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Ⅰ．細胞接着と細胞外マトリクス

多細胞生物の中の大部分の細胞は組織 tissueという協同的な集団を構成している。脊椎

動物であれば、神経、筋肉、上皮、結合組織などである。ここでは組織の構築を機械の視

点で見ていく。細胞の内部には細胞骨格繊維の骨組み（後藤担当）があり、細胞の周囲に

は細胞の周囲には細胞から分泌された細胞外マトリックス extracellular matrixがある。

骨をはじめとする支持組織に強さを与えているのは細胞外マトリックスである。細胞は細

胞外マトリックスを介して結合し、あるいは互いに直接に結合している。細胞結合 cell

junctionのおかげで細胞は動物の柔軟に動く組織の中で互いにくっつきあい、ある細胞の

細胞骨格由来の力を隣の細胞や細胞外マトリックスに与えるのである。

この講義においては動物細胞のみを取り扱った。

動物における組織は多様で、動物細胞も細胞と細胞外マトリクスからなるが、骨や腱で

は細胞外マトリックスの量が多く強靭さの元になっている一方、筋肉や表皮では細胞外マ

トリックスの量は少なく、細胞骨格が構造上の強度を出している。

１．接着分子の機構

細胞の結合には同種のタンパク質同士が結合するもの、異種タンパク質同士が結合する

もの、およびリンカーを介して結合するものの３つがある。それぞれ同種親和性（ホモフ

ィリックhomophilic）、異種親和性（ヘテロフィリック heterophilic）、リンカー依存 Linker-

dependentの結合 bindingという。

２．細胞結合の機能的分類

○閉塞結合 occluding junctions

脊椎動物においては密着結合 tight junctionsとなる。

○固定結合 anchoring junctions

アクチンフィラメント付着部位

細胞－細胞結合 接着結合 adherens junction

細胞－マトリックス結合 接着斑 focal adhesions

中間径フィラメント付着部位

細胞－細胞結合 デスモソーム desmosome

細胞－マトリックス結合 ヘミデスモソーム hemidesmosome

○連絡結合 communicating junctions

チャネル形成結合 キャップ結合 gap junctions

シグナル依存結合 化学シナプス chemical synapses
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２－１．密着結合

分子が細胞の隙間を通って漏れ出さないように、上皮層の細胞同士を密着させる。ト

レーサー分子はこれにより区切られた２区間を通り抜けられない。つまり膜タンパクの拡

散を抑える。密着結合を形成するのはクローディンとオクルーディンといったタンパク質。

これらがホモフィリックな結合をすることにより形成される。

２－２．固定結合

細胞の外に接着部を持つ分子が膜を貫通して細胞の内部にある強固な細胞骨格繊維と連

結するという、機械的な強度をもたらす。こうして上皮組織の細胞間に広がっている網目

構造に、細胞骨格繊維が結びつく。

２－２－１．細胞間結合

細胞間結合のものには、接着結合とデスモソームの２種類がある。これらはどちらもカ

ドヘリン cadherinと呼ばれる膜貫通タンパクファミリーを中心に形成される。（ただし接

着結合では古典的カドヘリンに、デスモソームの場合には非古典的カドヘリン、中でもデ

スモグレイン、デスモコリンに限定される）カドヘリンの結合はその名のとおり Ca2+依存性

であり、カドヘリンはホモフィリックな結合をする。したがって細胞培養などの際には Ca2+

をキレート処理して取り出すなどの方法がとられる。

接着結合では、カドヘリン分子が細胞の内側で数種類の連結タンパク（細胞内アンカー

タンパク）を介してアクチンフィラメントとつながっている。（カドヘリン２量体として結

合していることが多い）接着結合は接触しあっている上皮細胞のそれぞれを取り囲む連続

した接着体をなしていることが多く、密着結合の直下にできる。また、脊椎動物の初期発

生での神経管の形成などに関与する。これは２種類のカドヘリンがあると多いものが内側

に、少ないものが外側に分布するという特性を応用している。逆に言えば、カドヘリンは

遺伝子群、異なるプロモーター、選択的スプライシングなどによって多様性を獲得する。

一方、デスモソームではデスモグレイン、デスモコリンが細胞内で上皮形中間径フィラ

メントであるケラチンフィラメント（上皮）やデスミンフィラメント（心筋細胞）と結合

することによって生じる。ケラチンフィラメントは太い束となって細胞質を縦横に走り、

デスモソーム結合を介して中間径フィラメント束につながっているので引っ張りに強く丈

夫である。デスモソームが自己免疫疾患により失われる天疱瘡では水ぶくれができる。こ

のことは逆に、上皮細胞は互いに接着しあっているだけではなく、下の組織とも結合して

いることを示す。

２－２－２．細胞－マトリクス結合

上皮細胞は下の組織とも結合していなくてはならないが、これをインテグリン integrins

と呼ばれる膜貫通受容体タンパクが担う。つまり、インテグリンが細胞外マトリックスつ
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と細胞内の細胞骨格を結合させているのである。インテグリンは細胞外領域でフィブロネ

