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新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの
統合的解明と制御」（略称：細胞ダイバース）

の第 6号News Letter が完成しましたのでお送り
いたします。 
本領域研究では、シングルセル同士の相互作用に
基づく細胞社会ダイバーシティーの形成機構解明
と、生体・臓器の強靭性との相関、定量的実験デー
タに基づく細胞間相互作用の数理モデリング、そし
て数理モデルの実証といった生物学から数学に至
る幅広い学問分野を融合し、生命現象の根本に関わ
る組織・臓器構築の原理を解明していくこと、さら
には、細胞社会ダイバーシティー構築に関わるキー
分子・キーパスウェイの同定を基にした、各種疾患
の原因解明と制御法の開発へと展開していくこと
を目指しています。こうしたシングルセル解析や数
理モデリングを駆使した細胞社会ダイバーシティ
ーに関する研究報告は、最近様々な学術雑誌で目に
することができるようになっており、私たちの領域
研究も一段とスピードアップして成果を挙げてい
く必要性に迫られています。 

このような状況の中、第二期公募班 16班が予定
通り本年 4月に決定して加わりました。第一期公募
班として採択されていた先生も数名継続されては
いますが、大多数は本領域研究に新たに加わった先
生であり、新たな風を吹き込んでくれるものとその
活躍を期待しているところです。公募班研究代表者
の先生方には、何をテーマに書いていただいても構
わないということで執筆依頼をしておりまして、ユ
ニークな研究を展開されている公募班の先生方そ
のままを反映したようなユニークな寄稿も多数寄
せられました。公募班研究代表者の先生方からの寄
稿をぜひともご一読いただき、本領域研究の活動へ
の関心をますます高めていただけますと幸いです。 
本年も、第二期公募班も含めたシニアと若手の協
働、さらには生物学と数学の融合、そして最終的に
は組織・臓器構築の原理に迫る成果を挙げていく
よう努力する所存です。今後とも、新学術領域研究
「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御」
に対して、温かいご支援とご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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高里　本日は、皆様お集まりいただきまし
てありがとうございます。私は理化学研究
所の高里です、進行を務めさせていただき
ます。シンギュラリティ生物学と細胞ダイ
バースの両方に参加させていただいていま
す。今回は若手研究者の対談ということ
で、ダイバーズとシンギュラリティ両方の
領域から二人ずつお呼びして、合同ワーク
ショップに参加して、どんな興味を抱いた
か、お互いのどんな研究に興味を持った
か、というような話を中心に対談を進めて
いきたいと思います。 
 
坂内　シンギュラリティ生物学の坂内と申
します。1月にダイバース領域とシンギュ
ラリティ生物学で合同のワークショップを
やりまして、そこですごく議論が盛り上が
ったのを今もよく覚えています。そこで今
回は両領域の若手が集まりまして今後の展
望について話せたらいいなと思い、洲崎先
生とこの会を企画しました。本日はよろし
くお願いいたします。 

高里　細胞ダイバースからは高木さんと久
保田さんが参加してまして、簡単に自己紹
介お願いできますでしょうか。 
 
高木　東京大学D1の高木です。細胞ダイ
バースでは公募班の岩見真吾先生のもとで
研究を行っています。私は主に数理モデル
やコンピュータシミュレーションを用いた
がん細胞やウイルス感染細胞の細胞群の挙
動の解析を行っていて、この領域では成人 
T 細胞白血病のクローン多様性がどのよう
に病態に影響するかという研究に取り組ん
でいます。よろしくお願いします。  
 
久保田　東京大学の宮園研究室で研究員を
している久保田晋平です。東京大学の上田
研究室で大学院生として全身・全臓器透明
化技術の開発に取り組んでおり、現在は組
織透明化技術を用いて癌転移メカニズムの
解明に取り組んでおります。シンギュラリ
ティ生物学の前身の新学術領域である少数
性生物学の頃から、非常に面白いグループ

だと関心を抱いていたので、1月の合同ワ
ークショップはとても楽しませていただき
ました。  
 
高里　シンギュラリティ生物学からは堀川
さんと石川さんのお二人に参加して頂いて
おります。自己紹介お願い致します。 
 
堀川　合同会議のブレーンストーミングで
お話をさせてもらいました堀川です。今日
は記憶を呼び起こしながら、みなさんと楽
しく話ができればと思ってます。やってる
ことは社会性アメーバの自己組織化です。
発生屋なので、何もないところにパターン
ができる過程の一番最初を見たいというこ
とで、市村さんらとともにAMATERAS 
(Aspired Multimodal Analytical Tools 
for Every Rare Activities in Singularity)
（※注）で誰も見たことがない圧倒的なスケ
ール感での発生現象を観察しています。 
 

 
新学術『シンギュラリティ×1細胞ダイバース』 
若手研究者による対談

対談企画

対談企画

2020 年 6月 2日 
13:00～ 
 
オンライン 
（zoom ＆ Google doc）        
 
堀川　一樹 シンギュラリティ生物学 
市村　垂生 シンギュラリティ生物学 
久保田晋平 細胞ダイバース 
高木　舜晟 細胞ダイバース  
 
高里　実  
シンギュラリティ生物学/細胞ダイバース 
 
 
坂内　博子 シンギュラリティ生物学 
洲﨑　悦生 細胞ダイバース

 日 時  

 場 所  

参加者

 司 会  

モデレーター 

 
 
（※注）AMATERAS (A Multi-scale/modal Analytical Tool for Every Rare Activities in Singularity)　はシンギュラリティ領域で開発中のイメージング装置。AMATERAS
により、ミクロな精度でマクロな時空間動態の解析を可能にし、「ミクロからマクロをシームレスにつなぐ」真のトランススケール解析を展開することを目指している。
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市村　大阪大学の市村です。シンギュラリ
ティ生物学の総括班で、広い視野で細胞を
見る顕微鏡、通称「AMATERAS」の構築
を中心にやってる人物です。応用物理学や
分光学がバックグラウンドで、自分の研究
の柱になってるのはマニアックな分光計
測、ラマン分光とかブリルアン分光とかを
やってきました。その流れもあって、光で
生物のいろんな情報を光で取り出してやろ
うという事を色々やっています。細胞ダイ
バースとの合同会議から5か月ぐらい立っ
てるんで、若干記憶が薄れちゃってるんで
すけども頑張って掘り起こしてお話しさせ
ていただきたいと思います。よろしくお願
いします 。 
 
高里　ありがとうございました。まずは、
今タイムリーな話として、新型コロナウイ
ルスの感染拡大がありまして、今現在も継
続してるんですけども、こちらの話題から
進めたいと思います。最先端の研究をされ
ている先生方達が、自分達の研究はおそら
く今現在止まってると思いますけども、こ
の対談を読んでいらっしゃる読者の皆さん
にも非常に参考になると思いますので、自
分の研究体制を変えたと変わったとかそう
いうアイディアについて、もしありました
ら教えていただけたらと思います。市村さ
ん、自分の研究について、今まで通りの研
究はできるのか、それとも今、自宅待機の
体制とかで、取り組みが変わった点がある
かどうかを聞かせていただけたらと思いま
す。  
  
市村　大阪大学は、そろそろみんな大学に
来て研究をし始めてる状況です。自粛期間
中は実験がストップしましたが、ちょうど
論文を書いたり解析したり自宅でできる仕
事が多かったので、研究が止まったという
ほどではなかったです。おそらく今後です
ね、次の冬に同じことが起こることを予想
しておかないといけないと思っています。
11月ぐらいから始まったら非常に長いじ
ゃないですか。だから今年は4ヶ月ぐらい
しか実験できないかもしれないと考えて実
験計画を立てないといけないなと思ってい
ます。それと、ウイルスや感染症を対象に
した研究を考えないといけないと思って、
このイメージング装置で感染症対策に対し

て何ができるかということは議論してまし
た。 
 
高里　実際にコロナウイルスに対する研究
に多少でもcontribute するという意識を
持っていて、非常に素晴らしいと思いま
す。機器とか顕微鏡とかツールを開発する
研究の場合、色々な新しいことにチャレン
ジしやすい環境にもあるのかなと思いまし
た。ダイバースから、久保田さんいかがで
しょうか。  
 
久保田　新型コロナウイルスの拡大によっ
て実験は止まってしまいました。また東京
大学が4月上旬から活動制限レベル3にな
るのと同時に保育園も休園になり、リモー
トワークもなかなか難しかったです。画像
解析などは家にいても行えるように環境を
構築していたので、以前に取得した画像の
再解析などは行うことができました。 
 
高里　シンギュラリティの堀川さん、今回
のウイルス騒動で、研究に対して意識や体
制が変わったっていうことはありますか？ 
 
堀川　徳島は、日常生活も込みで変わった
ことはほぼありません。とても幸運な状況
で研究できてますし、皆さんの対応はやが
て徳島も大変になった時に参考にさせても
らうよう興味深く聞いています。 
 
高里　ありがとうございます。情報があま
りにも少なすぎて、どう行動すれば良いの
か、我々自身もわからないというのが実情
だと思います。高木さんはいかがでしょう
か。 
高木　実は僕もそんなに変わってはいなく
て、というのも基本的に解析は自分のコン
ピューターでやっているので、家でも何ら
差し支えなくできるんですね。ただ、計算
の規模によっては大学の PC を使いたいこ
とがあったので、そこに関しては外からア
クセスできるように設定したり、オンライ
ンストレージみたいなものを拡張してデー
タをそこでずっとやり取りができるように
したりという環境は整えました。あとは、
気軽に議論できる環境ってやっぱりいいな
と思って。パッと思い浮かんだ事とかち
ょっと浮かんだ疑問とかそういうことをす
ぐ研究室にいれば隣にいる学生とか先生と
かと相談したり議論したりできるんですけ
ど、それが少しやりづらいのかなとは思い
ました。 
 
高里　例えば私のところでは、オンライン
チャットツールのSlackを導入し、リアル
タイムでコミュニケーションができるよう

にしました。色々な研究室のやり方を参考
にしました。 
 
高里　それでは次の話題に移ります。我々
が1月に細胞ダイバースとシンギュラリテ
ィの JOINT workshop を開催しました。
そこで双方の研究者たちがお互いの研究を
発表し、実際どういう共同研究ができる
か、お互いにどこに興味の共通点があるか
という事を共有する、非常に良い機会とな
りました。皆さんには、このJOINT 
workshop に参加した率直な感想をお聞
きしたいと思います。まずは、ダイバース
の高木さんからお願いします。 
 
高木　僕自身は、数理モデルを扱ってる関
係上、こういったワークショップはどこに
参加しても新鮮というか異分野なので、あ
る意味いつも通りではありました。でも、
やっぱり違うコンセプトの二つの領域が議
論してるのがすごく面白くて。どこでどう
すり合わせていくか、融合していくかって
いうブレインストーミングが最後にありま
したよね。解析自体の親和性とかは自分は
よくわからないので何とも言えないんです
けど、コンセプト的な所で言うと、融合と
いうよりは合体じゃないかっていう感じが
して。お互いの何かを利用して混ざり合う
というよりは、ダイバースは平均的な、大
局的な挙動を見ていて、シンギュラリティ
はニッチって言ったらちょっと言い方違う
かもしれないですけど、特異な部分を見て
いて、その二つを両方ともカバーできる
と、バランス良くというか、全体的な現象
を見れるのかなと思っていて、そういう意
味で今回のワークショップみたいな意見交
換の場があると普段お互いが見てない部分
が見れて面白いのかなっていう風には思い
ました。 

高里　ありがとうございます。シンギュラ
リティの堀川さん、どうでしょうか？ 
 
堀川　両者はよく似ているが、全く同じも
のかと言われると同じではない。ねっこに
あるコンセプトで違いを感じた、という感
想ですね。ダイバースはプレイヤーが多様
で、それらの内部状態を細かく分析して、
どういう相互作用してるかという立ち位

新学術『シンギュラリティ×1細胞ダイバース』若手研究者による対談



置。シンギュラリティはそれらのシステム
がどうやってうまれるかというスタンスで
しょうか。 

高里　ありがとうございます。私の記憶だ
と、ワークショップで堀川さんがおっし
ゃってたリーダー細胞の話が非常に面白く
て、そのようなコンセプトはまさにダイバ
ースにはなくてシンギュラリティの研究者
の方にはあるコンセプトであると、印象的
に感じました。久保田さんはいかがでした
か？ 
 
久保田　シンギュラリティの領域で開発さ
れているそれぞれの要素技術に関して、す
ごく楽しませていただきました。AMAT-
ERASをはじめとして発光イメージング系
や超音波イメージングなどの技術は、シン
ギュラリティとダイバースで研究対象は異
なりますが、それぞれの領域で応用が利く
技術だと思うので協力、議論を重ねたらよ
り良い研究を行えるのではないかなと参加
しながら考えていました。 
 
高里　シンギュラリティの市村さん、ご感
想いかがでしょうか？ 
 
市村　高木さんと堀川さんがおっしゃって
ることにほぼ同意です。それを踏まえた上
で、僕の場合は計測という立場から、実際
使ってる計測方法がそれぞれシンギュラリ
ティとダイバースで違いがある点に着目し
ました。思考実験的には、オミックスもで
きるしイメージングもできる、スーパーイ
メージング装置みたいなものがあったら、
この二つの分野は分かれる必要はないのか
なっていうことを考えていました。現実的
な計測技術で同時に実施できないため、研
究対象として分かれているだけなのかなっ
て思いました。計測に軸足を置いている自
分だから勝手にそう思ってるだけで、観察
対象に軸足がある人には当てはまらないと
思いますが、本質はかなり近いものがある
と思います。 高里さんの場合が一番顕著
だと思っていて、一つの生物対象に対して
両方の切り口で両方の領域に参加されてる
わけですけども、一連の流れとして全部込
み込みですべてが見えるような装置があっ
たら、もう分ける必要がないじゃないです

か。だから、計測装置が分野を分けてるの
かなと思いました。10年、20年後に、も
しものすごい計測装置ができたら、この二
つの分野はひとつの分野になるのかなって
思ったりしてます。変なこと言ってると思
うんですけどもどう思いますか。 
 
高里　私の場合は、細胞ダイバースでは1
細胞解析をメインに行って、シンギュラリ
ティの方ではライブイメージングで細胞の
挙動をみるということをやっています。1
細胞ごとの挙動とオミックス情報がミック
スして計測できるようなテクノロジーがあ
れば、両方とも解決してしまうというのは
おっしゃる通りだと思います。 
 
