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ごあいさつ 

 

公益財団法人 花王芸術・科学財団 

 理事長 尾 﨑 元 規 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 この度、令和２年６月１９日に予定をしておりました『花王科学賞』・『花王科学奨励賞』の贈

呈式ならびに助成研究成果発表会は、参加者、関係者の皆さまの健康・安全面を第一に考慮

した結果、誠に残念ながら中止とさせて頂きました。 

楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

 

花王科学賞の記念講演は来年に延期してご講演いただくこととし、本年の花王科学奨励賞

の研究成果発表は、その研究成果を抄録集に纏め、関係者の皆さまへの配布をもって代えさ

せていただくことに致しました。短時間でのご寄稿にご協力いただきました関係者の皆さまに

御礼申し上げます。 

本年は中止となりましたが、当会では分野の異なる研究者の皆さまが一堂に会して交流す

ることを、もう一つの目的としております。来年度以降も事務局よりご案内をさせて頂きますの

で、是非ご参加をいただければと存じます。 

 

最後になりますが、毎年の選考に際しまして選考委員の先生方におかれましては、多くの時

間を費やしての事前審査や、選考委員会における活発な議論により選考をいただいております。

選考委員の先生方のご尽力に改めて感謝・御礼申し上げます。 

また、長年にわたり財団運営・各賞の選考にご尽力賜りました、塚田先生、岩澤先生、金子

先生、飯野先生、石川先生、堅田先生の６名の先生方が任期によりご退任されます。この場を

お借りして、これまでのご指導に心より御礼申し上げます。 
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花王科学賞・科学奨励賞「化学・物理学分野」審査経過報告 

 

  化学・物理学分野選考委員長（選考当時）塚田 捷 

 

     （6 月 19 日に予定されておりました選考経過報告のために用意したスピーチの概要です） 

私は、2019 年度の花王科学賞「表面の科学」化学・物理学分野の審査委員長を務め

させていただいた塚田でございます。本日は、その審査経過の御報告をさせていただき

ます。まず、今回の応募者数についてでございますが、ここ数年間は増加傾向がみられま

して今年度は 21 名となり、昨年度に比べて１名増加いたしました。また花王科学奨励賞

の方ですが、こちらは前回の 33 名から 42 名へと大きく増加しております。花王科学賞

には毎回、多くの卓越した業績を挙げている優れた研究者の方々に応募頂いております

が、これは大変に素晴らしいことに存じます。私ども審査委員にとりましても、日本を代

表する優秀な最先端の研究に接することが出来ますのは、とても幸せなことと存じてお

ります。 

   さて花王科学賞の審査委員の顔ぶれですが、今年は前年度と同様に、岩澤先生、

金子先生、西出先生、下村先生とそれに私、塚田の５人で務めさせていただきました。

ところで、岩澤先生、金子先生、それに私の３名は今回をもちまして審査委員を退任し、

次回から新しい審査委員と交代することになりました。この機会にこの３名を代表しま

して、長い間、審査委員を務めさせていただきましたことに、改めて深く感謝申し上げ

たいと存じます。本当に有難うございました。 

 

それでは、今年度の花王科学賞の審査につきまして、その状況と結果をご報告さ

せていただきます。全体としましては、今回もおよそ例年と同じようなプロセスで、審

査が進められました。 まず、各候補者の応募書類や参考論文などの沢山の審査資料を、

事務局から電子メールでお送りいただきましたのが、昨年 12 月でございます。 この

膨大な資料を、各審査委員が主に年末年始の休暇時期になるのですが、全力を集中して

熟読しまして、それぞれの評点をつけていきます。具体的には各選考委員が全候補者の

内、花王科学賞として相応しいと思われる候補 10 人を、順位をつけて選びました。そ

して年も明けて１月に開かれました審査会議において、この事前評価結果を基に熱い議

論を戦わせて、最終的に花王科学賞の候補を全員一致の意見によって決定いたしました。 

幸いにしてその１月中旬という時期は、コロナウイルスの感染拡大が、まだ大き

な問題になるより前でしたので、無事に熱のこもった議論を充分に戦わせた末に、全審

査委員の一致した意見で受賞者の決定ができましたのは、大変に幸いでした。 

 

さて花王科学賞には今回全体で 21 名の候補者がございましたが、本年の特徴は触
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媒・電気化学・化学合成・高分子材料・表面物性という様々に異なる分野で、それぞれ

に非常に優秀な業績をあげている方々が応募されたことです。このため各選考委員によ

る推薦順位のばらつきが大きかったのが、今回の特徴と言えると思います。従いまして、

多数の候補者について詳細に業績を検討・吟味し、念入りな議論を行いました。そして、

まずは最有力な 5 名を全候補 21 名から選出しました。この 5 名の方々の分野は、電

気化学、超分子科学、分子ナノシート、分子重合、触媒などとバラエテイーに富んでい

ましたが、いずれも独創性のある卓越した研究でした。その５名の中からさらに突っ込

んだ議論を色々な観点から行い、具体的な詳細は省きますが、候補を最終的な１名に絞

っていきました。その結果、本日お見えいただいております高島義徳先生を、最も花王

科学賞に相応しい候補者として全選考委員の一致した意見で決定した訳であります。 

 

  高島先生のご研究内容につきましては、これから先生ご自身からご紹介していただ

きますが、簡単に要点だけ申しますと、二つの高分子物質間に応用的に重要な色々な接

着機能を出現させる超分子構造を創成したということが、ご研究のポイントになるかと

思います。その興味深い重要な機能としては、例えば選択的接着、自己修復性接着、あ

るいは強靭な高強度接着、刺激応答性接着などが含まれます。これらの成果を基に、生

体適合性材料や超分子アクチュエータなど様々な応用展開への発展が期待されており

ます。高島先生はこのような高機能・高性能の接着系を、超分子における「カップと玉」、

あるいは「輪分子と軸分子」など直観的に理解しやすい分子認識系によって、可動式・

可逆的な分子架橋構造として実現されました。シンプルな基本モデルを実際の超分子系

において実現したことは大変に独創的なお仕事で、様々な応用分野における発展性は計

り知れないものがあります。 今回、このような非常に優れた研究を花王科学賞に推薦

できますことは、審査委員としましても大変に幸甚でございます。 

     

   花王科学奨励賞につきましては、今年度は 42 名という多数の応募がございまし

たが、各審査委員の事前評価をもとに花王科学賞とほぼ同様のプロセスで選考を行いま

した。総合評価点で 1 位から５位までの方々は、いずれも３人以上の評価委員から第１

位に推薦された特に優秀な候補でした。これらの方々に加えて、恵まれない研究環境に

おいて優れた実績を挙げている方、極めて独創性の高い分野、あるいは社会的貢献が期

待される分野で活躍されている方々なども有力な候補と考え、広い観点から充分な議論

を尽くしました。 これらの議論を総合した結果として、伊沢誠一郎さん、平尾岳大さ

ん、山岸洋さん、関根良博さん、本多智さんを、今年度の花王科学奨励賞に推薦するこ

とに決定いたしました。 
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花王科学賞・科学奨励賞「医学・生物学分野」選考経過報告 

 

医学・生物学分野選考委員長（選考当時）飯野 正光 

 

 花王科学賞・医学生物学分野候補者として、本年度は 14 件の推薦がありました。選

考にあたっては、まず５名の選考委員がそれぞれ書面審査により上位７名を選び、１位

から７位までの順位付けをコメントを付して行ないました。これを事務局が集計し、2

月 14 日開催の選考委員会では全委員による合議審査を行いました。今回は、非常に力

のある研究者が多数推薦されており、総合点上位５名は僅差で、トップジャーナルやそ

の姉妹誌に筆頭著者論文を発表した実績を有するなどしていました。その他に選考委員

の少なくとも一人が上位と順位付けした候補については、他の選考委員が見逃していた

可能性がないかを確認する作業を行いましたが、やはり総合上位５名について詳細に検

討するのが適当という結論に至り、一件ずつ、各候補の優れた点を慎重に比較検討しま

した。本選考委員会では、表面の科学に関した独創的な研究を行っている研究者を選考

するのを第一義としており、ユニークな研究であり、かつ研究の広がりを予感させる候

補者を選考することを旨としております。また、研究の内容とともに、候補者の独自性

を重視してきました。例えば、国内外の大きな研究室のポストドク・助教などとして成

果をあげたとします。これは本人の非常に大きな努力の成果であることは間違い無いと

思いますが、そのような研究環境を離れても優れた研究を継続できるポテンシャルが窺

えるかを重視するようにしています。この観点から、何名かの候補者は、今後の発展の

様子をもう少し見守っても良いのではないかと判断されました。このような中で、杉村

薫博士の研究は、上皮細胞の力学的な相互作用をまず数理モデルを使って顕微鏡像から

推定するという新しい方法を開発し、さらにそれを実際の生物学に適用して評価すると

いう大変ユニークな研究であることが高く評価されました。また、独立した研究室で行

われた研究成果であることも評価され、選考委員全員一致で花王科学賞候補者として選

考することにいたしました。 

 花王科学奨励賞・医学生物学分野には、本年度は 31 件の申請がありました。各選考

委員が書面審査による６段階評価を行い、その集計を見ると上位５件の申請が他に差を

つけて抜きん出ていました。しかし、良い申請を見逃している可能性も考え、下位の中

でも審査委員の誰か一人でも高く評価した申請について一件ずつ慎重に確認作業を行

いました。さらに上位５件について内容を精査しました。その結果、上位５件と下位の

間ではっきりした差が認められ、順位を入れ替える必要は特にないとの結論に至りまし
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た。採択課題の５件は、上皮細胞から分泌されるエキソソーム、上皮組織の細胞競合、

魚の体色、神経配線の雌雄差、そして白血病細胞と骨髄微小循環に関するいずれもユニ

ークで興味深い研究テーマであり、優れた課題を選考できたと考えております。 

 今回の科学賞と奨励賞の選考結果を見ますと、科学賞が女性、奨励賞も５名中２名が

女性となりました。これは女性のために特別な配慮をしたということでは全くありませ

ん。性別を意識せずに選考を行い、最後に性別を確認して初めて気がついたという次第

です。ちなみに、女性研究者が科学賞を受賞されるのは３年前に続いて今回で２回目と

なります。女性の活躍が目に見える形で現れてきたことは大変喜ばしいしいことだと思

っております。 

 さて、今回選考にあたった５名の委員のうち天谷委員と柳田委員は引き続き選考を担

当されますが、石川委員と堅田委員そして私は今回の選考をもって任期を満了し新たな

選考委員に任を引き継ぎます。本財団の研究助成システムは医学・生物学と物理・化学

という普段は密接な交流が少ない分野を横断しているとともに、専門の異なる研究成果

発表会を同時に行うという大変ユニークなものです。専門でない聴衆にどのように自分

の研究成果を訴えるのかという点では、これまでの受賞者の方々は大変苦労をされ、ま

た工夫されてきたと思いますが、自身の研究を高所から見つめ直す良い機会ではなかっ

たかと思います。選考委員としても選考が思い通りであったことを研究発表会で確認で

きた時は大きな喜びでした。最後になりますが、本財団の研究助成がさらに充実してい

くことを祈念するとともに、全ての受賞者の皆様のますますの研究の発展を期待しつつ

選考経過報告といたします。 
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公益財団法人 花王芸術・科学財団 

令和元年度 花王科学賞 
 

 

【化学・物理学分野】 
 

氏 名 高島 義徳（タカシマ ヨシノリ） 

所 属 大阪大学高等共創研究院・大学院理学研究科 

題 目 超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成 

 

 

【医学・生物学分野】 
 

氏 名 杉村 薫（スギムラ カオル）   

所 属 京都大学 高等研究院   

題 目 上皮組織発生の力学制御の解明   

（敬称略） 

 

 

 

※6 月 19 日の贈呈式で賞状・目録・記念品を贈呈する予定でしたが、別途お送りい

たします。 また、受賞記念講演を予定しておりましたが、来年度改めてご講演いただく

予定です。 
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2019年度 花王科学賞 【化学・物理学分野】 

超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成 

高島 義徳  大阪大学高等共創研究院・大学院理学研究科 

 
○ 研究の背景  

近年、高分子の様々な課題に対し注目が集まっており、大量消費ではなく、材料に持っている価値観
の変革が求められています。社会が要求している核心的機能を整理し、超分子科学・高分子物理学・
機能性分子化学・材料化学・界面科学・材料力学・表面分析など幅広い学問領域を融合することに
より、新たな境地を開き、精緻に材料を設計する学理として、「超分子材料設計学」が必要と考えており
ます。その一つとして、高分子材料の機能化において、架橋設計に注目し、新たな可逆性・可動性架橋
材料を開発し、機能創製に繋げて参りました（図１）。 

 
○ 研究の成果・ポイント 

分子設計指針は“カップと玉”や“輪と紐”といった基本概念に基づいており、化学架橋型高分子材料
と非共有結合型分子認識材料を融合させることで波及効果の高い材料設計指針を示しました。特に
基幹となる材料設計指針として、①分子認識に基づいた可逆的な結合、②輪分子と軸分子を組み合
わせた可動式架橋、さらに③[c2]Daisy chain と呼ばれる可動性の架橋にて、高分子材料の機能化
を実現しました。その機能の一例として、自己修復性、選択的接着、易解体、自己修復性接着、応力
緩和、高強度・高靭性、刺激応答、力学特性制御などの機能を計画的に作製しました（図２）。 