クチンをと結合し、他端は接続タンパクを介してフィラメントと結合する。このフィラメ

ントがアクチンフィラメントなのが接着斑、中間径フィラメントなのがヘミデスモソーム

である。特にヘミデスモソームでは基底膜（マトリクスでできたシート）のラミニンと結

合することで中間径フィラメントを基底膜に固定、上皮を通じた張力やせん断力を分散さ

せる。なお、インテグリンはシグナルにより活性化、マトリクスと結合、接着班にインテ

グリンが集合しＦＡＫ（接着斑キナーゼの活性化）、チロシンリン酸化によるシグナル伝達

としてシグナル伝達機構にも関与する。

２－３．連絡結合

特にギャップ結合について述べる。これは事実上すべての上皮にあり、且つそのほかの

組織にもある。隣接細胞の６個のサブユニット（コネキシン）からなるコネクソン同士が

結合し、通路を作る。この通路は 1000Da poreである。（約 1.5nm）

２－４．マジックテープの原理

結合においてはいかなる結合においてもマジックテープの原理「個々の接着分子の親和

性(affinity)は弱いが多数の結合が同時に生じたときに強い結合力 avidityを生じる」と

いう原理が働く。

３．細胞外マトリックス

細胞外マトリクスの成分には多糖類のグルコサミノグリカン(cf.ヒアルノナン）が,

多糖類･他のタンパク複合体のプロテオグリカンがある。また、皮膚や骨の主成分で全タン

パク質の 25％もの重量を占める３重螺旋構造の繊維状タンパク質として、コラーゲンがあ

る。また、エラスチンは組織に弾力性を与える。
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Ⅱ．適応免疫 Adaptive Immune System

もはや英語版では分厚くなりすぎてしまうため本体ではなく DVD掲載されている章。

１．免疫の分類

免疫を活性化させる、バクテリアやウィルスなどの病原体や異物などのことを総称して

抗原という。免疫には、樹状細胞などが異物を直接認識して活性化され、攻撃する自然免

疫と、樹状細胞による抗原の提示によってリンパ球が活性化する（したがって感染後に少

し時間を置いて発病し、病原体と自然免疫系により活性化される病原体特異的な免疫応答

である）適応免疫とに大別される。後者はさらにＢ細胞が関与する液性免疫（Ｂcellが産

生する抗体による）と、Ｔ細胞が関与する細胞性免疫に分かれる。

２．自然免疫

病原体には細胞外のものと細胞質内のものとがあるが、細胞外にあるものに関しては樹

状細胞上のＴＬＲが直接認識する。一方、細胞質内病原体に対しては２本鎖ＲＮＡから発

されるリガンドのをＴＬＲが受容により２量体化することで転写因子である やＩBNF κ−
ＲＦなどを活性化のち炎症性サイトカインやⅠ型ＩＦＮの活性化といった機能を発現す

る。この際、ＴＬＲは核酸の塩基修飾で見分けて機能を発現する。

※ＴＬＲ…Toll様受容体のこと。複雑な立体構造を持つ。ハエから人まで共通の微生物

成分を認識する。

３．適応免疫

適応免疫とは同じ病気に罹らなくなることを言い、病原体特異的な防御機構を持ち、長

期にわたって発現する。ワクチンは適応免疫系の活性化を促すものである。また、適応免

疫は自然免疫系からシグナルを受けて発動する。

３－１．リンパ球

適応免疫にはリンパ球が必要である。このことは 1950年代にマウスによる実験によって

証明された。このリンパ球は白血球の一種であり、人の体内には 2＊10１２個存在する。

リンパ球が作られる機関を中枢リンパと呼び、造血組織で作られた前駆細胞や骨髄リン

パ球が、Ｂ細胞は骨髄、Ｔ細胞は胸腺でそれぞれ成熟する（教育される）。抗原と反応して

自然免疫応答 適応免疫応答

抗原非特異的 ⇔ 抗原特異的

マクロファージ、樹状細胞 ⇔ Ｔcell、Ｂcell

無差別攻撃 ⇔ 記憶した特定の抗原を攻撃

ＴＬＲからの

信号伝達などにより開始
⇔

ＴＣＲからの

信号伝達などにより開始
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活性化したエフェクター細胞に分化する場所を末梢リンパという。