高里　ここまでのところ、建設的な意見が
かなり多かったと思いますが、逆に次の課
題として、分野融合ということを考えた時
に、逆にちょっと足りないとこがあるなと
か、もうちょっとこういう風にすれば歩み
寄れるんじゃないかというような感想を聞
きたいなと思ったんですけども、高木さん
どうですかね。 例えば、お互いの研究発
表を聞いててとてもよくわかったとか、も
うちょっとお互いに理解し合える部分があ
ったかなとか、研究発表って自分たちの言
葉で喋るので、相手の言語がちゃんと理解
できたかなとか、そういう点についてはい
かがでしょうか。 
 
高木　そうですね、僕が勉強不足なところ
もあって、実験の話などはなかなか難しい
部分もあったんですけど、最初の方に出て
きたリーダー細胞の話が非常にわかりやす
くて、誰が見ても何が起こってるか分かる
と言うか、本当に面白いなと思って。どん
な細胞もリーダー細胞の資質を持っている
わけではなく、誰でもなり得るっていう状
態でしたっけ？ 
 
堀川　リーダー細胞の起源ですね。僕もと
ても不思議に思ってますが、リーダーを決
める仕組みはまだわかってません。もとも
と等価な細胞群からランダムにリーダーが
決まるのか、協調的な走化性を始めるずっ
と前に運命決定されているのかAMAT-
ERASを使って解析しているところです。 
 
高里　堀川さんはワークショップに参加し
た後、お互いの話でちょっと分かりにくか
ったなとか、ダイバースとシンギュラリテ
ィが共同研究する際に、お互いに歩み寄っ
た方が良いなという点は気づきましたか。  
 
堀川　細胞ダイバースでは、対象となるシ
ステムを徹底的に分析し、そこには多様な

プレーヤーがいるということを皆さん明ら
かにされようとしてるように見受けまし
た。シンギュラリティ領域ではそれほど多
くのプレーヤーを想定していないので、細
胞ダイバース的なシステムのユニークさと
か強調してもらえるとより接点を見出しや
すかったかなと思いました。 
 
高里　今のお話は、お互いの領域のこうい
う話題が面白かったなという話にも通じて
るんですけど、シンギュラリティの市村さ
ん、ダイバーズの方でこういう話題が特に
印象に残ったなとか面白かったなっていう
話題で記憶に残っているものはあります
か？ 
 
市村　血清じゃなくて人工物で造血幹細胞
を制御するっていう話（東大医科研の山崎
先生）が印象に残ってます。僕みたいな生
物は素人で物理とか化学を専門にしている
人間というのは、ピュアな系を信奉しがち
なところがあって、理解しやすいだろうな
という思いがあります。それに幹細胞って
いうのは僕が扱った数少ない生物のうちの
一つなので、そこは面白いなと。こういう
生物の複雑さを出来るだけ排除できる手法
は、パラメーターを振りやすいので計測と
も馴染みがいいと思いながら聴いていまし
た。 
 
高里　あの研究は非常にインパクトが大き
かったですね。ダイバース側から久保田さ
ん、シンギュラリティ側で非常に記憶に残
ったなっていうトークがありましたか？ 
 
久保田　AMATERASの開発をされている
市村さんのお話は記憶に残ってます。発表
後の交流会で開発経緯に関する詳細を聞け
たのでありがたかったです。大浪先生の画
像解析に関して理解が不十分だった点があ
ったので、もう少し話を聞けたらよかった
なと考えています。また顕微鏡作製を行わ
れている渡邊先生や、全脳イメージング手
法を開発されている橋本先生の話も機会が
あればお聞きしたいです。 
 
高里　お互い分野はかなり似ていますが、
見てる物だけでなく言語も違う可能性があ
るという話がありました。でも、実際言語
もそんなに違わなくて、発生生物学の先生
方が多かったので、私としてはどちらもわ
かりやすいトークが多かったなと感じまし
た。次の話題にしたいんですけど、特にシ
ンギュラリティ側でAMATERASという非
常にユニークなマシンを開発されてる話が
ありまして、AMATERASについて市村さ
んに聞きたいのですが、AMATERAS って
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どんなことができるのかを少し教えていた
だけますでしょうか。 
 
市村　現状のスペックとしては、1.8 cm
ぐらいの視野内で、1細胞レベルの空間分
解能でライブイメージングができます。こ
の先にあるのは、もともとAMATERAS
は、センチメータースケールの視野内の全
ての細胞を見ることを謳っています。たと
えば、マウス体内を全部見るとかですね。
理想的には、それに向かって装置を改良し
ていくんですが、作ってる人間としてはな
かなかハードルが高いと感じています。現
状は奥行き分解能がない2次元イメージン
グなんですけれども、3次元のイメージン
グができるように共焦点系を組み込んでい
きたいというのが現実的な次の一歩だと思
ってます。それにプラスして、1細胞をピ
ックアップする装置を組み込んで、イメー
ジングで見つかった特徴的な細胞を取得し
て例えば発現解析をしましょうというの
も、近いところにある次の一歩だと思いま
す。 

高里　例えば、イメージングした後に今お
話しされたような特徴的な細胞を見つける
ために、おそらく機械学習などを利用した
イメージング解析をしないといけないのだ
と思うのですが、これは市村さんご自身で
されているのでしょうか。それともシンギ
ュラリティの他のメンバーと組んで画像解
析の部分を実施してるんでしょうか。  
 
市村　私自身でできることもあるんです
が、最終的には大浪グループにお任せする
形になると思います。話し合いながら進め
ているところです。やっぱり細胞数が非常
に多いんで、一個一個の細胞を人間の目で
見るのはもう不可能なので、そういう機械
学習との融合は必須で、早く進めたいなと
思っています。 
 
高里　ダイバーズの高木さん、今の話を聞
いて使ってみたいアイデアとかあります
か？ 
 
高木　そうですね。生きたまま複数の情報
を時系列で取れるとなると、例えばシミュ
レーションをやる上では現象のトレースで

きてるか、将来的な予測がバッチリ合って
いるかというところを検証しないといけな
いんですけども、その情報を取る時って、
実験の時に1回そこで細胞をつぶしてとい
うふうになるので、時系列データを取ると
きにどうしても別個体になるって問題を避
けられないんですよね。その点で精度の高
い検証ができそうだなと漠然と感じまし
た。 
 
高里　例えば、高木さんが今やってらっし
ゃる研究内容との親和性はどうでしょう
か？ 
 
高木　頭の中でなんとなく考えてることな
んですが、細胞内の遺伝子発現動態とかそ
れがその最後にダイレクトに影響を与えて
細胞が動くみたいなシミュレーションを、
実験に併せて構築したいと思っています。
細胞株育てて薬かけてどういう風に細胞内
情報の変化が出るのか見たいと思ってい
て、でもそれってさっきも挙げましたけど
例えば1日目と2日目と7日目のデータ取り
ますとなった時に、この1日目と2日目と7
日目の細胞は全部別物になっちゃうんです
よね。それでどうしてもそこで平均的な挙
動で見るしかなくなっちゃうので、それこ
そシンギュラリティじゃないですけど、一
つの細胞群に着目してどういう経歴をたど
ったかっていうところも重視するという意
味では、もしAMATERASで細胞内情報を
時系列で見れるとのであれば、平均的な挙
動だけじゃなくて色んなパターンについて
網羅できるのかなと。 
 
高里　平均的な挙動と言うと、通常はnを
沢山とってその平均を見てバラツキを見る
ことをしてるんですけども、このAMAT-
ERASも結局nは沢山とる必要はありますよ
ね。毎回毎回少しずつ挙動が違うんだけど
も、こういう特性を持った細胞はこういう
挙動に進みやすい、というようなデータを
とるためにはnが必要と思うんですけど
も、堀川さんいかがでしょうか  
 
堀川　市村さんに何例も何例も撮ってもら
ってる状態です。 
 
高里　そうすると、AMATERASの運用は
かなり労働力的に大変と想像します。例え
ば細胞ダイバースと一緒にやろうとする
と、結構人手が足りなくなってしまいそう
ですね。  
 
市村　高里さんのご指摘に対しては仰ると
おりで、マンパワーや時間的に結構問題は
ありますね。特にこの研究の場合データサ

イズが大きいので、計測用パソコンから解
析用パソコンにコピーするだけでも非常に
時間がかかります。ファイルを開くのにも
時間かかります。そういう面で、人的リソ
ースも含めての環境整備が未だに完全には
できてないです。 
 
高里　共同研究する際のリソースとかはや
はり限界があるということですよね。 
 
市村　面白い話があったら是非やりたいで
すけども、やはりマンパワー的に限界があ
って、なかなか簡単には受けにくい状況で
す。また、今のところ装置が一台しかない
のですが、理想的には開発機と応用機が別
にあった方が研究は進めやすいです。 
 
高里　例えば、既存の顕微鏡等をちょっと
改造したりとかして、AMATERASを量産
する的な計画はあるんでしょうか。それと
も、そういうことはそもそも難しいんでし
ょうか？ 
 
市村　今のAMATERAS装置は、いわゆる
既存の生物用顕微鏡で使われるものを使っ
ていないので、簡単に量産するのは難しい
と思います。 
 
高里　細胞ダイバースの久保田さんは、例
えばAMATERASを使ってこんなことして
みたいなっていうアイディアをお持ちでし
ょうか？ 
 
久保田　シンギュラリティの橋本先生たち
が開発している、全脳1細胞解像度で見る
手法は、1細胞オミクスとの接続性が良い
と感じていて、これらの技術の融合にAM-
ATERASが非常に有用なのじゃないかと考
えています。その様な技術が今後実現する
のであれば、細胞ダイバースだけでなく
様々な研究領域にインパクトを与えると思
います。実現するのは難しいと思うのです
が、発光イメージングで1細胞を検出でき
るようになってきてるので、個体をライブ
で見たいなとは思っています。 
 
高里　今のお話で思い出したんですけど
も、シンギュラリティでは二次元がメイン
でそのレアなイベントを見るという事をさ
れていて、ダイバースの方は三次元組織を
主に扱ってるんですけども、実際はその三
次元的なサンプルを処理するための計測装
置を持ち合わせてる人はほとんどいない。
ダイバースの中には透明化の研究をされて
いる先生もいて、透明化して三次元の組織
を沢山見る事はできるんだけども、ライブ
でその三次元の細胞同士のインタラクショ
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ンを解析するのはまだ技術的には難しいと
感じました。今後、ダイバースとシンギュ
ラリティのインタラクションができるとし
たら、そういう三次元の組織をライブで観
察して、そこからシンギュラリティなイベ
ントを解析するというような視点があるの
かなと、個人的に思いましたけども。堀川
さんいかがでしょうか  
 
堀川　おっしゃる通りだと思います。もち
ろん細胞ダイバースに限らず、シンギュラ
リティでも三次元組織の経時観察を目指し
てます。ただし相当ハードルが高いことな
ので、装置開発してくれる市村さんたちが
「これは何としても作り上げよう」と思っ
てくれるほどの問いと現象を実験屋が提供
できるかっていうのがとても重要ですね。
ただし、2Dでも暴力的に大きなデータに
ヒイヒイ言わされてる状況なので、これが
3Dになるととても人の手に負えるような
データではなくなります。ビックデータ解
析など情報処理の観点から新たなコラボを
展開させるいいきっかけにしたいですね。 
 
高里　ありがとうございます。それではち
ょっと市村さんにお聞きしたいんですけど
も、細胞ダイバースの研究対象で、AM-
ATERASで見てみたいという研究はありま
したか。先ほどは、造血幹細胞のお話は出
ていたみたいですけども。私のケースだと
腎臓オルガノイドを四次元的に解析するの
はひとつの面白い研究対象と思うんですけ
ども、市村さん的には、こういうマテリア
ルを提供してほしいな、解析したいな、っ
ていう相手はございますか。 もちろん架
空のマテリアルでもいいんですけども、こ
ういうものだったら計測する価値がある
な、という。 
 
市村　ダイバース領域で研究対象にしてい
る方がおられるかわかりませんが、ES 細
胞やiPS細胞の分化におけるヘテロジェナ
イティの研究に対して、この顕微鏡が貢献
できると思っています。同時にたくさんの
細胞やコロニーを、時間を追って観察し続
けられる思っています。細胞の多様性を見
るという点においては、ダイバースに近い
かもしれないし、コロニーの状態が一気に
遷移するシンギュラリティ現象を見ること
もできると思います。この顕微鏡のちょう
どよい使途と思います。 
 
高里　ありがとうございます。坂内先生か
ら何かございますでしょうか。 
 
坂内　細胞ダイバースのプレゼンテーショ
ンを聞いていて、全身を全部見なきゃいけ

ないような現象を扱っていると感じまし
た。最近、臓器間連携というようなことも
注目されています。例えば脳の認知症と腸
内細菌などといったようなことです。シン
ギュラリティはまだそこにどうアプローチ
していいかわからないのですけれども、細
胞ダイバースの発表を見ていたら、何かも
う答えを持っていらっしゃるのかなという
気がしました。久保田さんは特に全身透明
化ということをやってらっしゃるんです
が、臓器や全身を含めた生命現象っていう
のに、何かどんなアプローチをしていくか
とかアイディアはありますか？ 

久保田　組織透明化手法は生命現象を調べ
る入口として非常に有用な手法だと考えて
います。現在は組織透明化手法を用いて少
数の細胞が個体内で引き起こす表現型を観
察したいなと考えて研究に取り組んでいま
す。仮説に対して適切な動物モデルを考
え、全身・全臓器イメージングし実際にそ
の少数の細胞がそもそも存在するのか、存
在するとしたらそれがどういう機能をして
るのかっていう風にアプローチをしていま
す。ただ実際には少数の細胞が非常に重要
であるっていう現象を見つけることは結構
難しくて、この研究アプローチが適切なの
かどうかに関しては少し悩んでいます。 
 
坂内　高木先生は数理モデルを使っていら
っしゃいますが、そのファクターとなる、
プレイヤーとなる細胞がすごく空間的に広
がっていた場合にも、数理モデルで扱うこ
とができる問題なんでしょうか？  
 
高木　それは面白いですよね。学会などで
もご指摘をいただくことがあって、実際、
例えば大腸がんの転移の数理モデルの時に
は、その空間的な広がりというものは考慮
しています。ただその細胞が移った先でそ
の周りの環境によってどう変わるかってい
うところまで考える時に、どうしてもその
臓器の情報をある程度しぼることになりま
す。例えば坂内さんがおっしゃっていた認
知症と腸内細菌の関係となった時に、腸内
細菌の方は割と具体的に定義できるとし
て、脳の方でどの要素を取捨選択するかと
いうのは検討が必要になりますね。なので
一応アプローチとして可能ではあるんです

