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糖鎖 一生
の

を追う

ヒトのタンパク質の多くは糖タンパク質として
存在している。糖タンパク質とは、タンパク質に

哺乳動物における
糖鎖の分解経路
細胞質中の遊離糖鎖は、ENGaseやMan2C1な
どの酵素によってある程度分解された後、リ
ソソームに運ばれ単糖に分解される。糖鎖代
謝学研究チームでは、この図に「??」で示さ
れた酵素などのタンパク質の存在をすべて確
かめ、遺伝子を同定することを目指している。
ただし、この図は予想図であり、経路自体も
検証する必要がある。

糖が鎖のようにつながった糖鎖が結合したものだ。
ただし

1993年、学生だった鈴木 匡チームリーダーは、哺乳動物には
ないと考えられていた酵素 “PNGase” が、細胞質に存在することを発見。
そして2000年には、酵母を使ってPNGaseをつくる遺伝子を突き止めた。

マンノース

PNGase は糖タンパク質からN 型糖鎖を切り離す酵素である。

グルコース

それでは、細胞質で切り離された糖鎖はどうなるのか。
「細胞質で進む糖鎖の分解過程は、ほとんど研究されていません。

Dol P P

私は糖鎖の合成から分解までの一生が知りたいのです」
「楽しくなければ、研究じゃない！」と語る

N- アセチルグルコサミン

??

鈴木チームリーダーが進めてきた研究を
紹介しよう。

不真面目な学生に与えられた研究テーマ
「ジャズバンドの活動に熱中していて、まれに見る不真面目

まず糖タンパク質のタンパク質部分に目印を付けておく。

な学生でした」と、鈴木 匡チームリーダー（TL）は東京大学

PNGaseが存在すれば、その酵素活性により糖鎖が切り離さ

理学部に在籍していたころを振り返る。
「4年生のとき、糖鎖

れ、目印を付けたタンパク質の性質が変わる。

研究の第一人者、井上康男教授の研究室に入りました。井上

「私は凝り性で、いろいろと試行錯誤しているうちに実験

先生の授業は分かりづらいことで有名でしたが、
“この分野は

が楽しくなりました。そして、さまざまな条件で実験を続け

何も分かってない”と繰り返され、そこだけは理解できました

るうちに、目印を付けたタンパク質の性質が変わったことを

（笑）
。それなら楽しそうだと、井上研究室を志望したのです」

示すデータが集まりました。そこで、
“細胞質にPNGaseが

糖鎖がタンパク質や脂質に結合して、糖タンパク質や糖脂
質となる。それらの多くは、細胞膜に埋め込まれており、糖
鎖を細胞の外側に出している。外側に出た糖鎖により、隣の

ありそうです”と井上先生に報告したら、
“そんなはずはない”
と、実験をやり直すように指示されました」
真核生物の細胞は、小胞体やゴルジ体などの細胞小器官を

細胞と情報交換したり、細胞外の情報や物質を細胞内に取り

持つ。それら細胞小器官以外の部分を細胞質と呼ぶ。
「PNGase

込んだりして、細胞の分化、免疫やホルモンの調節、細菌や

が細胞質にあるということも当時の定説に反していたのです。

ウイルス感染など、さまざまな生命現象に関与している。

きちんとした実験を行い、データを集めたことにより、井上

そのような糖鎖の役割を調べる際、酵素を使ってタンパク

先生はようやく認めてくださいました」

質から糖鎖を切り離す必要がある。代表的な糖鎖であるN 型

1993年、鈴木TLは哺乳動物の細胞質にPNGaseが存在す

糖鎖を糖タンパク質から切り離す酵素として使われていたの

ることを論文発表した。
「
“大学院に進み、井上先生のもとで

が“PNGase”だ。それは植物や細菌由来のものだったが、

PNGaseの研究を続けたい”とお願いしたら、先生はいい顔

メダカの胚にも存在することを井上研究室で発見していた。

をしませんでした。バンドのライブがあると1週間ほど無断

「
“PNGaseが哺乳動物にもあるかどうか探してみなさい”
と井上先生から指示されました。しかし、PNGaseは哺乳動
物にはない、というのが当時の定説でした。井上先生は不真
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みたいで面白そうだと、PNGaseを探し始めました」

で研究室に行かなかったりしていたからでしょう（苦笑）
」

7年かけてPNGaseの遺伝子を同定

面目な学生に重要な研究はさせられないと、そのテーマを与

鈴木TLは大学院へ進み、井上研究室でPNGaseをつくる遺

えたのだと思います。私は定説に反するとは知らず、宝探し

伝子を突き止める実験を始めた。そのために、PNGaseだけ
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を純粋に取り出す精製を続けた。そもそも酵素などのタンパ

偶然をきっかけに、酵母の細胞質にもPNGaseがあることを

ク質は、遺伝子の情報に従ってアミノ酸が鎖状につながって

発見しました。しかし精製はもう嫌でした。そこで遺伝学の

できている。PNGaseを精製してそのアミノ酸の配列を調べ

手法を学び始めました」

れば、遺伝子を同定することができる。

PNGaseの酵素活性のない変異体を見つけて、どの遺伝子

「しかし、精製がどうしてもうまくいきませんでした。博士

で変異が起きているのかを調べれば、PNGaseの遺伝子を突

課程の最後の2年間は、大好きなバンド活動も中断して、ほと

き止めることができる。ストーニーブルック校では酵母を使っ

んど家にも帰らず大学に寝泊まりしながら精製を続けました

た遺伝学が盛んで、400種類を超える変異体が保存されてい

が、成功しませんでした。ちょうどそのころ、1996年に米国

た。
「私はその中から、PNGaseの酵素活性がないものを探し

のマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究グループが哺乳

たところ、352番と名付けられた変異体に行き着きました」

動物の細胞質にPNGaseが存在し、タンパク質の品質管理に
関与すると発表して、世界的に認知されました。私がその酵
素活性を発表したときは見向きもされなかったのですが……」

352番は、どの遺伝子に変異があるのか。
「1980年代に、
遺伝子変異が酵母の16個の染色体のうちのどれに起きている
のかを突き止める手法が開発されていました。しかし、それ

鈴木TLは1997年に博士課程を修了。
「すでに井上先生は東

はあまりに面倒な手法なので、ほとんど使われていませんで

京大学を退官され、台湾の大学で新しく研究室を立ち上げら

した。ところが幸運なことに、ストーニーブルック校にたっ

れていました。井上先生にPNGaseの研究を続けさせてくだ

た1人、その手法を知っている研究者がいたのです。そして、

さいとお願いしたところ、二つ条件を出されました。一つ目

352番の変異が酵母の16番染色体で起きていることを突き止

は哺乳動物のPNGaseの研究は自分たちで続けるので、それ

めることができました」

以外の生物で実験すること。二つ目は糖鎖研究の大家である
ウィリアム・レナーツ博士のもとで実験することでした」

1990年代後半、すべての遺伝子を1個ずつ欠損（ノックア
ウト）した酵母をつくる国際プロジェクトが進行していた。

鈴木TLは奨学金を頼りに、米国・ニューヨーク州立大学ス

そして、ノックアウトできたものから順次、遺伝子の情報と

トーニーブルック校のレナーツ博士のもとで酵母を使った

ともに研究者に分与されていた。
「遺伝子変異の染色体上の

PNGaseの実験を始めた。
「ところが実験を始めた直後、ほ

位置を突き止めたのとほぼ同時期に、その付近にある複数の

かの研究グループが酵母にはPNGaseは存在しない、と論文

遺伝子のノックアウト酵母が分与され始めました。早速、そ

発表したのです。気落ちしながらも実験を続けた私は、ある

れらを取り寄せて調べたところ、PNGaseの酵素活性が失わ
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予測と違う実験結果に

不良品は処分される必要がある。1980年代、変性タンパ

がっかりする必要はありません。
新しい事実の糸口をつかんだ、と喜ぶべきです。
そう考えれば、いつも楽しく研究ができます。

ク質はプロテアソームという細長いトンネルのようなタンパ
ク質複合体で分解されることが分かった。そのトンネルに入
るにはN 型糖鎖を切り離す必要がある。
「近年の実験により、
その役割をPNGaseが担うことが確かめられました。予想通
り、PNGaseはタンパク質の品質管理に関わっていたのです」
では、変性タンパク質から切り離された、単独の糖鎖（遊
離糖鎖）はどうなるのか。遊離糖鎖が分解されず細胞に蓄積
すると、さまざまな病気を発症することが古くから知られて
いた。そこで、遊離糖鎖の分解に関わる酵素を探す研究が
1970年代に盛んに行われた。そして遊離糖鎖はリソソーム
という細胞小器官で単糖に分解されること、その中で働く酵
素に機能不全が起きると遊離糖鎖が蓄積してリソソームが肥
大化し、さまざまな病気の原因になることが分かった。
リソソームには糖鎖分解に関わる酵素が複数あり、どれが
機能不全になるかによって症状が異なる。それらはリソソー
ム蓄積病と総称されている。
『小さな命が呼ぶとき』という
実話に基づく小説や映画の題材ともなったポンペ病や、ムコ
多糖症は、いずれもリソソーム蓄積病だ。