３－２．Ｂ細胞

３－２－１．クローン選択説

Ｂ細胞は前駆細胞から数百万に分化する。しかし現実に用いられているのはそのうちの

数個であり、１％満たない。つまり、特定の抗原に反応する抗体を産生するＢ細胞のみが

活性化、増殖・分化して抗体を大量生産するという説をクローン選択説といい、この場合

抗体は既製品でまかなわれていることになる。

３－２－２．Ｂ細胞の活性化と抗体

抗体の抗原と結合に関与する部分を可変（Ｆｖ）領域、マクロファージや好中球に認識

される部分を定常（Ｆｃ）領域という。抗体はＹ字型をしており、１つの定常領域と２つ

の可変領域からなる。それぞれの領域は２本鎖からなっており、２本鎖はジスルフィド結

合によりつながれている。

３－２－３．抗体の多様性

抗体はいくつかのクラスからなり、初期の免疫応答に関与し５量体を形成する抗体分子

をＩｇＭという。これは認識能力が低いために数で認識能力を高めている。また、ＩｇＡ

は母乳に含まれている２量体である。ＩｇＥはアレルギー応答に関与しする。ＩｇＧの可

変領域内の超可変領域はループ構造を変化させて抗体への親和性を変化させる。抗体のク

ラスを変化させる仕組みのことをクラススイッチと呼ぶ。クラススイッチによってＩｇＭ

から他のクラスが産生される。

抗体の多様性は、抗体の可変領域のバリエーションは各鎖の遺伝子中に生じる遺伝子再

構成（κＬ鎖 200種、λＬ116種、Ｈ鎖 8262種の組み合わせ）や、ＶＤＪ領域からなるＨ

鎖やＶＪ領域からなるＬ鎖のＶ(Ｄ)Ｊ連結の際の欠失や挿入、および体細胞突然変異によ

って生じることが知られている。遺伝子断片の組み合わせのみならず、Ｈ鎖とＬ鎖の組み

合わせも多様性に関与する。

４．Ｔ細胞

Ｔ細胞にはキラーＴ細胞とヘルパーＴ細胞がある。前者はウィルスや病原体に感染した

細胞を直接殺し、後者は他の免疫細胞（マクロファージ、Ｂ細胞、Tcなど）の応答を促進

させる。Tcであればパーフォリン依存や Fas/FasR依存のものなどがある。

細胞性免疫ではＴ細胞表面のＴＣＲと抗原提示細胞のＭＨＣタンパクの相互作用が重要

である。（これにより活性化される）ＭＨＣタンパクは抗原タンパク質を分解したペプチド

を提示する。自己ＭＨＣタンパク質＋自己ペプチドを強く認識するＴ細胞を排除するしく

みを負の選択といい、弱く認識するＴ細胞を成熟させる仕組みを正の選択と呼ぶ。

キラーＴcellにはＭＨＣクラスⅠ、ＣＤ８タンパクが、ヘルパーＴcellにはＭＨＣクラ

スⅡ、ＣＤ４タンパクが結合する。ＣＤ４、ＣＤ８のタンパク質はＭＨＣタンパクの結合

の補助となる。



分子細胞生物学 Ⅲ

7

Ⅲ．生殖細胞と受精

有性生殖 sexcial reproductionは遺伝的多様性が得られるので、環境の変化にも対応で

きる個体が得られる可能性がある。遺伝的多様性は進化の上でも重要である。

１．減数分裂と遺伝的多様性

有性生殖における遺伝的多様性を生じる仕組みは大まかに分けて２つある。１つ目は染

色体のランダムな分配 randam distribution of chromosomes、もう１つは染色体交差

chomosomal crossing-overである。これはいずれも減数分裂 meiosisにおいて起こる。こ

れらは通常の細胞分裂においては見られないことである。

染色体のランダムな分配についてはｎ本の染色体を持つ 1個の生物が作り出す 1倍体配

偶子が２ｎ通りになることから容易に考えられる。

減数分裂の第１分裂期は段階に分けることができるが、そのちょうど中期の過程で生じ

る。ここでは２価染色体 bivalentとなっている（倍加した相同染色体が対合している、シ

ナプトネマ構造）が、対合した相同染色体は少なくとも１つのキアズマ chiasmaによって

結合している。キアズマは２本の非姉妹染色分体同士が交差する結合部分である。ヒトで

は平均２～３箇所／１染色体で生じる。

このような利点がある一方、減数分裂には不分離が生じる恐れがある、この例がダウン

症である。（第 21染色体に不分離。このことは 21番染色体にコードされた DSCR1および

DYRK1Aの遺伝子量が 1.5倍になると、転写因子 NFATにかかわるシグナル伝達経路の調節が

不安定になることからも裏付けられる。）

２．始原生殖細胞 PGCｓの性決定と Sry

ヒトの性別はＹ染色体を有する（男性）か否か（女性）によって決定される。Ｙ染色体

上にある、生殖隆起が PGCｓによって未分化で発達途上の生殖腺 gonadを卵巣 ovaryではな

く精巣 testisへと発達させる遺伝子を Sry(sex-determining region of Y)遺伝子（Sox9

など）と呼ぶ。これにより支持細胞であるセルトリ細胞が作られる。

セルトリ細胞は PGCｓを精子生産経路へと導く。また、アンチミュラー管ホルモンを出し 、

女性生殖器の一部であるミュラー管の発現を抑制し、精巣を精子生産に適するように構造

変化させ、男性ホルモンであるテストステロンを分泌する Leydig細胞を作る。テストステ

ロンによってウォルフ管が発現する。

一方、Ｙ染色体がなければ、すなわち Sry遺伝子を持たなければ支持細胞として follicle

cellができ、卵巣ができる。この際にはアンチウォルフ管ホルモンが産生される。

この章はここまでがメイン。個々から先は Ca2+以外は流し読みでどうぞ。
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３．卵形成と精子形成

卵形成も精子形成も、1回の有糸分裂の後、2回の減数分裂により生産される。しかし、

卵形成においては 1つの PGCｓから得られるのは 1つの卵であるのに対し、精子形成におい

ては 1つの PGCsから 4つの等価な精子ができる。これは卵形成にあっては減数分裂におい

て生じた極体を捨てている一方で、精子形成にあってはすべてを捨てずに用いていること

にある。これが可能なのは生成形成では隣り合った生殖細胞がつながっており、分化の同

期をしているからである。

☆精子の発現は piRNA(piwi-interacting RNA)によって生じる。この piRNAは生殖細胞特

異的に発現する Argonauteの１つであり、精子形成に必要な Piwi-subfamilyタンパクと相

互作用する。piRNAは 24~32塩基長程度（文献によって異なるので不正確）で、レトロトラ

ンスポゾンの抑制に寄与、精子形成に必須となっている。

４．多精防止機構

卵が受精し接合子 zygoteとなると、２～３秒後にナトリウムイオンが流入、細胞内の電

荷が正となる。この結果卵細胞膜の急速な脱分極が興る。さらに卵が持っていた Ca2+がはじ

けだし、カルシウムウェーブが発生、卵の表層顆粒からプロテアーゼが放出され、受精に

必要な透明体の糖タンパクを分解する。

加えて精子由来の中心小体が接合子の最初の分裂に使用されるということも多製を防ぐ

メカニズムとなっている。（卵は中心小体を持っておらず、複数の紡錘体を持つものは排除

される）
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Ⅳ．遺伝子発現制御と高次生命現象

ヒトゲノムを解析するとタンパク質をコードする領域はわずか１％程度であり、これを

他の生物と比較すると植物の中にも同程度のものがある。つまり、タンパク質の数の違い

からは複雑な高次生命現象を説明することが不可能であることがわかった。と同時に、Non-

coding ＲＮＡ（機能性ＲＮＡ）が翻訳調節、転写調節、エピジェネティック制御などの

役割を持つことが判明した。つまり、ｎｃＲＮＡこそが高次生命現象を解明するためのキ

ーファクターであることがわかったのである。

ちなみに、最近になって出題されるようになりました。

１．ＲＮＡ干渉

ＲＮＡ干渉とは二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ，double stranded ＲＮＡ）と相補的な塩基

