）
” を発見
新しい

細胞質と核の間では、多様な物質が頻繁に行き来している。

核—細胞質間
輸送の仕組み

この核―細胞質間輸送システムの主役は、長らくインポーチンβという

正常な細胞ではインポー
チンβによる輸送が活発
である（上）
。細胞が栄養
不足や温度変化、酸化な
どのストレスを受けると、
インポーチンβの働きは
低下し、Hikeshiによる輸
送が活発になる（下）
。ス
トレス状態から回復した
細胞では、再びインポー
チンβによる核—細胞質
間輸送が活発になる。

運搬体のファミリー分子だけだと考えられていた。
今回、今本尚子主任研究員らは、核―細胞質間輸送を担う新たな運搬体を発見し、
今年4月に発表。その運搬体を “Hikeshi（火消し）
” と名付けた。
「核―細胞質間輸送といえばインポーチンβであり、
ほかのシステムがあるとは誰も考えていなかったでしょう。
私たちですら、最初は半信半疑でした」と、今本主任研究員。
しかもHikeshiは、分子シャペロンというタンパク質を核に輸送することで、細胞が
ストレスによって受けたダメージからの回復に重要な役割を果たしていることが分かった。
分子シャペロンは老化やがんとも関わっていることが知られている。
Hikeshiの研究を老化やがんのメカニズム解明につなげるべく、
モデル生物を用いた研究にも着手した。

運搬体インポーチンβの発見

リボソームやウイルス粒子など、実にさまざまだ。しかし、

「
“Hikeshi”という名前は、海外の研究者にも好評で、皆さ

無用なものまで核に運び込まれては困る。どのような仕組み

んすぐ覚えてくれます。特に江戸の火消しを描いた浮世絵を

で、必要なものだけが核に運び込まれるのか。その解明が

見せると興味を持ってもらえますね」と今本尚子主任研究員。

1970年代から続けられてきた。

Hikeshiとは、今本主任研究員らが発見した分子の名前で

「1985年、核タンパク質は“核局在化シグナル”という目

ある。
「日本語で書くと“火消し”
。この分子の機能にちなん

印を持っていることが明らかになりました。その目印を認識

で名付けました。Hikeshiは核—細胞質間輸送を担う、まっ

して核タンパク質に結合し、それを核の中に運搬する分子が

たく新しい分子です。Hikeshiに関わる研究は、これから盛

あるのではないか。多くの研究者がそう考え、運搬体探しが

んになっていくと思います」

始まったのです。そして1995年、四つのグループがほぼ同

Hikeshiは、いかに発見され、どのような分子なのか、そ
して今後、どのような展開が期待されるのだろうか。それを
紹介する前に、核―細胞質間輸送について説明しておこう。
細胞の核は、DNAが複製されたり、mRNAに転写された
りする“遺伝子機能の場”である。一方、細胞質は、DNAか

今本主任研究員は、インポーチンβの発見者の一人だ。当
時、大阪大学医学部で助手をしていた。今回、今本主任研究
こ

せ

員とともにHikeshiを発見した小瀬真吾 専任研究員も、大学
院の学生としてその場にいた。

ら転写されたmRNAの情報をもとにタンパク質がつくられる

「あのときは世界中でものすごい競争が繰り広げられてい

“タンパク質合成の場”である。核と細胞質は、核膜と呼ば

ました。実は、私たちは別の名前を提案したのです。別のグ

れる脂質二重膜で区切られている。
「核と細胞質は隔絶され

ループが提案したインポーチンβという名前が主流になって

ているわけではありません。核膜には、孔がたくさん開いて

しまいました」と今本主任研究員は当時を振り返る。

あな

こう

います。その核膜孔を通って、mRNAが核から細胞質に運ば
れたり、転写因子など核の中で働くタンパク質（核タンパク

核―細胞質間輸送の謎

質）が細胞質から核に運ばれたりしています。そのような核

インポーチンβが発見されて以来、
“核—細胞質間輸送と

膜孔を通る物質の輸送が“核—細胞質間輸送”です」と、今

いえばインポーチンβ”という状況が続いていた。インポー

本主任研究員。

チンβは細胞質で核タンパク質と結合し、核膜孔を通って核

核—細胞質間輸送で運ばれるのは、mRNAやタンパク質、
2

時に運搬体を発見しました。それが“インポーチンβ”です」
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に入り、核タンパク質との結合を解き、再び細胞質に戻って
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核で機能するタンパク質（核タンパク
質）には “核局在化シグナル”（NLS）
という目印が付いている。細胞質にあ
るインポーチンβは、核局在化シグナ
ルを認識して核タンパク質と結合し、
核膜孔を通って核の中に運び込む。イ
ン ポ ーチンβは、核 の中でGTP型 の
Ranというタンパク質と結合すると核
タンパク質を離し、細胞質へ出ていく。
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リサイクルされる（タイトル図上）
。そんな流れも明らかになっ
てきた。また、最初に見つかったインポーチンβと似た機能
を持つ分子が次々と見つかった。それらはインポーチンβ
ファミリーと呼ばれ、ヒトでは21種類ある。

変性タンパク質

細胞質にあるHikeshiは、コシャペロ
ンHsp110の作用によってADP型から
ATP型になった分子シャペロンHsp70
と結合し、Hsp70を核の中に運び込む。
核 に 入 っ たHsp70は コ シ ャ ペ ロ ン
Hsp40の作用によってADP型に変換さ
れ、Hikeshiが外れる。そしてHikeshi
は、細胞質へ出ていく。
Hsp70はATP型からADP型に変換し
ながら変性したタンパク質の立体構造
を正しく畳み直したり、ほかの核タン
パク質の機能を制御したりする。その
結果、細胞は正常状態に回復する。

分子シャペロンHsp70の運搬体は
インポーチンβではない
今本主任研究員らがまず注目したのが、分子シャペロンと
いうタンパク質である。タンパク質が正常に機能するには、

しかし、
「核—細胞質間輸送のメカニズムは、まだ分から

数珠つなぎになったアミノ酸が正しく折り畳まれる必要があ

ないことばかり」と今本主任研究員は指摘する。
「細胞の中

り、折り畳みに失敗すると正常に機能しなくなる。分子シャ

で発現しているタンパク質の実に30％が、核の中に運ばれて

ペロンは、タンパク質が正しく折り畳まれるのを助けたり、

機能する核タンパク質です。しかし、どのインポーチンβに

本来の機能を失ったタンパク質の分解を助けたりするタンパ

よって運ばれるのかが分かっている核タンパク質は、核タン

ク質の総称である。ちなみにシャペロンとはフランス語で、

パク質全体の数％にすぎません。しかも、そのほとんどが、

社交界へデビューした若い女性が一人前になるのを介添えす

たった2種類のインポーチンβによって運ばれています。ほ

る婦人のことを指す。

かのインポーチンβは何をしているのか。核—細胞質間輸送

細胞がストレス状態になると分子シャペロンが細胞質から

システム全体を理解するには、それを明らかにすることが絶

核の中にたくさん運び込まれ、細胞が正常状態に戻ると分

対に必要です」

子シャペロンは核から細胞質に運び出される。このことは、

どの核タンパク質がどのインポーチンβによって運ばれて
いるのか。それを明らかにしようと、今本主任研究員らは実

1980年ごろに明らかにされていた。
一方で今本主任研究員らは、不思議な現象に気付いていた。

験を進めた。
「細胞が栄養不足や温度変化、酸化などのスト

「細胞が正常状態のときは、インポーチンβがとても活発に

レスを受けると、細胞は正常状態の反応からストレス状態特

働いています。しかし、細胞がストレス状態になるとインポー

有の反応に切り替わります。すると、核の中に運ばれる核タ

チンβの働きが低下するのです」
。同様の報告は、海外の研

ンパク質も、正常な状態とは変わってきます。正常細胞とス

究者からも出始めていた。
「では、いったい何が分子シャペ

トレス状態の細胞の違いを調べることで、どの核タンパク質

ロンを運搬しているのだろうか。そういう疑問を抱えていま

がどのインポーチンβによって運ばれるかを明らかにしよう

した。しかし、そのときはまだ、運搬体はインポーチンβファ

と考えたのです。ところが、それが思わぬ結果を生み出しま

ミリーのどれかだろう、としか考えていませんでした」

した」

21種類あるヒトのインポーチンβファミリーのうち、どれ
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核―細胞質間輸送と、老化や疾病など高次の
生命機能を結び付けたい、と思い続けてきました。
Hikeshiの発見によって、
それが実現すると確信しています。