鈴木 匡

Tadashi Suzuki

撮影：STUDIO CAC

和光研究所 基幹研究所
ケミカルバイオロジー研究領域 システム糖鎖生物学研究グループ
糖鎖代謝学研究チーム チームリーダー
1969年、宮城県生まれ。博士（理学）
。東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課
程修了。ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校博士研究員・研究助教授、科学技術
振興事業団さきがけ研究者、東京大学理学部特任助手、大阪大学医学部特任准教授など
を経て、2007年より現職。

「リソソーム蓄積病を引き起こす原因を探ることで、リソ
ソームの中で起きる糖鎖分解の研究は進展しました。しかし、
遊離糖鎖はそのままの形でリソソームに運ばれて分解される
のではありません。細胞質においてある程度分解が進んだ後
にリソソームへ運ばれます。細胞質における糖鎖の分解過程
の研究は、1970年代からほとんど進んでいません」
鈴木TLは2001年に帰国後、細胞質における糖鎖分解に関
わる酵素ENGaseとMan2C1の遺伝子を突き止めた（タイトル

れている酵母を、すぐに見つけることができました」
2000年、こうして鈴木TLは酵母のPNGaseをつくる遺伝
子を同定した。
「そのころになると、さまざまな生物のゲノム
（全遺伝子情報）の解読が進められ、酵母のPNGaseの遺伝
子に相当するものが、ヒトやマウスなどほかの生物種でも見
つかりました。遺伝子さえ分かれば、いろいろな生物種を
使ってその役割を詳しく調べる実験が可能になります」

タンパク質の品質管理で働くPNGase

発見されていました。私はそれらを再発見して、遺伝子を同
定したのです」

細胞質における糖鎖の分解経路を解明する
2007年、鈴木TLは理研に糖鎖代謝学研究チームを立ち上
げた。
「チームの研究の柱は二つあります。一つは、PNGase
やENGase、Man2C1の役割を詳しく解明すること。もう一
つの柱は、糖鎖の合成から分解までの一生を追う研究です。

PNGaseは、哺乳動物においてどのような役割を担ってい

すでに糖鎖合成については解明が進んでいるので、細胞質に

るのか。
「私は修士課程2年のときに井上先生から指示されて、

おける糖鎖の分解過程の解明に力を入れています。その研究

さ ま ざ ま な 論 文 を 読 み 込 ん でPNGaseの 役 割 を 予 想 し、

はいまだに、ほかではほとんど進められていません。その分

1995年に総説にまとめて発表しました。その中で、MITの

解経路で働く酵素の遺伝子をすべて同定することを目指して

研究グループに先駆けて、タンパク質の品質管理を役割の一

います」
（タイトル図）

つに挙げています」
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図）
。
「それらの酵素が存在することは、いずれも1970年代に

酵素の存在を確かめることができれば、今では比較的容易

遺伝子の情報に従ってアミノ酸が並んだ鎖がつくられ、そ

に遺伝子を同定できる。
「私が大学院生のころは、目的の酵素

れが立体的に折り畳まれることで、タンパク質は完成する。

を丸ごと精製する必要があったので大変でした。今ではゲノ

その折り畳みが正しく行われているかどうかの品質チェック

ム情報が蓄積されているので、目的の酵素の一部分でもアミ

は、小胞体内でタンパク質にN 型糖鎖が付くことで行われる。

ノ酸の配列が分かれば、遺伝子を同定できます。難しいのは

そして不合格となったタンパク質（変性タンパク質）は、N

その前段階です。未知の酵素があるかどうか、その存在を確

型糖鎖が付いたまま小胞体から細胞質へ放出される。

かめる実験系には簡便な方法はありません。存在を確かめた
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い酵素ごとに試行錯誤して実験系を確立する必要があります」
鈴木TLたちは、哺乳動物と酵母を使って糖鎖の分解過程を
調べる研究を進めている。
「酵母では、細胞質に存在する遊
離糖鎖の90％以上は、PNGaseによって糖タンパク質から切
り離されたものです。ただし、酵母ではPNGaseの遺伝子を
ノックアウトしても、生育に異常は見られません。一方、哺

図1 特定の糖鎖構造を持つ糖タンパク質の可視化
糖鎖の特定の糖に蛍光物質
（アクセプター）を付ける。
タンパク質に付けたGFP(ド
ナー)に外部から励起光を当
てると、励起エネルギーが
アクセプターに伝わり光の
シグナルを発する。

乳動物であるマウスでは、PNGaseの遺伝子をノックアウト

シグナル

特定の糖
タンパク質

鎖

糖

アクセプター

FRET

励起光

すると発生の途中で死んでしまいます。ところが、PNGase

励起エネルギー

の働く経路は遊離糖鎖ができる主要経路ではありません。ほ

細胞膜

とんどの遊離糖鎖は、小胞体でタンパク質に付く前に、細胞

GFP（ドナー）

質へ放出されたものです」
（タイトル図）
なぜ、哺乳動物と酵母で糖鎖のシステムが異なるのか。
「そ
こが不思議で、面白いところです。酵母では、合成された糖
鎖はほぼすべてタンパク質に結合しますが、哺乳動物では、
つくられるタンパク質の量よりも糖鎖の量が多いと、余分な
糖鎖は細胞質へ放出され分解されていると考えられます。な
ぜ、そのような一見、無駄なシステムになっているのか。私
たちは哺乳動物と酵母の両方で、遊離糖鎖ができる経路で働
く酵素の遺伝子を突き止めつつあります。それらを操作して、
システムの違いや役割を詳しく調べていきたいと思います」

特定の糖鎖構造を持つ糖タンパク質の可視化に成功
そもそも、細胞質における糖鎖分解は、細胞や生物個体に
とってどれほど重要なのか。
「それは解明してみなければ分
かりません。あまり重要でなかった、という結論になっても
私は満足です。サイエンスの原動力は好奇心。純粋に面白い

図2 糖鎖代謝学研究チームのメンバー
前列左より、原田陽一郎 特別研究員、細見 昭 特別研究員、平山弘人 特別研究員、
王 麗 特別研究員、黄 澄澄 国際プログラム・アソシエイト（埼玉大学博士課程）
、
正原由紀テクニカルスタッフ。後列左より、鈴木 匡TL、土屋八恵アシスタント、
芳賀淑美 訪問研究員（日本学術振興会博士研究員）
、松田次代アシスタント、清
野淳一テクニカルスタッフ、上野琴子アシスタント。

と思える研究を続けられる環境が、サイエンスにとって必要
です。理研は好奇心に基づく研究を進める上で理想的な環境
です。日本の多くの大学では、隣の研究室でも相談しづらい

私は、そのアイデアを理研の専門家たちに相談しました。そ

雰囲気です。一方、理研ではあらゆる分野の専門家がそろっ

して、糖鎖合成に詳しい伊藤幸成主任研究員（伊藤細胞制御

ていて、こんな面白いことがある、こんなアイデアがあると

化学研究室）や、優れた顕微鏡技術を持つ佐甲靖志主任研究

相談すると、協力してくれます。私にはいろいろなアイデア

員（佐甲細胞情報研究室）たちとの共同研究により、特定の

があります。今年6月に発表した糖タンパク質の可視化技術

糖鎖構造を持つ糖タンパク質だけを可視化することに成功し

も、いろいろな人たちにアイデアを相談して実現しました」

たのです。この技術は、特定の糖タンパク質の挙動を捉え、

それはFRET（蛍光共鳴エネルギー移動）という手法に基

さ こう

糖鎖の一生を研究する上で強力な手法になるはずです」

づく技術だ。二つのタンパク質にそれぞれ別の蛍光物質を付

「最近の研究は、重要性がすでに分かっているテーマや社会

ける。それぞれのタンパク質同士が接近すると、一方の蛍光

に役に立ちそうなテーマに集中する傾向が、世界的に強まっ

物質（ドナー）からもう一方の蛍光物質（アクセプター）へ

ています。そのような風潮の中、細胞質における糖鎖分解の

励起エネルギーが伝わり、光のシグナルが出る。それにより

ような重要かどうかもまだ分からないテーマに、今の若い人

タンパク質の相互作用を調べることができる手法だ。

たちが興味を持つか心配でしたが、チームに集まってきたメ

鈴木TLはその手法を糖タンパク質に応用することを考え
た。特定のタンパク質にドナーとなる蛍光物質（GFP）
、糖

ンバーは皆、意欲的に研究をしています（図2）
。チームのモッ
トーは“楽しくなければ、研究じゃない！”です」

鎖の特定の糖にアクセプターとなる蛍光物質を付ける（図1）
。
「ただし、糖タンパク質は細胞膜に埋め込まれて存在する
ので、ドナーとアクセプターは細胞膜で隔てられています。
あるとき友人で化学が専門の菊地和也教授（大阪大学）に、
“細胞膜を隔てては無理ですよね”と尋ねたら、
“いや、両者
の距離からすると大丈夫だろう”と返ってきました。そこで