配列を持ったｍＲＮＡが分解、あるいは翻訳抑制される現象のことを言う。これは幅広い

生物において見られる現象であり、ウィルスなどによってもたらされた二本鎖ＲＮＡを排

除している。

特に哺乳動物においては長鎖二本鎖ＲＮＡを導入するとＩＦＮ応答が誘起され、非特異

的なＲＮＡの分解や翻訳抑制が生じるために、約 20塩基の短鎖二本鎖ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ ，

short interfering RNA）を用いることでＩＦＮ応答を引き起こすことなくＲＮＡ干渉を可

能にする。

２．ｓｉＲＮＡ

細胞内に外来のｄｓＲＮＡが生じると Dicerがこれを切断し、ｓｉＲＮＡが生じる。Dicer

はＰＡＺによって２本鎖ＲＮＡをトラッキングして端からの距離を測りとることによって

切断している。ｓｉＲＮＡはその後 Argonauteと RISC（RNA induced silencing complex）

に取り込まれ、２本鎖が Argonauteによって１本鎖にされた後、１本鎖 siRNAには RISCが

一直線に張り付く。この後、これらを含んだ Argonauteによって１本鎖ＲＮＡはウィルス

などによってもたらされたｍＲＮＡにアンチセンス鎖として返され、ｍＲＮＡを切断・分

解する。

このように１本鎖のＲＮＡは触媒のようにＲＮＡを分解できる。

３．医薬としてのｓｉＲＮＡ

siRNAには塩基配列をデザインすることでウィルスや疾患遺伝子に対するユニバーサル

ない焼くとして開発できる可能性がある。

アンチセンス鎖としてアンチセンス核酸を用いようとする研究が進められている。しか

しアンチセンス核酸では 10nM程度の濃度が必要であるのに対し、ｓｉＲＮＡでは 0.1nMと

いう低濃度で活性を示す。



分子細胞生物学 Ⅲ

10

また、ヒトにおいては RdRP（Dicerとしての再利用）がないため永久持続はしないもの

の、１週間程度の抑制持続作用がある。さらに生体内に存在する分子であるため分解され

安全で、なにより合成医薬として扱われ遺伝子操作がないため開発の障壁が低い。

４．ｍｉＲＮＡ

ｍｉＲＮＡとは約 20－24塩基長の１本鎖ｎｃＲＮＡ（５’はモノリン酸、３’はＯＨ基 ）

である。ｎｃＲＮＡや遺伝子のイントロン、ＵＴＲにヘアピン状２字構造としてコードさ

れている。

ｍｉＲＮＡではヘアピン状 2次構造からドローシャによってクロッピングされてきた

ｍｉＲＮＡ前駆体を Dicerによって分解することにより得られ、細胞質において siRNAと

同様、Argonauteによって取り込まれ、miRNPによって張り付かれた後、アンチセンス鎖と

して返されるか、ミスマッチをもった RNAとして取り込まれる。前者は siRNAと同様 mRNA

を分解し、後者は３’非翻訳領域（ＵＴＲ）に結合して翻訳阻害を起こす。ただし、細か

いメカニズムは不明である。

いずれにせよ、ｍＲＮＡとｍｉＲＮＡとの間には負の相関がある。また、細胞の分化が

進むほどｍｉＲＮＡの発現が亢進する。たとえばｉＰＳ細胞を作る因子のうちLin28は let-

7のプロセッシングを阻害する。

このようなｍｉＲＮＡも医薬品として診断材料に用いることができる可能性がある。

と、ここまで読んでから全章３．☆を読み流しておいてください。

以上で鈴木担当分は終わりです。
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Ⅴ．細胞骨格と細胞の運動

