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　生体は常に外界からの刺激に応答して生命の維持を行っているが、そこには複雑な情報伝達

ネットワークが関与している。この外界からの刺激によって活性化される伝達経路のネット

ワーク機構を解析することは、様々な生体応答および各種リソース（実験モデル動物、実験モ

デル植物、細胞材料）の特性の解明に繋がる。これを目的として、遺伝子発現からタンパク動

態まで含めた特性プロファイリングのための大規模な網羅的解析システムを構築し、遺伝子か

ら細胞、組織そして個体の各レベルにおいて活用し、個々のバイオリソースの極めて詳細なる

情報を得て、付加価値の飛躍的向上を図ることを目標とする。さらに、主にマウスを用いるこ

とによって、生体維持機構を支えるサイトカインの生体内情報伝達系、そのネットワーク機構

の解析を個体レベルにより行い、その異常が及ぼす生体応答への影響、がん化の機構、免疫不

全状態の解明に寄与する。その結果として得られた情報を個体レベルにおいて再構築し、ヒト

疾患モデルマウスとしてさらなるメカニズムの解明、治療技術の進歩に貢献するバイオリソー

スの開発を図る。我々は、生体内情報伝達系の機構解明のために、数多くの情報伝達因子の中

でも主として腫瘍壊死因子と転写因子 NF-κB に焦点を当て解析を進めている。

1. 発がん過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

2. アポトーシスにおける情報伝達ネットワーク機構の解析

3. 免疫制御機構における情報伝達ネットワーク機構の解析

4. 発生過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

5. 遺伝子の発現ネットワーク機構解析のための新しい技術の開発

事業内容事業内容

サブチームリーダー 土井　貴裕（平成 14 年 1 月～）

開発研究員 三瀬　節子（平成 14 年 9 月～）

BRC 研究協力員 内山　典子（平成 14 年 5 月～平成 18 年 3 月）

 安田　優子（平成 16 年 4 月～ 11 月）

 市野　晃（平成 16 年 5 月～ 11 月）

 山中　理華（平成 16 年 12 月～平成 17 年 8 月）

 新倉　潤子（平成 16 年 12 月～平成 19 年 1 月）

 西尾　香織（平成 18 年 6 月～）

秘書 桑原　和子（平成 17 年 8 月～）

研修生 城崎　幸介（平成 19 年 5 月～）

職員とメンバー構成職員とメンバー構成
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左から　　土井サブチームリーダー、桑原、三瀬、西尾、城崎

1. 発がん過程における情報伝達ネットワーク機構の解析年次計画と成果年次計画と成果

　発がん過程においては、様々な

因子が関与する複雑なネットワー

ク機構の存在が想定されている。

我々は、発がんネットワーク機構

における転写因子 NF-κB とがん

抑制遺伝子 PTEN の関与を解明す

ることを目的として解析を行って

いる（図 1）。

　（1）転写因子 NF-κB の発がん抑

制機構の解析

　従来、転写因子 NF-κB は

がん細胞の増殖に関与する 図 1. 生体応答における情報伝達経路とそのネットワーク機構の解析

ことが示されてきた。我々は、TNF と NF-κB のサブユニットである RelA の両欠損マ

ウスに腫瘍が多発することを見いだした。このことから、転写因子 NF-κB の発がん抑

制機構を想定して解析を行った。NF-κB/RelA 欠損マウス胎児由来の線維芽細胞は、野

生型に比べトランスフォームが高率に起こり、免疫不全マウスに移植すると腫瘍塊を

形成することを見出した。しかも、in vitro の培養系においても、in vivo での腫瘍塊形

成においても増殖速度が極めて早く、悪性度の高さが推察された（図 2）。このトラン

スフォームした RelA 欠損細胞についてチップアレイによる遺伝子発現プロファイル解

析を行った結果、細胞周期関連遺伝子、がん関連遺伝子、アポトーシス抑制遺伝子群

等の発現上昇が顕著に見られた。このことから、転写因子 NF-κB/RelA が主に発がんに



BRC Annual Report

2005～2006 Technology and Development Team for BioSignal Program-Subteam for BioSignal Integration