鈴木TLはこれからも好奇心に基づき、糖鎖の一生を追い続
けていく決意だ。


（取材・執筆：立山晃／フォトンクリエイト）

関連情報

2012年6月20日プレスリリース
「特定の糖鎖構造を持つタンパク質だけを可視化する技術を開発」
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研究最前線

がんの設計図をつくり、
ゲノム変異に基づいた医療を
「がんの治療は、もうすぐ大きく変わります」
。そう語るのは、
理研横浜研究所 ゲノム医科学研究センター（CGM）
ひでわき

バイオマーカー探索・開発チームの中川英刀チームリーダーである。
がんは、ゲノムの変異が蓄積して起きる。中川チームリーダーは現在、
肝臓がん患者のがん細胞と正常細胞のゲノムをすべて読み取って比較することで、
ゲノムのどこでどのような変異が起きているかを解析している。
「がんの設計図のカタログをつくろうとしているのです。
変異を起こしている場所が分かれば、そこを標的とした新たな治療薬の
開発が期待できます。がんと診断されたら、一人ひとりのゲノムの変異に応じて、
効果が高く副作用の少ない最適な薬を選んで治療する。
そんな時代がすぐそこまで来ています」

がんはゲノムの病気
日本人の死因の第1位は悪性新生物、つまり、がんである。
がんによる死亡者は年々増加しており、2010年の全死亡者

のはがん細胞だけで、その変異が親から子へと伝わることは
ない。がんの多くは、このような遺伝性のないものだ。
「がんはゲノムの病気なのです」と中川TL。ゲノムとは、

に占める割合は29.5％で、3人に1人が、がんで亡くなって

生物が持っている遺伝情報全体をいう。その実体はDNAで

いる。治癒する人も含めると2人に1人が、がんを発症する。

あり、A（アデニン）
、T（チミン）
、G（グアニン）
、C（シト

がん患者やがんによる死亡者の増加は日本だけでなく、世界

シン）という4種類の塩基が連なってできている。このDNA

中で問題になっている。がんの発症を予防したり、治療法を

はすべての細胞の核の中にあり、DNAの中でタンパク質をつ

確立したりしてがんによる死亡者数を減らすことは、人類に

くる情報を持っている領域を遺伝子と呼ぶ。

とって緊急に対応すべき課題だ。

「遺伝性でないがん患者さんについて、正常細胞とがん細

「私は1999年まで外科医として、多くのがん患者さんを診

胞のゲノムの塩基配列をすべて解読して比較し、ゲノムのど

てきました。臨床の現場を離れても、がんの治療に貢献した

こがどのように変異しているかを明らかにする。それが、が

いという思いは変わっていません。そのために、がんの設計

んの設計図です。変異している場所や内容が分かれば、それ

図をつくってカタログ化しようとしています」と中川チーム

を指標にした早期診断や、そこを標的とする新しい薬の開発

リーダー（TL）
。がんの設計図とは、どういうものなのか。

が可能になると期待されます」

がんには、遺伝性のものとそうでないものがある。1980
年代から遺伝性のがんの原因遺伝子が次々と発見され、が

がんの設計図のつくり方

んが遺伝子の変異によって起きることが明らかになっていっ

がんの設計図づくりは、国際共同プロジェクト“国際が

た。遺伝性のがんでは、がん細胞だけでなく、患者の体を構

んゲノムコンソーシアム（International Cancer Genome

成するすべての細胞で原因遺伝子に変異が起きており、その

Consortium：ICGC）
”のもとで進められている。ICGCは、

変異は親から子へと伝わっていく。

2008年に発足し、現在14ヶ国と欧州連合（EU）が参画して

一方、遺伝性でないがんの場合は、正常な細胞の遺伝子に

6

肝臓がんの
ゲノムの構造異常

いる。
「ICGCでは、重要ながんについて、正常細胞とがん細

何らかの原因で変異が生じ、それが蓄積していき、細胞機能

胞の全ゲノムを解読して比較し、がん細胞のゲノム変異を明

が破綻してがん細胞になる。そして、無秩序に細胞分裂を繰

らかにしてカタログ化することを目指しています。現在20種

り返して増殖し、腫瘍をつくる。遺伝子に変異が起きている

類のがんについて47個のプロジェクトが進行中で、日本から
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染色体番号

A

コピー数異常

B

染色体の数が増加（赤）、
減少（緑）している。

転座

染色体の一部あるい
は全部がほかの染色
体に結合している。

逆位

塩基配列が逆に
なっている。

肝臓がんのがん細胞のゲノムと
正常細胞のゲノムを比較し、変
異があった場所や内容を表して
いる。すべて肝臓がんであるが、
ゲノムの変異は多様である。C
とDは、同じ患者の肝臓に発生
した多中心性腫瘍であるが、ゲ
ノムの変異は同じではない。

C

D

は理研ゲノム医科学研究センター（CGM）と国立がん研究セ

倍くらいずつ速くなっています。その技術革新のおかげで、

ンターが参画し、肝臓がんの解析を行っています」と中川TL。

がんの設計図づくりが可能になったのです」

肝臓がんは、アジアやアフリカに多く、世界全体の死亡率

その膨大なゲノムデータの解析は、CGMの情報解析研究

は、肺がん、胃がんに次いで第3位だ。日本では年間約4万

チーム（角田達彦チームリーダー）が担当し、東京大学医科

人が肝臓がんと診断され、3万人以上が亡くなっており、B型

学研究所ヒトゲノム解析センターのスーパーコンピュータを

やC型の肝炎ウイルスに感染し、慢性肝炎、肝硬変を経て肝

用いて行う。このスーパーコンピュータはゲノム解析用に特

臓がんを発症することが多い。また、輸血や血液製剤から肝

化したもので、高速解析が可能だ。こうして、がん細胞のゲ

炎ウイルスに感染して肝臓がんを発症することが多く、社会

ノムのどこが、どのように変異しているかを明らかにし、が

問題になっている。肝臓がんの治療法はいくつかあるが、い
ずれも効果が十分でない。こうした理由から中川TLらはター
ゲットを肝臓がんに決めたのだ。
中川TLらは、25人の肝臓がんの患者から、27例のがん細
胞と正常細胞を収集し、解析を行った。正常細胞は血液中の
白血球を用いた。ヒトゲノムは約30億個の塩基対から成る。
その塩基配列を次世代シーケンサー（図1）という最新鋭の装
置で読み取っていくのだが、解読漏れや間違いをなくすため
に30回繰り返す必要がある。そのため、今回読み取った塩基
配列の総数は約7兆個にも上った。新聞の文字数に換算する
と約4万年分、広辞苑に換算すると約47万冊分になる。
「これほど大量の塩基配列を読み取ることは、数年前は不
可能でした」
。ヒトゲノムの解読を目指した国際プロジェク
ト“ヒトゲノム計画”は、1990年から始まり、完了したの
は2003年である。30億塩基の読み取りに13年かかっている。
「シーケンサーの性能向上は目覚ましく、解析速度が毎年10

図1 次世代シーケンサー
ゲノムの塩基配列を読み取る装置。12日間で約6000億個の塩基配列を解読する
ことができる。これは、精密な解析に必要なヒトゲノム約6人分に相当する。
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れこの多中心性腫瘍から採取したものだ。
「同じ患者さんの、

私はずっと医者でありたい。
だから、ATGCの塩基配列の向こうに
患者さんを思い浮かべながら
がんの設計図をつくっています。

同じ肝臓がんの細胞です。ゲノム変異には共通する点がある
だろうと予測していました。ところが、ゲノム変異の場所や
内容が、同じ患者さんにもかかわらずまったく違っていたの
です（タイトル図C・D）
。とても驚きました。がん細胞のゲノ
ム変異は、多様性がとても高いようです」