細胞の基本的な営みには増殖制御･生死･分化･形・運動があるが、ここでは細胞の形、運

動として細胞骨格と運動についてみることにする。

１．細胞骨格の機能と種類

細胞骨格の機能は機械的強度、動き、細胞内のオルガネラや分子の配置の 3つである。

そのような細胞骨格には大別して、チューブリンを重合ユニットとし直径 25nm程度の微

小管、アクチンを重合ユニットとして直径 7nm程度のアクチンフィラメント、細胞によっ

てさまざまな重合ユニットをとり直径 10nm程度の中間径フィラメントの 3種類がある。

たとえば中間径フィラメントでは核膜の裏打ちを担う核ラミンのように、基本的には４

量体となって細胞間接着を介して隣の細胞間とつながることにより機械的強度を持たせて

いる。ただし、中間径フィラメントに関しては鈴木講義分Ⅰ章で詳細を述べているのでこ

こでは主に微小管とアクチンフィラメントについて考える。

２．重合体としての性質

細胞骨格は重合体であるが、重合体としての基本的な性質として微小管とアクチンフィ

ラメントには向きがあり、いずれも＋端側で重合・脱重合をする。

この重合のためにはまず重合核が形成される必要がある。この重合核はモノマー濃度が

臨界濃度以上なったところから自発的に生じるようになる。（※臨界濃度をこえるとフリー

モノマー濃度は一定となる）しかし、細胞の中では重合ユニットの濃度はきわめて低く、

臨界濃度には達していない。この問題を回避するために、細胞内には核形成を引き起こす

分子、重合核が存在する。微小管の場合は中心体などに存在するγ－チューブリンであり、

アクチンフィラメントの場合は伸展しつつある細胞表面などにあるＡｒｐ２／３複合体で

ある。なお、重合速度はフリーモノマー濃度に比例する。

微小管は、主に外側にある＋端において、重合と脱重合を繰り返すダイナミックな変化

を行っており、これを動的不安定性と呼ぶ。これは＋端におけるβチューブリンが、ＧＴ

Ｐを結合していると重合し、自己加水分解の結果生じたＧＤＰを結合していると脱重合す

ることによる。なお、重合は徐々に進むが、脱重合は瞬時に起こる。これを繰り返して伸

び縮みする。

この微小管を細胞の局所で安定化すると、細胞に極性を持たせることができる。

３．力の発生

細胞骨格により発生される力の原因の１つとして、ＡＴＰ加水分解の化学エネルギーを

利用して、微小管とアクチンフィラメントのレールの上を動くのがモータータンパク質で

ある。微小管上を＋端に向かって動くのがキネシン、－端に向かって動くのがダイニンで

あり、アクチンフィラメント上を＋端に向かって動くのがミオシンである。
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筋肉における力の発生はアクチンとミオシンの間の滑り力による。ミオシンが動いてア

クチンが引き寄せられることによって力を発生させる。これはＣａ２＋が仲介し、トロポミ

オシン中のトロポニンによってミオシン結合部位が露出することによって可能となる。こ

の移動は１つずつ動く首振り説が長い間優位であったが、現在は１分子イメージングの結

果すべり説が有力となっている。なお、結合がなくなると Titinによって押し戻される。

アクチン－ミオシン系の力の発生による現象としては、微絨毛、細胞質にある収縮性の

束（細胞に張りを与える）、異動する細胞の先端にできる膜状や指状の突起（ラメリポディ

ア（葉状仮足）、フィロポディア（糸状仮足）、細胞移動に関与）、細胞分裂における収縮環

などがある。

一方、微小管のレール上をモータータンパク質が輸送することによって、細胞内や神経

突起終末への物質や小胞の輸送が行われる。これにより、オルガネラの構造が決まるほか、

紡錘体によるＭ期染色体分配（特に切り離しの過程）、繊毛・鞭毛運動が起こる。

また、細胞骨格の発生する力として重合そのものの力もある。たとえば細胞が運動する

際、運動先端における細胞膜の伸展においてはアクチンの重合による力の発生の貢献が大

きい。

４．細胞運動の方向性

細胞運動はランダムにおきるのではなく、動く方向は制御されている。たとえばバクテ

リアや傷ついた細胞を貪食する免疫細胞は、遠くからでもターゲットに向かって動く。こ

れを一般的に化学走性と呼ぶ。このときバクテリアや傷ついた細胞は走化性分子･化学走性

分子を放出し、免疫細胞はその濃度勾配を感知して動く方向を決定している。伸張しつつ

ある神経突起が、ターゲットに向かうのもこれと同様の機構を用いている。
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Ⅵ．細胞周期と細胞の増殖