 
○ 今後の展望 

分子が織り成す材料の限界を見極める・限界を超えることで、社会を豊かにする学問を究極の目的と
しています。現在、不可能に思えず材料機能も今一度、分子・材料を見つめなおし、理解することで、画
期的な刺激応答機能や力学特性を実現できると考えられます。分子・材料技術の斬新性だけでなく、
社会に嬉しさを与え、実用化に踏み切るだけの「Only One」の研究力の強化を目指します。 

 

 
図 1．材料作製における基本設計． 

 
図 2．材料設計に応じて達成した機能． 
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2019年度 花王科学賞【医学・生物学分野】 

上皮組織発生の力学制御の解明 

杉村 薫 京都大学 高等研究院 

 

○ 研究の背景 
多細胞生物の体は、体の表面を構成する表皮・上皮が伸長や折り曲げを繰り返すことでかたちづくられます。
このとき、細胞は力を生成し、力学環境を感知して、動的にかたちや機械物性を変化させています。私たち
は、表面の力学という視点から、生き物がかたちづくられる仕組みを理解することに挑戦してきました。 
 
○ 研究の成果・ポイント 
 見えない「力」を見える「かたち」からベイズ推定する手法の開発 
力とかたちの逆問題の解をベイズ統計を用いて解くことで、体の表面を形づくる二つの力（細胞接着面の張
力と細胞の圧力）を非侵襲的に定量する手法を開発しました。 
 
 力が個体発生の方向情報をコードすることを発見 
これまでの生物学は、多くの場合、モルフォゲンに代表される化学的情報という視点から個体発生を理解し
てきました。対して、私たちは、組織の応力場が細胞を特定の方向に並べることで六角格子様パターンを形
成するという力学的な情報伝達機構を発見しました。 
 
 細胞の力感知・力抵抗の分子メカニズムを解明 
組織応力場による細胞六角格子化過程では、アクチン脱重合因子 AIP1 と cofilin の働きにより、細胞が
力を感知し、かつ、組織応力による機械的な負荷に打ち勝って動的に変形することを明らかにしました。 
 
○ 今後の展望 
組織の変形は必ず、細胞の力感知と力抵抗を伴うことから、私たちが明らかにした分子メカニズムは生体表
面の形成・恒常性維持の様々な局面で働いている可能性があり、今後の研究の発展が期待されます。 
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第 23 回（令和２年度）花王科学奨励賞 
 

【化学・物理学分野】 

氏名 所 属 題 目 

伊澤 誠一郎 自然科学研究機構 分子

科学研究所  

ドナー／アクセプター界面の精密制御による有機太陽電池

の高効率化 

平尾 岳大 広島大学 大学院理学研

究科 

超分子ポリマーの自発的生長を利用した基板表面への描出

手法の開発 

山岸 洋 筑波大学 数理物質系 
結晶骨格の組み替えを許容する多孔質結晶の創成 

関根 良博 東北大学 金属材料研究

所 
電荷移動型集積体薄膜の構築と電子物性開拓 

本多 智 東京大学大学院 総合文

化研究科 

異種材料接合・剥離技術の開発に向けた光応答性網目状

シリコーン材料の創製 

 

 

 

【医学・生物学分野】 

氏名 所 属 題 目 

稲田 健吾 
理化学研究所 生命機能

科学研究センター 
機能的な神経配線の雌雄差形成メカニズムの解明 

松花 沙織 
神戸大学大学院 理学研

究科 
魚類がまとう色彩豊かな体色のしくみ 

松井 貴英 
東北大学大学院 生命科

学研究科 

上皮細胞から分泌される多様なエキソソームの形成機構の

解明 

服部 鮎奈 
国立がん研究センター 造

血器腫瘍研究分野 
白血病細胞の維持における骨髄微小環境の役割の解明  

龝枝 佑紀 
大阪大学 微生物病研究

所 環境応答研究部門 

in vivo イメージングによる上皮組織の恒常性を維持する細

胞競合の解析 

 

 

 

（敬称略） 

 

 

※6 月 19 日の贈呈式で賞状を贈呈予定でしたが、別途お送りいたします。 
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第２２回（平成３１年度）花王科学奨励賞 
 

【化学・物理学分野】 

氏 名 所 属 題 目 

石田 洋平 
北海道大学大学院 工

学研究院 

金属クラスターを擬光合成色素とする新規人工光合成モ

デルの構築 

安藤 和也 
慶應義塾大学 理工学

部 

スピンオービトロニクス素子の表面・界面エンジニアリング

原理開拓 

中畑 雅樹 
大阪大学大学院 基礎

工学研究科 

アミノ酸モノマーをビルディングブロックとしたバイオインタ

ーフェースの構築 

江島 広貴 
東京大学大学院 工学

系研究科 
生体微粒子の表面エンジニアリングと一粒子計測 

数間 恵弥子 
理化学研究所 開拓研

究本部 

プラズモンが誘起するアルコール分解反応の単分子レベ

ル検証 

 

 

【医学・生物学分野】 

氏 名 所 属 題 目 

丸山 健太 
大阪大学 免疫学フロン

ティア研究センター 

腸骨連関を制御する新しいメカノセンシング機構の解明

と応用 

諸石 寿朗 
熊本大学 大学院生命

科学研究部 
組織修復・再生を担う Hippo シグナルの全貌解明 

堀 亜紀 
金沢大学 医薬保健研

究域薬学系 

腸管上皮における化学感覚シグナルを介した宿主生理

機能調節 

久保田 晋平 
東京大学 医学系研究

科 
組織透明化によるがん微小環境ネットワークの解明 

中島 友紀 
九州大学 稲盛フロンテ

ィア研究センター 
哺乳類細胞の全能性と原始および栄養外胚葉分化機構 

 

 

 
（敬称略） 

 

 

 

※6 月 19 日に研究成果をご発表いただく予定でしたが中止となりましたので、抄録をもって発表にか

えさせていただきます。 
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金属クラスターを擬光合成色素とする新規人工光合成モデルの構築 

○ 石田 洋平 
北海道大学大学院工学研究院 
ishida-yohei@eng.hokudai.ac.jp  

 
【研究の背景】 
 本研究課題では、金属クラスターの分子的な光学特性を利用して人工光合成モデ

ルを提案することを目指した。申請者はこれまで、静電相互作用に基づいた有機分

子集合構造制御と人工光合成系への応用を研究してきた一方、ごく最近、完全に単

一組成のカチオン性金属クラスター群の合成に世界で初めて成功した。秩序立った

集合構造制御技術を金属クラスター群に適用することで、金属クラスターを擬光合

成分子として利用する人工光合成モデルを提案を目指した。 
 表面に電荷を有する金属クラスター化合物の新規合成を行った。非常に密な表面

電荷により得られたクラスター化合物は熱的安定性が低く、特に可視発光を有する

極小サイズのクラスターを単離することが困難だった。そのため、表面電荷数をコ

ントロールしつつ目的の組成のクラスター化合物を得る新しい手法の確立を目指し

た。 
 
【研究成果：結果・考察】 
1．[Au25(S(CH2)2Py)18]-の合成 
[Au25(4-PyET)18]-及び[Au25(2-PyET)18]-を新規合成した。溶媒は、溶解性、クラスター

成長の観点から、THF-メタノール混合溶媒を用いた。吸収スペクトル測定の結果、

得られたクラスターは、コア電荷-1 の Au25 クラスターの特徴的な吸収ピーク（400、
450、560、670、780 nm）を示した。ESI-MS(Negative-mode)測定の結果、[Au25(PyET)18]-

の 1 ピークのみを観測し、ESI-MS(Positive-mode)測定の結果、[Au25(PyET)18Nax]x-1 の

ピークを観測した（[Au25(4-PyET)18]-、[Au25(2-PyET)18]-両方）。TGA 測定の結果、

[Au25(4-PyET)18]-･Na+、[Au25(2-PyET)18]-･Na+の重量損失はそれぞれ 33.9%、33.7%で

あり、理論値 33.8%とほぼ一致した。[Au25(4-PyET)18]-･Na+、[Au25(2-PyET)18]-･Na+の

合成収率はそれぞれ Au を基準として約 30%、約 35%であった。 
単結晶 X 線回折測定を[Au25(4-PyET)18]-･Na+について行った結果を Figure 1 に示す。

Figure 1A は[Au25(4-PyET)18]-･Na+の結晶構造の全体像、Figure 1B は Au 原子、S 原子

のみを表示した簡略図である。Au25構造はAu13コアと6つのAu2S3からなるが、Figure 
1C は[Au25(4-PyET)18]-と[Au25(PET)18]-について、σh 面上の 2 つの Au2S3 を示したもの

である。[Au25(4-PyET)18]-と[Au25(PET)18]-の結晶構造を比較すると、Figure 1C 中の

Au-Au 結合（Ⅰ、Ⅱ）、Au-S 結合（Ⅳ、Ⅴ）の結合距離はほぼ同じである。しかし、

[Au25(4-PyET)18]-内の Au-Au 結合（Ⅲ、3.18 Å）は、[Au25(PET)18]-（3.16 Å）よりも

少し長い。更に、2 種類の Au-S-Au 角度（1、2）も異なっている（[Au25(4-PyET)18]-

は 1: 88.6°、2: 99.7°、[Au25(PET)18]-は 1: 86.8°、2: 100.9°）。これらの違いにより、

[Au25(4-PyET)18]-のリガンド殻は[Au25(PET)18]-より外側にある。これらの違いは、

[Au25(4-PyET)18]-のカウンターイオン Na+と[Au25(PET)18]-のカウンターイオン TOA+: 
(C8H17)4N+のサイズ差に起因すると考えられる。Figure 1D は単結晶中の、(010)面上

の[Au25(4-PyET)18]-･Na+の配列と、各クラスターを b 軸に沿って時計回りに 42.7°回転

した(01-1)面上の[Au25(4-PyET)18]-･Na+の配列を示している。各クラスターは、Figure 
1E に示した、C-H 間の π 相互作用によってのみ結合している。その積層配列はユニ

ークであり、各クラスター同士が非常に密に配列をしている。 
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Figure 1. X-ray atomic structure of the [Au25(4-PyET)18]·Na+ clusters: A) overall 
structure-one disordered 4-PyET ligand and solvent molecules are removed for clarity; B) 
Au25S18 skeleton of [Au25(4-PyET)18]; C) Au2S3 staple motifs along σh planes of Au25 
clusters capped by 4-PyETand PET ligands. Bond types: I, purple, core Au-core surface Au; 
II, white, core surface Au-core surface Au; III, red, core surface Au-motif Au; IV, blue, core 
surface Au-motif S; V: magenta, motif Au-motif S. Bond angles: 1, light blue, Au-S-Au-12 
S atoms connected to one stapled gold atom and one gold atom vertex; 2: orange, 
Au-S-Au-6 S atoms connected to two stapled gold atoms. D) Views of 3×3×3 superlattice 
along (010) and (01-1)planes; H atoms are omitted for clarity. E) C-H···π interactions 
between adjacent layers; ligands are shown in wireframe mode for clarity. Au yellow, S 
green, C gray, N blue, H white, Na magenta. 
 
[Au25(4-PyET)18]-及び[Au25(2-PyET)18]-のメタノール溶液（0.013 mM、3 mL）に特定

量の HCl メタノール溶液（500 mM）を加え、[Au25(PyET)18]-表面のピリジル基をプ

ロトン化をした。吸収スペクトル測定の結果、プロトン化反応の進行に伴い 400、
560 nm の吸収ピークが強まり、450、670、780 nm の吸収ピークが弱まった。これら

の吸収スペクトルの変化はプロトン化反応の進行を意味する。ESI-MS 測定では、

PyET が 2~4 個プロトン化した[Au25(PyET)18-x(PyET·H+)x]x-1（x=2–4）のピークを観測

した。 
1H NMR 測定により、プロトン化反応をさらに詳細に観察した。プロトン化反応は

[Au25(PyET)18]-メタノール溶液（22 mM、0.6 mL）に DCl-D2O（50 mM、16 µL）を滴

下することにより行った。プロトン化反応の進行に伴い、ピリジン管のプロトンピ

ークは高磁場側にシフトした。Au25(PyET)18構造中、外側に位置する 6 個の PyET と

内側に位置する 12 個の PyET のプロトン化反応速度を比較した結果、外環境の影響

を受けやすい外側の PyET の方が速く反応が進むことが分かった。また、

[Au25(PyET)18]-中の PyET と PyET 単体のプロトン化反応が完了するのに必要な DCl
量を比較した結果、構造中に縛られている[Au25(PyET)18]-中の PyET の方がより多く

の DCl 量を必要とすることが分かった。 
更に、プロトン化した[Au25(PyET)18-x(PyET·H+)x]x-1にNaOHまたはNaODを加えると、

可逆的に脱プロトン化反応が起きることが、吸収スペクトル測定、1H NMR 測定に
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より確かめられた。プロトン化前後で[Au25(PyET)18]-の溶解性も変化した。例えば

[Au25(2-PyET)18]-は、プロトン化前は DCM などの有機溶媒に可溶であるが、プロト

ン化後は水溶媒に可溶であった。 
 
2．Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)60 の合成 
Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)60 を以下の合成法で合成した。メタノール-水混合溶媒中で