生体情報統合技術開発チーム－生態応答情報技術開発サブチーム

145

関与するがん関連遺伝子群

に対して抑制的な発現制御

を行うことにより発がん抑

制機構を担っていることが

示唆された。

　（2）RNA 干 渉 法 を 用 い た PTEN

遺伝子の機能解析

　がん抑制遺伝子 PTEN は、

がん発症に関与しているこ

とが示唆されているものの、

PTEN 欠損マウスが胎生期の

ごく初期に致死となるため

に、その機能解析が困難で

あった。我々は、PTEN の発

現を有効に抑制する RNA 干

渉法を開発し、その発現を

ほとんど欠失した細胞を作

出して解析を行った。この

細胞は、接着能の喪失とい

う発現型を呈した。これに

は、FAK ならびにアクチン

ファイバーの減少といった

細胞骨格系の異常が関与し

ていることを見出し、PTEN

による細胞骨格の制御機構

図 2. 転写因子 NF-κB の発がん抑制機構の解析

図 3. RNA 干渉法を用いた PTEN 遺伝子の機能解析

における機能が示唆された（図 3）。さらに、チップアレイを用いた網羅的遺伝子発現

解析から、この現象が RNA 干渉法における非特異的な発現制御によるものではないこ

とを検定した。

2. アポトーシスにおける情報伝達ネットワーク機構の解析
　（1）腫瘍壊死因子（TNF）による細胞死の機構

　腫瘍を特異的に細胞死に至らしめる因子として同定された腫瘍壊死因子（TNF）は、

生理的状態に置いては細胞死を引き起こすことはないことが示されてきた。我々は、

以前に転写因子 NF-κB の個体レベルでの解析を行うために遺伝子欠損マウスを作出し、

RelA 欠損マウスが胎生期に致死を起こすことを見いだした。さらに、次に作出した

TNF/RelA 両欠損マウスが、胎生致死を回避して出生することを見出した（図 4）。これ

らのことから我々は、転写因子 NF-κB が TNF によって引き起こされるアポトーシスに

拮抗する作用を有していることを示した。

　TNF による細胞死の機構を解明するために、最初に RelA 欠損線維芽細胞を用いて

解析を行った。その結果、TNF による細胞死では Caspase-8 をイニシエーターとする

Caspase 依存性の径路が活性化される一方、ミトコンドリアが関与する細胞死の機構は
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図 4. RelA 欠損マクロファージの解析

活性化されていないことを明ら

かにした。更に我々は、RelA に

よって活性化される抗アポトー

シス遺伝子を同定することを目

的として、チップアレイによる

網羅的発現解析を行った。興味

深いことに、代表的な抗アポトー

シス遺伝子群である Bcl-2 ファミ

リーは検出されず、IAP（Inhibitor 

of Apoptosis Protein）遺伝子群は

検出された。しかしながら、IAP

遺伝子群の導入によっても TNF による RelA 欠損細胞のアポトーシスは回避されなかっ

た。このことは、RelA が決定的な抗アポトーシス遺伝子を直接転写活性化しているの

ではないことを示すものであった。その一方でタンパク質の発現解析から、Caspase-8

の活性化を阻害する因子である c-FLIP が RelA 欠損細胞では欠失していることを検出し

た。さらに、c-FLIP の強制発現によって RelA 欠損細胞のアポトーシスが回避されるこ

とから、RelA による抗アポトーシス機構では c-FLIP が重要な働きをしていること、さ

らに RelA が間接的に c-FLIP の発現制御に重要な役割を担っていることを明らかにし

た。現在、RelA と c-FLIP の発現の関連について詳細な解析を進めている。

　線維芽細胞とは異なり、RelA 欠損リンパ球は TNF による細胞死は起こさない。この

現象については、リンパ球では RelA の機能を同じ NF-κB ファミリーである c-Rel が代

償していることが予想された。一方 RelA 欠損マクロファージは、TNF によってアポトー

シスが引き起こされた。c-Rel 欠損マクロファージは TNF によって細胞死を起こさない

ことから、マクロファージの抗アポトーシス機構においては、RelA のみが重要な働き

をしていることが明らかとなった。さらに我々は、その細胞死の機構が線維芽細胞と

同様に Caspase-8 をイニシエーターとする Caspase 依存性の経路によることを明らかに

した。

　以上のことから、RelA は TNF による細胞死に拮抗する働きを担っていること、組織

によっては c-Rel もその働きを担うことを見いだした。

　（2）リポポリサッカライド（LPS）による細胞死の機構

　マクロファージは通常 LPS によって活性化を受ける。ところが、RelA 欠損マクロ

ファージはバクテリアの細胞壁成分である LPS によって細胞死が引き起こされた。こ

のアポトーシスの径路では、Caspase-8 を初めとする Caspase 群の活性化と、Cytochrome 

c release を初めとするミトコンドリアが関与するアポトーシス機構の活性化が起こって

いることを検出した。さらに、TNF/RelA 両欠損のマクロファージでも同様に LPS に

よって細胞死を起こすことから、この細胞死は LPS によって誘発された TNF によるも

のではなく、LPS の直接的な効果であることを確認した（図 5）。以上のことから、マ

クロファージにおいては、RelA が Caspase 依存性・非依存性の両径経路において細胞

死に拮抗するための重要な役割を果たしていること、LPS の受容体（Toll-like Receptor 

4）からアポトーシスを活性化する経路があることが明らかとなった。現在、Toll-like 

Receptor 4 から Caspase-8 の活性化に至る経路の同定、ならびにミトコンドリアの活性
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図 6. LPS 誘導性細胞死の機構