当たり前すぎる内容が最も多い項目です。その分実験方法などを問われる可能性も。

１．細胞周期の概要

動物は動物から、植物は植物からしか生じないように、細胞は必ず細胞から生じる。と

いうウィルヒョーが提唱した細胞説は、生命の連続性を伝える意味深い表現である。生物

はすべて細胞からできており、ヒト成体にあっては１個の受精卵が 1013個の細胞へと分裂

していることになる。細胞が増えるためにはＤＮＡ，細胞器官（膜系）･細胞質をまず２倍

にして２つの娘細胞に分配しなくてはいけない。つまり、ＤＮＡ複製を行うＳ期、細胞分

裂を行うＭ期、それらをつなぐＭ１，Ｍ２期が周期的にやってくる細胞周期が必要となる。

このＧ１，Ｓ，Ｇ２期をまとめて間期という。

２．Ｍ期

Ｍ期(Mitosis)においては細胞の中身を２つに均等分配する必要がある。そのため、Ｍ期

になると核膜は裏打ちタンパクである核ラミンのリン酸化によって崩壊し、染色体（クロ

マチン）はコンデンシンの活性化（スーパーコイル）によって凝集し、微小管は微小管結

合タンパクのリン酸化･解離によって短く不安定なＭ期型になる。微小管のこの変化によっ

て、オルガネラは小さな小胞として分散し、２つの娘細胞に均等に分配される（確率の問

題）。これらは間期型微小管に沿って再構築される。

膜系と細胞質は上記の方法により２等分できるが、染色体はこれでは正確に等分される

とは限らない。そこで染色体の等分のために紡錘体 spindleが働く。この構造の中で、微

小管は複製された中心体に－端を持ち、一部の微小管の＋端はＭ期型のクロマチンの中心

に存在するキネトコア（動原体）に結合する。２つの娘細胞が確実に１セットの染色体を

分配するために、すべての動原体が微小管によって捕らえられるまでは染色体分離が起き

ないような仕組み（チェックポイント）が存在する。

前期 クロマチンの凝縮・微小管が不安定になり短くなる

前中期 紡錘体の形成開始

中期 クロマチンの動原体が次々とトラップされ、クロマチンが中央に並ぶ

後期 すべてのクロマチンがトラップされ、娘染色体が２つに引き裂かれ紡錘体の

両極へ微小管によって引き裂かれる。さらに微小管が滑りあうことで極同士も

離れていく。

終期 収縮環が形成、微小管が間期型に戻り安定化・細胞器官の再構築

核膜の再構築
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３．細胞周期の進行制御因子の存在

細胞の増加には細胞周期の存在が必要であることはわかったが、ではこの周期の進行を

制御する因子はあるのだろうか。

これを確かめるには、たとえば間期とＭ期の細胞を融合させてＭ期になることが確かめ

られればＭＰＦ（Ｍ期誘導因子、M-phase promoting factor）が存在することが言える。

同様にＧ１期とＳ期のものを融合させてＳ期になることからＳＰＦが存在することが言

え、Ｓ期のものとＧ２期のものとを融合させると今度はＤＮＡ複製が見られないことから

ＳＰＦはＧ２期には作用しない（ＤＮＡを２度合成しない機構がある）ことが言える。こ

れらの実験をしたのは Raoと Johonsonである。

一方、Masuiと Markertはカエルの未受精卵（Ｇ２期）に対してＮ期の細胞の細胞質を注

入するとＭ期になるが、間期の細胞の細胞質を注入してもＧ２期のままであたことから、

Ｍ期の細胞質中にはＭＰＦが存在することを示した。

さらに、ＭＰＦ活性は細胞周期によって上下し、Ｍ期においてのみ高い活性を示すこと

から、ＭＰＦの活性がＭ期にいることを決める要因であるといえる。

このＭＰＦは種を超えて存在する。これはＧ２期カエル卵にヒト繊維芽細胞から抽出液

を導入してみた結果からわかる。

４．ＭＰＦの分子的実体

ＭＰＦの分子的実体は酵母を用いた遺伝学的手法（特定の現象にかかわる遺伝子を網羅

的に把握する手法、突然変異誘発剤 mutagen（ＥＭＳなど）を確率的に１酵母あたり１変異

が入る程度に加える。その結果見たい表現型に異常がある変異体酵母を集め、その表現系

に関与する遺伝子に変異があると予想する。上下関係の実験）と、脊椎動物を用いた生化

学的手法（特定の遺伝子同士の働きを調べる、実際の機能を知る）の２つが合流して解か

れた。

まず酵母を用いた遺伝学的方法であるが、これは Hartwellと Nurseは細胞終期に関与す

る遺伝子を遺伝学的に同定するために、細胞周期が異常になる酵母の変異体 cdc mutant

(Cell Division Cycle mutant)を集めた。cdc2,cdc13,cdc25などの機能を失った変異体で

はＭ期に入れなかったことから、cdc2、cdc13,cdc25の役割はＭ期の開始に必要であること

がわかった。後に cdc2と cdc13は、ＭＰＦとして生化学的に生成された分子 cdc2(34kDa

のタンパク質),サイクリンＢ(45kDaのタンパク質)と同一の分子であることが明らかにな

った。逆に、wee1を失った変異体ではＭ期に入りやすかったことから、wee1の役割はＭ期

に入るのを阻害していることがわかった。さらに Cdc2と Wee1との掛け合わせから、遺伝

子の上下関係が決定された。

なお、cdc2はキナーゼであり、cdc25はフォスファターゼ

である。また、cdc2は cdk1(cyclin-dependent kinase 1)に

より呼称されることが多い。



分子細胞生物学 Ⅲ

15

一方脊椎動物の卵を用いた生化学的方法として、Huntは貝の卵を用いて、Ｍ期に量の多

いタンパク質、サイクリンを同定し、個のタンパク質が細胞周期の「時計」として働いて

いるという仮説を提唱した。（サイクリンの同定に卵に －メチオニンを導入し、新規にS35

合成されたタンパク質に が取り込まれることから、オートラジオグラフィで検出する）S35

すなわち、サイクリンは合成され続けており、サイクリンの量が閾値をこえるとＭＰＦが

活性化し、ＭＰＦが活性化するとサイクリンの分解機構が活性化してサイクリンの量が下

がる、というサイクルが、周期性を生み出すという仮説である。

この仮説の証明のために、

サイクリン量上昇がＭＰＦ活性を引き起こすこと

Ｇ２期卵にサイクリンＢを導入するとＭ期になった

サイクリン量上昇がＭＰＦ活性に必要であること

卵割中の卵からサイクリンＢｍＲＮＡだけ除くとずっと間期のままである

サイクリン分解はＭＰＦ不活性化に必要であること

ｍＲＮＡを除去した後、普通のサイクリンを加えると元に戻るのに対し、分解機構

を欠いたサイクリンを戻すとＭＰＦ活性が続く

という実験が行われ、証明された。（ちょっと濃すぎるかも）

さらに Lohkaと MallbによりＭ期開始のマスター制御因子ＭＰＦの実体は、cdc2＋サイ

クリンＢであることが証明された。

また、Ｍ期だけでなく、Ｓ期の開始にもマスター制御因子ＳＰＦが存在する。Ｓ期開

始因子も異なるサイクリンの cdc2類似キナーゼの複合体であった。この複合体は、Ｓ期開

始に必要な遺伝子のセットを発現誘導する転写因子Ｅ２Ｆを活性化する。Ｅ２ＦはＧ１期、

Ｓ期以外では Rbタンパクによって抑制されているが、ＳＰＦによって Rbをリン酸化させ、

Ｅ２Ｆ抑制能を失活させる。

５．チェックポイント

条件が満たされないと次の出来事が始まらないようにするための機構のことである。
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Ⅶ．癌化の基本メカニズム