Hsp70の運搬体を同定
分子シャペロンHsp70の運搬体は何か――それを突き止め
る実験が始まった。その中心となったのが、小瀬専任研究員
だ。
「
“Hsp70が核に運び込まれる”という活性を指標に、生
化学的な方法で運搬体の候補を絞り込んでいきました」と小
瀬専任研究員。これは古典的な方法であり、かなり根気のい
る仕事でもある。
「活性が見えるので、そこには必ず運搬体
がある。それが分かっていたので、一歩一歩、淡々と実験を
進めていきました」
そして、約4年がかりでようやく、Hsp70を核に運ぶため
に必須の因子を発見した。
「それがHikeshiです。インポーチ
ンβファミリーには属さない、機能未知の因子でした」と今
本主任研究員。
「でも、本当に面白いことが分かってきたの
はその後でした」

HikeshiがHsp70を運ぶメカニズム

今本尚子

Naoko Imamoto

撮影：STUDIO CAC

「核―細胞質間輸送では、運搬体が細胞質で核タンパク質
に結合し、核に運び込んだら核タンパク質から離れる、とい
う一連の流れが必要です。HikeshiはHsp70の核内輸送に必

和光研究所 基幹研究所 今本細胞核機能研究室
主任研究員
いまもと・なおこ。1959年、奈良県生まれ。医学博士。大阪大学理学部卒業。大阪大
学大学院医科学研究科博士課程修了。大阪大学細胞生体工学センター助手、国立遺伝学
研究所助教授などを経て、2002年より現職。

須の因子でしたが、必須というだけでは運搬体とはいえませ
ん」と今本主任研究員。Hikeshiが運搬体として働くかどう
かを調べていくうちに、思いがけないことが分かってきた（タ
。
イトル図下）
少し複雑な話になるが、Hsp70には、ATP型とADP型の2

が分子シャペロンを核の中に運び込んでいるのかを明らかに

種類がある。ADP型Hsp70は、Hsp110の作用によってATP

しようと、実験を始めた。注目したのは、熱によるストレス

型となる。そして、ATP型Hsp70は、Hsp40の作用によって

状態になると核にたくさん運び込まれることが知られている

ADP型となる。Hsp110やHsp40のように分子シャペロンの

Hsp70という分子シャペロンである。
「ところが、どのイン

働きを補助するものを“コシャペロン”という。Hsp70は、

ポーチンβを試してみても、Hsp70は核に運ばれないのです。

常に多種類のコシャペロンと協調して働く。このようなシャペ

いろいろな組み合わせを試しましたが、どれも駄目でした」

ロンシステムの研究は盛んで、大きな研究分野になっている。

この結果は何を意味しているのだろうか。
「Hsp70を運んで

「Hikeshiは、ATP型となったHsp70に結合し、ADP型に

いるのはインポーチンβではない。核―細胞質間輸送にはイ

なると解離します。結合が細胞質で起こり、解離が核の中

ンポーチンβ以外のシステムがある。そんなことは誰も考えて

で起こると輸送反応が成立します。これを、Hikeshiによる

いませんでしたが、そう考えざるを得ません。その結論に至っ

Hsp70の輸送メカニズムとして提唱しました。まだモデルの

たのが、今から5年ほど前です。そこからが長かったですね」

段階ですが、Hikeshiの輸送はコシャペロン機能と連携して

t＝4

t＝5

t＝6

t＝7

t＝8

正常細胞

t＝4

t＝5

t＝6

Hikeshi
除去細胞

t：ストレス要因を除去してからの時間（t＝4は4時間後を示す）
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図1 細胞のストレス状態から
の回復
細胞はストレス状態に置かれると、
ダメージを受け、増殖も止まる。
正常細胞では、ストレス要因が除
去されると増殖を始める。Hikeshi
を除去した細胞では、ストレス要
因を取り除いてもストレス状態か
ら回復できず、死んでしまう。

いると考えられます。Hikeshiの働く仕組みから、核―細胞

核―細胞質間輸送だけを追ってきました。

質間輸送と分子シャペロンシステムの二つの研究分野を結び

分子シャペロンという未知の世界に突然

付けていきます」

足を踏み入れ、とまどいつつも、
興味でいっぱいです。

Hikeshi――その名前の由来
なぜ分子シャペロンHsp70の運搬体を“Hikeshi”と名付
けたのだろうか。
「運搬体であることを示す名前を付けること
も考えました。しかし、この運搬体には、分子シャペロンを
核の中に運ぶというだけでなく、細胞に対してとても重要な
機能があることが分かりました。だから、その機能にちなん
だ名前を付けたのです」
細胞はストレス状態になると、ダメージを受ける。しかし、
ストレス要因がなくなると、正常な状態に回復する。
「Hikeshi
を除去した細胞では、ストレス要因がなくなってもストレス
状態から回復せず、死んでしまうことが分かりました（図1）
。
つまり、細胞がストレス状態から回復するためには、Hikeshi
によってHsp70が核に運び込まれ、働くことが重要であるこ
とが明らかになったのです」
核に運び込まれたHsp70はATP型からADP型に変換しな
がら、変性したタンパク質の立体構造を正しく畳み直すのを
手助けしたり、ほかの核タンパク質の機能を制御したりする。

小瀬真吾

Shingo Kose

撮影：STUDIO CAC

和光研究所 基幹研究所 今本細胞核機能研究室
専任研究員
こせ・しんご。1970年、和歌山県生まれ。医学博士。九州大学理学部卒業。大阪大学
大学院医科学研究科博士課程修了。国立遺伝学研究所助手などを経て、
2002年より現職。

その結果、細胞はストレス状態から回復し、生存し続けると
考えられる。
「Hikeshiは、Hsp70を核に運び込むことで細胞のストレス
状態を鎮める、つまり火事のときの火消しのような働きをして

基礎研究がdiscourage（抑制）される傾向にあります。しか

いるのです。だから“火消し”と名付けました」
。この成果は、

し、基礎研究からHikeshiのような新しい発見が生まれ、そ

米国の科学雑誌『Cell』
（2012年4月27日号）に掲載された。

こから社会的要請の高い問題にもアプローチできるのです。

老化やがんの解明へつなげる

Hikeshiの研究を通して、基礎研究の重要性を訴えていきた
いと思っています」
核に運ばれるタンパク質には目印が付いているのではない

「これからやるべきこと、やりたいことは、山ほどあります。
まずは細胞がストレスを受けたら、どのタイミングでHikeshi

か、と世界で最初に提唱したのは、今本主任研究員の師でも

がHsp70と結合するのかを知りたい」と小瀬専任研究員。

ある大阪大学の故 岡田善雄博士である。
「核—細胞質間輸送

HikeshiとHsp70にそれぞれ異なる色の蛍光タンパク質を付

の研究は、日本発です。今回、新しい核—細胞質間輸送シス

けて、1分子ごとの動きを追跡する1分子イメージングの研究

テムを発見できたのは、とてもうれしいことです。その運搬

を始めたところだ。

体にHikeshiと日本語の名前を付けることができたのも感慨

今本主任研究員は、
「Hikeshiはヒトだけでなく、酵母や線

深いですね」

虫、マウスにも存在します。生命現象の研究によく用いられ

一方で、Hikeshi発見の発端となった、どのインポーチン

ているこれらのモデル生物を使って、個体におけるHikeshi

βがどの核タンパク質を運んでいるのか、なぜストレス状態

の働きを調べ始めました。これまで私たちの研究室では、主

になるとインポーチンβの働きが低下するのか、といった謎

に細胞を用いて研究をしていました。Hikeshiは、モデル生

は残されたままだ。
「未発見の運搬体がまだあるのかもしれ

物を使って個体レベルの機能を見たいと思った、初めての分

ません。核—細胞質間輸送システムには、分からないことが

子です」と言う。

多く残されています。Hikeshiの発見によって、それを認識し

さらに「Hikeshiは面白い」と今本主任研究員は話を続け

ました。初心に戻って、核—細胞質間輸送のシステム全体の

た。
「Hikeshiに関わる研究には、核—細胞質間輸送の研究者

解明を目指して、研究を進めていきます」

だけでなく、分子シャペロンの研究者も加わってくるでしょ



う。分子シャペロンの機能は、老化や発生、がん、神経疾患
などと密接な関係があることが知られていますから、Hikeshi
の研究は高次生命機能につながる可能性があります。最近は、