けどいわゆる”間違っていない”というと
ころまで持っていくとなったときに疑問が
残るという感じですかね、解析量の限界と
僕の今の知識の範囲で見ると。 
 
坂内　ありがとうございます。何を測るべ
きかが、まだわかってない状況？ 
 
高木　シミュレーションはある意味何でも
できてしまう、何でも言えてしまうんです
けど、やはりより現実の現象に沿ってとな
ると、ファクターがどれくらい絞れている
かによって変わってきます。例えば、がん
は基本的に本当にいろんな要因があるので
一概にこれが原因でこういう風に広がって
いくというのは難しいんですけど、今やっ
ている HTLV 1による成人T細胞白血病に
関してはウイルス感染という強力な起因が
あるので、そこに焦点を絞ってシミュレー
ションできる、という部分があるんですよ
ね。ただ逆に、例えば現象を制御するいく
つかのファクターが候補に上がってるとき
に、どれが一番影響を与えているかという
のを数理モデルやシミュレーションで検証
するなどはできます。 
 
高里　ありがとうございます。これまでの
ところ、ダイバースから見るとシンギュラ
リティの技術とか、シンギュラリティ的な
視点をぜひ取り入れたいという感想が多か
ったんですけど、非常に参考になりまし
た。最後に、皆様から一言ずつ願いしま
す。  
 
久保田　今回のような合同ミーティング
は、シンギュラリティ班の考え方を学ぶう
えでも、シンギュラリティ班で開発されて
いる技術を学ぶうえでも非常に有用だった
と思います。共通する要素技術などもある
ため、今後もこの様な交流の機会があれば
ぜひ参加させていただきたいと考えていま
す。 
少数のがん細胞とがん微少環境を構成する
多様な細胞との相互作用を、組織透明化手
法を用いて明らかにしていこうと考えてい
るのですが、シンギュラリティで開発され
ている解析技術もフォローさせていただき
応用させていただければと思います。 
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高里　ありがとうございます。高木さん、
最後一言いかがでしょうか  
 
高木　最初の繰り返しにもなっちゃうんで
すけど、違うコンセプトを持って同じ現象
を観ている2領域が議論しあうというのは
面白かったですね。今日の対談で出てきた
「計算技術の違いによって領域が分かれて
いる」というのもスッと落ちました。やは
り、それぞれが違う視点で補い合う、とい
う形が取れるという点で非常に貴重だった
んじゃないかと思います。私個人の関わり
方でいうと、やはり数理モデルは究極的に
は平均的な挙動を見ていることが多くて。
ここから得られる情報ももちろんたくさん
あるんですが、いわゆる”外れ値”という
か、特殊な挙動を示すものに対しても、も
っと見ていく必要があるなということが再
確認できましたし、そういった議論の場と
しても、なかなか用意していただくのは大
変かと思いますが、個人的にはあると嬉し
いなと思います。 
 
市村　融合ができたらもちろんいいんです
けど、あまり堅く考えずに気軽に情報交換
できる機会を持てたらいいなって思いまし
た。それから、一つ別の観点として、この
二つの領域の共通点としてデータが多いと
いうことがあると思います。多変量データ
だったり多画素イメージだったり。そこか
ら、統計的に意味のある情報を抽出する数
学的手法は重要だと思います。最近流行の
深層学習とかAIではなく、クラシカルな統
計数学で理解することがまだ結構重要じゃ
ないかという思いを持っていて、そういう
解析手法に関しての情報交換もできるので
はないかと思いました。 
 
高里　最後、シンギュラリティの堀川さん
一言お願い致します。 
 
堀川　細胞ダイバースもシンギュラリティ
も共に魅力的な領域ですが、こういう活動
を続けていくためには若い人たちの参入が
必須です。今日は若手ってことで呼ばれた
みたいですけど（笑）、可能性を秘めた若
い人たちをどうリクルートするのか考えて
ます。今回の合同会議と対談を通して、細
胞ダイバースの若手の方々がシンギュラリ
ティに関してどんな興味を持ってくれてる
のかっていうのがわかったことがとても有
意義でした。シンギュラリティ領域として
は細胞ダイバースの方々に加えて、その向
こう側にいるよりたくさんの人たちに向け
てこんなことをやってるよというアピール
をしていきたいですね。AMATERASで取
得されたデータの美しさスケール感には圧

倒されます。こういう感覚をみなさんと共
有できるように学んで、データ公開のプラ
ットフォームを整備するとなどしていろん
な領域が何をやってるのかっていうのをク
イックに知れるような領域間連携みたいな
のが今度できて、今後できたらあの新たな
若い人たちを呼ぶ呼び水になるのではない
のかなと思いました。ありがとうございま
す。 
 
高里　今回の対談を通して私が感じたの
は、冒頭で高木さんがおっしゃったように
細胞ダイバースは大局的な面から細胞の多
様性という点にフォーカスして研究し、シ
ンギュラリティは個々の細胞の特徴からそ
の特異性を見出して、その特異性が生命現
象にどう影響を与えるかという点を追求し
ている点。同じ生命現象を見ていても、そ
れをどういう切り口で解析するかという違
いが、解析する手法や、解析装置の違いと
なる。これまでは、お互にどういったイデ
オロギーや解析手法を用いて研究を進めて
いるかというのを良くわかってなかったの
ですが、今回のジョイントシンポジウムを
開催することでお互いの研究姿勢を良く知
ることができ、自分の研究にも取り入れた
いという良い機会になったと思います。今
後も、研究協力という形で二つの新学術領
域が絡み合って研究を進めていけたら良い
と思いました。みなさま、本日は有意義な
議論をありがとうございました。 
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Horikawa, Kaoru Seiriki, Atsushi Kasai,  
HitoshiHashimoto, Katsumasa Fujita, 
Tomonobu M. Watanabe, Takeharu Nagai 
bioRxiv 2020.06.29.179044;  
doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.29. 
179044

新学術『シンギュラリティ×1細胞ダイバース』若手研究者による対談

9



今年の 3月から主たる所属が東京大学
医科学研究所から筑波大学医学医療系へ
異動しました山崎です。昨今の事情からラ
ボの引越し作業は極めて大変でありまし
たが、最近ではようやく筑波大学での実験
が始められるようになって来ました。 
私は、本領域の前期において生体内骨髄

ダイバーシティーの解明というテーマで
研究をさせて頂いておりました。嬉しいこ
とに、後期においても本領域へ採択して頂
きかつ同様のテーマを引き続き研究でき
ることに感謝しております。私は現在に至
るまでに骨髄環境の細胞多様性と造血幹
細胞に関する研究を行ってきました。その
結果として 1）骨髄には非髄鞘シュワン細
胞が存在し潜在型 TGF-beta を活性化型

TGF-beta に変換する能力により造血幹細
胞の細胞周期を制御していること 
(Yamazaki et al., 2011. Cell)、2）全骨髄 3次
元イメージングにより血管内皮細胞、骨芽
細胞、間葉系細胞と造血幹細胞との位置関
係を解析することで造血幹細胞が骨髄内
で接している細胞として血管内皮細胞で
あること(Chen et al., 2016. Nature)、3）骨
髄環境には骨髄特有のアミノ酸濃度環境
が存在しており、そのアミノ酸濃度を人為
的に変化させることにより造血幹細胞の
制御に関して報告してきました(Taya et 
al., 2016. Science)。 
さらに、骨髄環境や造血幹細胞を取り巻
くタンパク質等の増幅因子の理解を進め
ていった結果として、造血幹細胞は人工

物、即ち化学物質により骨髄と同様の環境
を構築できる可能性を明らかにしました。 
(Ieyasu et al., 2017. Stem Cell Report and 
Wilkinson et al., 2019 Nature)。 
しかし、骨髄全体の細胞種、構造、社会
性といった骨髄細胞ダイバーシティーの
理解が未だに困難であることから、私はよ
り大きな目的を設定し“骨髄という臓器そ
のものを理解し、人工骨髄を作製すること
で完全なる骨髄ダイバーシティーの証明
を目指として実験を遂行していく所存で
す。また本領域の研究期間内では様々な研
究者との共同研究により大きな成果を見
出せるよう努力していこうと思います。 

 人工骨髄の構築に向けた造血幹細胞を中心とした骨髄ダイバーシティーの理解 

研究の立ち上げと骨髄ダイバーシティーのこれから 
研究代表者　山崎　聡　筑波大学　医学医医療系・幹細胞治療研究室 
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4月東京駅から筑波へ向かうバスはほぼ貸し切り 引越し作業はなるべくDIY



アメリカの会議　don’t just sit there 
アメリカで研究者として過ごした 8年
半、様々な会議に参加したが、それはまさ
に異種格闘技戦であった。いろんな国から
の研究者達が文法そっちのけで様々な英
語で殴り合う。ミーティング参加者は、発
言中に少しでも間ができると他の人に発
言権を取られる（私はこれを、息を吸った
ら負け、と命名）、空気をよんでいたら永遠
に話せない、発言しないと何も考えていな
いと思われる。この環境では若手には発言
することは難しく感じるが、どんなに真剣
に聞いていても発言のない人は、“don’t 
just sit there”と言われ、考えているという
風には捉えてもらえず、黙っている人は
「座っているだけ」とされ、戦力外のレッテ
ルが貼られる。従って生き残るためには手
を出し続ける＝発言を止めない、息を吸っ
たら負け、の戦いを続けるしかないのだ。 
大学院博士課程の最終学年から留学を始

めた私は、この戦いでは即戦力外のレッテ

ルが貼られた。しかし、どうにかポスドクと
して残りたかった私は、先ず全ての人の発
言を記録した。そこで見えてきたものは、私
でも言えそうなことが沢山あること。当た
り前のことでも、他の人が既に言ったこと
でも、何故自分もそう思うのかを添えて話
す。若手だからこそ、とにかく参戦する。自
分の発言をピックアップして何か違う議論
が生まれることもある。とにかく参加者と
なる、そこから始まることがある。 
エレベータートークは場外乱闘だ。会議
室よりさらに短い時間で技を出し尽くさ
なければならない。なかなか会うことので
きない有名な研究者や財団関係者（研究に
億単位で出資する様なキーパーソン）と出
会した時は“don’t just stand there”。如何
にエレーベーターが到着するまでの短時
間で自分をアピールして次へのきっかけ
を作れるかが戦いだ。その為に皆自身のエ
レベータートークの洗練には余念がない。
初めにエレベータートークのトレーニン

グを受けた時は、こんなことまで、と驚い
たが、これがここにいる研究者たちのあら
ゆる場面でのディスカッションの着火剤
となっていることを学んだ。 
そもそも何故私が米国での会議につい
て書くことにしたかというと、本領域の
「ダイバーシティー」にちなんだことを書
こうと思ったからだ。人種、食、音楽、宗
教、職業、ありとあらゆるダイバーシティ
ーが混在するニューヨークでの研究生活
で、最初に浮かんだのがこの内容だった。
私はこの環境で戦い続けたことが今活き
ていると感じている。なので、今年度より
東京工業大学にて立ち上げた自分のラボ
に所属してくれる学生さん達には是非躊
躇せずに発言できる、そんな研究者となっ
てもらいたい。それが達成できるようなラ
ボを作り上げることが、今私の使命だと思
っている。新たなステージへのゴングが今
鳴り響いている。 
 

 肺転移性がん細胞ダイバーシティーとそのエクソソームの多様性と機能解析 

アメリカの会議　don’t just sit there 
研究代表者　星野 歩子　東京工業大学・生命理工学院　准教授 

課題名

A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明

11

東工大の研究室は実験台の搬入からスタート

Lyden labでの８年半の間でラボメンバーは倍以上に Lyden labへ参加した当初のメンバー

星野研究室初代メンバー



この度は、「細胞ダイバーズ」のお仲間に
入れていただき、本当にどうもありがとう
ございます。先日ウエブ開催された領域会
議では素晴らしいお話を沢山伺うことが
でき、本領域のテーマが、私の研究の方向
性と合致していることの再確認もできま
した。ぜひ、共同研究を積極的に展開でき
れば幸いです。 
私は現在、がん幹細胞とその周囲微小環

境の相互依存的な関係や、がん組織のダイ
バーシティ構築のメカニズムついて興味
をもって研究を進めています。複雑ながん
細胞の社会を再現できる数理モデルを構
築して、がんの診断や治療に応用できれば
素晴らしいと思っています。 
本稿では、これまでの自分の歴史につい

て少し自己紹介をさせていただければ幸
いです。私はもともと血液内科医を目指し
ておりましたが、大学院で行かせていただ
いた医科研（渋谷研）で、EGF受容体のシ
グナル伝達の研究を開始し、基礎研究がと
ても楽しくなってそのまま研究を続ける
ことになりました。これまで一貫して「シ
グナル」をキーワードに研究をしていま
す。EGF受容体がRas を活性化するため
に、アダプター分子が橋渡しをすることを
見つけることができ、アダプター分子が大
いにシグナル伝達で活躍していることが

わかりました。留学先のニューヨーク大学
Joseph Schlessinger 博士(愛称：Yossi)の研
究室では、アダプター分子FRS2alpha の変
異マウスの作製解析を行いました。
FRS2alpha は、FGFシグナルの中核を担う
ため、発生のいろんな過程で支障がおきた
変異マウスが得られ、最初に生まれた
FRS2alpha 変異マウスを見たときは、とて
もエキサイティングでした。思えばYossi
の研究室は、アメリカ、中国、ヨーロッパ
各国、イラン、インドなど世界中からポス
ドクが集まっていて、まさにダイバーシテ
ィに富む研究室でした。今でもそのときの
仲間とは連絡をし合っており、貴重な友人
を沢山作ることができました。 
帰国後も、FRS2alpha と、そのファミリ
ー分子のFRS2beta の研究を続けました。
FGFは様々な組織幹細胞の維持にも重要
であるため、FRS2alpha 変異マウスは、神
経幹細胞、胎盤幹細胞、網膜幹細胞にも支
障をきたしており、次第に幹細胞の研究に
移っていきました。 
2007 年に、特任准教授として独立させて
いただきました。これを機会に、当時海の
ものとも山のものともわからなかった「が
ん幹細胞」の研究に着手しました。私は組
織幹細胞のシグナルの研究を行っていた
ため、がん幹細胞の概念は自然に思えまし