HAuCl4･4H2O（7.4 mg、18 µmol）と HS(CH2)11N(CH3)3+･Br-（18 mg、55 µmol）を混

合し、5 分間撹拌した。NaOH 水溶液（1 M、0.6 mL）を加え、24 時間撹拌した。NaBH4

水溶液（0.15 M、0.6 mL）を加え還元し、3 時間反応した。KPF6 水溶液（0.1 M、5 mL）
を加え、クラスターを沈殿させると同時に、カウンターアニオンを PF6-に交換した。

アセトニトリル中で、熱エッチングを 60 °C で 3 日間行った後、精製した。ここで、

Au25 と Au144 の 2 サイズのクラスターが得られるが、アセトニトリル中に溶解した試

料の一部のみをジクロロメタンで再沈殿することで、サイズの大きい Au144 を選択的

に得た。合成収率は Au を基準として約 30%であった。 
吸収スペクトル測定の結果、得られたクラスターは Au144 の特徴的な吸収ピーク（500、
700 nm）を示した。これらのピークは、熱エッチング、選択的再沈殿のサイズ統一

プロセスにより強まった。TGA 測定の結果、Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)60･(PF6-)60 の重

量損失は 45.0%であり、理論値 45.2%とほぼ一致した。ESI-MS(Positive-mode)測定の

結 果 、 Au144+1/0(S(CH2)11N(CH3)3+)60·(PF6-)39−48 及 び

Au144+2(S(CH2)11N(CH3)3+)59·(PF6-)40−48 のピークを様々な電荷状態（+12~+21）で観測

した（Figure 2）。Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)59 は常にコア電荷+2 で観測されているこ

とから、主生成物 Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)60の測定プロセスでの酸化物であると考え

られる。これらの結果から、Au144(S(CH2)11N(CH3)3+)60の合成に成功した。 
 

 
Figure 2. Wide-range (+12-+21) and expanded (+14, +15, +16, and +17) positive-mode 
electrospray ionization mass spectra (ESI-MS) of the obtained per-cationized Au144 cluster 
with different numbers of PF6- counteranions after thermal etching (60 °C) for 3 days and 
selective precipitation. Black lines indicate the observed spectra, and red, green, and blue 
lines in (+14, + 15, +16, and +17) indicate the simulated isotopic patterns. The values in the 
brackets denote [number of Au, number of S(CH2)11N(CH3)3+, number of PF6- anions]. 
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【今後の展望】 
本研究でカチオン性・塩基性 金属クラスター化合物の合成に成功したことで、静電

相互作用(アンモニウム、ピリジニウムなどのカチオン性置換基)や配位結合(ピリジ

ル基、アミノ基など の塩基性置換基)を利用し、超分子化学系への展開することが

可能となった。 今後は、塩基性金属クラスターが持つ有用な表面反応性を利用し、

金属クラス ターの構造を保ったまま表面で有機化学反応を行うことで、超分子化学

系への展開を指向した様々な表面官能基を有する金属クラスター群を新規合成し、

金属クラスター表面の多岐に渡る機能化を可能とする新しい抜本的な手法を確立す

る。 
 

【成果論文】 
(1) Huang, Z.; Ishida, Y.; Yonezawa, T. Basic [Au25(SCH2CH2Py)18]−⋅Na+ Clusters: 

Synthesis, Layered Crystallographic Arrangement, and Unique Surface Protonation. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 13411–13415. 

(2) Narita, K.; Ishida, Y.; Yonezawa, T.; Huang, Z. Super Polycationic Molecular 
Compounds: Au144(SR+)60 Clusters. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 21768–21773. 

(3) Akita, I.; Ishida, Y.; Yonezawa, T. Counting the Layer Number of Free-Standing 
Montmorillonite Nanosheets Using Annular Dark Field Scanning Transmission Electron 
Microscopy. Clay Sci. 2019, 23, 41–45. 

(4) Akita, I.; Ishida, Y.; Yonezawa, T. Atomic-scale imaging of a free-standing monolayer 
clay mineral nanosheet using scanning transmission electron microscopy” J. Phys. 
Chem. Lett. 2020, 11, 3357-3361. 
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スピンオービトロニクス素子の表面・界面エンジニアリング原理開拓 

 

○安藤 和也 

慶應義塾大学理工学部 

ando@appi.keio.ac.jp 

 

【研究の背景】 
電子の電荷自由度と電流だけでは実現困難なデバイス機能創出の指導原理とし

て、電子スピンとスピンの流れ「スピン流」に基づくスピントロニクスがある[1]。
1988 年の巨大磁気抵抗効果発見に始まったスピントロニクス初期の関心は、主に

磁気抵抗効果を中心とするスピン依存伝導現象に向けられていた[2]。1990 年代末

から 2000 年代に入ると、スピン注入磁化反転や自励発振、スピン偏極電流による

磁壁制御といった新たな概念が注目を集めるようになり、2000 年代前半のスピン

ホール効果（図 1 左）の予言・観測によって、スピントロニクスはさらに新たな展

開を迎えることとなった[3]。特に、強磁性金属/重金属ヘテロ構造素子におけるス

ピンホール効果を用いることで、磁化に作用するトルク（スピン軌道トルク）を電

気的に生成できることが明らかになり、これによりスピン軌道相互作用を介した磁

化の自在な制御が可能となった。スピン軌道トルクによる磁化の電気的制御は、不

揮発記憶素子、ナノスケールマイクロ波発振源、ニューロモルフィック素子といっ

たあらゆるスピントロニクスの基盤であり、この進展は、その後のスピントロニク

ス研究の方向性に大きな影響を与えている[4]。 
最近になり、重金属バルクのスピン軌道相互作用によって発現するスピンホール

効果に加え、スピントロニクス素子の表面・界面スピン軌道相互作用により発現す

るエデルシュタイン効果（図 1 右）の重要性も指摘され始めた[4]。バルク・表面・

界面スピン軌道相互作用によって発現するスピントロニクス現象に関するこの一

連の研究の重要な点は、磁気抵抗効果素子が中心であったスピントロニクス研究の

舞台を、スピン軌道相互作用を用いることで劇的に広げたことにある。これにより、

長足の進歩を遂げてきたスピントロニクスにおいて、スピン軌道相互作用の重要性

が改めて強く認識されることとなり、スピン軌道相互作用により発現する新現象・

新機能を狙うスピントロニクスの新領域「スピンオービトロニクス」の端緒が形成

された。 
上記の進展により、スピン軌道相

互作用を中心とした次世代電子素

子実現への新たなルートが拓けた。

しかし、この実現に必須であるスピ

ン軌道トルク生成効率の外部制御

は困難であることが知られており、

これまでの膨大な実験研究にも関

わらず未だ決定的手法がない。本研

究は、スピントロニクス素子表面・

界面への分子形成というこれまで

にないアプローチで表面・界面スピ

ン軌道トルク生成の新物性を開拓

し、この突破口を拓くものである。 
 

 
図 1. 磁性体/重金属ヘテロ構造における、スピンホ

ール効果（左）とエデルシュタイン効果（右）の模

式図。スピンホール効果は、重金属バルクのスピン

軌道相互作用により、スピンに依存した電子散乱が

現れる現象である。エデルシュタイン効果は、表

面・界面のラシュバ型スピン軌道相互作用により電

場によりスピン分極が生成される現象である。 
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【研究成果：結果・考察】 
スピントロニクス素子への分子形成によるスピン軌道トルクの制御を狙い、

1H,1H,2H,2H-perfluorodecanethiol(PFDT)と 1-octadecanethiol(ODT)を Pt/Co ヘテロ構造

表面に自己組織化単分子膜形成した。Pt はスピンホール効果が初めて観測された金

属であり、現在では最も標準的かつ効果的なスピン軌道トルク生成源として知られ

ている。Pt 層表面では Pt 原子の強いスピン軌道相互作用のため、空間反転対称性の

破れに起因するラシュバ型スピン軌道相互作用による顕著な表面エデルシュタイン

効果の存在が予想される。この表面効果は、表面近傍の電子波動関数の非対称性に

起因するため、Pt 表面への有機単分子形成によって表面エデルシュタイン効果によ

り生成されるスピン軌道トルクの変調を期待できる。 
表面効果を顕在化させるため、Pt 層の厚さを 1 nm とした Pt/Co 薄膜、さらに PFDT

および ODT を形成した PFDT-Pt/Co 薄膜と ODT-Pt/Co 薄膜について、スピントルク

強磁性共鳴を測定したのが図 2(a)-(c)の結果である。この方法では、試料に GHz 帯の

高周波電流を印加し面内磁場を掃引する[5]。高周波電流により生成されたスピン軌

道トルクによって、強磁性共鳴条件を満たす高周波電流周波数・外部磁場強度にお

いて磁化の歳差運動が駆動される。このとき、強磁性体中の異方性磁気抵抗効果に

よって、試料抵抗が高周波電流と同じ振動数で振動する。したがって、電流と抵抗

の振動による整流効果から、強磁性共鳴条件下において直流電圧 Vmix が生じる。強

磁性共鳴時にける直流

電圧スペクトルは、共

鳴磁場に対して対称な

成分と反対称な成分か

ら成るが、対称な成分

はダンピングライクト

ルクと呼ばれるスピン

軌道トルク、反対称な

成分はフィールドライ

クトルクと呼ばれるス

ピン軌道トルク、さら

にPtに流れた電流がつ

くるエルステッド磁場

により作られ、スペク

トル形状の解析からこ

れらを分離できる。図

2(a)-(c)に示すように、

測定結果は対称・反対

称関数でよく再現され

ており、Co 膜厚 tCo に

対する対称・反対称成

分比からダンピングラ

イクトルク生成効率と

フィールドライクトル

ク生成効率を求めた。 
 

 

 
図 2. (a) Pt/Co, (b) PFDT-Pt/Co, (c) ODT-Pt/Co 薄膜におけるスピン

トルク強磁性共鳴信号 Vmixの磁場 H 依存性。HFMRは強磁性共鳴磁

場。tCo は Co 層の膜厚であり、実線は対称・反対称関数の和によ

るフィッティング結果である。(d) Pt/Co 薄膜におけるスピン軌道

トルク生成機構。表面エデルシュタイン効果、バルクスピンホー

ル効果、界面エデルシュタイン効果がスピン軌道トルク生成を担

う。(e) ダンピングライクトルク効率𝜉𝜉DL𝐸𝐸 の Pt 膜厚 tPt依存性の計算

結果。𝜉𝜉DL,bulk
𝐸𝐸 はスピンホール効果に由来し、𝜉𝜉DL,surface

𝐸𝐸 は表面エ

デルシュタイン効果によるものである。 
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スピントルク強磁性共鳴測定の結果から、フィールドライクトルク効率に対する

Pt/Co 表面への ODT・PFDT 形成の効果は無視できるほど小さいことが見出された。

図 2(d)に示すように、Pt/Co ヘテロ構造では、表面エデルシュタイン効果、バルクス

ピンホール効果、界面エデルシュタイン効果がスピン軌道トルク源となる。フィー

ルドライクトルクは主に界面エデルシュタイン効果によるものであり、フィールド

ライクトルクが表面分子形成の影響を受けないというこの結果は、Pt 表面への分子

形成の効果は表面ごく近傍に限定されるため、界面スピン伝導に対する表面分子形

成の効果は無視できることと一致している。実際、分子形成による Pt 層の抵抗率変

化は 1%以下であり、Pt/Co 界面及び Pt バルクに対する分子形成の影響は無視できる

ほど小さい。 
分子形成の効果が無視できるほど小さいフィールドライクトルクに対し、ダンピ

ングライクトルクは自己組織化有機単分子膜形成により顕著に変化し、Pt 表面への

ODT の形成により減少、PFDT の形成により増大した。Pt/Co ヘテロ構造におけるダ

ンピングライクトルクの起源はPtバルクのスピンホール効果及びPt表面のエデルシ

ュタイン効果である。Pt 層の抵抗率変化は 1%以下と極めて小さいため、観測された

ダンピングライクトルクに対する分子形成効果は、バルクスピンホール効果による

ものではない。すなわち、ダンピングライクトルクの変化の起源は、Pt 表面への単

分子膜形成による表面エデルシュタイン効果の変化である。 
実験により得られたパラメータとスピン拡散模型を用いて、ダンピングライクト

ルクをバルク成分と表面成分に分離したのが図 2(e)の結果である。この結果は、表

面エデルシュタイン効果によるスピン軌道トルクが顕在化するのは 2 nm 程度以下

に限定されており、これまでのスピントロニクスの研究において表面エデルシュタ

イン効果の存在を示唆する結果が殆どなかったこととも一致している。また、1 nm
以下の超薄膜領域では、表面エデルシュタイン効果が重要な役割を果たすことを示

している。さらにこの結果に基づき、表面エデルシュタイン効果に起因するダンピ

ングライクトルクに対する分子形成効果を見積もったところ、自己組織化有機単分

子膜形成によって、表面スピン軌道トルク効率が 40%程度も増大することが明らか

になった。 
 
【今後の展望】 

表面エデルシュタイン効果に注目した今回の研究により、スピントロニクス現象

の中でも最も本質的な電流からスピン流への変換を表面分子形成によって制御可能

であることが明らかになった。スピントロニクスにおいて、有機分子に対する主な

関心は、著しく小さなスピン軌道相互作用に特徴づけられるスピン緩和とスピン伝

導であった。一方、今回の研究は、スピントロニクスにおける分子利用の新たな可

能性を拓くものである。今後、表面・界面分子形成を用いたスピントロニクス現象

の開拓とこれに基づく新原理素子への展開を期待できる。 

 
[1] I. Žutić et al., Rev. Mod. Phys. 76, 323 (2004). 
[2] A. Fert, Rev. Mod. Phys. 80, 1517 (2008). 
[3] J. Sinova et al., Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015). 
[4] J. Manchon et al., Rev. Mod. Phys. 91, 035004 (2019). 
[5] L. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 106, 036601 (2011). 
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アミノ酸モノマーをビルディングブロックとした 