（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

関連情報

2012年4月27日プレスリリース

「新しい核̶細胞質間輸送運搬体分子 “Hikeshi（火消し）
” を発見」
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研究最前線

ビッグバン直後を再現した
宇宙は約137億年前、ビッグバンから始まった。
そのビッグバン直後の宇宙は超高温・高密度の火の玉で、
陽子や中性子を構成するクォークやグルーオンがばらばらな状態、
“クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP）
” だったと考えられている（タイトル図A）
。
理研が参加する国際共同研究グループは、

再現した
ビッグバン直後の
QGPを測定する

米国ブルックヘブン国立研究所（BNL）の
リ ッ ク

重イオン衝突型加速器 “RHIC” を使って、QGPを再現することに成功。
そして2010年、理研BNL研究センター 実験研究グループの
秋葉康之グループリーダーらは独自のアイデアで、
RHICで再現したQGPの初期温度が約4兆度であることを突き止めた。
QGPを再現し、その性質を調べる実験を紹介しよう。

宇宙誕生（ビッグバン）

約137億年ぶりにビッグバン直後を再現
「ニューヨーク市郊外のロングアイランドにあるRHICには、

がつくられた。
「当時から、クォーク同士を引き剝がせない

世界各国から1000人を超える研究者や学生が集まり、何年

なら、陽子や中性子をたくさん集めて圧縮・加熱したらどう

もかけて装置の開発や実験を行っています。なぜ、世界中か

か、というアイデアが提案されていました。圧縮・加熱して

らそれほど多くの人たちがRHICに集結しているのか。それ

いくと、ある温度・密度を境にクォークは自分がどの陽子や

は、RHICで行っている実験が、まったく新しいこと、これま

中性子に属していたのか分からなくなり、クォークとグルー

で誰もなし得なかった人類未到の物理状態を実現するものだ

オンがばらばらな状態になるというわけです。その状態が

からです」と、秋葉康之グループリーダー（GL）
。
いったいどんな実験なのか。
「いわば、ビッグバン直後を
再現する実験です」
その実験について説明する前に、まず極微の世界について

“クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP）
”です。ビッグバ
ン直後はQGPの状態だったと考えられています」
（タイトル図A）
銀河や星を観測すると、遠くの天体ほど速く遠ざかってい
る。それは宇宙が膨張していることを示している。つまり、

紹介しておこう。物質をどんどん細かく分けていくと原子に

過去にさかのぼるほど宇宙はどんどん小さくなり、温度や密

行き着く。そして原子は電子と原子核に分かれる。さらに原

度が高くなる。膨張速度から逆算すると、約137億年前の宇

子核は陽子と中性子に分かれる。その陽子と中性子は、3個

宙は超高温・高密度の火の玉だった。

のクォークで構成されており、クォークはグルーオンをやり
とりして結び付いている（タイトル図A）
。

「宇宙が誕生したビッグバン直後の火の玉は、QGPの状態
だったと考えられているのです。ただし、それは宇宙誕生か

「物理学は、物質を細かく分けていくと、それ以上分割で

らほんの数十万分の1秒後まで。膨張とともに宇宙が2兆度以

きない素粒子があり、それらの相互作用により、あらゆる物

下に冷えると、クォークやグルーオンは陽子や中性子に閉じ

理現象を説明できると考えます。現在のところ、クォークや

込められた、と推定されています」

グルーオンが素粒子の一種だと考えられています。そして、

やがて、陽子や中性子からなる原子核が電子を捕らえて原

クォークがグルーオンをやりとりして生じる力は“強い相互

子となった。そして、星や銀河がつくられていったと考えら

作用”と呼ばれており、とても強力なため、クォーク同士を

れている。
「宇宙誕生の数十万分の1秒後から現在に至るまで

引き剝がして単独で取り出すことはできません」

の約137億年間、2兆度を超えるQGPの状態はほとんど実現

クォークやグルーオンの存在は1960年代から指摘され、
6

いろ りき がく

1970年代には強い相互作用を説明する理論、
“量子色力学”
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されていないはずです。私は大学院生のとき、そのQGPを実

A：ビッグバン直後のクォーク・グルーオン・プラズマ
通常、クォークやグルーオンは陽子や中性子に閉じ込められている。超高温・高密度
に加熱・圧縮すると、クォークやグルーオンがばらばらの状態、QGPとなる。ビッグ
バン直後はQGPだったと考えられている。
クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP）

陽子や中性子

通常の物質
クォーク

衝突による
圧縮・加熱

グルーオン

QGP

陽子・中性子が
できる

星や銀河ができる

原子ができる

B：シリコン崩壊点検出器（VTX）
PHENIX内部に取り付けられたVTX（中央の茶色部
分）
。

原子核（陽子）

電子

C：VTXで測定した粒子の飛跡
宇宙誕生から数十万分の1秒後
温度2兆度

現在（宇宙誕生から約137億年）

現しようという研究を知り、
“面白い！”と思いました。それ
以来30年近く、QGPの研究を続けています」

チャームやボトムが崩壊して電子が発生した位置を
0.1mmの分解能で測定することができる。

速し、衝突させる。2000年、その衝突実験に初めて成功した。
では、QGPが実現しているかどうかを、どのような方法で
調べるのか。
「金の原子核同士を衝突させると、最大で約1万

しずく

宇宙の初期は“滴”である

個の粒子が発生します。それをPHENIXなどの測定装置で観

では、どのような方法でQGPを実現するのか。
「陽子や中

測して分析します」

性子をたくさん集めて圧縮・加熱するには、加速した重い原

約1万個の粒子のエネルギーはさまざまだが、クォークや

子核同士をぶつければいいのです」
。例えば、金の原子核に

グルーオン同士が正面衝突して発生する高エネルギー粒子が

は197個の陽子や中性子がぎっしりと詰まっている。加速し

一部含まれる。
「金の原子核同士を正面衝突させたときに発

た原子核同士を衝突させると、その勢いで原子核は圧縮され

生する高エネルギー粒子の量は、陽子同士を衝突させたとき

る。さらに原子核の運動エネルギーの一部は衝突とともに物

の約1000倍になると理論的に予測していました。ところが

質に変わり、高密度状態となる。
「アインシュタインが導き出

実験で実際に観測された量は約200倍と、予測値のわずか2

2

した有名な公式E＝mc は、エネルギーと質量が等価である
ことを示しています。つまり、エネルギーと物質は互いに変

割でした」
残り8割の高エネルギー粒子は、どこに消えてしまったの

わり得るのです。さらに原子核の運動エネルギーの一部は、

か。
「高エネルギー粒子は予測通りの量が発生しているはず

衝突により熱エネルギーにも変わります。こうして、2兆度

です。周りに遮るものがなければすべて観測できるのですが、

を超える超高温・高密度の状態が実現できるはずです」

衝突直後に周りに高密度の物質ができたために、そこを通過

1991年、QGPの実現を目指して、BNLでRHICの建設が始

しようとする高エネルギー粒子にブレーキがかかり、エネル

まった。理研ではBNLをはじめとする十数ヶ国の研究機関と

ギーが失われたと考えられます。その高密度の物質こそが

共に、QGPを観測する大型測定装置“PHENIX”の開発と建

QGPです」

フェニックス

設を進めた（図1）
。さらに1997年には、BNL内に理研BNL研
究センター（RBRC）を開設。
そして1999年、ついにRHICが完成した。RHICは全周3.8km