た。東大病院の乳腺外科の方々に共同研究
のお話をしたところ、大変興味を持ってい
ただけました。それ以来、外科手術のたび
に連絡をいただき、大学院生の誰かが手術
室までいって検体をいただき、その日のう
ちに培養を行って、残りの組織片は免疫不
全 マ ウ ス に 移 植 し て patient-derived 
xenograft (PDX)モデルを構築するのが私
達の研究室のルーチンとなりました。金沢
大学に 2013 年に移りましてからは、金大
病院の方々のご協力をいただくことがで
き、これまでに約 250 検体をいただき、凍
結保存、細胞培養、PDX構築を続けていま
す。 
これらの貴重な検体を使わせていただ
き、がん幹細胞が周囲の微小環境の中で維
持されている仕組みがわかってきました。
本研究で注目しているセマフォリンシグ
ナルも、がん幹細胞がこのシグナルを巧み
に操って生き延びている仕組みの一つで
す。同時に、がん組織のダイバーシティを
うまく見極めながら、最適な治療法を考え
る必要があることを痛感しています。シン
グルセルテクノロジーのような最先端の
技術を駆使しながら、がんのダイバーシテ
ィの実態を紐解ける時代がきたと感じて
います。そこに、数理モデルが組み合わさ
るとすごいと思っています。 

 幹細胞分裂過程リアルタイムイメージングによる細胞社会ダイバーシティ獲得機構の解明 

がん組織ダイバーズ構築のメカニズム研究に至るまで 
研究代表者　後藤 典子　金沢大学がん進展制御研究所・分子病態研究分野・教授
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キャンパス内のレストランでランチ会です



たった一つの細胞が生物の形を作り上
げること、この現象に魅了され、発生生物
学の研究を続けています。この興味をさら
に掻き立てられるきっかけとなったのが、
「ライブイメージング」との出会いでした。
大学院時代、細胞が動いているのに、どう
してもそれを捉えられない歯痒さから、イ
メージングの技術を学びたいと、分野の違
う現在の所属研究室にポスドクとして飛
び込んだのが、私の研究の転機だったと思
います。 
現在私が所属する、名古屋大学大学院医
学系研究科、宮田卓樹教授の研究室では、
神経発生分野において先駆的にライブイ
メージングを行なってきました。特に、大
脳のスライスカルチャーシステムを用い
て、神経前駆細胞の動きや形に注目し、神
経発生分野を牽引する数々の重要な発見
を行なってきた経緯があります。私は、こ
ちらの研究室に参画し、“生の組織を観る”
ことの重要性について、たくさん学びまし
た。発生過程の神経前駆細胞は、脳室面か
ら脳膜側に細く長い突起を伸ばした形を
しており、それぞれの核が何層にも積み重
なった「偽重層」と呼ばれる構造をしてい
ます。そして、それぞれの核は、細胞周期
の進行に伴って、脳室面、脳膜側に動いて

おり（interkinetic nuclear migration）、エレ
ベーター運動などとも呼ばれています。こ
うした、細胞たちの動きを眺めていると、
「どうしてこんな形をしているのだろ
う？」、「どういう理由で核が動かないとい
けないのだろう？」、「これだけたくさんの
細胞がそれぞれに動いているのに、組織と
しての秩序はどのようにして保たれてい
るのだろう？」などと数々の疑問が湧いて
きます。“生の組織を観る”ことによって、
本領域研究の課題として提案させていた
だいている、「力学的視点から神経前駆細
胞のダイバーシティーが生み出された原
理を問う」という、チャレンジングなテー
マにも繋がり、自身のオリジナルな視点と
技術を駆使しながら、また、領域班の先生
方との連携によって、数理モデルについて
学ばせていただきながら、ダイバーシティ
をもたらす仕組みの発見につながればと
期待しております。 
もう一つ、私の研究の糧となっている技
術が、子宮内の胎仔にエレクトロポレーシ
ョンを用いて、遺伝子などを導入する「子
宮内エレクトロポレーション法」です。こ
の技術自体は、神経発生分野の多くの研究
者が利用している簡便で有用な方法です
が、私はその中でも非常に難しいとされて

いる、胎生 10 日目という発生初期の脳を
標的とするため、当時唯一その技術を持っ
ていた、理化学研究所脳神経科学センター
の下郡智美先生に志願し、有難いことに習
得することができました。これによって、
これまで解析が難しかった発生初期の脳
を簡便に研究のターゲットにすることが
でき、また、shRNA発現ベクターを用いた
遺伝子ノックダウンや CRISPR／Cas9 シ
ステムを用いた急性的なノックアウトが
行えるようになりました。さらに、これら
の経験から、最近開発された、卵管内にあ
る着床前の受精卵にCRISPR/Cas9 コンス
トラクトをエレクトロポレーションによ
って導入し簡便にゲノム編集を行うこと
ができる新規の技術である GONAD 法 
(Ohtsuka et al., Genome Biol., 2018; 
Gurumurthy et al., Nat. Protoc., 2019) につ
いても躊躇なくトライし、習得することが
できました。 
これらの技術は、もしご興味がございま
す方がいらっしゃれば、領域班の皆様方と
技術支援という形で共有し、領域研究の促
進にさらに貢献することができればと考
えております。 

 物理的な力が生み出す神経前駆細胞ダイバーシティーとその原理の解明 

ライブイメージングと子宮内エレクトロポレーション 
研究代表者　岡本 麻友美　名古屋大学　大学院医学系研究科　研究員　 
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子宮内エレクトロポレーション法を用いて標識した神経前駆細胞の核移動のライブイメージング

胎生10日目における子宮内エレクトロポレーション法



今年度より、公募班として参加させてい
ただいている大澤志津江と申します。昨年
度の 4月より、名古屋大学大学院理学研究
科の教授に着任しました。研究室のセット
アップの時期にご支援いただけますこと、
そして、議論や共同研究を通じて視野を広
げ、研究を発展させ得る機会をいただけま
すことをとても嬉しく感じています。2年
間、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
私は、細胞同士が協調する、あるいはそ

の生存を競合するといった細胞集団挙動
が、組織形成や恒常性維持を行う仕組みに
興味を持って研究を進めています。大学院
時代は、三浦正幸先生（東京大学大学院・
薬学系研究科）の研究室に在籍し、細胞死
がいつ・どこで・なぜ起こるのか、マウス
神経系の発生過程に着目して解析をして
いました。当時はちょうど、ショウジョウ
バエ遺伝的モザイク法（部位特異的体細胞
組換えの原理を利用して、組織中に異なる
遺伝子型をもつ細胞クローンをモザイク
状に誘導し、その細胞挙動を蛍光タンパク
質標識により追跡する手法）が発展し始め
た時期で、ショウジョウバエ上皮に人為的
に誘導した死細胞が周囲の細胞に対して

細胞増殖を誘導する「代償性増殖」の存在
が明らかになりました。また同時に当時
は、細胞同士の競合現象（細胞競合）の分
子機構の解析が開始された時期でもあり
ました。細胞競合とは、近接する細胞同士
がその生存を競い合う現象で、生体内環境
への適応度が相対的に高い細胞が低い細
胞を排除する、細胞の「適者選択」システ
ムと考えられいます。代償性増殖において
も細胞競合においても共通しているのは、
死にゆく細胞分だけ生き残る細胞が正確
に増える、ということで、トップジャーナ
ルに次々と掲載されていくそれらの論文
を読んでいくうちに、正確な形・大きさの
組織を形成・維持する細胞集団の動作原
理を理解したいと思うようになりました。
それから、（時が経つのは早いもので）xx年
間、細胞競合を中心に、細胞間相互作用の
メカニズムをショウジョウバエをモデル
系として解析を進めています。 
現在は、細胞競合ががん制御を行う仕組
みを明らかにすることを 1つの目標とし
ています。最近の研究により細胞競合は、
がん細胞（“勝者”）が周辺の正常細胞（“敗
者”）を駆逐しながらその領地を拡大して

いく“スーパーコンペティション”現象に
関わることが示されています。一方で、組
織に生じたがん原性細胞が正常細胞との
競合に敗れて組織から排除されること、さ
らに興味深いことに、そのようながん原性
細胞が周辺の細胞環境に依存して“敗者”
から“勝者”へとスイッチする現象に関わ
ることが示され、がん制御を担う重要なシ
ステムであると推察されています。しかし
ながら、その分子実体はいまだ不明な点が
多いのが現状です。そこで本研究では、（1）
“スーパーコンペティション”および（2）敗
者から勝者へのスイッチング の 2 つのが
ん促進現象について、その分子機構と制御
法を、遺伝学的手法やRNAseq、ライブイ
メージング技術および数理モデリングに
よる多角的アプローチにより解析します。
さらに、両現象をつなぐ分子基盤を明らか
にすることで、遺伝的細胞ダイバーシティ
ーが駆動する細胞間相互作用の動作原理
とそのがん制御機構の理解を目指したい
と思っています。「細胞ダイバース」領域に
サポートいただいて推進する研究により、
研究室が軌道に乗るよう、精進していく所
存です。 

 遺伝的細胞ダイバーシティーが駆動する”細胞非自律的”がん制御の遺伝的基盤 

細胞間コミュニケーションを介したがん制御の理解に向けて 
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運動をしたとき、高い山に登ったとき、
水の中に潜ったとき、呼吸が乱れて息が上
がり、酸素の必要性を感じると思います。
これは、私たちのカラダを構成する数十兆
個の細胞が主に酸素を使ってATPを産生
しているからに他なりません。細胞の酸素
要求性に応えるため、カラダの隅々にまで
血管が行き渡っていますが、その実、私た
ちのカラダには酸素分圧の低い低酸素領
域が局所的に存在し、寧ろ正常な個体発生
と健康を支えていることが分かってきま
した。私は、酸素要求性の体内に敢えて低
酸素領域が作り出され、有酸素と低酸素が
積極的に使い分けられている矛盾（酸素パ
ラドクス）に興味を持ち、生体が外界の酸
素環境の変化を感知して細胞・組織・個
体レベルで適応する仕組みと、その破綻が
病態の発症と悪性化を引き起こす理由、さ
らに低酸素環境を積極的に活用する生物
学的意義を研究してきました。そしてその
過程で、『“生体内の低酸素領域”と“生体
内の細胞ダイバーシティ”のつながり』が
見えてきましたので、細胞ダイバース領域
への参加に挑戦し、末席に加えて頂きまし
た次第です。 
低酸素刺激にさらされた細胞の中では、
hypoxia-inducible factor 1（HIF-1）を中心
とするシグナル経路が活性化して、環境へ

の適応を図ることが知られています。これ
までのがんを対象とした研究で私は、正常
組織の持つHIF-1 シグナリングをがん細
胞がハイジャックして、悪性形質と治療抵
抗性を獲得するメカニズムを明らかにし
てきました。具体的には、新規のHIF-1 活
性化因子として IDH3 や UCHL1 などを同
定し、IDH3-HIF-1 経路ががん細胞の糖代
謝経路と血管新生とを介在して腫瘍増殖
を亢進することや（Zeng et al. Oncogene. 
2015 など）、UCHL1-HIF-1 経路ががん細胞
の遠隔転移能と放射線治療抵抗性を亢進
することを明らかにしてきました（Goto et 
al. Nature Commun. 2015; Nakashima et al. 
Sci Rep. 2017 など）。また、放射線治療を生
き延びた低酸素がん細胞がHIF-1 依存的
に腫瘍血管に向けて遊走し、がんの再発を
引き起こすというがんの再発機構を明ら
かにし、放射線治療中にHIF シグナルを抑
制する重要性を報告してきました（Harada 
et al. Nature Commun. 2012; Zhu et al. 
Oncogene. 2013 など）。この腫瘍を対象に
した低酸素バイオロジー研究の過程で、
DNA損傷修復に関与する一部の遺伝子の
発現が、低酸素環境に晒されたがん細胞の
中で低下し、これがポリクローナルな腫瘍
（遺伝子型の異なる複数のがん細胞クロー
ンが存在する腫瘍組織）の形成を担ってい

る可能性を見出してきました。その分子基
盤を解明することにより、がんが悪性形質
と治療抵抗性を獲得する機序に迫ること
ができるばかりか、広く生体内微小環境と
細胞ダイバーシティの関係性を理解でき
ると考え、細胞ダイバース領域に研究を提
案させて頂きました。細胞の低酸素応答機
構が多くの生命現象に影響を及ぼしてい
ることを感じておられる先生も多いので
はないかと思いますので、低酸素バイオロ
ジーに興味を持って頂ける先生には、是非
お気軽にお声がけ頂ければと思います。ま
た、情報収集や研究成果の発表のために、
「がんとハイポキシア研究会（ http:// 
www.cancer-hypoxia.org/ ）」や「低酸素研
究会（ http://teisannsokenkyuukai.org/ ）」
にご参加頂ければと思います。 
現所属に着任する前、私は異分野の研究
者が意図的に集められた組織（京都大学生
命科学系キャリアパス形成ユニットと京
都大学白眉センター）に所属していた時期
があります。そして、そこで始まった異分
野研究者との交流によって、思いがけず研
究が進展した経験があります。細胞ダイバ
ース領域のダイバースな研究者集団の中
で、多くの先生方と交流させて頂き、再び
研究を加速させることができれば、、、と思
っています。 

 腫瘍微小環境をドライビングフォースとする腫瘍内遺伝型不均一性の解析 

低酸素バイオロジーへのいざない 
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生命現象を捉える上での最大のマイル
ストーンは、やはり 2本鎖DNAの発見で
あろう。生命の情報がATGC、4種類の塩
基配列で表現されている事実には驚くば
かりである。コンピュータが高速になり、
01 で表現される情報が深層学習により人
工知能となり、人間の知能をも上回る状況
となっている。この事実は、01 でのデジタ
ル表現が情報としての限りない可能性を
示していること、また、生物がATGCとい
うデジタル表現により進化を続けている
事実を証明しているようにも考えること
ができる。単純な文字の組み合わせが、情
報を進化させる。最近の人工知能で問題と
なってきていることが、ブラックボックス
である。結果として、顔認証や翻訳、囲碁
や将棋など驚くことができるのであるが、
何故、できるのか？が分からない。ブラッ
クボックスができている。考えてみると、
生命の進化でも同じことが起こっている
ホモサピエンスが何故、言語を持ち社会を

創れるように進化してきたのか？ホモサ
ピエンスのゲノム配列が全べて読まれた
後も解決されていない、全くのブラックボ
ックスである。しかし、我々はATGCの配
列を全て知ることができている。この配列
を使ってブラックボックスを知ることが、
原理的にはできるのではないかと考えて
いる。これまでに私は、脳にあるブラック
ボックスに挑戦するために、マウス個体レ
ベルで DNA を操作する方法を開発し、
1998 年に細胞内領域が共通配列でありな
がら細胞外領域が多様化したカドヘリン、
Cadherin-related neuronal receptor (CNR)
ファミリーを発見した。このCNRファミ
リーは、個々の神経細胞で異なった組み合
わせ発現をしており、ヒトゲノムでは 53
種類のアイソフォームからなるプロトカ
ドヘリン遺伝子クラスターとして存在し
ていることが明らかとなった。この遺伝子
クラスターを全て欠損したマウスでは、中
脳から脊髄にある脳幹網様体が機能不全