がんの原因が塩基置換パターンに影響？
中川TLは、ポイント変異で塩基配列がどのように置換さ
れているか、そのパターンに注目して解析した。塩基置換パ
ターンとは、4種類ある塩基のうち、AがTに換わる、TがC
に換わるといったことを指す。
「多中心性腫瘍のがん細胞は、
同じ患者さんの肝臓に発生したにもかかわらず、変異を起こ
している場所がまったく違っていました。ところが、塩基置
換パターンは、とても似ているのです」
（図2）
。これは、何を
意味しているのだろうか。
「多中心性腫瘍は同じ患者さんの肝臓に発生したのだから、
ゲノムの変異の原因はおそらく同じでしょう。塩基置換パ
ターンは、肝臓がんの原因の影響を受けているのではないか

中川英刀

撮影：STUDIO CAC

Hidewaki Nakagawa

横浜研究所
ゲノム医科学研究センター
バイオマーカー探索・開発チーム チームリーダー
1966年、大阪府生まれ。医学博士。1991年に大阪大学医学部を卒業し、外科医として勤
務。1999〜2003年、米国オハイオ州立大学研究員。2003〜2008年、東京大学医科学研
究所ヒトゲノム解析センター助手、准教授。2008年より現職。柔道二段、学生時代はア
メリカンフットボール西日本代表選抜選手。

んの設計図をつくっていく。

と考えています」
肝臓がんの原因には、肝炎ウイルスのほか、アルコールや
肥満、糖尿病、さまざまな毒物などが知られており、多種多
様である。患者の飲酒習慣の有無に注目して解析すると、飲
酒の習慣がある患者のグループは、塩基置換パターンが似て
いることが分かった。肝炎ウイルスの種類と塩基置換パター

図2 肝臓がんのゲノムの塩基置換パターン

がんのゲノム変異は多様
解析の結果、1個のがん細胞にポイント変異が平均で約1万

23人の肝臓がんの患者から収集した25例のがん細胞と正常細胞のゲノムを比較
し、塩基置換のパターンについて解析した。欧数字はサンプル番号。同じ患者の
多中心性腫瘍では、塩基置換のパターンはよく似ている（青丸）
。収集した25人
27例のうち2人の2例は、ほかと明らかに異なるゲノム異常を示していたので排除
している。

1000ヶ所あることが分かった。ポイント変異とは、ゲノム
上の塩基が1個〜数個入れ替わったり、抜けたり、挿入され

3

たりする変異である。

HC8

ゲノム構造異常は平均で21ヶ所だった。ゲノム構造異常と

2

は、通常は2本ある染色体が増えたり減ったりするコピー数

HB4

異常や、染色体の一部や全体がほかの染色体と結合してしま
ぎゃく い

「この数は、あくまでも平均です。がん細胞によってポイ
ント変異が多いもの、少ないものがあります。ゲノム構造異

PC3

てん ざ

う転座、塩基配列が逆になってしまう逆位などの変異をいう。

1

HC7-1

HC7-2
HC10 HC2
HB1
HC1
HC6
HC4

0

常も多様で、コピーの数、さらには転座や逆位を起こしてい
る塩基配列の大きさや場所もさまざまです（タイトル図A・B）
。

特に中川TLを驚かせたのは、2人の患者からそれぞれ2例
ずつ収集したがん細胞の解析結果だった。肝臓がんでは、多
中心性腫瘍といって肝臓のいろいろな場所に腫瘍が複数でき
ることがある。転移とは違う。収集したがん細胞は、それぞ
8
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HB2

HC9

NBNC1

HB7
HB8

-1

がんが発生する臓器によってゲノム変異が違うのは分かりま
すが、同じ肝臓がんなのにこんなに違うものかと驚きました」

NBNC2

HB6

HC3-1
HC3-2

HB10

HB5
HC12HC5

HB9

HB3

-2
-3

-2

-1

0
PC1

1

HB：B型肝炎関連 HC：C型肝炎関連 NBNC：非ウイルス性
● B型肝炎ウイルスゲノムの挿入がある肝臓がん
● B型肝炎ウイルスゲノムの挿入がない肝臓がん

2

3

クロマチン制御遺伝子

ンとの関連も認められた。
「塩基置換パターンを解析するこ
とで、肝臓がんの原因を推定できる可能性があります」

HC4
HB1
HB6
HC3-1
HC6
HB4
HB3
HB9
HC5
HC9
NBNC2
HC11
HB10
HB11
HC7-2
HC2
HB2
HB5
HB7
HB8
HC11
HC3-2
HC7-1
HC8
HC10
HC12
NBNC1

さらに中川TLは、塩基置換パターンで多中心性腫瘍の発生
を予測できるかもしれないと考えている。手術で腫瘍を切除
ところが肝臓がんの場合、切除から10年ほどたって多中心性
腫瘍が発生することが多いのだ。
「切除した腫瘍のゲノムを調
べて塩基置換パターンが多中心性腫瘍特有のものであれば、
その患者さんは多中心性腫瘍を発生する可能性が高いと分か
ります。定期検査の間隔を短くしたり、生活習慣に気を付け
たりすることで、早期発見や予防に役立つかもしれません」
。

クロマチン制御遺伝子に変異

MLL3

BRE

BRAD8

BPTF

HIST1H4B BAZ2B

ミスセンス変異：タンパク質のアミノ酸配列が変化する
増幅：ゲノム上で本来のコピー数以上に増加する

ただし、塩基置換パターンと肝臓がんの原因に本当に関連が
あるのかどうか、これから詳しく調べていく必要がある。

MLL

サ ン プル

した後、数年転移がなければ完治したものと安心するだろう。

ARID1A ARID1B ARID2

短い欠失・挿入・ナンセンス変異：タンパク質のアミノ酸配列が短くなる
大きな欠失：ゲノム配列の大部分が欠損する

図3 27例の肝臓がんのクロマチン制御遺伝子の変異の有無
27例のサンプル中16例、約60％の肝臓がんで、1個以上のクロマチン制御遺伝子
の変異が見られる。

肝臓がんのゲノムの変異は、その原因と同様に、多様性に
とても富んでいるようだ。では、共通性はないのだろうか。
中川TLは、27例の肝臓がんのがん細胞でゲノム変異を起こ

向けた基盤データであり、人類共通の財産です。私たちがで

している遺伝子をピックアップしていった。その結果、27例

きるのは、がんの設計図づくりまで。それをもとに、製薬企

中16例、つまり約60％でクロマチン制御に関わる遺伝子に

業などが新薬を開発してくれることを期待しています」
中川TLが外科医だったことは、冒頭で紹介した。当時、中

変異が起きていることが分かった（図3）
。
DNAは、ヒストンというタンパク質に巻き付いて“クロマ

川TLにとってがんの治療といえば外科的切除であり、化学療

チン”という構造をつくっている。クロマチン構造が緩んで

法は補助的なもので、あまり効果がないと感じていたという。

いるときにDNAからRNAが転写され、構造がしっかりしてい

ところが、その考えを変えざるを得ない出来事があった。
「父

るときには転写されない。クロマチン制御遺伝子に変異があ

が肺がんになったのです。しかも外科手術のできないもので

るということは、DNAからRNAへの転写が正常に行われな

した。化学療法が有効だというのでやってみたら、なんと腫

い可能性がある。
「肝臓がんの60％でクロマチン制御遺伝子

瘍が縮小したのです。2年後には亡くなりましたが、外科的

に変異があったことから、クロマチン制御遺伝子を標的にし

切除だけが治療ではないと、実感しました。優れたがんの治

た新しい肝臓がんの治療薬を開発できる可能性があります」

療薬が開発されれば、もっとたくさんの人に貴重な時間をも

中川TLらは、肝臓がん27例の全ゲノム解読の結果を今年5
月、科学雑誌『Nature Genetics』で発表し、プレス発表も

たらすことができるのではないか。そういう仕事がしたいと
思い、基礎研究の道に進むことにしました」

行った。
「新聞でも取り上げていただきました。また、理研

今、分子標的薬という新しいタイプの薬が注目されている。

ホームページにも、多くのアクセスがありました。その中に

従来の化学療法薬は、がん細胞を攻撃し死滅させる。しかし、

は、治療法の進展を期待してアクセスした肝臓がんの患者さ

同時に正常な細胞も殺してしまうため、副作用が出るという

んやご家族の方もいらっしゃったでしょう。期待に応えられ

問題があった。分子標的薬は、がん細胞に特有な分子だけに

るようにしたい。患者さんの期待に応えられないのだったら、

働き、正常細胞を攻撃することはない。
「分子標的薬はあらゆる患者さんに効果がある万能薬では

がんの研究をやっている意味がありません」
ICGCでは1種類のがんについて500例の解析を行うことに

ありません。しかし特定の患者さんにはとても高い効果が期

なっている。CGMと国立がん研究センターで250例ずつ解

待できます。分子標的薬が続々と開発され、今ではがん治療

析を進め、肝臓がんの設計図をカタログ化していく計画だ。

薬の主流になっていますが、がん細胞のゲノム変異の多様さ

ゲノム変異に基づいた医療を
ICGCのプロジェクトで解析した結果は、ICGCのホーム

に対応するには、まだまだ足りません。がん細胞のゲノム変
異を調べ、その変異に応じた分子標的薬を選んで治療する。
そういう日が、1日でも早く来るように、私は今、がんの設