そのQGPは、どのような性質を持つのか。金の原子核同士
が正面衝突することは少なく、ほとんどの場合は少しずれて
だ えん

衝突する。そのため、衝突直後にできるQGPは楕円形になる

の加速器リングを二つ持ち、イオン化した金の原子核をそれ

（図2左）
。そしてQGPは高密度のため、すぐに膨張し始める。

ぞれのリングで反対方向に周回させて光速の99.995％まで加

「その膨張の仕方を調べることで、QGPの性質が分かります。
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明るさを測定して導き出している。

137億年ぶりに再現した
クォーク・グルーオン・プラズマの初期温度は、
約4兆度でした。

「2兆度の物質が発する光のエネルギーは、私たちが目で見
ることのできる可視光の数億倍に相当します。そのような光
を測定できる装置も開発されています。問題は、金の原子核
同士が衝突したとき、QGPが発する光以外に、ほかの原因で
発生した光がその約10倍存在することです。両者の光を区別
して、QGPが発する光だけを確実に測る方法がないのです」
では、どうやってQGPの温度を測るのか。
「私は、RHICで
実験が始まった直後からそれを考え続けていました。そして
あるとき、
“光を区別して測定するのはどう考えても無理。光
ではなく、電子・陽電子対を測定すればいいんだ”とひらめ
いたのです」
光とはエネルギーの塊のようなもの。そして前述の通り、
エネルギーと物質は等価のため互いに変わり得る。光は一定
以上のエネルギーを超えると、すぐにある確率でマイナスの
電荷を持つ電子とプラスの電荷を持つ陽電子のペア、つまり
物質に変わる。
「その電子・陽電子対を測定すれば、QGPが

秋葉康之

Yasuyuki Akiba

撮影：STUDIO CAC

和光研究所 仁科加速器研究センター
理研BNL研究センター 実験研究グループ
グループリーダー
あきば・やすゆき。1959年、東京都生まれ。理学博士。東京大学大学院理学系研究科物
理学専攻博士課程修了。東京大学原子核研究所 助手、高エネルギー加速器研究機構素粒
子原子核研究所 助手を経て、2003年、理研副主任研究員。2008年より現職（延與放射
線研究室 副主任研究員）
。

発する光と、それ以外の原因で発生した光を区別することが
できるはずです。実は、私たちは別の測定のために電子を測
る装置を開発し、PHENIXに取り付けていました。その装置
で電子・陽電子対の測定を行いました」
（図3）
PHENIX実験では2002年までに2000万回以上の金原子核
同士の衝突を測定した。
「しかし、光が電子・陽電子対に変
わるのは1000分の1の確率なので、温度を厳密に導き出すに
は2000万回の衝突実験データでは足りません。2004年まで
にその数十倍の衝突実験データを取って、解析を続けました。

私たちは、QGPはクォークやグルーオンが自由に動き回る気

そして2006年までにはQGPの温度がほぼ分かりました。そ

体のような性質を持つと予測していました」

の後、慎重に確認作業を進め、確定した結論を2010年、科

もしQGPが気体と似た性質を持つならば、楕円形はすぐに
球状となり、一様な方向へ膨張するはずだ。
「ところが楕円
形は、横方向に膨張したのです（図2右）
。これは思ってもみ

学誌『Physical Review Letters』に発表しました。その初
期温度は約4兆度です」
これにより、RHICでQGPが実現されていることが確かめ

ない現象でした」
その現象は“楕円フロー”と呼ばれている。
「楕円フローは、
QGPが液体のような性質を持ち、粘性がほとんどゼロのさら
さらした状態であることを示しています」
この研究成果は2005年に発表され、
「宇宙の初期は“滴”
である」と表現された。

QGPの温度測定に成功
2005年までに、RHICでQGPが実現されたことはほぼ間違
いないと考えられた。
「しかし、そのQGPの温度が2兆度以
上なのかどうかが分かりませんでした。温度を測る方法がな
かったのです」
もちろん、2兆度以上を直接測ることのできる温度計は存
在しない。
「高温の物質ほど、波長が短くエネルギーの高い
光を放出します。つまり、物質が出す光を測定すれば、その
温度が分かるのです」
。例えば、太陽の表面温度は約6000度
とされている。これは、太陽表面から放出される光の波長と
8
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図1 大型測定装置PHENIX
理研をはじめ十数ヶ国の研究機関により建設・運営されている。

られた。
「強い相互作用を説明する量子色力学が間違っていると考
えている研究者はいません。しかし、QGPで起きる現象を量

QGP
金の原子核

子色力学の方程式を使って計算しようとしても、正確な答え
を導き出せません。それは、計算量が膨大であること、また

金の原子核

z

x
y

計算が技術的に難しいためです」
。そのため、ある温度の
QGPで起きる現象について、理論家ごとにいくつかの異なる
計算結果、複数の理論予測が出されている。
「RHICで実現しているQGPの温度測定に成功したことで、

図2 楕円フロー
二つの金原子核は多くの場合、ずれて衝突するため、楕円形のQGPができる
（左）
。このQGPは粘性がほとんどないため、横方向に膨張する「楕円フロー」
という現象を起こす（右）
。

理論予測とRHICの実験結果を正確に付き合わせることが可能
光子の発生量（対数目盛り）
（光の明るさ）

になりました。どの理論予測が正しいのか分かるようになっ
たのです。理論家たちはRHICの実験結果を見て、理論をさら
に発展させて新しい理論予測を行っています。それをRHICの
実験で再検証する……、といった形で現在、強い相互作用や
QGPについての理解が深まってきています」
2011年、秋葉GLはQGPの温度測定をはじめとする業績に
より、原子物理学とその応用に関し優れた研究業績を挙げた
研究者に贈られる仁科記念賞を受賞した。

重いクォークでQGPを調べる
「私たちが開発した電子測定器によって、重いクォークを
使ってQGPの性質を調べることもできます」

電子

QGPの温度に対応する光

陽電子
光
QGP

光子のエネルギー（光の色）

図3 QGPの温度測定
金の原子核同士の衝突により、QGPが発する光以外に、ほかの原因による光が
10倍も発生する。光から生じる電子・陽電子対（右）を測定することで、QGP
が発する光の色（エネルギー）と明るさを求め（左）
、QGPの温度を導き出すこ
とができる。

クォークには質量の異なる6種類があり、軽い方から、アッ
プ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと名付
けられている。陽子や中性子は、最も軽いアップとダウンで

てそれぞれの振る舞いを調べることで、QGPの性質がさらに

構 成 さ れ て い る。
「RHICで つ くら れ るQGPの ほ と ん ど の

詳しく分かるはずです」
どのようにしてチャームとボトムを区別するのか。
「原子核

クォークはアップとダウンです。ただし、重いチャーム、ボ
トムも少量ながらつくられます。トップは非常に重いので、

同士が衝突した地点から、平均するとチャームは0.1mm、ボ

RHICではできません。私たちはチャームとボトムという重い

トムは0.5mm離れたところで崩壊して電子が発生します。そ

クォークの振る舞いから、QGPの性質を調べる測定を続けて

の崩壊点の違いを見分けるのです。そのためにシリコンを用

きました。チャームやボトムはできた途端に壊れ、電子が発

いた高解像度の装置、
“シリコン崩壊点検出器（VTX）
”を開

生します。その電子を測定して、重いクォークのQGP内での

発しました」
（タイトル図B）

振る舞いを調べることができるのです」

秋葉GLたちは2010年12月にVTXをPHENIXに取り付け、

アップとダウンの質量は、陽子の100分の1以下。チャー

測定実験を続けている（タイトル図C）
。
「最大の注目点は、引

ムは陽子の1.3倍、ボトムは5倍の質量を持つ。RHICで実現

きずられ方の違いです。QGPの楕円フローに対して、より重

しているQGPは、ほとんどがアップとダウンという軽い

いボトムはあまり引きずられず、より軽いチャームは大きく

クォークからなるさらさらした液体の中に、岩石のような重

引きずられる、と予測しています。では、実際にはどうなの

いチャームとボトムがある、といったイメージだ。

か。測定データの解析結果がもうすぐ出ます。その結果を今

「電子を測定してチャームとボトムの振る舞いを調べたと

年8月に開かれる国際学会で発表する予定です」

ころ、驚くべきことが分かりました。チャームとボトムの運

秋葉GLたちは、これからもQGPで起きる驚くべき現象を

動にブレーキがかかり、QGPの楕円フローに引きずられてい

次々と報告してくれることだろう。

たのです。重い岩石が水の流れに引きずられるような現象で



（取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）

す。QGPの中でクォークとグルーオンは、予測以上にとても
強く相互作用しているようです」
秋葉GLたちは、この現象をさらに詳しく調べるために新し
い装置の開発を進めてきた。
「従来の装置では、測定した電
子が、チャームとボトムのどちらから発生したものなのか分
かりませんでした。質量が異なるチャームとボトムを区別し