バイオインターフェースの構築 

○ 中畑 雅樹 
大阪大学大学院基礎工学研究科 
nakahata@cheng.es.osaka-u.ac.jp 

 
【研究の背景】 
生体内で機能を発現する分子の中でもタンパク質は、その多種多様なアミノ酸配列

に応じて特異な高次構造をとり、構造形成・触媒・情報伝達などの機能を発現する。こ

れに着想を得た、タンパク質様の機能を備えた人工材料の設計戦略として、少なくとも

以下に示す二種類が考えられる。 
(1) 天然のタンパク質と人工材料のハイブリッド化 1 
(2) 生体様の機能を発現する人工分子のデザイン 2 
しかしながら (1) については、材料作製に関わる全てのプロセスを、タンパク質の機

能を損なわないマイルドな条件で行わなければならないという制約がある。(2) につい

ては、膨大な候補物質からスクリーニングを行うといった労力がつきまとう。さらに両

者に共通する課題として、汎用材料として用いるには安定かつ均質な材料の大量生産

が求められる。例えば、有用ペプチド・タンパク質の人工生産には固相合成や菌内での

培養、酵素重合などが用いられているが、コストや生産性の面で汎用高分子材料には遠

く及ばない。簡便・大量に合成可能で、タンパク質様の機能を示す合成高分子材料の合

理的なデザイン戦略を提供できれば、多方面でのブレイクスルーに繋がると考えた。 
以上のような背景のもと本研究では、安価に入手可能であり、タンパク質の構成単位

であるアミノ酸を機能性モジュールとして採用し、人工材料/生物界面の科学技術に新

たな一石を投じることを目指した。究極的な目標は、アミノ酸から簡便に誘導可能なモ

ノマーのみをビルディングブロックとして、生体構成要素と融合・対話する機能を備え

た高分子材料の設計指針を確立することである。タンパク質中のアミノ酸はペプチド

結合で繋がれているが、本研究では必ずしもペプチド結合に頼らない材料設計を目指

した。実際にごく最近、アミノ酸側鎖部位を導入したランダムコポリマーが良好な細胞

膜透過性を示すことが報告されており 3、アミノ酸の種々の官能基に重合基を修飾した

「アミノ酸モノマー」を用いるという指針には、ある程度の妥当性がある。究極的な目

標に向けた第一歩として、アミノ酸モノマーを重合して得られる高分子材料を用いて

図 1 に示す具体的な目標を設定した。 

 
図 1. 本研究の概要。 
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【研究結果：結果・考察】 
本研究期間内の研究により、図 1 に示した目標のうち「生物-人工ハイブリッド材料の

設計」「細胞標的 DDS のキャリア候補の開発」について、一定の成果を挙げることが

できた。以下にその概略を説明する。 
成果 1. チロシン残基を導入した高分子と高分子との HRP 酵素反応による複合化 
まずは、一種類のアミノ酸モノ

マーの導入によって達成可能な

目標として、特にチロシン (Tyr) 
に着目した。Tyr は側鎖としてフ

ェノール基を有し、植物由来の酵

素である西洋わさびペルオキシ

ダーゼ (HRP) を介したラジカル

カップリング反応の基質として

適用可能であることが見込まれ

る（図 2）。ここでは実際に Tyr を
側鎖に含む合成高分子と天然高

分子とを酵素を介した反応によ

り架橋することで、天然高分子と

合成高分子とのハイブリッドか

らなる高分子架橋材料を得るこ

とを目指した。実際に合成した温

度応答性高分子とタンパク質の

ハイブリッド材料は、温度応答性

高分子に由来する膨潤・収縮特性

を有していた。また、その骨格に

タンパク質を含むことが蛍光染

色により確かめられた（図 3）。

タンパク質中に普遍的に存在す

る Tyr 残基を足がかりとして合成高分子で機能化することができるようになり、マイ

ルドな条件でのハイブリッド材料合成の新たな戦略となると期待される。 
成果 2. 細胞の分子認識を利用したドラッグデリバリーシステム (DDS) 用キャリアの

開発 
次に、新しい DDS 用キャリアへの応用を見据え、材

料に細胞膜透過性を与える可能性のあるアルギニン 
(Arg) に着目した。ここでは  Arg およびグリシン 
(Gly) を組み込んだ高分子を設計・合成し、細胞適合性

および細胞種に応じた相互作用を評価した（図 4）。

合成した高分子の共存下でも各種細胞の生存・増殖が

確認され、細胞毒性

がないことが示され

た。Arg と Gly の比

率を種々変更したと

ころ、Arg の多いも

のほど細胞内へ効率

よく取り込まれるこ

とが分かった。さら

に別途修飾により細

胞選択性を付加し、

 
図 2. HRP 酵素反応による異種高分子複合化。 

 
図 3. HRP 酵素反応により複合化された材料。 

 

 
図 5. 三次元培養細胞への曝露実験（緑：高分子、赤：抗がん剤の蛍光） 

 
図 4. DDS 用キャリアの設計。 
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Gly 部分を介して抗がん剤を修飾した高分子をドラッグキャリアのモデルとして応用

することを試みた。三次元培養した健常細胞とがん細胞を含む組織体を、上記の高分子

の溶液に晒したところ、高分子およびそれに固定化した抗がん剤のどちらも、がん細胞

由来の組織に優先的に分布させることのできる高分子組成が存在することが示唆され

た（図 5）。 
 
【今後の展望】 
以上のように、アミノ酸を側鎖に組み込んだ合成高分子のバイオインターフェース

への応用への第一歩として、いくつかの具体的な成果によってその分子設計の有用性

を示すことができたと考えている。本研究で得られた知見を基にして、今後は、(1)成
果 1 のより幅広い高分子への展開、(2)成果 2 を応用した DDS の構築、さらに (3)本研

究で未着手であったアミノ酸モノマーを用いた新規生体様機能材料の開発へと発展さ

せていきたい。 
 
【参考文献】 
1. Silva et al., J. Mater. Chem. B 2014, 2, 3715-3740. 
2. Grossmann et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 8896-8927. 
3. Martin et al., Biomacromolecules 2018, 19, 3190-3200. 
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生体微粒子の表面エンジニアリングと一粒子計測 

○ 江島 広貴 

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 

ejima@material.t.u-tokyo.ac.jp 

 

【研究の背景】 

 エクソソームは血球細胞や内皮細胞など，様々な細胞が

分泌する直径 30〜150 nm の生体微粒子である（図１）．

エクソソームは血液のほか，尿や唾液など，さまざまな体

液に含まれており，体液中を循環して，分泌細胞と標的細

胞の間で脂質，タンパク質，核酸を交換し，細胞間コミュ

ニケーションを媒介している．言い換えるとエクソソーム

は細胞から細胞へ物質を運ぶ天然のナノキャリアである

から，その機能をハイジャックして人工的な薬物送達キャ

リアへと改変することは理にかなったアイディアである．

Alvarez ら[1]は，マウスの細胞培養液から精製したエクソソームに電気穿孔法によって

siRNA を封入して細胞採取元のマウスへと注射し，脳選択的に siRNA を送達してタンパ

ク質をノックダウンすることに成功している． 
 近年，癌細胞など病変細胞から分泌されたエクソソームの構成分子がバイオマーカー

として注目されている．例えば，悪性黒色腫細胞が放出するエクソソームには TYRP2，
VLA-4，MET などのタンパク質が高濃度に含まれており，これらは転移能を予測するた

めのマーカーとして有望である[2]．既に血中エクソソームに内包された RNA を分析し，

癌診断および抗がん剤投薬の指針とする体液診断が米国で一部実用化されている[3]．血

液ではなく，尿や唾液に含まれるエクソソームからも同様の診断が可能になれば，より

低侵襲な診断が実現するため，エクソソームの高精度/高感度な分析手法は今後ますます

重要になるだろう． 
 このように薬物送達と体液診断への応用研究が先行しているが，エクソソームは脂質

二重膜からなる不安定かつ極小サイズの粒子であるため取り扱いが非常に難しいとい

う根本的課題についてはあまり研究されていない．エクソソームを取り扱う過程では，

内包物の漏出，脂質二重膜の融合や脂質分子の交換，プラスチック容器表面への吸着に

よる変性等が起こると考えられている．そのため，体液や細胞培養液からエクソソーム

を精製したら，冷凍庫などに保管せずに直ちに実験に用いる方が良いと経験的に言われ

ている．さらに，エクソソームの構成成分（特に脂質）を単一粒子レベルで精度よく分

析可能な手法が不足している．現状，エクソソームの脂質構成成分を分析するには，大

量のエクソソームを精製し，界面活性剤によって処理し，液体クロマトグラフィーで分

離，質量分析計で同定するというプロセスが必要である．しかしながら，得られる情報

はエクソソーム集合体の平均であるため，粒子間の個体差がどのくらいあるかはわかっ

ていない．また，エクソソームの精製手法は未だ発展途上であり，不純物（細胞膜，微

小小胞体，アポトーシス小胞由来の脂質や，遊離した脂質等）からのシグナルを含めて

検出している可能性が高い． 
 そこで本研究では，コロイド界面化学に立脚したエクソソームの表面エンジニアリン

グ手法を開発することを目的とした．またこの手法を用いて，エクソソーム全面を金ナ

ノ粒子で被覆する．これにより表面増強ラマン散乱を引き起こし，単一エクソソームか

らラマン散乱スペクトルを取得することに挑戦した． 
 

図１．エクソソームの模式図． 
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【実験方法】 

 前立腺上皮（PNT2）細胞, 前立腺上皮がん（PC3）細胞を 10%の FBS とペニシリン，

ストレプトマイシン，カナマイシンを添加した RPMI 培地（Gibco）で 80%コンフルエ

ントの状態まで培養した．その後，10%FBS 含有 RPMI 培地または FBS 由来 EV の混入

を防ぐために抗生物質のみを添加した RPMI 培地に置換し，37 °C, 5% CO2, 95% Air の条

件下で 48 時間培養した．培養液上清をその後のエクソソーム精製に利用した． 
 また尿を 15 mL 遠沈管に 5 mL 採取した．遠心（2,000 g, 4 °C で 30 min）によって細胞

成分やアポトーシス小胞を沈殿させ，上清 4 mL を別の遠沈管に回収した．これに Total 
Exosome Isolation (from urine) (Thermo Fisher Scientific)を 4 mL 加え，ボルテックスにより

混合後，室温で一時間静置した．これを 10,000 g, 4 °C で 1 h 遠心分離してエクソソーム

を沈殿させ，上清を全て取り除いた．ここに PBS 400 µL を加えて再懸濁した． 
 続いてサイズ排除クロマトグラフィー（EVSecond L70, GL Science）によって更に精製

した．カラムのキャップを外して保存液を排出した後，カラムへの非特異吸着を防ぐブ

ロッキング処理のため，1.2 µm 孔径のフィルター（Merck）を通した FBS 700 μL をカラ

ムにロードした．PBS 1.5 mL×3 回を流し，カラムを洗浄した．洗浄したカラムに PEG
沈殿によって回収したエクソソーム溶液 400 μL をロードした．PBS を流しながら流出液

を回収することでエクソソーム含有画分とそれ以外の画分とを分離した． 
 エクソソームを MOPS バッファー（pH 7.0）に分散し，Tannic Acid（TA, 終濃度 0.08 
mg/mL）と FeCl3（終濃度 0.02 mg/mL）を添加して攪拌することでポリフェノールコー

ティングを施した．ポリフェノール被覆エクソソームの分散液に終濃度 1 mM となるよ

うに塩化金(III)水溶液を加え，被覆膜の還元能によって表面に金ナノ粒子を生成させた． 
 表面に金ナノ粒子が生成したエクソソームを，透過型電子顕微鏡（TEM）と走査型電

子顕微鏡（SEM）によって観察した．フォルムバール貼り付け Cu メッシュ上にエクソ

ソーム分散液を滴下し，デシケーター中で乾燥させた．これを JEM-1400（JEOL）を使

用し，加速電圧 120 kV で撮影した．SEM 撮影では Si 基板上にキャストしたサンプルを

JSM-7500FA（JEOL）を用いて観察した．分光光度計を用いて金被覆エクソソーム分散

液の消光スペクトルを測定した．金被覆エクソソームの SERS スペクトルを 532 nm のレ

ーザー光源を持つラマン分光装置を使用し，Si 基板上で測定した． 
 金被覆エクソソームから得られた SERS スペクトルを主成分分析（PCA）と線形判別

分析（LDA）の組み合わせによって解析した．スムージングとバックグラウンドの除去

の後，R 言語の prcomp 関数を使用して PCA を行い，スペクトルデータの次元削減を行

った．PCA で得られた主成分（PC）のうち PC1–PC5 を R 言語の lda 関数によって分析

した． 
 

【研究成果：結果・考察】 
 エクソソームは尿および細胞の培養液

上清より回収した．回収したエクソソーム

にポリフェノールコーティングを施した

後，塩化金(III)水溶液を加え，被覆の還元

能によって表面に金ナノ粒子を生成させ

た（図２）．TEM による観察から，10 nm
程度の金ナノ粒子が多数繋がっている様

子が確認できた（図３）．一方で，ポリフェノールコーティング前のエクソソームは柔

軟な脂質二重膜が窪んだ形態を取っていた．ポリフェノールコーティングによってエク

ソソーム粒子の硬度が変化し，真空下においても形状の変化が起こらなくなったと考え

られる． 

図２．ポリフェノールコーティングで被覆されたエクソソーム
表面上での金イオンの還元． 
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 金修飾エクソソームの分散液を Si 基板上にキャストし，ラマ