ページ（http://www.icgc.org）で迅速に公開することが義

計図をつくり続けているのです」

務付けられている。日本のチームは、すでに77例の肝臓がん



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

の全ゲノムの情報を公開している。
「公開されたデータは学
術研究だけでなく、製薬企業の医薬品開発にも、無償で自由
に使うことができます。がんの設計図は、新しいがん治療に

関連情報

2012年5月28日プレスリリース「肝臓がん27例の全ゲノムを解読」
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特集

スーパーコンピュータ「京」を
創薬に役立てる

第一三共㈱と共同で創薬の新手法を開発
けい

2011年、計算性能世界1位を2期連続で獲得したスーパーコンピュータ「京」の
共用が、今年9月末から開始された。

能を再現しようとすると、分子量に応
じて計算量が増えていきます。
しかも、分子量の小さな化合物など
の時間スケールはピコ（1兆分の1）秒
レベルですが、分子量の大きなタンパ
ク質になるとそれより10億倍も長いミ
リ（1000分の1）秒レベルに達するの
で、計算量はさらに増えていきます。

文部科学省委託事業「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究

「京」以前のスーパーコンピュータ

開発（ISLiM）」の研究開発拠点となっている理研社会知創成事業 次世代計算科学

で計算できるのは、タンパク質の機能

あき のり

研究開発プログラム(CSRP) 分子スケール研究開発チームの木寺詔 紀 チームリー
ダー（TL）たちは、タンパク質などの生体分子の機能を「京」を駆使して精度よ
く再現するためのソフトウェアの開発を進めてきた。そのうちの一つ、全原子分
マ

ー

ブ

ル

子動力学シミュレーションソフトウェア「MARBLE」を用いて、第一三共㈱と共
同で創薬のための新しい手法の開発を進めている。
「京」は創薬にどのような変革をもたらそうとしているのか。木寺TLとISLiMの
えいえつ

サイエンス・アウトリーチ担当・田村栄悦氏に聞いた。

発現に要する時間の1万分の1、せいぜ
い100ナノ（1000万分の1）秒程度で
した。
私たち分子スケール研究開発チーム
では、
「京」をフルに活用することで、
タンパク質の機能発現の始めから終わ
りまで再現することを目指すソフト
ウェア「MARBLE」の開発を、池口満
徳 准教授（横浜市立大学）を中心に

■従来は解けなかった問題を解く

ウェアを開発する国家プロジェクトで

進めてきました。

す。このようなオールジャパンのプロ

──「MARBLE」 は ど の よ う な ソ フト

──ISLiMでは、どのような研究を進め

ジェクトは、この分野では初めてのも

ウェアですか。

てきたのですか。

のです。

木寺：分子スケールもいくつかの階層

木寺：2006年度から理研を拠点に国内

──グランドチャレンジとは。

に分かれますが、
「MARBLE」は分子

の大学・研究機関の研究者たちが集結

「京」のようなスーパーコン
田 村：

を構成する原子を単位とするモデルを

し、ライフサイエンス分野におけるグ

ピュータにしか解けない問題を国家プ

用います。目的のタンパク質だけでな

ランドチャレンジとして「次世代生命

ロジェクトで解こうという取り組みで

く、周囲にあるほかのタンパク質や水

体統合シミュレーションソフトウェア

す。このような取り組みは米国が先行

分子など、機能に関わるすべての原子

の研究開発(ISLiM)」を進めてきまし

しましたが、日本ではライフサイエン

間に働く力を計算して、タンパク質の

た。
「京」を最大限に活用して生命現

スとナノテクノロジーのプロジェクト

運動をシミュレートするのです。タン

象のシミュレーションを行うソフト

が、 文 部 科 学 省 の 委 託 事 業 と し て

パク質は形を絶えず変化させながらほ

2006年度から進められてきました。

かの生体分子と相互作用します。その

木寺：生命現象にはタンパク質など分

ような現実に起きている状態を、可能

グランドチャレンジ

プログラムディレクター

茅 幸二

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

分子スケール研究開発チーム
木寺詔紀

細胞スケール研究開発チーム
横田秀夫

臓器全身スケール研究開発チーム
高木 周

データ解析融合研究開発チーム
宮野 悟

脳神経系研究開発チーム
石井 信

生命体基盤ソフトウェア開発・高度化チーム
泰地真弘人
図1 次世代計算科学研究開発プログラム

開発したソフトウェアを下記URLで公開している。
http://www.islim.org/islim-dl_j.html
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子スケールから細胞、臓器・全身ス

な限りそのまま再現しようとしていま

ケールに至るまで、さまざまな階層が

す（図2）
。

あります。ISLiMは、理研の6チーム
（図1）と大学・研究機関の研究者が連
携し、各階層のソフトウェアを開発し

■なぜ「京」のための

ソフトウェアが必要なのか

ています。その数は全部で30本近くに

──従来の計算機のソフトウェアをその

なります。

まま「京」で使えないのですか。

──木寺TLが担当する分子スケール研究

木寺：それは困難なのです。
「京」は、

で、これまで解けなかった問題とは何で

なぜ計算速度が速いのか。計算の基本

すか。

単位であるプロセッサコアの速度は、

木寺：その一例を紹介しましょう。生

パソコンとそれほど変わりません。た

命現象を支えるタンパク質はたくさん

だし「京」は、プロセッサを約70万コ

の原子から成る巨大分子です。その機

アも搭載しています。ある計算をする

とき、この部分はこのプロセッサ、こ

話がまとまり、今年6月にその契約締

ちらは別のプロセッサと割り振り、そ

結の発表をしました。

れぞれの計算結果を効率よくやりとり

──「京」をどのように創薬に役立てる

させ、たくさんのプロセッサを同時に

のですか。

使いこなすことで、初めて高速に計算

木寺： 病気の原因となるタンパク質

することができるのです。そのような

（標的タンパク質）に結合して、その

極めて複雑な指示を行う必要があるの

機能を阻害するような化合物が薬とな

で、従来の計算機のソフトウェアをそ

ります。ただし、その化合物がほかの

のまま使って高い性能を出すことはで

タンパク質に結合すると、副作用が出

きせん。

てしまうので、標的タンパク質だけに

──「京」は70万コアのプロセッサをす

結合する化合物をつくる必要があるの

べて使いこなすことで、1秒間に1京回（1

です。

兆の1万倍）
、10ペタフロップスの速度で
計算できるのですね。

そのために、たくさんの化合物をつ

水分子

細胞膜

多剤排出トランスポーター
図2 「MARBLE」によるシミュレーション例

細菌の多剤排出トランスポーターというタンパク
質の運動を、周囲の細胞膜や水分子を含め、50万
個もの原子同士に働く力を長時間計算して再現し、
その機能メカニズムを解明する研究を進めている。

くり、その中から標的タンパク質だけ

木寺：そうです。ただし、通常のソフ

に強く結合するものを絞り込んでいき

トウェアでは100％のスピードを達成

ます。そのとき、化合物と標的タンパ

たのです。それが最近、流れが大きく

することは現実的には難しく、実際の

ク質が、どれくらいの強さで結合する

変わりました。ベンチャー企業や大

計算速度は10％を超える程度です。そ

のかを調べる必要があります。その結

学・公的研究機関などの技術を積極的

れでも、従来のスーパーコンピュータ

合の強さを「MARBLE」を使って「京」

に取り込んで技術革新を図る「オープ

と比べて最大で1000倍の速度に相当

で計算する研究を、第一三共と進めて

ンイノベーション」が、医薬品業界を

します。

います。

含む多くの先端産業で世界的に広まっ

──これまでも創薬に計算機が利用され

ています。

■「京」を活用した

てきましたね。

木寺：特に計算科学の分野では、日本

創薬のオープンイノベーション

木寺：小規模の計算機を使って簡易な

の製薬メーカーとの関係がこの1〜2年

──第一三共株式会社 (以下、第一三共)