関連情報

2010年2月16日プレスリリース

「米・重イオン衝突型加速器 “RHIC” で、4兆度の超高温状態を実現」
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宇宙誕生から約137億年、
そして宇宙未到の領域へ
“日本現代物理学の父”と呼ばれる仁科芳雄博士の研究を受け継ぐ理研和光研究所
仁科加速器研究センターは、最先端加速器施設「RIビームファクトリー」を中核に、
米国のブルックヘブン国立研究所と英国のラザフォード・アップルトン研究所に
も拠点を構え、各研究機関が有する加速器を使って原子核物理、素粒子物理、さ
らにそれらの応用研究を進めている。
陽子の成り立ちや重い元素の起源を探る研究、さらには宇宙では生成されてこ
なかった原子核をつくりその性質を探る、いわば“宇宙未到の領域”の研究など、
えん よ

それぞれの拠点における活動や将来の展望を、延與秀人センター長に聞いた。

でできたと考えられる中性子過剰核を
生成します。そして、それぞれの寿命
や質量、大きさ、形などの性質を調べ
ます。その実験データをもとにコン
ピュータでシミュレーションし、元素
合成の道筋をたどります。
RIBFは、元素合成の道筋でできたよ
うな中性子過剰核、あるいは陽子過剰
核を大量に生成して、その性質を詳し
く調べることができることが最大の特
長です。RIBFにはそれら不安定な原子
核（不安定核）を約4000種つくる能力
があります。宇宙で生まれたすべての
原子核を生成することが可能です。

■宇宙で生まれた

宇宙空間に散らばったと考えられてい

すべての原子核を生成

ます。超新星爆発が起きると大量の中

■RIBF外部利用者制度で

世界とシナジーを生み出す

──まず、RIビームファクトリー（RIBF）

性子がつくられ、星の中にある鉄より

──RIBFには、国内外から研究者が集結

での実験について教えてください。

軽い元素の原子核が中性子をどんどん

して、実験を進めていますね。

延與：あらゆる物質の源である元素の

吸収します。それらの原子核は陽子数

延與：世界最高性能のRIBFをフル活用

起源を探ることが、大きな研究テーマ

に比べて中性子数が非常に多い「中性

して原子核物理を発展させるには、国

です。原子番号1の水素から26の鉄は、

子過剰核」になります。中性子過剰核

内外の研究者を巻き込んで共同研究体

星の中心部で起きる核融合反応で合成

はとても不安定なため、すぐに壊れて、

制を築く必要があります。そのために

されます。しかし、鉄よりも重い（原

原子番号が一つ大きな原子核になりま

2006年に仁科加速器研究センターが

子番号が大きい）元素がどのように合

す。この過程が次々に繰り返され、原

設立されたのです。

成されたのか、大きな謎です。

子番号92のウランまでの、鉄より重い

共同研究の輪をさらに大きく広げる

そもそも原子は電子と原子核で構成

元素が合成されたと考えられています

ために、2010年から「RIBF外部利用

されており、原子核は陽子と中性子で

（図1）
。そのような元素合成の道筋をた

者制度」の運用を開始しました。以前

構成されています。元素の種類は陽子

どる実験をRIBFで進めています。

は、外部機関の人がRIBFを利用する

の数で決まります。

──どのようにして、その道筋をたどる

場合、客員研究員や研修生として理研

のですか。

に所属する必要があり、研究成果など

約8倍以上）がその一生を終えるとき

延與：超新星爆発の全過程を地上で再

の知的財産は理研に帰属していまし

に起こす超新星爆発によって合成され、

現することは難しいので、合成の道筋

た。外部機関の人たちが独自に開発し

鉄より重い元素は、重い星（太陽の

た測定装置をRIBFに持ち込んで実験
しても、それは理研の成果になってい
たのです。

113番元素

RIBF外部利用者制度は、外部機関の
（U）

陽子数（元素の種類）

（Pb）

安定核

人が、本来の所属のままRIBFで研究を
行うことができる制度です。研究成果
の知的財産も本人（所属機関）に帰属し
ます。RIBFという世界最高性能の装置

（Sn）50

126

（Ni）28

82

（Ca）20
（O）8
（He）2

10

準安定な
新元素の領域?

82

2 8

50（魔法数）
20 28
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超新星爆発で生成さ
れたと考えられてい
る中性子過剰核

中性子数（同位体の種類）

図1 核図表

従来の理論によると、超新
星爆発により緑の矢印上の
中性子過剰核が次々と生成
され、それらが壊れて鉄か
らウランまでの重い元素が
できたと考えられている。

を持ったからには、世界に対してそれ相
応の責任があり、対等な立場で共同研
究を行う体制を整備する必要がありま
す。そうしてこそ、世界中の研究者たち
とのシナジー（相乗効果）が生まれます。

■5〜6年が勝負
──海外でもRIBFに似た性能の加速器の

成して、性質を調べることも重要です。

撮影：STUDIO CAC

原子核理論の究極の目標は、中性子

建設計画があるそうですね。

と陽子の数から、その原子核の性質を

延與：私たちがRIBFで切り拓いた研究

正確に予測できるようにすることです。

の重要性を各国が認識し、追いかけて

そのような理論構築に必要な実験デー

きています。主なところでは、ドイツ、

タを得ることが実験家の使命です。

米国、フランス、韓国が新しい加速器
の建設計画を進めています。もちろん

■陽子は丸くない？

後発の加速器は既存のものを上回る性

── 米国のブ ルックヘブン国立研究所

能を目指します。それらの新しい加速

（BNL）の理研BNL研究センターでは、ど

器が本格稼働を始めるまでの今後5〜6

んな研究をしているのですか。

年のうちに、RIBFで重要な原子核を一

延與：原子核を構成する陽子や中性子

通り調べてしまいたいと考えています。

をさらに細かく見ていくと、それらは

──重要な原子核とは。

クォークとグルーオンで構成されてい

え ん

よ

ひ で

と

延與 秀人

和光研究所
仁科加速器研究センター センター長

1957年、北海道生まれ。理学博士。東京大学大学
院理学系研究科博士課程単位取得退学。京都大学
理学部助教授などを経て、2001年2月より理研放
射線研究室（現・延與放射線研究室）主任研究員。
理研BNL研究センター副センター長などを経て、
2009年より現職。