となり、神経細胞死が引き起こされること
が明らかとなっている。脳幹網様体は賦活
化系として機能しており、意識を支えてい
る領域として知られている。脳幹網様体を
目指して研究を進めてきたわけではない
が、調べれてみると、未だ分かっていない
多くの脳機能を司る複雑な神経ネットワ
ークがある領域であった。ここにもまた、
新たなブラックボックスができてしまっ
た。考えてみれば遺伝学とはブラックボッ
クスをどんどん生み出す科学である。研究
を進めるたびにブラックボックスが増え
てゆく。その中には、思いもよらない発見
があり、自分たちの考えの足りなさを痛感
するとともに自然にある仕組みの巧みさ
に心踊らされる。未だ進化とDNAとの間
には、大きなブラックボックスがある。し
かし、地球上に現存している多様化した生
物の存在、多くの生命現象の不思議を改め
て認めなくてはいけない。そこには、ブラ
ックボックスが溢れている。 

 脳の細胞社会ダイバーシティーをもたらす複雑な神経ネットワーク形成メカニズム 

ブラックボックスが溢れている 
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今年度より公募班として新学術領域研
究「細胞ダイバース」に参画いたしました
浅岡です。私たちの研究テーマは「3次元臓
器構築に不可欠な力学制御機構」ですが、
今回はYAPによる臓器の立体構築機構を
見出した私たちのこれまでのメダカの研
究についてご紹介させて頂きます。 
地球上のあらゆる生物は常に重力に曝
されているにもかかわらず、重力に押しつ
ぶされることなく複雑な 3次元臓器を構
築しその形態を維持しています。これは当
然のことのように思われるかもしれませ
んが、当たり前に過ごしている地球環境に
秘められた生命機構であり、生物の形態形
成の基本原理を考える上でとても重要な
問題と私たちは考えています。今から 100
年以上前にイギリスの数理生物学者
D’Arcy Thompson は「地球上の生命の形
は重力によって規定されている」と予言
し、仮に地球の重力が 2Gであったとした
ら、ヒトは二本足歩行ができずトカゲのよ
うに平らな体をしてノソノソと歩いてい
ただろうと記しています。しかし、重力に
抗った体の形態形成機構を直接解析でき
るモデル生物がこれまで存在しなかった
ため、長い間D’Arcy Thompson の仮説の
検証は困難でした。そこで私たちは、メダ
カを用いた変異体スクリーニングによっ
て同定された 2500 近くの胚性致死変異体

の中から、既知の臓器形成メカニズムでは
説明のつかない、体全体が扁平化する
hirame (hir) 変異体を単離しました。hir 変
異体の特徴は、1）神経管や体節などの上皮
組織が発生の進行につれて 3次元の形態
を維持できないことと、2）各組織の配置に
異常が生じていたことです。例えば、眼は
レンズが網膜神経上皮に陥入して作られ
ますが、hir 変異体ではレンズが網膜神経
上皮に陥入せずに網膜から外れてしまい
ます。ポジショナルクローニングにより
hir 変異体の原因遺伝子は転写共役因子
YAPであることがわかりました。 
興味深いことに、hir 変異体の扁平化の
向きが胚ごとにそれぞれ少しずつ異なる
ことにあるとき私たちは気づきました。そ
こで hir 変異体を重力に対して様々な方向
に固定し発生させたところ、胚は常に重力
方向へ崩壊することを見出しました。これ
はD’Arcy Thompson が予言した「生物の
形態形成過程における重力耐性機構」に異
常があることをはじめて直接示した結果
と考え興奮を覚えました。実際、ピペット
吸引法など組織レベルでの物理的張力を
計測する解析により、hir 変異体では神経
管における組織張力の減少やアクトミオ
シンのリン酸化の減少が認められ、YAP
は重力に対抗するための組織張力の生成
に重要であることがわかりました。また詳

細は省きますが、YAPはアクトミオシン
の活性制御を通して、フィブロネクチンの
重合化とインテグリンシグナルの活性化
を引き起こし、レンズと網膜間の正常な組
織配置に寄与することも判明しました 
 [図 1: Porazinski et al. Nature 521: 217-221 
(2015)]。 
これらのメダカの一連の解析により、
YAPが重力に抗した複雑な立体臓器の構
築に関与することを見出し、さらにYAP
メカノホメオスターシスという組織メカ
ニクスの恒常性維持の新たな概念を導く
に至りました。本機構は、魚類からヒトに
至るまで広く保存された立体臓器形成の
共通原理であると考えています。近年、組
織メカニクスの破綻はがんの素地となる
臓器の線維化や組織硬化に深く関わるこ
とが知られており、正常な細胞が硬い
ECMに囲われることによってがん化し、
しかもその硬いECMがあることによって
強固な抗がん剤耐性を獲得することも報
告されています　[図 2: Butcher Nat. Rev. 
Cancer (2009)]。本領域研究により得られる
YAPメカノホメオスターシス機構の解明
は、組織メカニクスの異常により増悪する
難治性疾患に対して、メカノバイオロジー
の観点からの新しい治療法の開拓につな
がることも期待されます。 
 

 強靭な3次元臓器構築に不可欠なメカノホメオスターシスの基本原理の解明 

扁平メダカから見出した 3次元臓器形成機構の 
さらなる理解へ向けて 
研究代表者　浅岡 洋一　山口大学大学院医学系研究科 システムズ再生・病態医化学講座　講師 
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近年、固形がんの進化と多様性の成り立
ちは『生物の進化論』に喩えて報告がなさ
れている。次世代シーケンサー登場以降、
多領域シークエンスを用いたゲノム研究
により固形がんに広範な腫瘍内ダイバー
シティーが存在する、すなわち多数のサブ
クローンが正常細胞からの進化の過程で
生み出されていることが明らかになって
きた。多領域シーケンスでは一腫瘍の多領
域から得た複数検体のDNAシーケンスを
行い、進化早期に獲得され全ての領域に観
察されるファウンダー変異、進化後期に獲
得されダイバーシティーを生み出すプログ
レッサー変異を同定し、その変異パターン
から、進化過程を進化系統樹として推定し
ている（Gerlinger et al. Nat Genet., 2014）。 
われわれもこれまでに多領域シーケン

スを用いて大腸がんの腫瘍内ダイバーシ
ティーと進化についての研究を行ってき
た。まず初めに、進行大腸がん 9例の多領
域シーケンス解析をWESにより施行し、
広範な腫瘍内ダイバーシティーが存在す
ることを確認した。しかし既知の大腸がん
ドライバー変異は主にファウンダー変異
でありプログレッサー変異ではなかった。
次に、腫瘍内ダイバーシティーの生成原理
を理解するために、研究協力者 新井田厚司
はがんの進化シミュレーションを用いて
実験結果と同様の広範な腫瘍内ダイバー
シティーが生成される条件を探索した。そ
の結果、進行大腸がんの腫瘍内ダイバーシ
ティーが細胞の増殖、生存に影響を与えな
い中立変異の蓄積によって、すなわち中立
進化によって生み出されている可能性を
示した（Uchi et al., PLoS Genet., 2016）。尚、
当該論文における症例 2の進化系統樹は
がんのクローナリティと転移感受性モデ
ルに関する論文（Zheng et al. Nat Genet 
2020）にも引用された。さらに大腸前が
ん・早期病変 10 例を対象に多領域WES
を施行し、進行がんデータと比較した。そ
の結果、既知のドライバー変異が早期病変
ではプログレッサー変異として獲得され
ている傾向が強く、早期病変の腫瘍内ダイ

バーシティーが突然変異によって進化の
舵を切るダーウィン進化によって生み出
されることを明らかにした（Saito et al., 
Nat Commun., 2018）。さらにわれわれは早
期病変が進行がんに進むにつれて、コピー
数異常が劇的に増えていたことと、爆発的
ドライバー変異による断続的進化を取り
入れた進化シミュレーションの結果から、
コピー数異常による断続的進化が進化シ
フトを引き起こしているというモデルを
構築した。 
本助成により今後予定している研究は
以下の通りである。微小環境における腫瘍
免疫応答も進化の選択圧となっている可
能性がある。原発巣から転移巣を形成する
際に生じる腫瘍免疫応答を含めた選択圧

と進化について明らかにする。また、大腸
がんは臨床的に Consensus Molecular 
Subtype（CMS）（表）（Guinney et al., Nature 
Med.,  2015）に分類されるが、これまでの
仕事はCMSの 2か 3を対象にしたもので
ある。発症初期には小さな大腸病変で平坦
型～陥凹型を呈する病変があり臨床的に
はCMS4 に近いと考えられており、この病
変について進化とダイバーシティの解明
を行う。またCMS1 における進化の解明も
極めて興味深い。このようにわれわれは
様々な大腸病変に関する進化と腫瘍内ダ
イバーシティを明らかにして真の大腸が
ん進化モデルを構築したい。 
 

 多領域シークエンスと進化シミュレーションによる大腸がん腫瘍内ダイバーシティの解明 

大腸がんにおける進化と腫瘍内ダイバーシティの解明 
研究代表者　三森 功士　九州大学病院別府病院・外科・教授
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前回に引き続き、今回も公募研究班の一
員になれましたことを大変嬉しく思いま
す。微力ながら、本領域の発展に貢献でき
ますよう、より一層精進いたします。前回
の紹介文では、「肝臓の研究は面白い？」と
いうタイトルで肝臓研究の魅力を私なり
に書かせていただきました。今回の題材は
何にしようかと考えましたが、なかなかよ
い題材が見つからず、悩みに悩みまし
た・・・。このコロナ禍の中、研究の遅延
がもたらす影響は単純ではなく、社会情勢
や将来への不安は、教職員や学生の精神を
蝕みつつあるように感じます。この状況と
うまく付き合うには、まだまだ時間がかか
るのかもしれません。こうした厳しい状況
の中、私たちの研究室では最近 1つ良いこ
とがありました。助教の堀澤君が中心にな
って進めてくれた論文が「Molecular Cell」

にアクセプトされたのです！ 研究の立案
から 9年、論文投稿から 2年弱という長い
時間を要し、さらに最後の最後で不運にも
コロナ禍に見舞われてしまいましたが、何
とか論文の公表にこぎつけることができ
ました。その間、本領域からのご支援を含
む、多くの研究費によって研究を進めるこ
とができました。そのことに心から感謝し
つつ、次はもっと迅速に研究を進めなくて
はいけないと反省もしています。研究テー
マの性質上、長い時間や大きな研究費を必
要とする研究があることは事実ですが、世
界と戦う以上、それでもスピードは重要な
要素だと思います。この反省を活かし、コ
ロナに負けず、今後も頑張っていこうと思
います。今後とも、ご指導、ご鞭撻のほど
を、何卒よろしくお願いいたします。と、無
理やり最近のネタで話をまとめてしまい

ました（笑）。研究が進まず、学会にも行け
ない日々はとても苦しいですが、苦しいの
は皆同じですので、前向きに明るく生きて
いこうと思います。少なくとも、私たちの
研究室はそうあってほしいと願っていま
す。 
下の写真は論文アクセプトの祝賀会の
様子です。オンラインも便利でよいです
が、早く顔を突き合わせて談笑したり、議
論したりする日が来るといいなぁと思っ
ています。ちなみに、私たちの研究室では
論文の first author が感謝の意を込めてラ
ボメンバーにお菓子を振る舞うことにな
っています。最もハッピーな人がみんなに
幸せのおすそ分けです。そして、半ば強制
的に祝ってもらいます（笑）！ 
 
 

 肝臓における幹細胞ダイバーシティーの同定と時空間動態解析 

近況報告 
研究代表者　鈴木 淳史　九州大学・生体防御医学研究所　教授 
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今までの自分ダイバースを振り返って
みると、かなり多分野にわたる研究に携わ
ってきたなと改めて思います。東北大学学
生時代（学位取得まで分子生物学研究室・
西森ラボに所属）には分娩メカニズム解明
のために子宮平滑筋の収縮を ex vivo で測
定する生理学実験から研究生活はスター
トしました。しかし、今後の研究者として
の発展のためにも、もっと分子生物学の技
術を習得しておかなければ思い、学位取得
の 3年前から方向転換し、博士課程からは
ノックアウト(KO)マウスの作製を介して
Dmrt7 という機能未知の遺伝子をKOし
ました。精子形成ができない表現型が出て
ほっとしたのを覚えています。このKOマ
ウス作製技術が私の研究の基軸となって、
現在に至るまでの全ての研究が展開され
て行くこととなります。 
自分ダイバースに戻りますと、学生時代

の分娩、生殖細胞に続き、国立がん研究セ
ンターでの研究員時にはラットES細胞樹
立を行いました。もともとはドラッグデリ
バリー(DDS)でのがん治療研究を目的とし
てアプライして分子細胞治療研究分野・
落谷ラボに所属することが決定していた
のですが、改めて研究テーマの紹介を受け
た時に「10 年以上ラットES細胞樹立を試

みているが全然出来ない（世界的には 25
年間、マウス以外の種でES細胞は誰も樹
立できていない）」という話を聞いて、これ
は自分がやるべきだと思いDDSではなく
ラットES細胞をテーマに選びました。そ
してその 3 年後にイギリスの Austin 
Smith にラット ES細胞の樹立がなされて
しまうというオチが待っていました。た
だ、彼らのES細胞は染色体異常が頻繁に
起こりGermline transmission がなかなか
行かない問題があり、その間、我々の培養
技術で初となるトランスジェニック(Tg)ラ
ットの作製でなんとか少しは巻き返すこ
とができました。 
続いて留学です。もともとがんセンター
での研究員は 3-4 年で終わりにしてその後
留学することに決めていたのですが（むし
ろこの留学計画の意思が採用の大きな要
因だったとのこと）、結局 6年所属した後
にハーバード大学・ボストン小児病院に
留学しました。研究テーマはCIRSPR を使
って小児肝臓の遺伝性疾患をオルガノイ
ド培養系で治療するモデルの開発でした。
CRISPR が哺乳類細胞でゲノム編集できる
ことが 2013 年にMITの Feng Zhang ラボ
により発表されましたが、早速その翌年に
無料シャトルバスでMITへ行き、CIRSPR