計算により、標的タンパク質と結合す

で大きく変わってきたような気がしま

と創薬に役立つ新しい方法論を開発して

るかどうか、たくさんの化合物の中か

すね。

いるそうですね。

ら候補を絞り込む、いわゆる「インシ

──その背景には何があるのでしょうか。

田村：グランドチャレンジのような研

リコ・スクリーニング」が行われてい

「京」のようなスーパーコン
田 村：

究開発プロジェクトでは、決まった期

ます。その後、絞り込んだ候補化合物

ピュータの登場により、実験的手法よ

間で成果をはっきりと出す必要があり

と標的タンパク質との結合の強さを実

り速く、安く、候補化合物と標的タン

ます。もちろん学術論文発表という成

験によって調べます。

パク質の結合強度を計算できる可能性

果も重要ですが、同時に具体的な社会
への貢献も求められます。

私たちは、現在のインシリコ・スク

が出てきました。数年後にスーパーコ

リーニングで用いられる方法よりも精

ンピュータによる創薬手法が世界の主

私たちは、開発した30本近いソフト

度よく候補化合物を絞り込むことので

流になり得る可能性を見越して、
「京」

ウェアのソース・プログラム公開を進

きる手法の開発を、第一三共と行って

が使える今がチャンスだ、という意識

めており、利用マニュアルを整備して

いるのです。

が各製薬メーカーで出始めてきたもの

います。さらに、産業界に活用してい

田村：
「京」を使うことで、現在、大手

と推察しています。理研と第一三共だ

ただくための活動も進めています。特

製薬メーカーでは数百人体制で行って

けでなく、国内の大学と製薬メーカー

に2010年から、
「次世代スパコンの創

いるといわれる実験的手法よりも、速

との間で、複数の共同研究プロジェク

薬産業利用促進研究会」と協力して、

く、安く、候補化合物と標的タンパク

トが進行しています。

製薬メーカーの創薬研究を担当してい

質との結合の強さを調べることができ

木寺：私も企業の本気度をひしひしと

る研究者の方々にお集まりいただき、

るかどうかがポイントです。

感じています。

開発したソフトウェアを紹介したり、

実はこれまで、製薬メーカーと大学

田村：オープンイノベーションの流れ

訪問して個別に創薬におけるニーズを

や公的研究機関との共同研究は、あま

は、
「京」の成果を産業界に役立てる

伺ったりしています。その中から、木

り活発ではありませんでした。自社内

絶好のチャンスです。欧米でも創薬・

寺TLたちと第一三共との共同研究の

で閉じて研究開発を行う傾向が強かっ

医療分野にスーパーコンピュータを用
October 2012 RIKEN NEWS
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前に示されているように、医療や創薬

ク質にたどり着かなければいけませんね。

へ貢献することを目指しています。そ

木寺：その通りです。薬剤が標的タン

れには、“予測する生命科学” を実現

パク質のある部位までたどり着けるか。

できるように、
「京」を駆使して計算

また、ほかの部位に副作用を与えない

科学を発展させなければいけません。

か、余分な薬剤が体内に蓄積せずに肝

──予測する生命科学とは。

臓できちんと分解されて体外へ排出さ

木寺：薬の候補化合物と標的タンパク

れるか……、さまざまな部位・階層に

質の結合に関していえば、結合の強さ

わたり確認しなければいけません。

を定量的に、実験でなく計算で求める

創薬の課題は、分子スケールだけで

ことが予測です。実験の単なる説明で

議論できるわけではありません。第

はなく、実験では知ることのできない

一三共との共同研究は、創薬の長い道

情報をシミュレーションによって得る

程の一部を計算機によって加速化しよ

いる取り組みが進んでいます。日本も

ことが目的です。さらに、化合物やタ

うという取り組みです。医療や創薬に

「京」の共用開始を契機に、この分野

ンパク質を構成するそれぞれの原子

貢献するには、生命現象を、分子ス

に戦略的に取り組んでいくべきです。

が、結合力にどのように影響を及ぼし

ケールだけでなく細胞、臓器、全身ス

ているのかという情報から、化合物を

ケールに至るまで、さまざまな階層に

どのように改変すれば結合力を強くで

おいてシミュレーションを行い、それ

きるのかを予測することにつなげるこ

らを統合する必要があります。

木寺詔紀チームリーダー（左）とサイエンス・アウ
トリーチ担当の田村栄悦氏(右)

■予測する生命科学で

医療・創薬に貢献する

──2012年度に終了するISLiMの後

とができます。そのような予測する生

「予測する生命科学・医療および創

命科学を実現できることが、計算機を

薬基盤」の戦略課題1「細胞内分子ダ

用いた手法の最大の利点です。

イナミクスのシミュレーション」では、

発足しました（図3）
。木寺TLはその副

──HPCI計算生命科学推進プログラムで

細胞を丸ごとシミュレートすることで、

は、どのように創薬に貢献しようとして

創薬や医療に貢献しようとしています。

ますね。

いるのですか。

木寺：
「京」をはじめとする国内のスー

木寺：
「予測する生命科学・医療および

合シミュレーション」では、血管や心

パーコンピュータを活用して具体的な

創薬基盤」の戦略課題2「創薬応用シ

臓、筋骨格、脳神経系などこれまで別々

成果を出すための新たな国家プロジェ

ミュレーション」では、できる限り高

に開発してきた各階層のシミュレー

クト「HPCI（ハイパフォーマンス・

い精度で候補化合物と標的タンパク質

ションを統合して、心筋梗塞やパーキ

コンピューティング・インフラ）戦略

の結合の強さを計算することを目指し

ンソン病など、さまざまな疾患の複雑

プログラム」が始まりました。その五

て、すでに実績のあるソフトウェアを

な病態を再現して、病態の予測や治療

つの戦略分野のうち、
「予測する生命

「京」でも使えるようにして、大規模

継となるHPCI計算生命科学推進プロ

グラムが昨年4月、理研神戸研究所に
プログラムディレクターを兼務してい

科学・医療および創薬基盤」を、私た

な計算を行っています。

ちのプログラムで推進しています。名

──実際には、投与した薬剤が標的タンパ

戦略課題3「予測医療に向けた階層統

こう そく

の支援を行うことを目指しています。
そして戦略課題4「大規模生命デー
タ解析」では、ゲノム情報をもとに生
体分子の相互作用ネットワークを解析
することで、標的タンパク質の同定か
ら薬効や副作用を予測することが目標

統括責任者 （柳田敏雄）
研究開発

計算科学技術推進体制の構築

（副統括：木寺詔紀）

（副統括：江口至洋）

です。
──将来、ある人が特定の薬剤を摂取し
たときの薬効や副作用を、人体丸ごと、

戦略課題1：細胞内分子ダイナミクスのシミュレーション

高度化推進グループ

（代表：杉田有治）

（代表：泰地真弘人）

戦略課題2：創薬応用シミュレーション

うになるでしょうか。
木寺：それはまさに究極の予測の一つ

（代表：藤谷秀章）

戦略課題3：予測医療に向けた階層統合シミュレーション

企画調整グループ

ですね。私たちは「京」を用いて、そ

（代表：高木 周）

（代表：富田 悟）

のような究極の予測へ向けた第一歩を

戦略課題4：大規模生命データ解析
（代表 : 宮野 悟）
図3 HPCI計算生命科学推進プログラム
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各階層にわたり予測することができるよ
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踏み出したところです。


（取材・構成：立山晃／フォトンクリエイト）

S POT NEWS
強相関酸化物を使った次世代超低消費電力デバイスの実現へ

わずか1Vの電圧で電気的性質や結晶構造が変化
電子機器に欠かせない半導体素子として「電界効果トラン

2012年7月26日プレスリリース

発し、わずか1Vという低電圧で電気的性質や結晶構造を
変化させることに成功。超低消費電力デバイス開発につな
がるこの成果について、中野特別研究員に聞いた。

単斜晶構造

OFF

陰イオン

ON

実際のデバイス

イオン液体

電気二重層

ドレイン

ドレイン

二酸化バナジウム

ソース

きょう そ う か ん

プは、強相関酸化物と電気二重層を用いて新しいFETを開

陽イオン

ガラス
500μm

（VO2）

図

局在電子

イオン液体
ゲート電極

ゲート
電極

チャネル

ジスタ（FET）
」がある。金属（ゲート電極）と半導体の間
に絶縁体（誘電体）を挟んだコンデンサに正の電圧をかけ
ると、半導体表面に電子が蓄積し、その蓄積量に応じて電
流が流れる。このような電圧で電流を制御する仕組みを利
用したスイッチング素子がFETだ。これまでFETの微細化
が盛んに行われてきたが、物理的、技術的に限界が見えて
きた。理研基幹研究所 強相関複合材料研究チームの中野
まさ き
匡規特別研究員、岩佐義宏チームリーダーらの研究グルー