延與： そもそも現在の原子核理論は、

ます。現在の宇宙では、クォークは陽

陽子と中性子がほぼ同数の安定核の実

子や中性子の中に閉じ込められてい

験データをもとにつくられました。陽

て、決して単独で存在することはあり

子や中性子が過剰な不安定核では、現

ません。しかし、約137億年前のビッ

在の理論では説明できない現象が次々

グバン直後は、クォークやグルーオン

ものでした。グルーオンは陽子スピン

と見つかっています。つまり、現在の

がばらばらな状態、
「クォーク・グルー

をほとんど担っていなかったのです。

原子核理論は発展途上にあるのです。

オン・プラズマ（QGP）
」だったと考

陽子スピンの謎は、私たちの予測を超

原子では、原子核の周りのいくつか

えられています。理 研BNL研究セン

えたものだったのです。

の軌道を電子が回っていて、それぞれ

ターでは、BNLの重イオン衝突型加速

──では、ほかの可能性は。

リ ッ ク

の軌道に入ることのできる電子の数が

器「RHIC」を使ってこのQGPを再現

延與：クォークやグルーオンが軌道運

決まっています。一番外側の軌道まで

し、その性質を調べる実験を進めてい

動している可能性があります。つまり

電子がいっぱいになった原子（ヘリウ

ます（詳細は本誌6〜9ページ参照）。

クォークやグルーオンが公転のような

ムやネオンなど）は化学的に安定です。
同じように、原子核を構成する陽子

私自身はRHICで陽子スピンの謎を

運動をしているイメージです。もしそ

探る実験を進めてきました。

うだとすると、陽子は丸くなく、つぶ

や中性子もいくつかの軌道を回ってい

──それはどのような謎ですか。

れた楕円球ということになります（図

ると考えられます。それらの軌道は、中

延與：陽子と中性子は、3個のクォーク

2）
。現在、クォークやグルーオンが軌

性子あるいは陽子が、2、8、20、28、

がグルーオンをやりとりして結び付い

道運動していることを示唆する実験

50、82、126という数のとき満たされ

て、できています（図2）
。そして陽子、

ます。これを「魔法数」と呼びます。

クォーク、グルーオンには地球の自転

陽子あるいは中性子が魔法数の原子核

に似たスピンという性質があります。

は特に安定です。

しかし、クォーク3個のスピンを足し

ただし、それは安定核での話。陽子

合わせても、陽子スピンの20％の量に

や中性子が過剰な不安定核ではその魔

しかなりません。これが陽子スピンの

法数がどうなるのか。特に、陽子と中

謎です。

性子の数が両方とも魔法数になってい

陽子のスピン
クォークの
スピン

陽子

グルーオン

残りはグルーオンのスピンが担って

る不安定核がどんな性質を持つのか。

いるのではないかと考えました。そこ

不安定核と魔法数の関係を明らかにし

で私たちは、RHICを使ってスピンの

ていくことが、新しい原子核理論を築

向きをそろえた陽子同士を超高速で正

く上で重要です。また、陽子や中性子

面衝突させる実験を行い、グルーオン

の数が1個増えると、不安定核の形が急

のスピンが陽子スピンにどの程度寄与

に変わると予測されているものがあり

しているかを調べました。

ます。そのような不安定核をRIBFで生

だ えん

その結果はびっくりするほど意外な

クォーク

軌道運動

図2 クォーク、グルーオンの軌道運動のイメージ

陽子を構成するクォークやグルーオンが公転のよ
うな運動をすることで、陽子スピンが生み出され
ている可能性がある。
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データが得られ始めています。しかし、

実験を行っています。LHCではRHIC

ギーを利用できる可能性があるのです。

その確かな証拠をつかむには、RHIC

よりも高い温度のQGPを実現できるの

問題はエネルギー効率。ミュオンを

を改造し、陽子と電子を衝突させる必

で、両者で相補的にQGPの解明を進め

生成するのに必要なエネルギーと、核

要があります。それを2020年ごろから

ることができます。とても難しいので

融合で発生するエネルギーが等しい状

始めたいと考えています。

■質量の起源に迫る

すが、LHCとRHICで温度の違うQGP

態を、科学的ブレークイーブンと呼び

におけるクォークの質量を測定するこ

ます。現在は、ミュオンをつくるエネ

とができれば面白いと思います。

ルギーの半分を核融合でつくることに
成功しています。理研とRALは2018年

──陽子生成には、質量の謎もあるそう
ですね。

■ミュオン触媒核融合

までミュオン科学協力協定を延長しま

延與： グルーオンの質量はゼロです。

──英国のラザフォード・アップルトン

した。そのときまでに科学的ブレーク

クォークも単独ではとても質量が小さ

研究所（RAL）ではどんな研究をしてい

イーブンを達成したいと考えています。

いのですが、不思議なことに、クォー

るのですか。

クが3個集まって陽子や中性子になる

延與：理研RAL支所では、電子の仲間

■宇宙未到の領域へ

と質量が約100倍大きくなるのです。

であるミュオンを使った研究をしてい

──今後、原子核物理はどのように発展

最近、理論的に陽子や中性子の質量を

ます。ミュオンを使うと、物質の磁性

すると予想していますか。

導き出せるようになってきました。実

を詳しく調べることができます。また、

延與：5〜6年後、RIBFのようにたくさ

験の方では、RHICを使って、陽子に

世界で唯一、ミュオン触媒核融合の実

んの原子核を生成できる加速器が各国

閉じ込められていたクォークがばらば

験をしています。

で次々に稼働し始めます。

らになるとき質量が小さくなる現象を

核融合とは、軽い元素の原子核が融

さらに20〜30年後には、世界が協力

合して、より大きい原子核になる反応

して一つの超強力な加速器をつくる時

です。その反応によって発生する膨大

代が来るでしょう。

が行っている大型ハドロン衝突型加速

なエネルギーを発電に利用しようとし

──その加速器は何を目指すのですか。

器「LHC」による実験では、宇宙誕生

ているのです。

延與：RIBFでは超新星爆発における重

観測する実験が続けられています。

セ ル ン

一方、欧州原子核研究機構（CERN）

の瞬間にさらに近づき、単独のクォー

原子核はプラス電荷を持つので、互

い元素の合成、RHICではQGPと陽子

クに小さな質量をもたらすヒッグス粒

いに反発します。核融合を起こすには、

生 成 な ど、約137億 年 間 に 宇 宙 が た

子を探しています。

その反発力に打ち勝って二つの原子核

どってきた道筋を調べる実験を行って

を至近距離に近づける必要があります。

います。

宇宙誕生直後、ヒッグス粒子により
クォークが小さな質量を得たこと、そ

そのために磁場やレーザーを使って超

次の時代には、宇宙未到の領域を目

の後、クォークが3個集まり100倍重く

高温あるいは超高密度状態を実現して

指すことが、原子核物理の大きな目標

なって陽子や中性子になったこと、そ

核融合を引き起こす「磁場閉じ込め方

になります。理研の森田浩介准主任研

の両方に、2008年ノーベル物理学賞を

式」や「慣性閉じ込め方式」の研究が

究員たちは2004年、宇宙で生成された

受賞した南部陽一郎先生が提唱した

行われています。しかし、それらの方

ことのない113個の陽子を持つ原子核

「自発的対称性の破れ」という考え方

式には巨大な施設が必要となります。

から成る新元素（113番元素）を発見

一方、ミュオンを使うと、高温・高密

しました（図1）
。また、現在までにド

──LHCでも、QGPの実験を始めている

度にしなくても核融合を引き起こすこと

イツやロシアなどの研究グループによ

そうですね。

ができます（図3）
。比較的小さな施設

り118番元素までの発見が報告されて

延與：1年のうちに1ヶ月だけ、QGPの

において低コストで核融 合のエネル

います。

が関係しています。

しかし、それらはいずれも寿命が極
めて短いものです。さらに陽子をたく
さん持つ原子核の中には、寿命が比較
陽子
ミュオン

図3 ミュオン触媒核融合の

中性子
三重水素原子核
核融合

二重水素原子核
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ヘリウム

原理
電 子より重いミュオンは、
二重水素と三重水素の原子
核の周りを回り、極めて小
さな分子の中に閉じ込める。
その分子の中で二重水素と
三重水素が至近距離に近づ
き核融合反応が起きる。

的長い準安定なものが存在するという
予想があります。そのような宇宙未到
の領域へ到達したいのです。そのため
の新しい加速器建設の検討を、私たち
は始めています。


（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

S POT NEWS
たった10分、たった1個の細胞で薬の効果と副作用を分析

新薬開発期間の短縮とオーダーメイド医療へ新たな道

2012年4月25日プレスリリース

肝臓は、薬物を異物として捉え、分子をさまざまに変化さ

升島：分子の質量から分子を見分けて定量する装置を質量

分析計といいます。細胞中の分子成分のすべてを知りたい
場合は、通常たくさんの細胞をすりつぶしたものを試料と
するので、得られた結果はたくさんの死んだ細胞の平均値
となります。しかし実際には、同じ刺激に対して細胞の反
応は多様です。個々の細胞内で起こる分子変化を正確に知