の発現プラスミドをFeng Zhang ラボのポ
スドクから 1.5ml tube で受け取って
Camargo ラボでの CRISPR 技術の立ち上
げを行いました（写真、Camargo lab メン
バーとの様子）。CRISPR のような最新かつ
革新的技術に対してはハーバード・MIT
はすぐに導入し、猛烈なスピードでより優
れた技術へと磨き上げていきます。その速
さの原因の一つとしては、ラボが多様な研
究分野の専門家から構成されること、そう
でなくてもラボ間で積極的に共同研究が
行われること、また個人レベルでも多様な
研究バックグラウンド（経験）を持つこと
のまさにダイバース・総合力が重要であ
ると感じました。 
現在、九州大学にて留学時に見出した
CRISPR システムの問題点を克服すべく研
究を展開していますが、例えば、細胞の中
で起きる父・母アレル毎のオンターゲッ
ト誘導と CRISPR 活性値との関係を数式
で導き出すなど、私にはできないことを共
同研究者が解明してくれました。本領域
「細胞ダイバース」においても数理の専門
家をはじめ、様々な分野の研究者と共同研
究を積極的に行いうことで自分のいたら
ない部分を助けていただきながら研究課
題を遂行したいと考えております。 

 ゲノム編集細胞の蛍光＋DNAバーコード二重標識技術開発による組織構築原理の解明 

自分のダイバースはどれほどか？ 
研究代表者　川又 理樹　九州大学・生体防御医学研究所・器官発生再生学分野　助教 
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今年度より、本学術領域「細胞ダイバー
ス」に参加させていただけることになりま
した。自己紹介を兼ねて、本研究提案に至
った背景をご紹介したいと思います。 
私は、もともとは小児科医として自身の
キャリアをスタートさせました。初期臨床
研修の過程で多くの先天性心疾患（心臓の
先天的な形態異常）罹患児のケアに携わ
り、これが心臓の発生機構に興味を持つき
っかけとなりました。濱田博司先生に師事
したことから基礎生物学の世界に魅了さ
れ、臨床家であることをやめてしまい、爾
来、発生生物学的な視点からの研究を行っ
てきています。濱田先生との出会いがなけ
れば、おそらくは今頃はどこかで小児科医
として勤務していたであろうことを思う
と、出会いや人生の不思議さを感じずには
いられません。 
先天性心疾患の成因を理解するには、当
然正常な形態形成が進行する分子機構の
理解が必要です。背後にある普遍的な機構
を一つでも解き明かしたいとの思いで基
礎研究生活を開始しましたが、濱田先生の
研究室では面白い先駆的な研究に関与す
ることができたものの、研究室の方針でな
かなか心臓に特化したプロジェクトを行
えませんでした。そんな中、ロンドン大学
メアリ女王校の医学部から PI のポジショ
ンのオファーをいただき、そこで念願の心
臓の発生に焦点を当てた独自のシングル
セル解析プロジェクトを立ち上げるに至
りました。今のようにキット化されたシン
グルセル解析ツールがなかったので、シン
グルセル cDNAをマニュアルで作成した
り、米国イルミナの研究所の方に直接相談
しながらその cDNA を deep sequencing
する方法を模索したりいろいろと苦労も
ありましたが、その研究過程でわかったこ

とは、心臓を構成する複数の細胞系譜が
（当たり前なのですが）複雑に相互作用し、
かつ心筋を含む同一系譜の細胞集団です
ら決して均一ではなく、おそらくはその同
一系譜細胞間の相互作用も形態形成に対
して何らかの役割を果たしているであろ
うことでした。この相互作用の本態は、是
非に解き明かさねばなりません。 
ファロー四徴症は最も頻度の高い複雑
先天性心疾患であり、左右の心室と大血管
（大動脈と肺動脈）の連結関係に形態異常
を生じる疾患の代表です。私が医学生であ
った頃は救命が困難でしたが、今では外科手
技の進歩から安定的に救命ができ、患者は成
人期に達することができます。しかしなが
ら、救命された患者は多くが加齢とともに残
念ながら心不全に陥ることも、近年明らかと
なっています。研修医時代での経験から、こ
の疾患への個人的な思いは強く、背後の分子
機構と細胞間相互作用の本態をより深く理

解できれば、妊婦への葉酸
投与による二分脊椎の予
防のようなアイデアが得
られるかも知れません。ま
た、形態異常だけではな

く、細胞の機能的な異常や細胞間相互作用の
破綻が次第に進行してゆく心不全の背景に
あるのかも知れません。さらに、研究で明ら
かとなってくる知見を、再生医療的視点に生
かせることも期待できます。是非にこの機会
に、個人的な複雑先天性心疾患への思いを、
「細胞ダーバース」研究に活かしたいと思っ
ています。 
4 年前に母校の大阪大学から声がかか
り、約 9年近く自分を支えてくれた英国の
研究コミュニティに別れを告げ、研究の場
を日本へと移し、さらに約 2年前から現在
の京都府立医科大学でお世話になること
となりました。日本では PI としての研究
履歴が短く、研究を取り巻く英国との制度
的な違いからいまだに戸惑うことが多い
のですが、多くの方々に助けられて何とか
前に進んでいます。めまぐるしく環境が変
化したことや、新型コロナ禍も相まって自
分が思い描いたように研究が進展してい
ないことが多いのですが、この変化を良き
刺激として活かし、みなさまのご指導を仰
ぎつつ、新たな研究に対する境地を切り開
きたいと思います。 
 

 心室と大血管の間の解剖学的な配置と連結を形作る細胞社会 

先天性心疾患から心臓の発生へ 
研究代表者　八代 健太　京都府立医科大学・大学院医学研究科　生体機能形態科学　教授 
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間質細胞と
神経堤細胞
（円錐動脈隆起）

円錐動脈幹

心筋細胞と
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螺旋状の円錐動脈隆起の形成

� 心室と動脈の正しい連結関係
� 心室心筋の機能

細胞間相互作用!

ロンドンで知り合った仲間たち 
左から、Bob Anderson教授（Newcastle University）、Tim Mohun
教授（Francis Crick研究所）、自分、Michael Schneider教授
（Imperial College London)、Paul Riley教授（University of Oxford)

複雑心奇形の背景にある、心臓流出路の形態形成を支える細胞間相互作用とは？



私は大学院より細胞接着とがんに関す
る分子生物学的研究を行っており、主に肺
がんのマウスモデルなどの解析を行って
いましたが、近年はがん細胞―間質細胞間
の相互作用に着目し、特に免疫チェックポ
イントや浸潤・転移に関与する細胞表面
分子の探索、機能解析を行っています。そ
の傍らで、鈴木貴先生のCREST「数理腫瘍
学」に加えて頂いたことがきっかけで、数
理モデルを用いた研究を開始しました。当
時の実験テーマの 1つであった肺腺がん
のEGFR阻害剤耐性の分子機構について、
常微分方程式の数理モデルを教わり、反応
定数や分子濃度を測定してシミュレーシ
ョンを行ってみると、意外にも分子生物学
的な仮説と矛盾した結果が得られました。
薬剤耐性に関与する分子の絶対数が予想
よりも桁違いに少ないことが原因だった
のですが、分子の発現や活性が高い/低い
などといった分子生物学的理解にとどま
らず、数字と単位を持った物理量としての
定量生物学的理解を心掛ける必要性を感
じました。 
本新学術領域は組織、臓器の構築機構の

原理の解明を目指すということで、オミッ
クス解析、画像解析、系譜解析などから生
物学的な意味を抽出する研究がA02 班に
与えられた役割と捉えていますが、適切な

数理モデル化や統計学を必要とする高度
な数理解析が求められており、私個人の力
では到底及びません。しかし、数学者と相
談しながら数理モデルを構築し、生物学的
意味付けを考え、必要なパラメータを実験
から推定するというプロセスを経験した
ことで、数理生物学が少しは理解できるよ
うになってきたと思いますので、私個人の
課題はもちろんですが、領域内の橋渡しと
してもお役に立てるよう頑張ります。生物
学的な問いを適切に数理モデルに翻訳で
きれば融合研究が進むと思うのですが、う
まく数理モデルが適用できなかったり、生
物学側の問いそのものが数式にするとあ
まり意味をなさなかったりした事例も経
験しました。生命現象と数理モデルとの親
和性についてはまだ手探りの部分も多い
かと考えていますが、数学の先生方のお力
を借りつつ理解を深めていきたいと思い
ます。 
私の生物学的な興味は、組織構造の形
成・維持における細胞間相互作用にあり、
これは 5,000 種類以上の細胞表面分子ある
いは分泌タンパク質の相互作用により成
り立っています。一細胞解析において異種
細胞間におけるリガンド－受容体のペア
を抽出したりしますが、細胞外における分
子間相互作用は全体像が解明されている

わけではありません。その一因として、細
胞外における分子間相互作用は細胞内の
それとは異なり一般に親和性が低く、また
ジスルフィド結合形成や糖鎖修飾などの
翻訳後修飾が必要な場合が多いため、網羅
的な相互作用解析手法の適用に限りがあ
ることが挙げられます。酵母ツーハイブリ
ッド法は核内においてジスルフィド結合
が形成されず細胞外とはタンパク質の折
り畳みが異なり、ファージディスプレイ法
はファージ表面のタンパク質が糖鎖修飾
を受けず、さらに細胞外タンパク質間相互
作用の親和性は一般に共免疫沈降－質量
分析法の検出限界を下回ります。そのた
め、リガンド－受容体の組み合わせを探索
する効果的な手法は、現状では発現クロー
ニング法、あるいは動物細胞由来のタンパ
ク質ライブラリーを用いた相互作用スク
リーニングなどに限られます。私は主に免
疫グロブリンスーパーファミリー分子群
に着目してタンパク質ライブラリーを作
製し、タンパク質－タンパク質あるいはタ
ンパク質－細胞間相互作用の網羅的解析
手法を確立しており、本課題ではがん細
胞－間質細胞間の新規相互作用の同定と
その浸潤・転移における機能について明
らかにしていきたいと考えています。 
 

 がん細胞ー血管内皮細胞間相互作用に着目したがん転移の数理モデル 

生命現象と数理モデルの親和性 
研究代表者　伊東　剛　東京大学医科学研究所・人癌病因遺伝子分野　助教
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個体を構成する全ての細胞の全ての分
子情報を取得できれば網羅的な細胞情報
が得られたと言えるはずです。現代の技術
でこれを達成するのは困難ですが、その代
わりに、1）個々の細胞の時空間情報を妥協
して分子情報を得る、2）個々の細胞の分子
情報を妥協して時空間情報を得る、の 2つ
は実現可能な解析であり、前者は 1細胞
RNAseq 解析で、後者はバイオイメージン
グで達成できると考えられます。私はこれ
まで光を利用したバイオイメージング研
究を行ってきました。光を利用すると、非
侵襲的に生体を傷つけることなく高解像
に試料を観察することができるため、個体
を生きたまま可視化するライブイメージ
ングが可能です。究極的に生きた個体内で
すべての細胞を計測できれば複雑な細胞
多様性の理解に大きく貢献すると思われ
ます。しかしながら、近年の蛍光イメージ
ング技術をもってしても一つの個体内の
全細胞を計測するのは未だに困難です。今
回採択していただいた公募班研究では、
我々が開発してきた顕微鏡をベースにこ
の課題に取り組みたいと考えています。 
網羅的蛍光細胞計測の困難性は、生体ス
ケールと光の生体透過性にあります。個体
は 3次元的に広がりを持っていますので 3
次元観察が必要ですが、生体の深部（～
1mm）からの光は吸収・散乱や屈折などの
影響によって伝播しにくくなり、検出光強

度の低下やぶれなどが発生します。その結
果、深度方向に対する不均一性が生じま
す。図 1はレーザー走査型 2光子励起顕微
鏡で生体内がん組織を撮像した画像で生
体深度が深くなるほど光強度が減衰して
いく様子が見て取れます。このことは光と
生体物質の相互作用に起因するものなの
で撮像方法に依存せずに起こります。この
深さむらやぶれを解消することが網羅的
な解析に重要と考えられますが、ライトシ
ート顕微鏡による多視点撮像がそのため
に有効となります（図 2）。ライトシート顕
微鏡が有効な理由は高速撮像性にありま
す。レーザー走査型顕微鏡（共焦点顕微鏡、
2光子励起顕微鏡）においては対物レンズ
により結ばれるレーザー光の焦点位置を
ミラーによって走査し空間的な点ごとに
撮像を行う必要があるために撮像時間が
掛かりますが、ライトシート顕微鏡はシー
ト状の照射による光学切片をカメラで撮
像するために走査型に比べて高速に撮像
することができます。そのため多視点の複
数画像計測を行っても生体ダイナミクス
を追跡できる時間間隔でのタイムラプス
撮像が可能です。公募班研究ではこれまで
我々が開発してきたライトシート顕微鏡
を利用して多視点 3次元蛍光計測を実現
し、蛍光による網羅的細胞検出を達成しま
す。ライトシート顕微鏡はさらに面を選択
的に励起するために低光毒性を実現した

顕微鏡になっておりライブイメージング
に適した顕微鏡装置です。 
バイオイメージングは、組織・個体中の
複雑な細胞動態を直接見る機会を与えて
くれます。しかしながら、その複雑さから
得られた多次元データをどう解析するか
は困難な課題であり、数理モデルを用いた
定量的な解析が重要と考えられます。イメ
ージングの研究への応用のためには得ら
れたデータに合った最適な数理モデルの
選択が重要です。このような数理モデルの
構築は試行錯誤をしている段階であり、こ
の点で領域内での共同研究を発展させら
れると嬉しく思います。 

 脊椎動物の全胚全細胞ライブ追跡と再構成による骨格形成多様性の解明 

網羅的な細胞の時空間情報の構成 
研究代表者　齋藤　卓　愛媛大学・大学院医学系研究科　特任講師 
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図1

図2　多視点再構成ライトシート顕微鏡



ラーメン。僕が一番好きな食べ物で、お
そらく一生のうちに最も多く食べるであ
ろう食べ物である。最低でも週 2-3 回は食
べると思うし、多ければ日に 2回食べるこ
とも珍しくない。だから、いつでもどこで
もラーメン屋を探してしまう。初めて訪れ
た土地で一番初めにすることは、「ラーメ
ンDB」と呼ばれる携帯アプリを開くこと
から僕の出張は始まる。マップ上にプロッ
トされているラーメン屋の情報を調べる
ことは最早習慣になりつつあり、新しいラ
ーメン屋を開拓することに心を躍らせる。
もちろん、「いつものラーメン屋」も国内外
に点在する。札幌の桑名、東京の和利道、京
都の珍遊、大阪の河童ラーメン、神戸のも
っこす、徳島のラーメン東大、福岡の元祖
ラーメン長浜家、モヒカンらーめん、パリ
のなりたけ、シドニーのずんど、等々と数
え上げればきりがない。一方で、二度と訪
れることがないような田舎町で細々とや
っているような何者にも属さないような