正方晶構造

ソース

自由電子

電気二重層トランジスタ（EDLT）の模式図と実際のデバイスの写真

ゲート電極とVO2間に電圧をかけていないOFF状態では、VO2内部の電子は身動きが
取れない。正の電圧をかけてON状態にすると、イオン液体の陽イオンがVO2との界
面付近にぎっしりたまる。これに対応してVO2の表面にたくさんの電子が集まり、イ
オン液体とVO2の界面付近に電気二重層が形成される。すると、VO2内部の電子が集
団で動き始め、VO2全体の電気的性質が絶縁体から金属へ、結晶構造が単斜晶構造か
ら正方晶構造へ変化する。

──まず「強相関酸化物」について教えてください。
中野：普通の金属では、電子1個1個が周りの電子の影響を

受けることなく金属中を自由に動き回り、電気が流れます。

す。これに対応して強相関酸化物の表面にたくさんの電子

一方、強相関酸化物に代表される特殊な金属では、電子が

が集まり、イオン液体と強相関酸化物の界面付近に「電気

多量に存在するものの、電子同士が強く反発し合って身動

二重層」が形成されて、大きな電界ができます（図）
。する

きが取れなくなり、電気が流れません。ところが、磁場や

とそれが引き金となり、身動きが取れなくなっていた内部

光、圧力などわずかな刺激を外部から加えると、絶縁体か

の電子が集団で動き始めます。私たちは、強相関酸化物と

ら金属へ相転移して電気が流れたり、磁石としての性質を

電気二重層を利用することで、電圧による相転移の制御に

帯びたりします。

成功しました。

──電界効果トランジスタ（FET）と強相関酸化物の関係は。

──開発したデバイスについて教えてください。

中野：シリコンをベースとした従来の半導体エレクトロニ

中野：強相関酸化物として「二酸化バナジウム（VO2）
」を使

クスでは、FETなどの素子を微細化、高集積化することで

い、ゲート電極とVO2の間にイオン液体を満たした「電気二

高性能化を目指してきました。しかし、微細化には限界が

重層トランジスタ（EDLT）
」をつくりました（図）
。VO2には、

あり、それを乗り越えるための新技術の創出が必要になっ

温度を上げると室温より高い温度で絶縁体から金属へと相転

てきています。次世代エレクトロニクス材料の候補の一つ

移し、相転移の前後で結晶構造が変化する性質があります。

として期待されているのが強相関酸化物です。私たちが開
発したFETの特徴の一つは、従来のFETで半導体だった部

──実験の結果は。

分を強相関酸化物に置き換えたことです。

中野：ゲート電極に電圧を加えたときの、VO2の電気抵抗の

強相関酸化物を使ってFETの動作を実現するには、電圧

変化を調べました。その結果、わずか1Vで電気抵抗が1000

で強相関酸化物の相転移を起こす必要がありますが、これ

分の1に減少し、絶縁体から金属に相転移することが分かり

まで成功例がありませんでした。その理由は、強相関酸化

ました。また、この相転移前後で結晶構造が大きく変化し

物中の電子同士の反発力を打ち消すことができるほどの大

て い る こ と を、 理 研 播 磨 研 究 所 の 大 型 放 射 光 施 設

きな電界をつくることができなかったからです。

「SPring-8」を利用したX線構造解析で明らかにしました。

──その課題をどのように克服したのですか。

──今後の応用展開は。

中野：従来のFETで誘電体だった部分をイオン液体に置き

中野：室温において、わずかな電圧で絶縁体と金属の相転

換えました。イオン液体というのは、常温で液体状態にあ

移をスイッチできるという今回の成果は、強相関酸化物を

る塩のことです。このイオン液体をゲート電極と強相関酸

使った超低消費電力のスイッチング素子など、新しい電子

化物で挟んで電圧を加えると、陰イオンが正の電圧がか

デバイスへの応用につながります。また、低抵抗状態（金

えん

かったゲート電極の方へ、陽イオンが負の電圧がかかった

属状態）がゲート電圧を遮断しても長時間保持できること

強相関酸化物の方へ移動して界面にびっしりと整列しま

から、不揮発性メモリーとしても使える可能性があります。
October 2012 RIKEN NEWS
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F a c e
理研脳科学総合研究センター（BSI）に、神経細胞の回路を解きほぐし、

Hisato Maruoka

丸岡久人

和光研究所
脳科学総合研究センター
局所神経回路研究チーム 研究員
1976年、大阪府生まれ。博士（医
学）
。私立大阪青凌高校卒業。大
阪大学工学部応用自然科学科応用
化学科目卒業。同大学大学院工学研究科物質生命工学専攻分子認識化学講
座修了。同大学大学院医学系研究科未来医療開発専攻神経細胞医科学講座
修了。2006年より理研BSI細谷研究ユニット博士研究員。2010年より現職。

脳が情報を処理する仕組みを知ろうとしている研究者がいる。
局所神経回路研究チームの丸岡久人 研究員だ。大脳新皮質では、
さまざまな種類の多数の神経細胞が複雑な回路をつくっている。
脳表面に対して垂直に並んだ幅数十μmの範囲にある神経細胞群は
似た応答をすることは知られているが、神経細胞の配置に規則性が
あるかどうかは分かっていなかった。そうした中、丸岡研究員は、
皮質下投射細胞が数個〜数十個集まって柱状のクラスター（集合体）を
形成し、それが等間隔に並んでいること（図）
、同じクラスターの細胞は
似た応答をすることを明らかにし、2011年に発表した。
「大脳新皮質の
少なくとも一部は、小さな回路の繰り返しで構成されているようです。
それを糸口に複雑な神経回路をひもといていきたい」と丸岡研究員。

脳の神経回路をひもとく研究者
「子どものころは、サッカーとお笑い番組が好きで、勉強
には興味がありませんでした」と丸岡研究員。
「中学生の
き ぜん

図 皮質下投射細胞（緑）がつくる柱状クラスターの周期構造
第4層

とき、祖母が認知症になりました。毅然としていた祖母が、
記憶があいまいになり、性格まで変わってしまいました。
また高校生のときには私が脳虚血で意識を失い入院しまし

第5層

皮質下投射細胞

た。そうした経験から、“脳がどのようにヒトをヒトたらし
めるのか” “自分とは何か” と、脳に興味を持ち始めました」
◆

すべての細胞の核
第6層

1996年、大阪大学工学部応用自然科学科に進学。
「中高
と男子校だったので、女子が多い学科を選びました（笑）
」
。

とを確認した（図）
。
「このときは事前に刺激を与えたマウ

その後、大学院に進み、修士課程ではがんの遺伝子治療薬

スの脳の切片を染色して神経細胞の活動を間接的に観察し

の開発を行った。
「就職活動をする時期になったときに脳へ

ましたが、本当はリアルタイムで観察したいのです」
。神経

の好奇心がどうしても抑えられなくなり、脳の研究を仕事

細胞の活動の指標となる細胞内のカルシウム濃度の変化を

にしようと、博士課程は医学系研究科に進みました」

蛍光色素の明るさの変化として観察する方法があるが、皮

博士課程では、神経細胞同士が情報伝達を行う場、シナ

質下投射細胞がある第5層は表面から深いため、蛍光の観察

プスで働くタンパク質について研究した。
「シナプスの構

は難しい。
「難しいと言われると燃えます。私は、主に発生

成要素を調べれば、脳の情報処理の仕組みを理解できると

学で使われてきた遺伝子導入法を使って蛍光を明るくする

考えていました。しかし神経回路がどうつながっているか、

ことに成功し、深部の観察を可能にしました。今後、皮質

ほとんど分かっていないという現状を知りました。構成要

下投射細胞の活動をリアルタイムで観察していきます」

素が同じでも回路の違いで機能は異なります。脳を理解す
るにはまず神経回路の研究が必要だと思い始めました」
◆

影響を受けた本は？「大学時代に読んだ『マキアヴェッ
リ語録』
（塩野七生 著）です。目的のためなら手段を選ば

2006年、理研BSIの細谷研究ユニットへ。
「サンショウウ

ない権謀術数の代表のように誤解されがちですが、彼の現

オの網膜を使って神経回路を研究していると聞いていまし

実主義的な考え方に、倫理や道徳にとらわれ過ぎずに自分

た。私は高度な情報処理を行っている大脳新皮質の研究を

なりに生きていいんだと、ほっとしました」

したかったので、ここで神経回路の研究に必要な電気生理

丸岡研究員は有機化学、分子生物学、生化学、生理学な

学の技術を学んでからほかに移ろうと考えていました。と

ど多様なバックグラウンドを持つ。
「面白くないことはやり

ころが、ちょうど大脳新皮質の研究が始まったのです」

たくない。小心者ですが、好奇心には正直なんです。分野

そして2011年、大脳新皮質にある皮質下投射細胞が柱状
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◆