増殖制御とは細胞周期を回るか、静止期に入るかの選択である。癌細胞とはこの制御を

無視する細胞のことである。

１．細胞レベルの癌化のアッセイ（応答）

In vitro培養系の細胞の癌化（形質転換、transformation)を調べる指標として、

○増殖因子が存在しなくても増殖する性質

○細胞外基質との接着が存在しなくても増殖する性質（足場依存性の喪失）

○接触阻止が生じず、細胞塊(pile upした colonyのことを focusという)を作る

を利用することが多い。

２．癌化の発生

癌の発生率は年齢のｋ乗に比例することがわかっている。このことが示すのは、突然変

異は時間当たり一定の確率で発生し、癌に関与する変異がｋ個（ｋ＝４～６）重なると細

胞が癌化する、ということである。

このＤＮＡに変異を起こす要因としては活性酸素・ラジカルなどによる変異、発癌物質

(carcinogen)による変異、放射線による変異、ＤＮＡ複製時などがあり、ＤＮＡ複製時の

エラーはかなり高確率で入る。

癌化を誘導する癌遺伝子（アクセル、増殖促進など）の活性化と癌抑制遺伝子（ブレー

キ、アポトーシスなど）の不活性化およびＤＮＡ修復遺伝子（メンテナンス）の不活性化

が含まれる。癌遺伝子の変異は対立遺伝子の片方でおこり、通常、癌抑制遺伝子の変異は

対立遺伝子の両方で起こる。対立遺伝子の両方で変異があって始めて表現型につながる場

合を劣性という。

この複数の変異がないと癌化しない機構を多段階発ガンという。また、ほぼすべての癌

はひとつの細胞に由来すると考えられている。

３．癌遺伝子

癌遺伝子にはウィルス性の癌遺伝子と、細胞性の変異を起こして生じた癌遺伝子の 2つ

がある。

ウイルス性癌遺伝子は、癌を誘導できないウイルスと元のウイルスのハイブリダイズに

より src遺伝子が特定された。この srcウイルスはウィルスには存在しないイントロンを

持っていたことから、それが本来は細胞の遺伝子であったことが示唆された。ウィルス性

の癌の例としては v-erbB(viral-erbB)があげられるが、これは本来はＥＧＦ（成長因子）

受容体である c-erbB（celluler-erbB)は受容体があって始めて活性型となるが、v-erbBは

細胞外ドメインをほぼ欠失した形となっており、ＥＧＦが存在しなくても活性のアル恒常

的活性型（チロシンキナーゼ）として細胞内に増殖シグナルを送り続ける性質を持ってい

るため、細胞を癌化する。このように癌ウイルスの持つ癌遺伝子 oncogeneは、細胞の持つ
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遺伝子（原癌遺伝子,proto-oncogene）に由来することが多い。

しかし、このようなウイルス性の癌遺伝子はせいぜい 10％程度に過ぎない。というのも

上記の癌遺伝子は鳥由来である。ではヒトの癌は何が原因か。これをつきつめるため、ヒ

ト膀胱がん組織からＤＮＡを抽出、制限酵素により断片化、発現ベクターに組み込んで

NIH3T3細胞にリン酸カルシウム法で遺伝子導入・培養をし、その中でコロニー形成したも

の、すなわち癌化した細胞からＤＮＡを抽出、ヒト特有の Alu配列を持つＤＮＡ断片を得

ると癌化の原因遺伝子Ｒａｓを同定することができた。このＲａｓには、Gly12が Val12に

なるという点変異が入っていた。（GGC→GTC）Ｒａｓは本来 SOSなどの GTP/GDP交換因子に

より GDPを GTPにすることで活性化、増殖シグナルを出し、Ras自身の GTP加水分解能によ

り不活性型にもどるという機構を有するが、G12V変異は、Rasの GTP加水分解能を失わせ

るために Rasを恒常活性型へと変化させている。

このような proto-oncogeneが oncogeneとなる現象には上記のような点突然変異のほか、

遺伝子増幅、線シィ億対転座などがあるが、いずれも活性化する方向の変異が起こってい

る。

４．癌遺伝子の細胞増殖能

EGFRが EGFを受容すると、Rasの GTP/GDP交換因子である SOS・ Grb2(SH2)が EGFR先端

にてリン酸化され、膜へとやってきて Rasが活性化、以降順次 MAPKKK,MAPKK,MAPKが活性

化され、MAPKが転写因子を活性化する。

５．癌抑制遺伝子

癌が起こりやすい家系があるが、遺伝学的解析により原因遺伝子がわかった。Rb,APC,

ｐ53などである。その遺伝子は本来癌を抑える癌抑制遺伝子だが、特定の家系ではその遺

伝子に傷が入っているために癌になってしまうのであった。これらの遺伝子、特にｐ５３

はサイクリンの活性阻害をすることなどにより細胞増殖を停止させたり、Baxなどを活性化

してアポトーシスを誘導する。すなわち、ｐ５３がなければ増殖停止も起きず、アポトー

シスも起きず、結果として DNAの変異が蓄積し、癌化する。実際に癌ウイルスの中には DNA

ウイルスも存在し、これらは癌抑制遺伝子を阻害することで癌化を誘導している。
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Ⅷ．発生