核

細胞質

②
nanoESI でイオン化
後、質量を分析
③
肝臓初代培養細胞 1
個から得られたマス
スペクトル

質量分析計

代謝物 m/z 358

未変化体 m/z 372
H3C

H3C

CH3
O

N

CYP

CH3

O

脱メチル化

300
m/z

400

500

代謝物の同定・
代謝反応の追跡

CH3

Intensity

200

N
H

358

372

100

──まず、
「一細胞質量分析」について教えてください。

薬物を投与した肝臓初代培養細胞

ナノスプレー
チップ

Intensity

に聞いた。

①
細胞の部位を顕微鏡
観察下で選択してナ
ノスプレーチップに
捕捉

Intensity

せることで薬物を無毒化しようとする薬物代謝機能を持つ。
新薬の開発には、この薬の体内での分子変化と、その結果
起こり得る副作用を確認する必要がある。現在、薬物代謝
を調べるには、たくさんの細胞を使ってその平均値を取る
方法が用いられているため、コストなどの問題があった。
今回、理研神戸研究所 生命システム研究センター 一細胞
質量分析研究チームは、たった1個の細胞内の分子群を、生
きたまま分析できる独自の分析法「一細胞質量分析」を使
い、ヒトの肝臓初代培養細胞1個での薬物代謝を10分以内
で分析することに成功した。広島大学、参天製薬㈱との共
同研究による成果。新薬開発期間の短縮が期待されるこの
ますじま
成果について、升島努チームリーダー（広島大学教授兼務）

m/z

m/z

図1 一細胞質量分析
①細胞内の任意の部位（細胞質、液胞や核の内部など）をナノスプレーチップで吸
引する。
②吸い上げたナノスプレーチップの後部からイオン化有機溶媒を入れて、質量分析
計の試料導入部の間に電圧をかけることで、微細な電荷を負った霧を発生させ
る。電荷が分子に乗り移りながら（イオン化）
、質量分析計の中に導入される。
③分子の質量順に分子のピークが現れ、その高さは量に比例する。
図2

りたいのですが、細胞1個の体積は1兆分の1リットルと超

ナノスプレーチップで細胞
内成分を吸い上げる様子

微量なので分析不可能と考えられていました。それを可能
にしたのが「一細胞質量分析」
（図1）です。2008年に開発
しました。顕微鏡下で細胞の挙動を見ながら、ナノスプ
レーチップという先端口径数μｍの細い管を使って、見た
い瞬間に、見たい細胞1個から、細胞内成分を吸い上げま
す（図2）
。それをイオン化して質量分析計に導き分析しま
す。この方法なら、手に入りにくいヒト細胞でも数個あれ
ば分析できます。

ごとに薬物代謝量が異なる、いわゆる “揺らぎ” があるこ
──どんな実験をしたのですか。

とを発見しました。揺らぎは、生命現象を説明する上で鍵

升島：薬物代謝は、薬物を副作用の強い分子に変えてしま

を握る概念で、細胞個々にも揺らぎがあるのはなぜかと、

うことがあるため、新薬の開発ではその分析が欠かせませ

今後、生命科学分野で活発な議論を呼ぶことでしょう。

ん。そこで、一細胞質量分析が薬物代謝の分析に有効かど
うかを検証するために、参天製薬㈱の協力を得て、ヒト肝

──今後の展開は。

臓初代培養細胞1個を使って、緑内障の治療薬「タフルプ

升島：今回の実験で、一細胞質量分析で薬物代謝の分析を

ロスト」の薬物代謝を調べました。その結果、10分以内で

迅速かつ低コストで行えるめどがつきました。また、患部

分析できました。

の数個の細胞を使うだけで、病態や病気の進行度合いを診
断することも可能になります。さらには、患者さんに副作

──1個の細胞単位で分析が可能になったことで、新たな発見が

用の少ない最も適した薬を提案するオーダーメイド医療の

ありましたね。

新しい道にもつながります。今後、複数の製薬企業と連携

升島：はい。実験を進めていく中で、1個1個の細胞ごとに

を進め、一細胞質量分析を用いた次世代創薬技術と次世代

分析データに大きなばらつきがありました。実験の誤差で

医療技術の確立を目指していきます。

はないかと慎重に検証しましたが、そのばらつきは統計学
的な誤差の範囲を大きく上回るものでした。つまり、細胞

『Nanomedicine』
（5月号）掲載
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F a c e
理研免疫・アレルギー科学総合研究センター（RCAI）に、免疫応答の
司令塔であるT細胞がどのように生まれてくるのかを明らかに

Tomokatsu Ikawa

伊川友活
横浜研究所
免疫・アレルギー科学
総合研究センター
免疫発生研究チーム
研究員

い かわ ともかつ

しようとしている研究者がいる。免疫発生研究チームの伊川友活研究員だ。
T細胞は、造血幹細胞からつくられる。造血幹細胞は、あらゆる免疫細胞に
なることができる多能性を持っているが、分化が進むにつれて多能性は
少しずつ限定され、最終的にT細胞にしかなれないT前駆細胞になる。
「“T細胞になる”という運命決定のメカニズムを知りたくて、

1973年、京都府生まれ。博士（医
学）
。京都工芸繊維大学工芸学部物質工学科卒業。同大学大学院修士課程修
了。京都大学大学院医学研究科病理系専攻博士課程修了。米国カリフォルニ
ア大学サンディエゴ校博士研究員などを経て、2006年より現職。

ずっとT細胞の分化の研究をしてきました」と伊川研究員。
そして2010年、T細胞へ分化する運命の決定に“Bcl11b”という
転写因子が必須であることを発見。これまでの業績により、
昨年には日本免疫学会研究奨励賞、今年は
文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した。

T細胞になる
──その運命決定のメカニズムを解く研究者
ミエロイド-T-B
前駆細胞

「父は、京都の西陣織の職人です。跡を継げと言われた
ことはなく、小学校の卒業文集には “考古学者になる” と
書きました。そのころは歴史物のマンガが大好きで、今も

ミエロイド-T
前駆細胞

造血幹細胞

T前駆細胞
Bcl11b

自己複製

伝記や司馬遼太郎の小説をよく読みます。歴史上の人物で
は坂本龍馬が好きですね」

Bcl11b欠損

図 T細胞の運命を決定する転写因子Bcl11b

◆

T細胞への分化が決まる最後のステップでは転写因子Bcl11bが必須であ
る。Bcl11bを欠損すると、ミエロイド-T前駆細胞の段階で分化が停止し、
自己複製によって増え続け、T細胞はつくられない。

高校では、化学に興味を持った。
「色が変わったり、気
体が発生する実験が大好きでした」
。そして京都工芸繊維
大学工芸学部に進学。
「化学を学んで、オゾン層の破壊な
ど環境問題の解決に役立ちたいと思ったのです」
。さらに

NK細胞への分化の運命決定には転写抑制因子 “Id2” が必

大学院に進んだものの、研究者になるか、企業に就職する

須であることを明らかにしました」

か、迷っていた。
「環境問題は技術を一つ開発すれば解決

桂教授が退官した2002年、河本TLは理研へ、伊川研究

できるようなものではないことも分かり始めていました。

員は米国に留学。カリフォルニア大学サンディエゴ校で、

あるときふと “免疫って面白そう” と思ったのです。そし

転写因子 “E2A” がB細胞への運命決定を誘導することを

て、中学からの親友のお父さんが免疫の研究者だったこと

発見した。
「休日にはテニスやゴルフ、旅行をして、ワイン

を思い出しました」

にも詳しくなり、妻とも出会いました。“ずいぶん楽しい留

さっそく親友に連絡を取り、京都大学の桂 義元教授を訪
ねた。
「免疫の話を少し聞けたらいいなという軽い気持ちで

学だったね” と言われます（笑）
。オフにリフレッシュする
からこそ研究に集中できる。それが私のスタイルです」

した。ところが、
『Molecular Biology of the Cell』を読

2006年に帰国し、免疫発生研究チームへ。2010年には、

んでおけば大丈夫だからと、大学院入試の過去問を渡され

T細胞の分化を停止・再開できる培養系を確立し、転写因

ました。桂先生は私が大学院に入りたいのだと勘違いされ

子 “Bcl11b” がT細胞への運命決定の最終段階を支配し

たようです」
。暗記が多そうだからと高校でも生物学を履

ていることを発見した（図）
。
「分化の研究で重要なのは培

修していなかった伊川研究員は、恐る恐るその分厚い本を

養です。私たちは独自に確立した優れた培養系をいくつも

開いてみた。
「そこには、生物が分子を使って説明されてい

持っているので、他の追随を許しません。そして、私の強

ました。分子なら化学の守備範囲です。生物学が面白くな

みは手先の器用さ。父から受け継いだのでしょう」

り、それから半年間、必死で勉強しました」
◆

を大量に増やしてからT細胞に分化させることができるた

そして1997年、桂教授の研究室へ。そこには、後にRCAI

め、白血病の治療に使える可能性がある。
「応用を意識し

免疫発生研究チームを立ち上げる河本 宏チームリーダー

て研究を進めたい」と伊川研究員。
「坂本龍馬のように世

（TL）もいた。
「そのときからT細胞の分化の研究を続けてい
ます。大学院では、T細胞とNK細胞の共通の前駆細胞から
14

T細胞への分化を停止・再開できる培養系は、T前駆細胞
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の中を変えるような仕事をしたいですね」