ンスペクトルを測定した．まず測定に使用する Si 基板をアセト

ン，イソプロパノール，純水中の順でそれぞれ 5 分間超音波洗浄

した．洗浄した基板上に金修飾エクソソーム分散液 4 µL を滴下

し乾燥させた．ポリフェノールコーティング上に金ナノ粒子を生

成させていないエクソソームからはラマンスペクトルが取得で

きなかったのに対し，ポリフェノールコーティングを施した上に

金ナノ粒子を生成したエクソソームについては脂質由来のラマ

ンスペクトルが測定された（図４）ことから SERS が起きてい

ることが示唆された．スペクトル測定において集光したレーザ

ー径は基板上で約 1 µm であり，走査型電子顕微鏡で別途

観察した基板上でのエクソソーム粒子の分布状況から，

本測定で得られたスペクトルは 1~数個程度のエクソソー

ムに由来すると考えられる． 
 尿由来サンプルと PNT2 細胞由来の SERS スペクトル

を取得し，スムージンングとバックグラウンド除去を施

した後，主成分分析によってデータの次元を削減した．

これによって得られた PC1 から PC5 までの 5 成分でデー

タ全体の 90%の情報を表現できており，PC6 以降の成分の

分析への影響は小さいと考えられる．また，変数を過剰に増

やすことによる過学習を避けるために本研究では各スペク

トルについてこの PC1 から PC5 の 5 成分のスコアを用いて

線形判別分析を行った．49 個のスペクトルデータのうち 25
個をトレーニングデータとして学習した線形判別分析モデ

ルによって残りの 24 個のテストデータの判別率を調べたと

ころ，67%となった（図５）． 
 
【今後の展望】 
 本研究では，エクソソームにポリフェノールコーティングを

適用する条件を確立し，被覆上への二次修飾によるエクソソー

ム表面への金修飾手法を確立した．エクソソームがヘテロな粒子集団であるため，それらの

特性の違いを評価することは困難であったが，一粒子由来の信号を大幅に増強できる表面増

強ラマン散乱をエクソソームに適用することでより高い分解能をもつ分析が可能になり，一

粒子あるいは数粒子程度のエクソソームに由来するSERSスペクトルを得られることを示し

た．取得した SERS スペクトルは多次元データである他に様々な分子に由来するスペクトル

が複雑に重なっているため，人間の目でその違いを判別することは困難である．そこで多変

量解析の手法である PCA と LDA を順次適用して分析することで，エクソソームの性状や由

来の違いの判別がスコアプロット上で可能となることを示した． 
 本研究で開発したエクソソームのフェノール類を用いた修飾手法とエクソソームの分析

手法は特別な装置を用いずに実現可能であり，分析手法の不足しているエクソソーム研究の

一助となることが期待される． 
 

【引用文献】 

[1] Alvarez E. L. et al., Nat. Biotech., 2011, 29, 341–345. 
[2] Peinado H. et al., Nat. Med., 2012, 18, 883–891. 
[3] Sheridan C. et al., Nat. Biotech., 2016, 34, 359–360. 

図３．金ナノ粒子で高密度
に被覆されたエクソソームの
TEM 像． 

図４．金ナノ粒子修飾エクソソーム
の SERS スペクトル． 

図５．主成分分析を適用した
SERS スペクトルの線形判別分
析スコアプロットとエクソソーム由
来の予測結果． 
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プラズモンが誘起するアルコール分解反応の単分子レベル検証 

 

○ 数間 恵弥子 

理化学研究所 開拓研究本部 

emiko.kazuma@riken.jp 

 

【研究の背景】 

クリーンで再生可能な太陽光エネルギーを高効率利用する技術開発は、人類共通の

問題であるエネルギー危機と地球温暖化の解決に必要不可欠で、未来産業の発展にお

いて非常に重要である。それを実現する手段として、局在表面プラズモン共鳴（プラ

ズモン）が期待を集めている。プラズモンは特定の波長域の光によって金属ナノ構造

表面の自由電子が共鳴的に集団振動する現象で、金属表面近傍のナノ領域に局在した

非常に強い電場を発生する。プラズモンの特異な性質を利用した太陽光エネルギー変

換技術の開発が近年盛んに行われており、中でもプラズモンが誘起する化学反応は

2010年頃から注目を集め、現在においても盛んに研究されている（図 1）1–3。 

これまで、アゾ化合物生成反応、酸素分子、水素分子

の解離反応などが報告されている一方で、反応機構、経

路に関する理解は推論の域を出ない。この原因として、

プラズモンは金属表面から遠ざかるにつれ急激に減衰す

ることから、プラズモンが局在するナノ領域での化学反

応を直接観測することが技術的に困難なことがある。こ

のため既往研究では分子集団を観測し、プラズモンの局

在性の情報が失われ平均化された応答に基づいた議論が

展開されてきた。狙った反応を高効率で起こす触媒を戦

略的に作製するためには、反応機構の体系化と系統的な

理解が必要である。 

我々はこれまでに、走査型トンネル顕微鏡（STM）に光

照射を組み合わせた光 STM（図 2）を用いて単一分子のプ

ラズモン誘起解離反応を実空間・実時間で観測すること

に初めて成功し、反応機構に関する知見を得てきた 4,5。 

【研究目的】 

近年、プラズモンによるアルコール類の酸化反応がマ

クロスコピックな実験手法で観測された。プラズモンに

よるメタノールの酸化反応はまだ報告がないが、他のア

ルコール類と同様に反応が期待される。本研究課題は、 

光触媒や燃料電池用電極触媒で重要な反応であるメタノ

ールの酸化反応をプラズモンによって誘起し、光 STM を用いた単一分子レベル観測に

基づき、反応の機構および素過程を解明し、プラズモンと分子の相互作用に関するよ

り深い知見を得ることを目標とした。 

【研究成果：結果・考察】 

実験は光 STM を用い、探針と金属基板の間に光照射することで励起されるプラズモ

ンによる反応を単一分子レベルで観測する（図 2）。それを可能にする観測条件として、

超高真空と約 5Kの極低温が必須となる。また、単一分子を研究するにあたり、分子の

吸着サイト、吸着状態を決定することが重要である。このため本研究では、まずメタ

 

図 1 プラズモンによる光エネル
ギー変換に基づき、高感度分析や
高効率光デバイスが可能になる。 

 
図2 光STMの探針と基板の間に
光照射することで励起される
プラズモンによる単一分子化
学反応の観察。 
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ノール分子が孤立して安定的に吸着する基板表面を探索した。そして安定的に吸着す

る系について、プラズモンによる反応挙動を調べた。 

プラズモンを効率よく励起する代表的な金属として、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)があ

る。中でも銀は可視域に吸収をもたないため、プラズモンの励起に最も有利である。

また、金、銅表面におけるメタノール分子の吸着挙動についての STM 研究が複数報告

されている一方で、銀表面における報告はないことから、本研究ではまず銀表面にお

けるメタノールの吸着挙動について調べた。 

銀基板表面を Ar イオンスパッタリングと加熱により清浄化した後、50K 以下の低温

に冷やした基板表面にメタノールを蒸着してサンプルを作製し、STMにより表面観察し

た。Ag(111)表面上では吸着分子がクラスターを形成してしまい、単一分子は観察でき

なかった。これはメタノール分子間で水素結合を形成したためと考えられる。Au(111)

および Cu(111)表面では、メタノール分子が六量体をはじめとするクラスターを形成す

ることが報告されており 6、Ag(111)表面でも同様の結果が得られたと考えられる。次 

に Ag(110)表面での吸着挙動について調べた結果、Ag(111)表

面と同様に二量体以上のクラスターが観察された。一方、

Ag(100)表面上ではクラスターに混在して単一メタノール分

子が観察された（図 3）。 

次に、Ag(100)上に吸着した単一メタノール分子において、

光 STMによりプラズモンによる化学反応挙動を調べた（図 1）。

メタノール分子の上に金探針を置き、光照射により励起され

たプラズモンによる反応を調べた結果、光照射前後での分子

の変化は観測されなかった。これは、以下の 2 つの原因が可

能性として考えられる。1 つ目は、金探針で励起されるプラ

ズモンのエネルギーが反応を誘起するのに十分でない可能性 

がある。金のナノ構造に光照射することで生成するプラズモンは、2.5 eV 以上で金の

バンド間遷移が励起されるために消衰する。このため、金探針では 2.5 eV以上のエネ

ルギーを持つプラズモンを励起することはできない。2 つ目は、Ag(100)表面上のメタ

ノールは反応性が低い可能性がある。一般に分子が金属表面に吸着すると、分子軌道

と金属表面の軌道混成が起こり、気相の分子とは異なる複雑な電子状態をもつように

なる。一方で、金属との相互作用が大きすぎると、励起子の寿命が短くなり分子が励

起状態にあってもすぐに緩和して反応に至らないことがある。このことから、メタノ

ール分子と金属表面との相互作用を積極的に制御することも重要であると考えられた。 

 分子と金属の相互作用を制御することで、分子の反応性を制御できる可能性がある。実

際に、水分子と Ag(110)表面の間に酸化マグネシウムの超薄膜を導入することで、分子の

電子状態を制御した結果、水の分解が達成されている 7。そこで、Ag(110)表面上に酸化マ

グネシウム超薄膜を形成し、メタノールの吸着状態を調べた。酸化マグネシウムの作製条

件を最適化した結果、2ML の厚みの薄膜を形成できた(図 4a)。その上にメタノール分子を

蒸着し STM観察したところ、分子の吸着構造

が一定でなく、低バイアスのスキャンによっ

ても分子が動いてしまった(図 4b)。これは、

酸化マグネシウム超薄膜によって分子と金

属との相互作用が著しく弱まった結果、分子

が安定して吸着することが困難になったた

めと考えられる。酸化マグネシウム表面上で

は、分子が不安定であったことから、プラズ

モンによる反応は検討できなかった。 

 

 
図 3 Ag(100)表面上に吸
着した孤立メタノール
分子の STM像。 

 
図 3 (a) Ag(100)表面上に形成した酸化マグネ
シウム超薄膜および(b)酸化マグネシウム表面
上のメタノール分子の STM像。 
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【まとめと今後の展望・研究方針】  

 本研究では、プラズモンによるメタノール分子の反応を単一分子レベルで観測・解

析するため、メタノール分子が孤立して安定的に吸着する表面を探索した。当初予測

していたよりも、分子が孤立して安定的に吸着する表面が無く、反応系を探索する初

期の段階で苦労した。さらに、単一分子が観察された表面において、プラズモンによ

る反応挙動を調べたが、分子の変化は観察されなかった。これは、本研究で用いたプ

ラズモンのエネルギーが十分でない、または吸着分子の反応性が低い可能性が考えら

れた。 

本研究期間にはプラズモンによるメタノールの反応を達成することはできなかった

が、今後の研究方針として、金、銀、銅以外の金属表面についても検討対象を拡大し、

さらにより高エネルギーのプラズモンを生成する銀探針を用いて反応挙動を調べてい

く予定である。今後の研究でプラズモンによるメタノールの反応機構が解明されれば、

高効率な太陽光エネルギー変換が可能なプラズモニック触媒を設計する戦略・指針の

獲得が期待される。 
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腸骨連関を制御する新しいメカノセンシング機構の解明と応用 
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【研究の背景】 
 