ラーメンを食べることも嫌いではない。良
く外国人に日本のラーメンを説明をする
ときには、日本にはほとんど全ての都道府
県に特有のラーメンが存在する、と話す。
極めて多様なラーメン文化を独自に築き
上げ、世界に誇る食文化に成熟したラーメ
ンは立派な日本食である。長期の海外出張
から帰国すると必ずラーメン屋に立ち寄
って自分にとっての日本を補充し、渇きを
満たす。何故こんなにラーメンが好きなの
かを自問してみると、父親の影響かもしれ
ない。夜中に母親に内緒でラーメン屋に連
れて行ってもらい食べたラーメンは、子供
ながらに背徳感にまみれ、美味しかった。
また、父親が作っているインスタントラー
メンもたまらなく美味しそうに見えた。僕
に限らず、研究の世界にはラーメン好きの
先生が多いと思う。そして、ラーメン好き
な人と出会ったら、なんとなくいい人のよ
うに思えてしまうのは不思議である。研究
の世界に長く身を置くと様々な都道府県

の先生方と交流する機会が増え、そして、
初めのラーメンを食べる機会も増えてく
る。伝統を頑なに守り続けるラーメンがあ
り、固定概念を覆すような斬新な発想が随
所に見られるラーメンもある。また、これ
からメインストリームになっていくであ
ろうと思える、次世代のラーメンに出会う
こともある。アイデアとセンスでスターダ
ムにのし上がったラーメン屋も数多く見
てきた。よくよく考えるとラーメンの世界
も研究の世界も似たような所がないとは
言えない。今までになかった新しいアイデ
アを素直に受け入れ、若いがきらりと光る
センスをうまく感じ取り、そして、自分た
ちの研究がより良い方向に向かうように
努力をする。常日頃すぐそばにある“ラー
メン”という日本独自の食文化の快進撃に
重ね合わせて、これからも日本発の成果を
世界に誇れるように研究を続けていきた
いと思う。 
 

 造血幹細胞老化により変容する細胞ダイバーシティの数理科学的解析 

ラーメンと研究 
研究代表者　岩見 真吾　九州大学大学院・理学研究院生物科学部門 数理生物学研究室　准教授 
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国内外食べるべき有名ラーメン店



私が所属する金沢大学・新学術創成研
究機構・数理神経科学ユニットでは、ショ
ウジョウバエを実験材料として、その神経
発生機構の解明を進めています。ユニット
名に「数理」とついている通り、従来の実
験生物学的な手法だけでなく、数理生物学
的な手法も積極的に取り入れて生命現象
の理解を目指しています。私はショウジョ
ウバエの視覚中枢と呼ばれる組織の発生
に着目し、発生パターンを制御する複数シ
グナル経路のシグナル間相互作用を表す
数理モデルの構築と、数理モデルの予測の
生体内での実証を進めてきました。特に、
数理モデルのシミュレーションから得ら
れる予測を実証するステップを重視して
研究を進めてきたので、本新学術領域で
A03「数理細胞社会モデルの実証」の研究項
目で採択していただいたことを嬉しく思
っています。 
さて、2020 年前半、世界は大きく変わっ
てしまいました。新型コロナウィルスの世

界的感染拡大により国内でも 4月に緊急
事態宣言がだされ、この原稿を書いている
7月には首都圏を中心に再び感染者数の増
加が報道されています。研究の世界にも大
きく影響を与えており、研究（実験）の中
断期間があり、学会の中止や延期が続いて
います。そして、本新学術領域の領域会議
もオンライン会議に移行したように、学会
のオンライン化の波が押し寄せてきてい
ます。そのオンライン化の波に乗り、先日
共同研究者の先生とオンラインでディス
カッションを行いました。それまでもメー
ルで連絡はとってきましたが、久しぶりに
顔を見ながらの議論は有意義で、何より楽
しいものでした。メールのやりとりだと事
務的な連絡が中心になりますが、顔を見て
話すと目の前の研究課題の先にある今後
チャレンジしたいことまで話が広がり（脱
線ともいいます）、「今後定期的にオンライ
ンディスカッションをやってもいいです
ね」という話になっています。この議論か

ら、共同研究の醍醐味は「楽しい！」を共
有することだと再確認しました。現在の状
況下ではお互いに行き来しての議論は難
しいですが、今使えるツールを用いて最大
限のアウトプットを引き出す方法を探し
ていきたいと思います。 
本新学術領域には、2018-19 年度に続き
公募班員として参加させていただきます。
前回は公開シンポジウムや若手ワークシ
ョップを通して多くの刺激をいただきま
した。これからの 2年間も他の先生方の研
究から受ける刺激を自身の研究の推進力
に転換し、領域研究に貢献していきたいと
思います。そして、細胞社会ダイバーシテ
ィーの解明という共通の目的をもつ、バッ
クグラウンドの異なる先生方との「楽し
い！」共同研究を進められたらと思ってい
ます。コロナ禍が収まったら、金沢で研究
打ち合わせしませんか？ 

 ショウジョウバエ視覚中枢をモデルとした数理予測の実証 

共同研究の醍醐味 
研究代表者　八杉 徹雄　金沢大学・新学術創成研究機構　助教 
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（上）数理神経科学ユニットメンバー
（右）金沢の景色

金沢の景色

数理神経科学ユニットメンバー
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領域班活動報告 
 
第七回領域会議　開催報告 
日時：2020年 6月 29日 13:00～16:00 
場所：オンライン会議 

本領域の班員である計画班研究代表者・分担者、第
二期公募班研究代表者に加え、学術調査官、総括班
評価者の総計 40名が ZOOMを用いた第七回領
域会議に参加した。 
本領域会議では、前回の第六回領域会議議事録の承
認の後、活動報告がなされた。まず、主催した前回
の第六回領域会議・第 5回公開シンポジウムの報
告、第 3回若手ワークショップの報告がなされた。
特に第 3回若手ワークショップには 47名もの参
加者があったことが報告された。一方で、予定して
いた国際シンポジウム「生命科学と数理科学の融
合」は、10月に延期となったことが報告された。ま
た、発行した第 5号Newsletter の内容紹介、アウ
トリーチ活動の報告がなされた。領域として注力し
ている若手活性化に関しては、第 2回若手ワークシ
ョップでの最優秀発表者である高木舜晟先生（九州

大学）の海外派遣報告と、第 3回若手ワークショッ
プでの最優秀発表者である長井広樹先生（東北大
学）の海外派遣予定が報告された。その後に、今後
の領域運営に関しての討議が行われた。具体的に
は、次号のNewsletter の内容・企画や、今後に共
催・後援する第 43回日本分子生物学会年会での
シンポジウム採否状況報告と企画案の討議、さらに
は第 4回若手ワークショップの計画案や技術講習
会の準備状況と企画案などが討議された。また、次
回の領域会議と公開シンポジウムに関しては岩手
大学で開催することを念頭に準備することが確認
された。最後に、第二期公募班研究代表者に自己紹
介と研究内容紹介を行っていただき、その情報をベ
ースに、領域横断的な共同研究を進めるための領域
内でのチーム分け案に関して議論が行われた。 
 

（文責：藤田直也）
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各種報告 
 
米国テネシー州ナッシュビル滞在記 
大阪大学・数理・データ科学教育研究センター・特任准教授 
中村 直俊

2020 年 3月に、新学術領域「細胞ダイバース」の
ご支援をいただき、アメリカ合衆国・テネシー州・
ナッシュビルにある、ヴァンダービルト大学・
Department of Biochemistry の Vito Quaranta
先生の研究室に 3週間滞在しました。コロナウイル
スが猛威を振るい始める最中の特異な体験を記録に
残すことも意味があるかと思い、筆をとりました。 
同研究室は、がんのシステム生物学の世界的な拠
点の一つで、特に近年は実験データと数理モデリン
グとの融合に力を入れています。大阪大学の鈴木貴
先生、東京工業大学の越川直彦先生（同研究室の卒
業生）のグループと長年交流が続いています。 
2 月上旬に同研究室をはじめて訪問してセミナ
ーをした際に、共同研究という形でまとまった期間
滞在しないか、とVito 先生からお誘いを受け、私の
アメリカ滞在が決まりました。 
「善は急げ」、ということで、上司の鈴木貴先生に
春夏学期の担当講義の代替教員を至急手配いただ
き、約 1ヶ月後の 3月 6日に入国しました。横浜の
ダイヤモンド・プリンセス号の状況が逐一世界に
報道され、今後日本から米国への渡航が規制される
かもしれないと予想される最中でした。 
シカゴでの入国審査は無事に通過し、ナッシュビ
ルに着きました。しかし、なかなか大学への入構を
許可されませんでした。外国からのビジターは 2週
間の自己隔離が必要だったからです。ちょうどその
頃、研究室でのミーティングがZoomフォーマッ
トに移行したため、大学近くのコンドミニアムに滞
在したまま、3月 10日からミーティングに参加で
きるようになりました。 
滞在当初は街なかのレストランや書店も開いて
おり、買い物を楽しむことができましたが、1週間
ほどすると多くの店が営業を停止したり、持ち帰り

だけに移行したりするようになりました。レンタサ
イクルを利用することができなくなり、最寄りのス
ーパーマーケットまで 30分歩かなくてはならな
くなったのは不便でした。急遽自転車を購入し、宿
で自炊をする生活が始まりました。 
オンライン形式とはいえ共同研究は無事に進ん
でいました。しかし、Vito 先生はじめ、他の教室員
も各自の家からミーティングに参加している状態
で、現地に滞在する意義が薄れてきました。米国の
メディアでも 6フィートの social distancing は
強調されていましたが、当時はまだ誰もマスクはつ
けておらず（薬局でも売り切れ）、スーパーのレジで
お喋りしている人も多かったです。日本での三密概
念を知る私には危険に感じられました。毎日ビデオ
通話する妻の不安も増し、帰国を懇願されました。
テレビをつけるたびに発症者は増えていく一方…。
医学生が医療現場に駆り出されるというニュース
には驚きました。そんな中、日本の外務省が米国へ
の渡航中止勧告を発表しました。「日本への帰国便
がなくなるかもしれない」。外務省からメールを受
け取りざまに、フライトチケットの手配と、関係者

桜に彩られたVanderbilt大学のキャンパス（遠景）

Closedの張り紙が貼られた無人の生花店 一時閉店した書店の張り紙
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への相談と連絡を手早くすませ、その数時間後には
出国しました。 
どたばたの帰国後、関西国際空港付近の宿で 2週
間自主隔離し、4月 15日に自宅に戻りました。そ
の後現在に至るまで、そのまま日本から週 2回のミ
ーティング（日本時間の深夜～早朝）に出席し続け
ています。7月末からは非常勤の准教授 （Adjoint 
Associate Professor）という立場で参加すること
になりました。 
オンラインミーティングであっても、研究室の一
体感を保とうと、工夫が凝らされています。毎回の
ミーティングは、全教室員の近況報告から始まりま
す。それぞれ、パンを焼いたり、ガーデニングに没
頭したり、思い思いに時間を過ごしているのが伝わ
ってきます。お題を考えるのに苦労しながら、私も
妻の手料理のアクアパッツァを紹介したりしまし
た。また、毎週末（金曜日夜）には有志メンバーで
Movie Night が行われ、Zoomで映画を上映して、
その後感想を語り合っています。毎回ミーティング

でアナウンスされるので、半ば公式行事になりつつ
あります。世界各地から来ている教室員がそれぞれ
映画を選ぶので、国際色豊かです。私も宮崎駿監督
の「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」や伊丹十三監
督の「タンポポ」をご紹介しました。 
オンラインながらも研究の環境は非常に恵まれ
ていると感じています。生物実験と数理解析が両方
議論できる環境、両方ともわかる人材を育成しよう
という気概が伝わってきます。Vito 研究室は、細胞
内シグナル伝達の数理モデリングのツールである
PySB の開発に関わったCarlos Lopez 研究室と密
接な協力関係にあり、一部の大学院生は両方の研究
室に属しています。Carlos 研究室のミーティング
は、より少人数で親密・ざっくばらんなスタイルで
行われており、こちらも興味深いです。 
Vito 研究室、Carlos 研究室との共同研究を通じ
て、新学術領域「細胞ダイバース」を今後より一層
盛り上げて行ければと思っております。皆様のご支
援に感謝します。

ロックダウン中も美しい桜に癒される
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今後の予定 Cellular Diversity

主催会議など 
 
■第八回領域会議 
日　時：2020 年 11 月 20 日（金）　10 時半～13 時 
会　場：岩手大学 上田キャンパス内 理工学部　生命講義室 
　　　　（〒020-8551 盛岡市上田四丁目 3番 5号） 
　　　　http://www.se.iwate-u.ac.jp/intro/map 
　　　　なお、新型コロナの感染状況に応じてオンライン開催に変更の可能性あり 
参加資格：計画班と公募班の代表者・分担者、総括班評価者、学術調査官 
事務局：新学術領域研究「細胞ダイバース」事務局 
　　　　（公財）がん研究会　がん化学療法センター　所長室内 
　　　　〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31　研究棟 4階 412 号室 
　　　　問合先　cDiversity＠jfcr.or.jp 
 
■第六回公開シンポジウム 
日　時：2020 年 11 月 20 日（金）　13 時～18 時半 
会　場：岩手大学 上田キャンパス内 理工学部　銀河ホール 
　　　　（〒020-8551 盛岡市上田四丁目 3番 5号） 
　　　　http://www.se.iwate-u.ac.jp/intro/map 
　　　　なお、新型コロナの感染状況に応じてオンライン開催に変更の可能性あり 
事務局：新学術領域研究「細胞ダイバース」事務局 
　　　　（公財）がん研究会　がん化学療法センター　所長室内 
　　　　〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31　研究棟 4階 412 号室 
　　　　問合先　cDiversity＠jfcr.or.jp 
 
■第4回若手ワークショップ 
日　時：未定（2月開催を想定中） 
会　場：未定 
参加資格：計画班班員あるいは公募班班員の研究室に所属する若手（スタッフ・学生） 
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
担　当：田﨑創平（京都大学・高等研究院） 
　　　　問合先　tasaki.sohei.2r@kyoto-u.ac.jp 
 
■第3回技術講習会 
日　時：未定 
会　場：未定（オンラインベースの講習会とする可能性あり） 
参加資格：計画班班員あるいは公募班班員の研究室に所属する若手 
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
担　当：石渡通徳（大阪大学・大学院基礎工学研究科） 
　　　　問合先　ishiwata@sigmath.es.osaka-u.ac.jp 　 
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今後の予定