を変えながら培った知識と技術は今、研究の戦略を立てる

クラスターをつくって等間隔に並んでいることを発見、同

上で役立っています。道のりは遠いですが、自分とは何か

じ柱状クラスターに含まれる細胞はみな似た応答をするこ

を知りたいですね」
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（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）
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新理事に坪井 裕氏
坪井 裕（つぼい ひろし）

2012年9月19日、坪井 裕氏が理事に
就任しました。当研究所の発展に尽力

茨城県生まれ。1982年3月、東京大学工学部電気工学科卒業。2002

さ れ た 田 中 正 朗 氏 は2012年9月18日

年3月、博士（エネルギー科学）
。1982年4月、科学技術庁入庁。文

をもって退任しました。

部科学省研究開発局開発企画課長、同省大臣官房政策課長などを歴
任し、2010年7月より、経済産業省大臣官房審議官（地域経済担当）
。

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

脳科学総合研究センター
システム神経生理学研究チーム
チームリーダー

精神生物学研究チーム
チームリーダー

藤澤茂義（ふじさわ しげよし）

内匠 透（たくみ とおる）

①1977年 ②岡山県 ③東京大学大学院薬学
系研究科博士課程 ④ラトガース大学（米国）
、
ニューヨーク大学（米国） ⑤脳の高次機能のメ
カニズムをニューロンおよびネットワークレベル
で生理学的に解明する ⑥夢により責任は始まる
⑦読書、美術館巡り

②兵庫県 ③京都大学大学院医学研究科 ④マ
サチューセッツ工科大学（米国）
、大阪大学、神
戸大学、大阪バイオサイエンス研究所、広島大学
⑤精神疾患の統合的研究 ⑥邂 逅、努力は無限
⑦地図、ワイン
かい こう

2013年度「産業界との融合的連携研究プログラム」、研究課題の募集を開始
「産業界との融合的連携研究プログラ
ム」の2013年度新規研究課題の募集
を、2012年9月3日から開始しました。
本プログラムは、産業界との新しい連
携の試みとして2004年度から展開して
います。企業主導のもとに研究課題の
提案およびチームリーダーを受け入れ
て、理研内に時限的研究チームを編成

本プログラムでは、下記（1）～（6）の特徴のもとに研究を実施します。
（1）企業のニーズに基づいた研究テーマの設定
（2）研究計画の共同作成
（3）企業からのチームリーダーの受け入れ
（4）理研と企業の研究者が参加する時限付きの研究チームの編成
（5）理研の研究設備などの活用
（6）研究予算は理研と企業の両者で負担

するという、企業側のイニシアチブを
重視した研究プログラムです。現在、

詳細

http://www.riken.jp/renkei/collaboration_batonzone2_2013.html

採択した課題について11チームが研究

締め切り

2012年11月30日（当日必着）

を行っています。

ご応募、お待ちしています。
【問い合わせ・事前相談窓口】
理研社会知創成事業 連携推進部 イノベーション推進課 中山・平林
TEL：048-462-5475 E-mail：yugorenkei@riken.jp
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松本武久

Takehisa Matsumoto

横浜研究所 生命分子システム基盤研究領域
システム研究チーム 上級研究員

No.376
October 2012

最近、理研の所内ホームページのコーナー「理研の四季」に、

理研ニュース

播磨の生き物たちを
撮って思うこと

播磨研究所の敷地内とその近辺で見られる動植物の写真を頻
繁に投稿しています。横浜研究所に勤務して10年余りになりま
すが、播磨を訪れたのは今年5月が初めてでした。以降、月1
〜2回ペースの播磨出張ではいつも、出張用のバッグとは別に、
一眼レフカメラや望遠レンズ（通称サンニッパ）などもろも

に降り立ちます。そんな姿の私を見た方は、出張目的は写真撮
影ではないか、まるで『釣りバカ日誌』の浜ちゃんみたいと思
われるかもしれませんが、そうではありません。大型放射光施
設「SPring-8」でのタンパク質結晶のX線回折測定というれっ
きとした業務のための出張です。業務時間内は、真面目に仕事

ざわざ担いでいこうと決意させたのは、播磨をよく知る同僚
の「播磨の敷地内で早朝にはシカを近くで見られますよ」と

いうか、シカが私に慣れただけなのかもしれません。

バスから降りると、遠くにはコシアカツバメが飛遊し、中央管

一方、初夏の敷地内で確認される野鳥は20種類余りです。雑

理棟の屋上ではイソヒヨドリがさえずり、芝生にはセグロセキ

木林や草原に棲息する鳥だけでなく、本来なら海辺や川原に

かっ ぽ

レイやヒバリが闊歩しているではありませんか。なんともうれ

せい そく

こ しょう

棲息するイソヒヨドリやコチドリが、川も湖沼もない敷地内で

しいお出迎えです。日没前まで隅々を散策してみると、キジ、

繁殖していることが面白いですね。敷地には、SPring-8で囲

キセキレイ、キビタキ、モズなどさまざまな野鳥に、さらには

まれた三原栗山の山頂のほか、芝生や鬱蒼とした草に覆われ

シカにも出会うことができました。木の数も種類も少ない殺

た平地や急斜面、草もまばらな礫地、さらにそれらを囲む雑

風景な敷地とのギャップに驚きました。翌朝は日の出前に起

木林があり、鳥たちはうまく棲み分けています。

うっ そう

れき ち

き、軽い朝食を済ませ、総重量4kgのカメラを首からぶら下げ、
リュックを背負ったら、シカの群れを求めて、いざ出発です。
あさ もや

さ

く

ら

正門斜め向かいの花畑に足を踏み入れたとき、美しく咲く花

早朝の朝靄の中、X線自由電子レーザー施設「SACLA」付近

の根元にシカのふんが一面堆積していることに気付き驚きま
した。シカが草花の芽を食べ排せつしたふんは、やがて肥料
になって食べ残された芽を育て、きれいな花を咲かせます。

が私に注目します。間近まで寄れるエゾシカとは違い、播磨

シカがこれ以上増えたら、芽は食べ尽くされて花は咲かない

のホンシュウジカはとても警戒心が強いようです。シカが背を

でしょう。今や天敵であるオオカミも絶滅し、法令でも保護

向ける前にまずは1枚カシャッ。うーん、靄でシカの顔が見え

されているため、年々増えるシカによる食害が深刻化してい

ません。なんとか近づこうとしますが、シカは逃げ足を速めて

ます。理研が率先して播磨研究所およびその周辺地域のシカ

逆に遠ざかるばかりです。その後、出張を重ねるうちシカの

対策も含めた環境保全対策に取り組んでもよいのではないか

習性を学習し、今ではシカに接近できるようになりました。と

なと、ふと思いました。

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）

RIKEN 2012-010

http://www.riken.jp/mailmag.html

http://www.riken.jp

『理研ニュース』メルマガ会員募集中！

email:riken_news@riken.jp

でさっそくシカの群れを発見しました。遠くから歩み寄る私に
シカはすぐに気付き、一頭が発した警戒音に反応して、全頭

phone:048-467-4094［ダイヤルイン］
埼玉県和光市広沢2番1号
※再生紙を使用しています。

いう悪魔のささやきでした。SPring-8での測定日前日の夕方、

〒351-0198

そもそも出張用バッグに加え、石のように重たいリュックをわ

デザイン／株式会社デザインコンビビア

に専念していますので、くれぐれも誤解なさらないように。

左側に播磨で撮影した動物たちを、右側には3年ほど前から本格的に
撮り始めた動物たちの写真を貼り合わせました。マイブログ「生き物
たちに乾杯 A Toast to Wildlife!（http://omoriohi.exblog.jp）」で
は、播磨の動物たちだけでなく、各地で出会った動物たちも紹介して
います。最も思い出深い動物は、写真中央の厳冬の知床で姿を見せて
くれたシマフクロウです。

制作協力／有限会社フォトンクリエイト

シューズを履いた姿で、播磨研究所内の中央管理棟前バス停

■発行日／平成24年10月5日
■編集発行／独立行政法人 理化学研究所 広報室

ろの撮影グッズを押し込んだリュックを背負い、トレッキング