大道芸人が目隠しをしながら綱渡りをする様子を目の当たりにすると、時として迷走

神経反射による著しい血圧の低下が生じる。ところで、訓練を積んだ大道芸人がブラ

インドの状態でも綱から落下せず、肝を冷やした観客がショックで死亡することがな

いのはなぜだろう？ 現代医学は、必要な情報の多くを分子遺伝学に立脚した要素還

元法のプロセスに従って入手している。複雑な生理現象の細部の中に分け入り、メカ

ニズムの最小パーツを遺伝学的に同定し、これが生理現象の理解のために供出される。

この定法に従えば、目隠しをしながら綱渡りができることや迷走神経反射が生じても

我々が死なないことの原因は、綱から足の裏に加わる力の情報、ならびに血管に加わ

る血圧の情報を感知する受容体が存在している可能性に想いを馳せなければならない。

臓器や組織が圧力を感知して応答するためには、細胞に加わる機械刺激を生物学的シ

グナルに変換するための受容体が必要と考えられるが、そうした受容体は永らく不明

であった。ところが 2010 年に Patapoutian らのグループがマウスとショウジョウバエ

を用いた遺伝学的研究により、Piezo ファミリーと呼ばれるカチオンチャネルが膜の張

力変化に応じて Ca を透過させることで当該機構を担っていることを証明し、ここに

人類史上はじめて、圧受容器の分子実態の全貌が明らかにされた。Piezo ファミリーに

は Piezo1 とPiezo2 の 2 種類が存在し、前者は血流センサーとして血管内皮細胞の適切

な配向や血圧の感知に関わること、後者は痛覚神経における圧・機械刺激感知を担う

センサーであることが報告されている。マウスを用いた研究からは、Piezo2 が痛覚神

経に発現することで、穏やかな皮膚の変形や肺の膨張を感知していることが示された。

一方のPeizo1は痛覚神経には発現しておらず、血管内皮や赤血球、免疫細胞に発現し、

細胞内外の圧変化に応じて活性化することが報告されている。Piezo1 を欠損すると血

管内皮やリンパ管の発生が異常となるほか、Piezo1 の機能亢進型変異をもったヒトで

はCa 活性化K チャネルの開口を介した水とK の過剰排出を機序とする赤血球の体積

減少が生じ、溶血をおこしやすくなる（遺伝性乾燥赤血球症）。最近では、Piezo1 がマ

クロファージにおける機械刺激誘発性のケモカイン発現に必須であることが証明され、

Piezo チャネルが免疫細胞の遊走においても重要な役割をはたしていることが解明さ

れつつある。このように、Piezo ファミリーの発見は、我々の機械刺激に対する痛みの

理解を深化させつつあるが、このイオンチャネルが炎症や蠕動運動、骨代謝などとい

った全身の生理機能において如何なる役割を果たしているのかは不明である。我々は、

Piezo1 が腸管上皮と骨代謝細胞(破骨細胞、骨芽細胞)で発現していることを見出した。

これらの組織では Piezo2 の発現は低く抑えられていたことから、我々は腸管と骨代謝

系においてPiezo1 が何らかの役割を果たしているのではないかとする仮説のもと、腸

管上皮特異的 Piezo1 欠損マウス(Villin-Cre Piezo1 flox/flox)、破骨細胞特異的 Piezo1 欠
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損マウス(LysM-Cre Piezo1 flox/flox)、骨芽細胞特異的 Piezo1 欠損マウス(Col1a1-Cre 
Piezo1 flox/flox)を作成し、表現型解析を行った。 
 
 
【研究成果：結果・考察】 
 
破骨細胞特異的 Piezo1 欠損マウスならびに骨芽細胞特異的 Piezo1 欠損マウスの骨量

は正常である一方、腸管上皮特異的 Piezo1 欠損マウスの骨量は顕著に上昇しているこ

とが明らかとなった。骨形態計測を実施したところ、腸管上皮特異的 Piezo1 欠損マウ

スの骨では骨芽細胞による骨形成が亢進しており、これが骨量増加の原因と考えられ

た。近赤外蛍光プローブを経口投与して in vivo における腸管の蠕動運動を Shimazu 
SAI-1000 イメージングシステムで観察したところ、腸管上皮特異的Piezo1 欠損マウス

の腸管蠕動は野生型と比較して顕著に低下していることが判明した。また、腸管上皮

特異的 Piezo1 欠損マウスに、野生型マウスが 1 週間で全滅する濃度の DSS を投与し

て腸炎を惹起したところ、全数が生存した。大腸の組織学的解析を実施したところ、

腸管上皮特異的 Piezo1 欠損マウスでは DSS による大腸炎が殆ど生じていなかった。

以上より、腸管上皮のPiezo1 は骨形成を負に制御すると同時に腸蠕動と腸炎を正に制

御する因子であることが明らかとなった。それでは、腸管上皮の Piezo1 はどのような

メカニズムで広範な生理機能を発揮しているのであろうか？腸管上皮のトランスクリ

プトーム解析を実施したところ、Piezo1 を欠損する腸管上皮では、腸管の蠕動と腸炎

を正に、骨形成を負に制御するセロトニンの発現が顕著に抑制されていた。そこで、

腸管上皮特異的 Piezo1 欠損マウスにセロトニンを投与したところ、骨量・腸蠕動・DSS
腸炎は野生型と同程度に回復した。以上より、Piezo1 シグナルは腸管上皮からセロト

ニンを誘導するための枢軸機構となっていることが判明した。Piezo1 は機械刺激に応

じて活性化することが知られていたため、我々はPiezo1を欠損する腸管上皮にSTREX 
cell stretching system を用いて周期的な伸展刺激を加え、培養上清中に放出されるセロ

トニン量を定量した。その結果、予想に反して Piezo1 を欠損する腸管上皮は野生型の

腸管上皮と同じく伸展刺激に応じてセロトニンを産生することが判明した。このこと

は、腸管上皮の Piezo1 は腸管上皮に加わる機械刺激に応答して活性化しているわけで

はないことを意味する。それでは、腸管上皮の Piezo1 は機械刺激以外の如何なる刺激

によって活性化されているのだろうか？抗生物質カクテルをマウスに投与することで

腸内細菌を激減させたところ、野生型マウスでは腸管上皮のセロトニン産生が抑制さ

れて骨量の上昇がみられた一方、腸管上皮特異的 Piezo1 欠損マウスでは当該現象が観

察されなかった。この結果は、糞便に含まれる腸内細菌由来の分子が Piezo1 のリガン

ドとなっている可能性を示唆する。実際、糞便溶解液を Piezo1 を発現させたHEK293T
細胞にふりかけたところ、強いCa 応答が観察されたことから、糞便中の何らかの成分

が Piezo1 のリガンドとなっていることは明らかであった。そこで、糞便溶解上清をタ

ンパク質分画・DNA 分画・RNA 分画にわけて Ca イメージングを実施したところ、

RNA 分画でのみ Ca 応答が観察され、糞便溶解上清を RNaseA で処理すると Ca 応答

が消失した。また、人工的に合成した RNA を Piezo1 を発現させた細胞にふりかける

とCa 応答ならびに Piezo1 電流が観察されたことから、腸内細菌由来のRNA は Piezo1
のリガンドとなっていることが判明した。それでは、RNA はどのようなシグナル伝達

経路を用いることで腸管上皮にセロトニンを誘導するのだろうか？一般に RNA は

MyD88 経路を用いることでマクロファージに炎症性サイトカインを誘導する。しかし、
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MyD88 を欠損する腸管上皮にRNA をふりかけてもセロトニンの産生は野生型と同程

度生じたことから、RNA はこれまで知られていないシグナル伝達経路を用いてセロト

ニンを誘導していると考えられた。細胞内 Ca 濃度が上昇するとカルパインや Akt の
シグナルが活性化することが知られているため、カルパイン阻害剤（PD150606）ある

いはAkt 阻害剤（AZD5363）で腸管上皮を処理する実験をおこなったところ、RNA に

対するセロトニンの誘導は顕著に抑制された。以上より、RNA はTLR 経路ではなく、

カルパイン-Akt 経路を用いてセロトニンを誘導していることが明らかとなった。最期

に、腸管内に存在するRNA の生理学的意義を明らかにする目的で、野生型マウスに 1
カ月にわたって RNaseA を注腸することで腸管内の RNA を分解する実験をおこなっ

た。その結果、RNaseA を注腸されたマウスでは血中セロトニン濃度の低下をともなっ

た骨量の上昇と腸蠕動の低下が認められた。以上より、腸内細菌由来の RNA はあた

らしい発痛物質であると同時に、Piezo1 を介してセロトニンを誘導する分子であるこ

とが明らかとなった（Sugisawa et al, under revision 丸山が last author 兼 corresponding 
author）。 
 
 
【今後の展望】 
 
我々は、腸管上皮に発現する Piezo1 と呼ばれるメカノストレスセンサーが腸管内の

RNA を認識し、骨形成を抑制するセロトニンを腸から放出させるトリガーとなってい

ることを見出した。マウスの糞便 1g を水に溶かして細菌や細胞をフィルトレーション

した溶液には数百 μg オーダーのRNA が含まれており、腸管内は我々の想像をはるか

に超えた量の RNA で満たされているようである。今後は、未踏の暗黒大陸となって

いる糞便溶解上清に含まれる RNA のシーケンスを実施し、どのような種類の細菌由

来のRNA が多く含まれているのかを明らかにする。もし、特定の細菌由来のRNA が

糞便溶解上清に大量に含まれていることが判明すれば、骨形成抑制細菌による骨量制

御というまったく新しい骨代謝調節機構を提唱することが可能である。骨形成抑制細

菌が同定できた場合には、当該細菌を選択的に殺傷する能力のあるファージをファー

ジライブラリーを用いてスクリーニングし、ヒットしたファージを経口投与すること

で腸内環境からの骨形成抑制菌の除去に挑戦し、結果として骨量が増加するのかどう

かを検証する。 
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組織修復・再生を担う Hippo シグナルの全貌解明 

○ 諸石 寿朗 

熊本大学 大学院生命科学研究部 シグナル・代謝医学講座 

moroishi@kumamoto-u.ac.jp 

 

【研究の背景】 

皮膚や腸管など生体が外界や自らのもつ内腔に接する部位においては、様々な外的

要因によって組織損傷が起こりやすく、効率的かつ安全な組織修復の完遂が必要と

なる。Hippo シグナルはもともとショウジョウバエの遺伝学的スクリーニング法に

よって明らかにされた細胞内のリン酸化シグナル伝達経路であり、このような組織

の損傷・修復応答に重要な役割を担う経路として注目を集めている（図 1）。また、

その他にも Hippo 経路は臓器の発生や大きさの制御、組織再生、がんの生物学など

様々な生物学において重要な役割を担うことが明らかにされており、近年世界中で

盛んに研究が行われている。しかし、Hippo 経路の研究の歴史はまだ浅いために、

その経路の全体像や上流の制御機構、および Hippo 経路が制御する生理機能や病態

への関与は未だ謎の部分が多い。本研究では、組織損傷を感知して Hippo 経路の活

性を制御する分子ネットワークの解明を目指し、Hippo 経路の制御機構や分子機能

に関する研究を行った。 

 
図 1 Hippoシグナルの概要｜Hippo経路は LATSキナーゼを中心とした細胞内リン酸化

シグナル伝達経路であり、個体発生や組織再生、がん化に重要な役割を担う。様々な

生理的シグナルが Hippo 経路に影響を与えることが知られているが、この経路の詳細

な制御機構や分子機能は未だ十分に明らかになっていない。 

 

【研究方法】 

(1) 組織損傷に伴って Hippo 経路の活性を変化させる生理活性物質を同定する目的
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で、組織損傷時に発現が変化することが知られている分子を文献的に検索し、それ

ぞれの分子が Hippo 経路に与える影響を調べた。評価方法としては、Hippo 経路の

下流分子で Hippo 経路の活性化状態によりそのリン酸化レベルが変動する分子 YAP

のリン酸化状態を、phos-tag 電気泳動法（リン酸化タンパク質が phos-tag 試薬と

結合することで、その泳動度が遅くなることを利用したリン酸化評価方法）で調べ

ることにより検証した。 

(2) Hippo経路を制御する新たな分子機構を解明する目的で、 

(2-1) Hippo経路の構成因子を CRISPRによる遺伝学的スクリーニング法で網羅的

に抽出するためのレポーター細胞の作出に取り組んだ。Hippo 経路の下流でその

存在量が経路の活性化状態によって変化する TAZ に注目し、TAZ と蛍光タンパク

質（GFPや tdTomato）の融合タンパク質を作出した。この融合タンパク質が Hippo

経路の活性化によって蛍光強度を変化させるか検証した。 

(2-2) Hippo 経路はリン酸化シグナル伝達経路であり、この経路の分子機能の解

明には Hippo 経路の変化に伴う細胞内のリン酸化状態の把握が重要であると考え

た。この目的のため、Hippo 経路の中心キナーゼである LATS1 および LATS2 を欠

損した細胞を CRISPR法により作出し、LATS1/2欠損細胞と野生型の細胞における

全タンパク質のリン酸化状態の変化を、SILAC リン酸化プロテオミクス法で網羅

的に比較解析した。 

 

【研究成果：結果・考察】 

(1) Hippo経路の活性を変化させる新規の生理活性物質の同定 

30以上の候補分子を検証したところ、GPCRリガンドなど Hippo経路に影響を与える

ことが知られている既知の生理活性物質に加え、semaphorin 等のこれまでに Hippo

経路に与える役割があまり明らかになっていない分子も Hippo 経路の制御分子とし

て同定された（図 2A）。これらの分子はアクチンなどの細胞内骨格に影響を与える

ものが多く含まれていたが、現在個々の分子が Hippo 経路を制御する仕組みを個別

に解析している。 

 

(2-1) Hippo 経路の活性を反映するレポーター細胞の作出 

TAZと蛍光タンパク質 tdTomatoの融合タンパク質を発現するプラスミドベクターを

作出し、細胞にトランスフェクションしたのちに、血清の有無により Hippo 経路の

活性を変化させ、蛍光顕微鏡によりこの融合タンパク質の蛍光強度の変化を観察し

た。通常 TAZ は Hippo 経路が活性化すると分解されるが、この融合タンパク質は分

解されず、蛍光強度も減弱しなかった（図 2B）。また、通常 TAZは Hippo経路の活

性化状態に応じ、その局在を細胞質<-->核と変化させるが、この融合タンパク質で

はそのような局在変化も観察できなかった。これらの結果から、この融合タンパク

質では Hippo 経路による TAZ 制御機構が保たれておらず、そのため Hippo 経路の活

性を反映するレポーターとはならないと結論づけた。そこで方略を変更し、現在は

FRETの原理を利用して LATS1/2キナーゼによるリン酸化によって蛍光強度が変化す

るようなコンストラクトの作出に取り組んでいる。 

 