分化全能性をもった受精卵が遺伝子発現による分化と誘導を繰り返して個体発生する

が、この際の秩序だった空間配置を作り出すためのストラテジーとはいったいなにか。

１．個体の秩序だった空間配置のストラテジー

その方法としては主に 2つあり、１つは組織（細胞）間相互作用による誘導 induction

によるものである。これは局所的に起こり、隣り合ったＡ細胞とＢ細胞の間に、Ａからの

誘導シグナルがＢの一部をＣにしてＡＣＢという配列にする、というものである。

もうひとつは全体の中での位置価を決めるというものであり、3つの軸 axisが決まれば

場所が決まるというものである。3つの軸とはＡ－Ｐ（前後）、Ｄ－Ｖ（背腹）、Ｌ－Ｒ（左

右）の各軸である。この位置価はモルフォジェン勾配 morphogen gradientによって決定さ

れる。

２．Morphogen

モルフォジェンとは拡散性の分子であり、ある場所で発現し濃度勾配を作り、濃度依存

的に多様な分化運命を誘導する物質のことで、発現誘導のこともあれば発現抑制の場合も

ある。

ある生命現象に注目して、その現象に影響を及ぼすすべての突然変異体を得ることを飽

和突然変異法と呼ぶ。これを行えば、その現象にかかわる遺伝子がすべてそろうことにな

る。これをハエについて行った。なお、脊椎動物とハエの BodyPlanにかかわる遺伝子はか

なり共通している。

結果、Morphogen濃度にしたがって区画ができ、区画同士の相互作用でさらに細かく区画

化される。この区画の identityを決定する因子はしばしばホメオドメインを持つ転写因子 、

ホメオボックス(Hox)遺伝子群（ハエではホメオティック遺伝子）となる。これに変異が起

こると発現部位がおかしくなったり機能発現が起こらなかったりする。これは区画の

identityを決めるマスター制御因子であり、最終分化はさらに下流の転写因子が決めてい

るということでもある。また、脊索を移植すると周辺の神経が腹化したことから、脊索に

は腹側化活性があることがわかる。フィルターをはさんでも効果があったので分泌性で、

これを調べるとＳｈｈであった。これは濃度依存的であったので Morphogenといえる。

このようにしてできる区画同士が交じり合わないのは同じ区画の細胞の接着性が高い

(ホモフィリックな細胞接着因子、cfカドヘリン）、または異なる区画の細胞が反発因子を

発現することによる。

３．iPS-cell

ES-cellの抱える倫理的問題、拒絶反応問題を解決する。ヒト成体体細胞に特定の遺伝子

群を導入し、細胞を初期化して分化全能性を得たもの。2008年にプラスミド導入に成功と

なっていますが、2009年に化学物質による導入に成功しています。
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Ⅸ．細胞の生死

細胞の死には不慮の事故による受動的な死であるネクローシスと、プログラムされた積

極的な死であるアポトーシスとがある。生体内で起こる細胞氏のほとんどはアポトーシス

である。細胞氏は生物個体の発生と維持に重要な役割を果たしている。たとえば、ある細

胞においてＤＮＡの損傷が起きると、損傷の程度が少ない場合には細胞周期が停止して損

傷が修復されるが、ＤＮＡ損傷の程度が大きいとアポトーシスする。ちなみに、ＤＮＡ損

傷の存在を感知してシグナルを伝え、適切な細胞応答を引き起こすのに重要な役割を果た

す分子に、癌抑制遺伝子ｐ５３が知られている。この分子はｐ２１を発現誘導することで

ＳＰＦを抑制し、細胞周期を停止する。同じ分子がＤＮＡ損傷の程度が強いとさらに別の

遺伝子群の転写を誘導してアポトーシスを引き起こす。

うまくアポトーシスによる除去気候が働かないと、DNA損傷を受けたときに DNA上の変異

が蓄積する、変異により異常な増殖や悪性化が誘発される。DNA損傷だけでなく、たとえば

癌遺伝子が活性化して異常に増殖し始めた細胞も通常ならば p５３などによって感知され

てアポトーシスする。

Ｔcellの成熟過程では自己抗原を認識する抗体を発現する免疫細胞はアポトーシスで除

去される。この除去がうまく起こらないと自分の細胞を攻撃してしまい、自己免疫疾患と

いう病気になる。赤芽球は毎日数百億個が生産されて、そのほとんどがすぐにアポトーシ

スしているが、貧血による低酸素でエリスロポエチンというサイトカインが産生されると

赤芽球が生き残り、赤血球へと分化する。必要な細胞は生存させて、必要ない細胞を除去

するという過程は危機管理、発生、恒常性維持など、ほとんどすべての組織で見られる。

アポトーシスの基本メカニズムは、線虫を用いた遺伝学から明らかになった。正常な固

体なら発生過程で決まった数のアポトーシスが起こるが、ced-3,ced-4の遺伝子の機能を失

った変異体においてはこのアポトーシスがまったく起こらないことから、ced-3,ced-4遺伝

子のコードするタンパク質の機能は細胞死を起こすのに必要であることが予想された。逆

に、ced-9の遺伝子を失った細胞では細胞死がどんどん起こることから、ced-9は細胞死を

阻害するのに必要であることが予想された。

Ced-3の哺乳類ホモログは総称してカスペースと呼ばれる。カスペースはプロテアーゼ活

性を持っており、さまざまなターゲットを切断することでアポトーシスを誘導する。

さまざまな細胞死誘導シグナルは、細胞小器官のひとつミトコンドリアへと伝わり、そ

こからシトクロームＣの細胞質への放出を誘導する。細胞質に放出されたこの分子は、カ

スペースの活性化因子Ａｐａｆ－１に結合して活性化する。

線虫 細胞死→→¬ 349 cedcedced
哺乳類 細胞死→→¬− caspaseApafBcl 12
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細胞が生きている状態は当然ではなく、それぞれの細胞の種類の特有の生存シグナル貸

しシグナルとバランスをとって、細胞が生きるか死ぬかを決めている。どちらが強くなり

すぎても発生異常や疾患につながる。

ここ２回の話は

生存因子 ＤＮＡ損傷

増殖因子 細胞ストレス

Ａｋｔ ｐ５３

生存 アポトーシス

増殖開始 増殖停止

癌遺伝子 癌抑制遺伝子

Ⅹ．神経変性疾患

神経死は変性に起因している。進行性であり、遺伝性の場合優性遺伝がほとんどで、特

定のタンパク質の凝集体が観察される。原因遺伝子はタンパク質凝集体の形成を促進する

ものばかりである。

以上！