後援予定のシンポジウムなど 
 
■国際シンポジウム「生命科学と数理科学の融合」 
HP：http://web.apollon.nta.co.jp/jsps/　　　 
日　時：2020 年 10 月 26 日（月）～28 日（水） 
会　場：オンライン（Zoomホスト：大阪大学  豊中キャンパス内  会議施設） 
主　催：JSPS 拠点形成事業国際シンポジウム　（シンポジウム会長：鈴木　貴） 
事務局：大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 事務室 
　　　　〒560-8531　豊中市待兼山町 1-3 
　　　　E-mail: mmds-jim@sigmath.es.osaka-u.ac.jp 
 
■第43回日本分子生物学会年会 
HP：https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2020/ 
日　時：2020 年 12 月 2 日（水）～4日（金） 
会　場：オンライン開催 
主　催：日本分子生物学会（会長：上村　匡（京都大学大学院生命科学研究科）） 
後援予定ワークショップ： 

　1.「細胞運命ダイナミクスの定量的理解と操作の実現に向けて」 
　　　　　　　オーガナイザー：岩見真吾（九州大学）、田﨑創平（京都大学） 

　2.「シングルセル解析と異分野融合アプローチによる細胞社会ダイバーシティーの理解」 
　　　　　　　オーガナイザー：中嶋悠一朗（東北大学）、中戸隆一郎（東京大学） 
事務局：第 43 回日本分子生物学会年会事務局 
　　　　〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋 2-4-4　一ツ橋別館 4F 
　　　　TEL：03-3230-2744　FAX：03-3230-2479 
　　　　E-mail：mbsj2020@aeplan.co.jp 
 

12/2

12/4
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最近の成果 Cellular Diversity

論文発表
Comprehensive epigenome characterization reveals diverse transcriptional regulation across human 
vascular endothelial cells 
Ryuichiro Nakato1,2,*, Youichiro Wada2,3,*, Ryo Nakaki4, Genta Nagae2,4, Yuki Katou5, Shuichi Tsutsumi4, Natsu Nakajima1, Hiroshi Fukuhara6, Atsushi Iguchi7, 

Takahide Kohro8, Yasuharu Kanki2,3, Yutaka Saito2,9,10, Mika Kobayashi3, Akashi Izumi-Taguchi3, Naoki Osato2,11, Kenji Tatsuno4, Asuka Kamio4, Yoko Hayashi-

Takanaka2,12, Hiromi Wada3,13, Shinzo Ohta13, Masanori Aikawa14, Hiroyuki Nakajima7, Masaki Nakamura6, Rebecca C. McGee15, Kyle W. Heppner15,  

Tatsuo Kawakatsu16, Michiru Genno16, Hiroshi Yanase16, Haruki Kume6, Takaaki Senbonmatsu17, Yukio Homma6, Shigeyuki Nishimura17, Toutai Mitsuyama2,9, 

Hiroyuki Aburatani2,4, Hiroshi Kimura2,12, Katsuhiko Shirahige2,5 

Epigenetics & Chromatin, vol. 12, issue 77, 2019. 

doi: 10.1186/s13072-019-0319-0 
*筆頭共著者 
 

1東京大学 定量生命科学研究所 大規模生命情報解析研究分野 
2 AMED-CREST 
3東京大学 アイソトープ総合センター 
4東京大学 先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 
5東京大学 定量生命科学研究所 ゲノム情報解析研究分野 
6東京大学大学院医学部泌尿器科学教室 
7埼玉医科大学国際医療センター 心臓病センター 心臓血管外科 
8自治医科大学 医療情報部 
9産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 
10産業技術総合研究所 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ 
11大阪大学大学院 情報科学研究科 
12東京工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター 
13大田記念病院 脳神経内科 
14The Center for Excellence in Vascular Biology and the Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences, Cardiovascular Division and Channing 

Division of Network Medicine, Brigham and Women’s Hospital 
15Lifeline Cell Technology 
16クラボウ バイオメディカル部  
17埼玉医科大学 国際医療センター 心臓病センター 心臓内科 

全身をくまなくめぐる血管系は連続性を持ちつつも、酸素濃度、変
性脂質、炎症刺激などの異なる環境に適応するため、部位ごとに
様々な異なる性質を持っています。この血管内皮の性質に異常が起
きることが動脈硬化などの疾患の原因となることがわかってきてい
ますが、その詳細なメカニズムはこれまで不明でした。 
我々は国際ヒトエピゲノムコンソーシアムプロジェクト(IHEC)の一
環として、心臓・肺など9つの部位の血管内皮細胞を対象にエピゲノ
ムデータ・遺伝子発現データを収集し、5テラバイトを超える大規模
なエピゲノムデータベースを構築しました。このデータベースを元
に網羅的な大規模ゲノム解析を行い、血管内皮細胞だけに存在する

重要なゲノム機能部位（エンハンサーなど）を多数同定しました。
さらなる解析により、血管内皮の性質は上半身と下半身で大きく分
かれること、その多様性には特に遺伝子の転写制御に働くホメオボ
ックス遺伝子群が強く寄与していること、これらの遺伝子群の発現
制御にはゲノムの立体構造の変化が関わっていることなどが明らか
になりました。本成果及び構築したデータベースは、心疾患などを
含む血管系疾患の研究を更に加速させると期待されます。 
血管内皮データベース： 
https://rnakato.github.io/HumanEndothelialEpigenome/ 
 

図（A）今回用いた9種の細胞腫　（B）内皮間で差のあるエンハンサー領域の例（HOXDクラスター領域）
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最近の成果

Versatile whole-organ/body staining and imaging based on electrolyte-gel properties of biological tissues 
Etsuo A. Susaki1,2*, Chika Shimizu2, Akihiro Kuno1,3, Kazuki Tainaka4, Xiang Li5, Kengo Nishi5, Ken Morishima5, Hiroaki Ono1, Koji L. Ode1,2,  
Yuki Saeki6, Kazunari Miyamichi7, Kaoru Isa8, Chihiro Yokoyama9, Hiroki Kitaura10, Masako Ikemura11, Tetsuo Ushiku11, Yoshihiro Shimizu12, 
Takashi Saito13,14, Takaomi C. Saido14, Masashi Fukayama11, Hirotaka Onoe15, Kazushige Touhara7, Tadashi Isa8, Akiyoshi Kakita10,  
Mitsuhiro Shibayama5 and Hiroki R. Ueda1,2* 

Nature Communications, 11: 1982, 2020 
*責任著者 
 

1. 東京大学 大学院医学系研究科 システムズ薬理学教室 

2. 理化学研究所 生命機能科学研究センター 合成生物学研究チーム 

3. 筑波大学医学医療系 解剖学発生学研究室 

4. 新潟大学 脳研究所 システム脳病態学分野 

5. 東京大学 物性研究所 中性子科学研究施設 

6. 東京大学 医学部 

7. 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物化学研究室 

8. 京都大学大学院 医学研究科 神経生物学分野 

9. 理化学研究所 生命機能科学研究センター 脳コネクトミクスイメージング研究チーム 

10. 新潟大学 脳研究所 病理学分野 

11. 東京大学 大学院医学系研究科 人体病理学・病理診断学分野 

12. 理化学研究所 生命機能科学研究センター 無細胞タンパク質合成研究チーム 

13. 名古屋市立大学 医学研究科 認知症科学分野 

14. 理化学研究所 脳神経科学研究センター 神経老化制御研究チーム 

15. 京都大学大学院 医学研究科 脳機能センター 

図1 CUBIC-HistoVIsion技術の概要 
（左）フレームワークの概略。組織透明化のため脱脂を行なった臓器を、高度に最適化した 3次元染色条件で染色する。サンプルは屈折率調整により透明化され、ライトシ
ート顕微鏡を用いた高速な全臓器 3次元イメージングに使用される。 
（左）CUBIC-HistoVIsion のマルチカラーイメージング実施例。Thy1-YFP-Tg マウスをコリン作動性ニューロンマーカー（ChAT）およびドーパミン作動性ニューロンマ
ーカー（Dat）に対する抗体で染色し 3色イメージングした例と、GABA作動性ニューロンサブタイプマーカー（パーブアルブミン、ソマトスタチン）および汎GABA作
動性ニューロンマーカー（Gad67）、核染色（BOBO-1）を組み合わせて 4色イメージングした例を示す。

近年の組織透明化・3次元観察技術の発展と普及により、細胞や組織
構造を染色してラベリングする組織化学的手法を適用するニーズが
高まっていた。しかし、3次元組織に対して染色剤や染色用抗体を深
部まで浸透させる技術は未確立で、これまでの経験則に基づく3次元
染色プロトコルは幅広い染色剤や抗体に適用できるものではなかっ
た。核染色剤のような小分子でも時に浸透が難しいため、単純な分
子サイズの問題ではなく、染色系が持つ複雑な物理化学的環境がそ
の要因であると考えられた。このため、理想的な3次元染色プロトコ
ルをデザインするには、染色系の環境、特に生体組織の物理化学的
物性を詳しく解明する必要があった。 
本研究では、経験則による組織染色プロトコル開発の限界を突破し
理想的な染色法をデザインするため、まず生体組織の物理化学的物
性を詳細に検討した。その結果、生体組織（特に透明化処理を行な

った組織）が、主にタンパク質によって構成される「電解質ゲル」
の一種であることを再発見した。さらに、判明したゲルとしての物
性を元に、組織を模倣できる人工ゲルを選別し、組織3次元染色の必
須条件を探索するスクリーニング系を構築した。収集した必須条件
を組み合わせることで、理想的な3次元染色プロトコルをボトムアッ
プにデザインすることに成功した。開発したCUBIC-HistoVIsion法
（3D histology and volumetric imaging on CUBIC）は、CUBIC透明
化法、高速ライトシート顕微鏡との組み合わせにより、マウスの全
脳、マーモセットの半脳、ヒト脳組織ブロック等を均一に染色し、3
次元的な全臓器組織観察を可能とした。本技術は現時点において世
界で最も高効率な3次元組織染色手法を提供するもので、臓器・全身
スケールでの生体システムの理解や、臨床病理学検査の3次元化によ
る診断確度・客観性の大幅な向上に寄与すると期待できる。 
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Cellular Diversity
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Epigenetic remodelling shapes inflammatory renal cancer and neutrophil-dependent metastasis 
Jun Nishida1, Yusaku Momoi1, Kosuke Miyakuni1, Yusuke Tamura1, Kei Takahashi1, Daizo Koinuma1, Kohei Miyazono1*, and Shogo Ehata1, 2, 3* 

Nature Cell Biology. 22(4): 465-475, 2020 
 

1. 東京大学大学院　医学系研究科　分子病理学分野 

2. 東京大学大学院　医学系研究科　ゲノム医学講座 

3. 東京大学　環境安全研究センター 

*責任著者 

本研究ではヒト腎がん細胞（親株）の腎同所性移植から、がん微小
環境に十分曝露された亜株を樹立し、その形質を解析することで新
規治療標的の探索を行った。 
樹立した亜株を改めてマウスに移植すると、親株より早く原発腫瘍
を形成し、肺転移を生じたことから、この亜株は進行腎がんのモデ
ル細胞となることが確認された。さらに、亜株由来の原発腫瘍や肺
転移の組織には好中球が多く浸潤しており、亜株は腫瘍内在性炎症
を誘発する形質を有していることがわかった（図A）。好中球数を
減少させる抗体を用いた実験から、好中球には血管新生やがん細胞
の肺への生着を促進させる作用があり、亜株は好中球依存的に肺転
移することがわかった。一方で、この形質は亜株に特有で、親株で
は確認されなかったため、形質獲得には、がん細胞のがん微小環境
への曝露が重要であると予想された。 
次に、亜株で腫瘍内在性炎症を誘発する制御因子を探索した。次世
代シーケンサーを用いた解析から、亜株ではCXCL1、CXCL2、

CXCL5、CXCL8など複数のケモカインの発現が同時に上昇している
ことがわかった。これらの遺伝子のゲノム領域近傍ではスーパーエ
ンハンサーが形成され、その領域に一致して、アセチル化ヒストン
のリーダータンパクBRD4の結合が見られた（図B）。そこでBRD4
を標的とするBET阻害剤を亜株に加えたところ、これらケモカイン
遺伝子発現が一様に低下した。さらに亜株移植マウスに対して、
BET阻害剤を投与したところ、原発腫瘍に浸潤する好中球が減少
し、肺転移が抑制されることが確認された（図C）。 
以上から、がん微小環境との相互作用により、腎がん細胞では好中
球の動態を制御する遺伝子にエピゲノム変化が生じ、腫瘍内在性炎
症が誘導され、好中球依存的に肺転移することが明らかになった
（図D）。さらにBET阻害剤を用いてこのエピゲノム制御機構を減
弱することで、腫瘍内在性炎症が抑制され、腎がんの肺転移を抑え
られる可能性が示唆された。 
 

図　好中球を介した腎がん肺転移メカニズムの解明（文献のfigureを改変） 
A.  亜株由来原発腫瘍組織内の好中球浸潤 
B.  CXCL8遺伝子コード領域におけるヒストン修飾とBRD4の結合 
C.  BET阻害剤による肺転移抑制効果 
D.  本研究の概略、同所性移植モデルを用いて、進行腎がんにおける腫瘍内在性炎症とその転移促進作用。 
　  腫瘍内在性炎症を制御するエピゲノム機構を標的とした治療の可能性。
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編集後記 
 
2017年に開始した新学術領域研究「細胞ダイバース」の活
動も4年目を迎えております。昨年には、本領域研究の活動も
かなり軌道に乗って大いに手応えを感じておりました。特に、
例年どおり年2回公開シンポジウムを主催しただけでなく、新
たな試みとして開催した新学術領域シンギュラリティ生物学と
の共同主催ワークショップや、学会や国際シンポジウムとタイ
アップした後援シンポジウムを4回も開催するなど、大きく発
展を遂げていることを実感できる年でした。特に、若手ワーク
ショップや技術講習会の開催を継続してきた効果がやっと現
れ、ダイバーシティーに富む本領域の若手研究者同士の共同研
究が多く企画され、今後の新たな展開を楽しみにしているとこ
ろでした。 
しかし、今年の3月頃を契機とした新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）の感染拡大により、一気にface-to-faceのイ
ベントが開催不可能となり、本領域のような異分野融合研究の
進展に大きな障害となっています。実際、本News Letterにも
掲載させていただきましたが、第七回領域会議もオンラインで
の開催となりましたし、例年は領域会議後に開催しております
公開シンポジウムも中止となってしまいました。そのため、第
二期公募班の先生方を含めた領域内連携研究・異分野融合研究
が順調に進むのか少し心配しているところです。 
新型コロナウイルス感染症（CoVID-19）への効果的な治療
法が開発され、一刻も早く国内並びに国際的な学術交流が復活
することを願う毎日です。皆様におかれましても、健康に留意
し、研究活動が順調に進められることを祈念しております。 

（藤田直也） 
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