(2-2) リン酸化プロテオミクス解析による Hippo 経路の分子機能の探索 

リン酸化プロテオミクス解析の結果、数万個のペプチドが同定され、そのうち LATS
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キナーゼによって直接リン酸化されている可能性のある分子をリン酸化コンセンサ

ス配列をもとに絞り込み、既知のリン酸化部位を含む数十個の基質を同定した（図

2C）。これらの分子をジーンオントロジー解析に用いたところ、LATSキナーゼの基

質の多くは細胞内小胞輸送に関わることが分かった。そこで、これらのうち特定の

タンパク質に焦点を絞りリン酸化変異体等を用いた機能解析実験を進めたところ、

LATS キナーゼによるリン酸化によって分子の細胞内局在や機能が変化することが

明らかとなった。現在、これらの成果をまとめ論文投稿の準備を進めている。 

 

 
図 2 実験結果｜ 

(A) Phos-tag電気泳動法によるスクリーニングの例。リン酸化された YAPの電気泳動

度が遅くなることを利用し、各生理活性物質を細胞に作用させたときの Hippo 経路の

活性の変化を調べた。図の 1,7 の生理活性物質は Hippo 経路を活性化し、8 の生理活

性物質は Hippo経路を不活性化することを示唆している。 

(B) Hippo経路の活性化状態を把握できるレポーター細胞の作出。Hippo経路の構成因

子 TAZ と蛍光タンパク質 TAZ の融合タンパク質を作製し、蛍光顕微鏡でその蛍光強度

を観察した。 

(C) Hippo 経路の中心キナーゼ LATS1/2 を欠損した細胞と野生型の細胞のリン酸化プ

ロテオミクス解析を行い、リン酸化の程度に差があり、かつ LATSキナーゼのリン酸化

コンセンサス配列をもつタンパク質を絞り込んだ。その結果、既知の基質である YAP、

TAZ、AMOTL2 に加えて、多くの新規基質候補が同定できた。これらは細胞内小胞輸送

に関わるものが多く含まれていた。 

 

【今後の展望】 

これらの結果から、Hippo経路は想像以上に多くの分子によって複雑な制御を受け、

またその分化機能に関しても、これまでに知られていた転写制御にとどまらず、細

胞内小胞輸送など多岐に渡ることが明らかになった。今後、組織修復や再生といっ

た生理的条件下においてこれらの制御機構や分子機能が果たす役割を検証していき
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たい。 

 

【謝辞】 

本研究を遂行するにあたり、多大なご支援を賜りました花王 芸術・科学財団ならび

に関係の諸先生方に心より深く感謝申し上げます。 

33



腸管上皮における化学感覚シグナルを介した宿主生理機能調節 

○ 堀 亜紀 

金沢大学医薬保健研究域薬学系 

horiaki1102@gmail.com 

 

【研究の背景】 

 哺乳類では 1000種類以上といわれる腸内細菌は、宿主の機能に様々な影響を与え

る。しかし、どのようなメカニズムで宿主と相互作用するのか、まだあまりよくわ

かっていない。哺乳類における宿主と腸内細菌の相互作用は複雑性が高く、解析が

容易でない。そこで私たちは、腸内細菌叢がシンプルなショウジョウバエを用いる

ことで、多細胞全般に共通する宿主−腸内細菌の基本的な相互作用原理を見出そうと

考えて研究を行っている。 

 ショウジョウバエの腸内細菌はおよそ 20種類程度と多様性は低いものの、宿主の

栄養や成長に影響を与えることがこれまでに報告されており（Front. Physiol. 4, 

375）、エネルギー代謝に与える影響は進化的に保存されていると推定される。しか

し、これまで当該分野の研究で用いられていた「無菌ショウジョウバエ」は、抗生

物質を用いた方法が主流であり、無菌ハエの長期間維持やノトバイオートハエの作

成は困難であった。 

 そこで私たちは、さまざまな工夫により、真に無菌のショウジョウバエを維持す

る方法を世界に先駆けて確立した（未発表）。その結果、宿主の成長に与える影響

はこれまでの研究よりもさらに大きいことがわかった。すなわち、標準的に用いら

れるハエのエサでは、幼虫の成長が 1 齢で完全にストップすることを見出した。こ

の現象のメカニズムを調べるため、また、通常飼育ハエと無菌ハエの違いをさらに

網羅的に検討するため、幼虫の腸管と脂肪組織を用いて RNA-sequence解析を行った。

その結果、代謝関係の酵素、代謝制御に関わるペプチドホルモン類、さまざまな GPCR

（Gタンパク質共役受容体）などに発現の差が認められた。 

 興味深いことに、それら GPCR の中に味覚･嗅覚受容体などの化学感覚受容体が含

まれていた。味覚･嗅覚受容体は、感覚器のみならず腸管に発現していることが知ら

れているが、その機能は不明である。GPCRは環境中のさまざまな分子を認識するこ

とが知られており、味覚･嗅覚受容体は多様な低分子化合物を見分けることができる。

ここから私は、「化学感覚受容体（もしくは GPCR）が腸内細菌の代謝産物を認識し

て、宿主の生理機能を調節しているのではないか？」と予想した。そこで、無菌ハ

エで発現レベルに差が認められた代謝制御に関わる消化管ペプチドホルモンについ

て、発現調節に関わる腸内細菌種を明らかにしたいと考えた。また、そのペプチド

ホルモン発現を調節する GPCR があると想定してそれを同定し、そのような GPCR が

同定できたら、腸内細菌由来の分子がその GPCRを活性化しうるか検証しようと考え

た。 

 そのための第一歩として、次の二点を目標に本研究を進めた。まず第 1 に、無菌

ハエで見られる表現型をさらに探索することで、腸内細菌が調節する宿主生理機能

を多数見出し、「化学感覚受容体による細菌代謝産物認識」仮説を立証する手がか

りを増やそうと考えた。第 2に、GPCRの活性化をショウジョウバエで検出可能な実

験系の構築を本研究では試みた。特に、ヒトの GPCRの検出を簡便なショウジョウバ

エを使って可能にするための基盤作りを行うことで、腸内細菌代謝産物の認識を検

討する上でのツールを構築した。 
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【研究成果：結果・考察】 

 

無菌ショウジョウバエの表現型解析 

 私たちはこれまでに、世界に先駆けて確立した「真に無菌のハエ」の解析により、

標準的に用いられるハエのエサでは幼虫の成長が一齢で完全にストップすることを

見出していた。そこで本研究では、ハエ成虫に特徴的な表現型が見られるか解析を

行った。その結果、無菌ハエの寿命が 2, 3週間程度と著しく短縮していることを見

出した（Fig. 1A）。すなわち、通常飼育のハエは 1-2ヶ月程度の寿命であるのに対

し、無菌ハエは 3 週間程度でほぼすべてのハエが死ぬという、非常に大きな差を見

出した（未発表）。この寿命短縮は、オスとメス、いずれでも観察された。 

 寿命短縮の原因を探るため、ハエの老化や寿命に与える影響が大きいとされる消

化管の構造や細胞数について解析を行った。無菌ハエにおいて、消化管の巨視的な

構造は通常飼育ハエと大きな差は認められなかった。一方で、消化管のターンオー

バーに重要な役割を果たしている消化管幹細胞の分裂頻度をリン酸化ヒストン H3

（PH3）抗体染色により評価したところ、無菌ハエで著しいシグナルの増加を認めた

（Fig. 1B）。老化したハエでは消化管幹細胞の分裂亢進が見られるとの報告があり

（Jasper, Annu Rev Physiol 82:203-226 (2020)）、これが若い無菌ハエに観察さ

れたことから、無菌ハエでは老化が

早まっていることが示唆された（未

発表）。今後は、消化管幹細胞の分

裂亢進の原因と、この現象が無菌ハ

エの寿命短縮に寄与しているか解

析を進める。また、各種ノトバイオ

ートハエで本表現型がレスキュー

されるか解析し、寿命に影響を与え

る腸内細菌種の同定とそのメカニ

ズム解析を「化学感覚受容体による

細菌代謝産物認識」の視点を基盤に

進める予定である。 

 

 

GPCR活性化を in vivoで評価するショウジョウバエの樹立 

 本項目では、外来発現させた GPCRの活性化程度をショウジョウバエ個体内で検出

して評価可能な新規実験系を確立することを目的して研究を進めた。 

 ショウジョウバエ個体内での

GPCR 活性化を TANGO 法を改変す

ることによって試みた。TANGO法

とは、アレスチンが GPCR に結合

したときのみ標的細胞で蛍光タ

ンパク質が発現するような人工

シグナル伝達系である（Fig. 2）。

この人工シグナル伝達系は 2 種

類の人工タンパク質よりなる。ひ

とつは GPCR を TEV プロテアーゼ

の切断配列を介し転写因子と結

合させた融合タンパク質、もうひ
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とつはアレスチンと TEVプロテアーゼとの融合タンパク質である。リガンドが GPCR

と転写因子との融合タンパク質に結合すると、アレスチン-TEV プロテアーゼ融合タ

ンパク質が GPCRの側に結合し転写因子とのあいだにある TEVプロテアーゼ切断配列

を切断する。すると、転写因子が遊離して核移行し、GFP など蛍光タンパク質をコ

ードするレポーター遺伝子を発現させる。この人工シグナル伝達系を用いることで、

リガンドと GPCRの結合程度を評価することが可能となる。 

 私たちは、この TANGO 法を改変し、GPCR やアレスチンを外来発現させることで、

経口投与した化合物や腸内細菌抽出液が消化管内で GPCRと結合し、その結合程度を

評価することができると想定してレポーターハエの作出を行った。本研究では、

proof-of-principleとして、ヒト GPCRである Dopamine receptor D4 (DRD4) と Free 

fatty acid receptor 2 (FFR2) の二種類を用いてトランスジェニックショウジョウ

バエの作出を行った。いずれの GPCR もリガンドが既知であり、DRD4 はリガンドと

の親和性が極めて高く、FFR2 は比較的弱い親和性を持つ。この 2 種類の GPCR を有

するトランスジェニックショウジョウバエを使って、リガンドと GPCRの相互作用を

検出する本手法の感度を評価できると考えたためである。GPCR-TEVp cleavage 

site-LexA、 

β-Arrestin-TEV protease、lexAop-nanoLuc、の 3 つのコンポーネントに分けたト

ランスジェニックショウジョウバエ用ベクターを構築し、胚へのインジェクション

によりトランスジェニックショウジョウバエの作出を行い、これに成功した。 

 今後は、上記 3 つのコンポーネントをすべて有するレポーターショウジョウバエ

を遺伝学的掛け合わせにより作出し、GPCRの活性化程度を消化管で検出可能か検討

する予定である。 

 

 

【今後の展望】 

 本研究により、私たちが確立した真に無菌のショウジョウバエについて、寿命短

縮という新たな表現型を見出し、消化管幹細胞の分裂程度亢進という老化の指標と

される無菌ハエで明らかにした。また、GPCRの活性化を検出しうるトランスジェニ

ックショウジョウバエの作出も完了した。後者については、今後実際に GPCRのアゴ

ニストによる刺激を in vivoでモニターできるか確認する必要がある。 

 

 肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病は公衆衛生上の世界的な主要課題であ

り、関与する因子として腸内細菌が果たす役割について関心が高まってきている。

例えば、「メタボマウス」の腸内細菌叢を無菌マウスに定着させるとメタボリック

シンドロームが誘導される（Science, 328, 228）ことが示されている。しかし、宿

主の消化･代謝や摂食行動に関わる腸内細菌種はほとんどわかっておらず、宿主との

相互作用メカニズムは不明である。消化管内分泌細胞は、消化管上皮層のわずか数%

を占めるマイナーな細胞であり、食餌性脂質や糖質を GPCR により感知することで

様々なペプチドホルモンを分泌することが知られている。興味深いことに、消化管

ホルモンと腸内細菌の持つ機能には興味深いオーバーラップが認められる。すなわ

ち、腸内細菌叢も消化管ペプチドホルモンも、消化や食欲や代謝といった宿主の機

能を調節する。これは、腸内細菌が宿主に与える影響の一部は消化管内分泌細胞を

介していることを示唆するが、それを示唆･証明する研究はまだない。 

 ショウジョウバエの腸内細菌も宿主の栄養･成長･代謝に関与していることが複数

報告されており、ショウジョウバエから単離･同定された宿主の成長に影響を与える

腸内細菌が、マウスでも類似の機能を示すことが最近報告された（Science, 351, 
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854）。そして、消化管内分泌細胞の機能は、ショウジョウバエから哺乳類に至るま