（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）
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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活動内容・研究テーマ、⑥信条、⑦趣味

イノベーション推進センター
計測情報処理研究チーム
チームリーダー

粒子系シミュレーター研究チーム
チームリーダー

谷本茂樹（たにもと しげき）

牧野淳一郎（まきの じゅんいちろう）

①1952年

②大阪府

究科修士課程

③大阪大学大学院理学研

④日本ユニシス㈱、日本ユニシ

①1963年

②岐阜県

③東京大学大学院総合文

化研究科広域科学専攻博士課程

④東京大学、

ス・エクセリューションズ㈱ ⑤計測データを
もとにしたエンジニアリングシステムの研究開

国立天文台、東京工業大学 ⑤計算天文学、粒
子シミュレーション、計算機開発 ⑥正しいこと

発

はそのうちには通ることもある

⑥のんびりのびのび時間はたっぷり

⑦読

書、旅行

計算科学研究機構
大規模並列数値計算技術研究チーム
チームリーダー

プログラム構成モデル研究チーム
チームリーダー

今村俊幸（いまむら としゆき）

丸山直也（まるやま なおや）

①1969年 ②愛知県 ③京都大学大学院工学研
究科博士（工学） ④日本原子力研究所、電気通
信大学 ⑤大規模並列数値計算アルゴリズム
⑥日々の積み重ね ⑦スポーツ観戦、ジャズ鑑賞
など

①1979年 ②茨城県 ③東京工業大学情報理工
学系研究科数理計算科学専攻博士課程 ④東京工
業大学学術国際情報センター ⑤ハイパフォーマ
ンスコンピューティング ⑥前進あるのみ ⑦ト
レイルランニング

利用高度化研究チーム
チームリーダー

可視化技術研究チーム
チームリーダー

前田俊行（まえだ としゆき）

小野謙二（おの けんじ）

②東京都 ③東京大学大学院情報理工学系研究
科博士課程 ④東京大学 ⑤プログラミング言
語、型理論、システムソフトウェア、ソフトウェ
ア検証 ⑥同じことなら、やらずに寝る ⑦コ
ミックなどの鑑賞

①1966年 ②大分県 ③熊本大学大学院自然科
学研究科博士後期課程 ④日産自動車㈱、東京
大学、理化学研究所 ⑤可視化、数値流体力学、
大規模並列計算技術 ⑥夢は努力により叶う
⑦心拍系スポーツ、ヨガ、レコードを聴くこと

外村彰グループディレクター 逝去
理研和光研究所 基幹研究所 単量子操作研究グループの外村彰グループディレクター
すいぞう

が5月2日、膵臓がんのため逝去されました。70歳でした。
1965年に㈱日立製作所に入所した外村グループディレクターは、
「電子線ホログラ
フィー」を世界で初めて実用化し、量子力学分野で論争の的になっていた「アハラノ
フ・ボーム効果」を検証、力の統一理論の基礎を築きました。
2001年に理研のグループディレクターを兼務してからは、さまざまな量子現象を理
解し、量子波科学という新しい研究分野を開拓するとともに、量子力学の原理を用い
た新しい材料やデバイスを提案し成果を挙げてきました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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技術研究組合とは

Yusuke Tajima

社会知創成事業 イノベーション推進センター
有機光電子工学研究チーム チームリーダー

No.372
June 2012

理研と埼玉大学は今年1月24日、東レエンジニアリング㈱、

理研ニュース

田島右副

黒金化成㈱など5社と共同で「新世代塗布型電子デバイス技
術研究組合」を設立し、その理事長に私が就任しました。技
術研究組合とは、複数の企業、大学、独立行政法人を含む公
的研究機関などが、産業活動で利用される技術を共同で研究
開発したいときに設立できる法人の一種です。各組合員は、
写真：祝賀会であいさつする筆者（左）と、理研和光研究所の第一食
堂で開催された設立祝賀会風景（右）

への組織変更が容易なので、研究開発から事業化までの移行
が迅速にできるという利点があります。このような組合に理

寄り、ボトムアップ式にデバイス開発のための設計、試作、

研が参加するのは初めてのことです。

評価、解析を行うことにあります。特に独自技術を有する中
小企業の参画を促したいと考えています。例えば、有望な材

この組合で私たちが実用化に取り組んでいるのは、電子材料

料を持っていても、デバイスを試作する技術、測定装置、評

をインク化して印刷することで電子デバイスを製造する「塗

価手段などを持たない企業や、装置を購入することはできて

布型電子デバイス技術」
。大量生産が容易で、製造エネルギー

もノウハウや測定結果の解釈などに経験が少ない企業に対し

が少なくて済むなど、多くのメリットを持つ次世代エレクト

て、積極的に参画を促します。中小企業の技術力を高めるこ

ロニクス技術です。例えば、次世代太陽電池として開発が進

とで、地域活性化にも貢献できると考えています。

んでいる有機薄膜太陽電池（OPV）は、結晶シリコンなどに
比べて軽量であり、室内光など弱い光に対して高い発電効率

基礎研究から製品を産み出し、それが市場に出るまでには多

を示すという特徴があるため、携帯端末や電子ブックなどの

くの障壁があります。基礎研究と応用研究の間には「魔の川」
、

補助電源としての利用が検討されています。このOPVを印刷

応用研究と製品化の間には「死の谷」
、その製品で市場が育つ

プロセスで大量に生産できれば、紙のように軽量で安価な太

までの間には「ダーウィンの海」と呼ばれる障壁があります。

陽電池が現実のものになります。また、現状ではまだ研究開

組合の使命は、
「魔の川」を渡り「死の谷」を越えてきた武

発段階ですが、軽量・柔軟で環境にも優しい資源循環型のエ

器（技術）をもって、
「ダーウィンの海」に挑み、財宝（市場）

レクトロニクス技術が実用化されれば、近い将来エコフレン

を探す勇猛果敢な海賊船のようなものかもしれません。人気

ドリーかつヒューマンフレンドリーな電子情報化社会が到来

漫画『ワンピース』にも描かれているように、航海を成功さ

すると考えられています。

せるには、船に乗る仲間（組合員）を集め、仲間と助け合い、
仲間との信頼関係を強化することが大切だと考えています。

このような塗布型電子デバイスを開発するには、①高性能な

この船の初代船長（理事長）を任された私の身体は、残念な

有機半導体インク、②静電スプレー式の印刷技術、③デバイ

がら『ワンピース』の主人公、ルフィのようにゴムのようには

ス評価・解析・シミュレーション技術など、克服すべき課題

伸びません（どちらかというと硬い）が、信頼する仲間と共に

がいくつかあります。組合ではこれらの課題に取り組み、高

荒波を乗り越えて産学官連携による新産業創出を目指します。

性能で安価なOPVをはじめとする有機エレクトロニクスの早
期実現を目指します。
この組合の特徴は、組合員となる企業や研究機関がそれぞれ
の得意分野で自前の要素技術や技術シーズ、ノウハウを持ち

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。
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