で、進化的に高度に保存されている（J Clin Endocrinol Metab, 101, 778）。実際、

ショウジョウバエの消化管内分泌細胞は哺乳類と同様に、ペプチドホルモンを分泌

することにより、摂食行動、腸管構造の維持、遠隔器官の代謝酵素発現に影響を与

えることがよく知られている。さらに、マウス消化管ホルモンのニューロテンシン

がショウジョウバエでも同じ働きを示すことが最近報告された（Nature, 533, 411）。

加えて、ショウジョウバエでも、消化管ペプチドホルモンの発現は GPCRによって調

節される。 

 以上から、消化管内分泌細胞に発現する GPCRが腸内細菌によって産生されるさま

ざまな代謝産物を認識し、その結果消化管ペプチドホルモン分泌が制御されて宿主

の代謝･摂食行動が変化することが推測される。今後は、本研究により明らかにされ

た無菌ハエの表現型（加えてこれまでに明らかにした表現型）に関わる腸内細菌種

を明らかにする。また、その表現型発現に関わる GPCRや科学館核受容体があると想

定してそれを同定する研究を進め、腸内細菌由来の分子がその GPCRを活性化しうる

か検証する。そして、腸内細菌が宿主の代謝生理に与えるメカニズムの一端を明ら

かにすることを目標に引き続き本研究を進める予定である。 
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組織透明化を用いたがん微小環境相互作用の解明	
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	 発表者所属：東京大学医学系研究科	
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【研究の背景】						

	 古代からがんは人々を苦しめてきた。紀元前から 19 世紀に至るまで治療法は外科治療のみ

であり、20世紀になり外科治療以外の治療法として化学療法、放射線療法が用いられるように

なったが、未だに全身に生じるがん転移巣に対する有効な治療法は開発できずにいる。がんは

局所に生じた後に全身に広がる全身性疾患である。がん細胞は周囲の環境と相互作用し生存を

図り、全身循環を経て増殖可能な環境に到達することによってがん転移を引き起こす。新しい

がんの治療法開発を目標に、抗がん剤抵抗性がん細胞を始めとした多様ながん細胞、そして血

管・リンパ管、間質細胞などがん細胞を取り巻く様々な微小環境の研究が行われている。しか

しながら全身にごく少数のみ存在している抗がん剤抵抗性がん細胞、また腫瘍におけるがん細

胞の不均一性そしてがん微小環境の不均一性を臓器レベルで包括的に観察することは未だに

困難である。これら腫瘍内不均一性はがんに対する根治療法の開発を妨げ続けている最大の障

壁の一つであり、がん再発やがん転移などを標的とした治療法の開発を行うためにはこれら全

身がん病態の理解が急務である。	

	 発表者らは、哺乳類動物における個体、臓器の階層において張り巡らされた複雑な細胞ネッ

トワークを解き明かすためにシート照明蛍光顕微鏡および組織透明化に注目した。シート照明

蛍光顕微鏡は光学セクショニングによる高速撮像が可能な顕微鏡であるが、観察対象である個

体・臓器をシート状のレーザーが通過するために十分な光透過性が必要である。組織透明化の

研究は約 100年の歴史があり、組織の透明化にあたり光の散乱と吸収が課題であると考えられ

ていた。光の散乱に関しては、光散乱物質である脂質の除去、高屈折率溶剤による屈折率均一

化など様々な透明化手法が脳を観察したいと思う神経科学者を中心に開発されていた。一方で、

光の吸収に関しては主な原因であるヘモグロビン等の色素を脱色するために、過酸化水素水な

どが用いられてきたが、色素だけでなく蛍光タンパク質を褪色させるという問題点を抱えてい

た。発表者らはヘムをはじめとした生体色素の溶出作用を持つ透明化試薬を用いることで光の

散乱・吸収の問題を同時に解決し、世界に先駆けて成獣マウス全身の高度な透明化、シート照

明蛍光顕微鏡を用いた幼生マウスの全身一細胞解像度イメージングを達成した(図1a)。この透

明化手法はレポーターマウス、核染色または免疫染色を行った個体、臓器に用いることが可能

であり(図1b)、画像解析することによって心臓冠動脈、肺気管支といった解剖学的な部位の抽

出が可能となった(図1c)。このことは従来解剖学で扱われてきた臓器に対して、組織学で達成

されてきた一細胞レベルの観察が可能になったことを意味する。	
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	 しかしながら 2014 年に開発した透明化手法では成獣マウス全身の様々な臓器に生じるがん

微小転移を捉え切ることは依然として困難であった。そこで光の散乱を抑制するという観点か

ら透明化手法をさらに最適化し、成獣マウスの全身・全臓器を高度に透明化する手法を開発し

た(図2a)。この透明化手法を様々なマウスがん転移モデルへと応用した。その結果、肺や脳な

ど様々な臓器への転移を個体・臓器レベルで三次元観察することが可能となり、がん細胞や臓

器ごとの転移パターンの比較、抗がん剤治療群のマウスに極少数存在するがん細胞の検出およ

び定量化、全身において疎に存在するがん微小転移巣を一細胞解像度で観察することが可能と

なった(図2b)。この技術は今まで捉えきることができなかったがん転移を臓器・個体レベルで

正確に捉える、個体・臓器レベルでの網羅的一細胞解析を実現した。 

	 イメージング技術の急速な発展により取得するデータは増加の一途を辿っている。2010年代

に深層学習を用いた画像認識手法の優位性が認識されて以降、深層学習などを用いた画像解析

手法は数多く提案されている。これらの画像解析手法は組織透明化手法で取得されるギガバイ

トスケール、テラバイトスケールの大量画像データに対しても応用され始めており、発表者ら

も個体レベルでの細胞間相互作用を定量するために画像解析の手法開発に取り組んだ。	

	

【研究成果：結果・考察】	

	 本研究では、発表者らが進めてきた個体レベルでの網羅的一細胞解析をさらに推し進め、組

織透明化を用いたイメージング技術と機械学習など大容量画像の解析技術を融合することに

よりがん微小環境を構成する細胞間の相互作用解明に取り組んだ。特に以下の2つのサブテー

マに基づき、研究を進めた。サブテーマ①：透明化手法の検討・画像解析の融合による全身・

全臓器全細胞解析手法の確立に基づき、構築した三次元画像解析手法を担がんモデルマウスに

対して展開することでサブテーマ②：がん転移の三次元病理学解析に取り組んだ。	

サブテーマ①：透明化手法の検討・画像解析の融合による三次元画像解析手法の確立	

	 がんの三次元病理学解析を実現するためには多数の個体から取得された大容量の画像を解

析し比較する必要がある。発表者らは機械学習を用いて画像認識を行うオープンソースソフト、

ilastik を用いることで細胞抽出の自動化に成功した。また免疫抗体を用いた臓器レベルでの

三次元染色、in	vivo 細胞標識に関する条件検討を行うことによって、がん微小環境を構成す

る細胞である血管、リンパ管、免疫細胞または血小板とがん細胞間の細胞間相互作用を解析す

る手法を確立した(図 3)。	

サブテーマ②：がん転移の三次元病理学解析	

	 上皮間葉転換(EMT)はがんの進行において、がん細胞の最も重要な表現型の一つとして考え

られてきたが、長年の研究にも関わらず EMTががん転移において必須な現象かどうかに関して

は議論が分かれている。発表者らは EMT のがん転移における機能を明らかにするために、EMT

を誘導したがん細胞とがん微小環境を構成するその他の細胞との相互作用をサブテーマ①で

確立した三次元病理学手法を用いて解析した。がん微小環境における細胞間相互作用を解析し

た結果、EMT を誘導したがん細胞はがん転移巣形成を促進するがん微小環境を形成すること、

その際に重要な細胞種を同定した。本研究結果に関しては論文を投稿準備中である。	
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【今後の展望】	

生命の基本単位である細胞を包括的に観察することは、個体レベルの生�命現象の動作原理解明

を目指す「個体レベルのシステム生物学」の実現に有用であるだけでなく、既存手法で見落と

していた少数細胞による生命現象を発見するうえでも非常に重要である。木を見て森も見るこ

とを可能とする組織透明化技術を用いることで生命現象を引き起こす細胞ネットワークおよ

びハブとなる細胞の機能を理解していきたい。	
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哺乳類細胞の全能性と原始および栄養外胚葉分化機構 

 

○ 中島 友紀 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

nakajimay748@affrc.go.jp  

 

【研究の背景】 

 生殖は生物個体が自己と同じ種に属する個体をつくり出すという、全ての生物に見

られる本質的な生命現象である。多細胞生物の生殖では、新個体は全能性細胞から作

り出される。全能性 (totipotency) とは、「単独の細胞が自律的に発生を開始し個体

を作り出す能力」であり、哺乳類の全能性細胞は受精卵と桑実胚に至る前の胚を構成

する割球の一部である。全能性とよく混同される細胞の能力に多能性がある。多能性

は個体を構成する全ての細胞種に分化できるが、自律的な個体発生はできない（図 1）。 

図 1. 発生・分化における細胞の能力と全能性 

 

多能性の分子基盤は ES細胞や iPS細胞の樹立により飛躍的に進展したが、全能性の分

子基盤は多能性に比べほとんど明らかになっていない。哺乳類における全能性を理解

するためには、全能性を有する細胞を同定し、その細胞に共通する特徴を明らかにす

る必要がある。哺乳類において細胞が有する全能性を証明する方法は、単独の細胞も

しくはそれに由来する胚を雌個体に移植し個体発生能を示すのみである。そこで、申

請者らは哺乳類における全能性細胞を同定するため、まずマウスをモデル動物として

用いて、着床前初期胚である 2細胞から 16細胞期胚を構成する単独の割球がもつ個体

発生能について単独の割球から発生させた胚の移植実験により解析した結果、４細胞

期までの割球は全能性を有しうることを新たに明らかにした。さらに、非全能性細胞

である個体発生能を持たない割球から発生した胚では哺乳類発生過程において最初に

形成される内腔である胞胚腔の維持が破綻することが示唆された（図 2）。 

 本研究では、非全能性細胞である個体発生能を持たない割球から発生した胚では胞

胚腔の維持が破綻する原因を調べることで、胞胚腔の形成と維持に必要な内部細胞塊

を構成する原始外胚葉（epiblast）および原始内胚葉（primitive endoderm）と栄養

外胚葉の分化機構の解明を目指した。 
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図 2. 非全能性細胞における胞胚腔維持の破綻 

 

【研究成果：結果・考察】 

 マウス着床前初期胚（2〜16細胞期胚）を構成する単独の割球から発生した胚の着床

前後における細胞の分化状態について、分化マーカーを用いて受精卵（1細胞期胚）由

来のコントロール胚との比較解析を行った。分化マーカーに Oct3/4 および Cdx2 を用

いて内部細胞塊と栄養外胚葉の分化状態を調べた結果、体外培養後 4 日目に胞胚腔を

形成している胚においてコントロール胚では 98%の胚で細胞が正常に分化しているの

に対し、16 細胞期胚の単独の割球から発生した胚では 96%の胚が正常に分化していな

いことが示唆された（図 3）。さ

らに分化マーカーに Nanog およ

び Sox17 を用いて内部細胞塊内

の原始外胚葉（epiblast）およ

び 原 始 内 胚 葉 （ primitive 

endoderm）への分化状態を調べ

た結果、体外培養後 5 日目に胞

胚腔を形成している胚において

コントロール胚では 88%の胚で

細胞が正常に分化しているのに

対し、4細胞期胚の単独の割球か

ら発生した胚では 48%に減少し、

8 細胞期胚の単独の割球から発

生した胚では 94%の胚が正常に

分化していないことが示唆され

た（図 3）。また、4細胞期胚お

よび 8 細胞期胚の単独の割球由

来胚は内部細胞塊を構成する細

胞の平均数が 5 前後となり、1

細胞期胚由来（約 20）や 2細胞 

 
図 3. 単独の割球由来胚の細胞分化状態 
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期胚由来（約 15）と比べて顕著に減少していた。内部細胞塊における原始外胚葉

（epiblast）および原始内胚葉（primitive endoderm）の分化には細胞間相互作用が

必要であることが示唆されていることから、非全能性細胞由来胚では内部細胞塊にお

ける細胞間相互作用に十分な細胞数が足りないために正常に分化できない可能性が示 

図 4. 単独の割球由来胚内部細胞塊の細胞数と細胞間相互作用による内部細胞塊の細胞分化 

 

唆された（図 4）。この可能性を検

証するために、4 細胞期胚の単独の

割球由来胚の内部細胞塊の細胞を

別の4細胞期胚の単独の割球由来胚

の内部細胞塊へインジェクション

することでその細胞数を増加させ

ると、内部細胞塊の分化状態が改善

した（図 5）。 

 本研究により、非全能性細胞由来

胚における胞胚腔の維持の破綻の

原因の一つが内部細胞塊の細胞の

減少による原始外胚葉（epiblast）

お よ び原始 内 胚葉（ primitive 

endoderm）の分化異常であることが

示唆された。特に、内部細胞塊の分

化機構には細胞間相互作用が必要

であり、その作用の発現には一定数

の細胞数が不可欠であることが示

唆された。 

 

【今後の展望】 

 本研究により、マウス発生過程に

おいて最初に全能性を失った細胞は、内部細胞塊の細胞の減少により原始外胚葉

（epiblast）および原始内胚葉（primitive endoderm）の分化異常が生じ、胞胚腔維

持の破綻に繋がることが示唆された。今後は、内部細胞塊の原始外胚葉（epiblast） 

 

図 5. 内部細胞塊の細胞数増加による細胞分化の改善 
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および原始内胚葉（primitive endoderm）への正常な分化機構ではどのくらいの細胞

数が必要なのかを明らかにしたい。また、非全能性細胞由来胚の内部細胞塊が原始外

胚葉（epiblast）および原始内胚葉（primitive endoderm）への分化不全を生じる原

因と考えられる細胞内シグナル伝達、遺伝子発現異常についても明らかにしたい。 
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