　生体は、外界から侵入してくる病原体に対し、自然免疫ならびに獲得免疫の機構によって

これを排除する感染防御機構を営んでいる。特に、NF-κB および TNF は自然免疫機構にお

いて重要な働きをしていると推測されてきたものの、これまでに決定的な証明はなされてい

ない。我々はこれに着目し、自然免疫機構において NF-κB および TNF が果たす役割の解明

を試みている。

　（1）転写因子 NF-κB/RelA subunit の自然免疫機構における役割の解析

　RelA 欠損マウスは胎生期致死であるため、造血能およびリンパ球の機能を解析する

ことを目的として、胎児肝を移植して骨髄の再構築を試みた。その結果、RelA を欠失

した骨髄から成熟したリンパ球が出現し、in vitro においては各種増殖刺激に対する反

応性がやや低下していることを見いだした（図 7）。次に我々は、RelA 欠損リンパ球

の感染防御機能を解析することを目的として、RelA 欠損骨髄を再構築したマウス個体

（Ly5.1）に Leishmania major を感染させた。その結果、感染部位の著明な腫脹を呈し死

亡した。これは、感染によって誘発されるべき TH1 型リンパ球を欠損する Balb/c と同

様の症状であった。さらに、in vitro におけるリンパ球の解析から、RelA 欠損リンパ球

図 5. Caspase 活性の解析

化に至る経路の同定を進め

ている。なお、c-Rel 欠損マ

クロファージは LPS による

細胞死は起こさないことか

ら、RelA のみが LPS による

細胞死を制御する因子であ

ることも明らかにした。ま

た、RelA 欠 損 線 維 芽 細 胞、

RelA 欠 損 リ ン パ 球 は 共 に

LPS による細胞死を起こさ

ないことから、LPS による

細胞死はマクロファージに

特異的な現象であり、かつ

感染に対する免疫反応の第

一段階において LPS によっ

て活性化されるべきマクロ

ファージが LPS によって死

滅することは、RelA の欠損

が免疫機構に大きな影響を

及ぼすことを示唆するもの

であった（図 6）。

3. 免疫制御機構における情報伝達ネットワーク機構の解析
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図 7. TH-1/2 リンパ球誘導能の解析

図 8. サイトカイン産生能の解析

　（2）転写因子 NF-κB 欠損による重症免疫不全マウスの解析

　我々がこれまでに作出した RelA および c-Rel ならびに TNF を欠損する 2 系統のマウ

ス（TNF-κB： TNF-/- RelA-/-、TAC-H：TNF-/- c-Rel-/- RelA+/-）は、通常の飼育室では

生後数週間にて死亡する。これらのマウスの死因を解析した結果、いずれも病原性の

低い菌（Pasteurella pneumotropica、Staphylococcus aureus）によって重篤な感染症が引

き起こされ、それによるショック死であることを見出した。このことは、これらのマ

ウスが従来にない重症免疫不全マウスであることを示している。TNF-κB については、

NO の産生能が著しく低下していること、TH1 型リンパ球が誘導されないことが判明し

た。一方 TAC-H は、好中球およびマクロファージの菌殺傷能の低下（Nitiric oxide なら

びに Reactive oxygen の著しい産生能の低下）、自然免疫機構において重要な役割を果た

しているサイトカイン（IL-6）の産生能の低下が見られた。さらに、TNF 欠損マウス、

RelA 欠損骨髄の再構築マウス（TNF 産生能は有している）ならびに TNF+/+ c-Rel-/- 

RelA+/- のマウスは、TNF-κB や TAC-H のような免疫不全は呈しなかった。以上のこと

から、自然免疫機構において NF-κB が TNF と協調的に重要な役割を果たしていること

が明らかとなった。

　（3） サイトカイン産生における転写因子 NF-κB の役割の解析

は TH1 型リンパ球への誘導能が低

下していること、感染防御に必須

である TNF 、IL-12、IL-6 ならびに

窒素酸化物（NO）の産生能が著し

く低下していることを見いだした。

このことから、RelA が感染防御機

構に大きな役割を果たしているこ

とが示唆された。一方、c-Rel 欠損

マウスは、同様の実験においても

重症化することはなかった。この

ことから、自然免疫機構において

は RelA が重要な働きをしているこ

とが明らかとなった。

　転写因子 NF-κB のサイト

カイン産生における役割を

解明することを目的として、

NF-κB 欠損マウスのマクロ

ファージを用いてサイトカ

イン産生能の解析を行った。

そ の 結 果、NF-κB 欠 損 マ ウ

スにおいて上記に記したよ

う に、IL-12 および IL-6 の

著しい産生能の低下並びに

各サイトカインの遺伝子発

現の低下を見出した（図 8）。
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さ ら に 我 々 は、IL-23 遺 伝 子 の 著

しい発現低下を見出した。我々は、

IL-23 の p19 サブユニットに注目し、

プロモーターを解析することを通

して、その発現制御機構の解析を

行った。レポーターアッセイの結

果、IL-23 の p19 サブユニット遺伝

子のプロモーター上には、NF-κB

の結合部位が複数存在し、中でも

-105 から -96 の部分がきわめて重要

であることを同定した（図 9）。自

己免疫性脳炎の発生に重要な役割

を果たす IL-23 の産生が NF-κB 欠

損マウスにおいて著しく低下して

いることから、転写因子 NF-κB が

図 10. c-Rel/RelA 欠損マウスの生存曲線

実験的自己免疫疾患の発症に重要な役割を果たしていることが示唆された。現在、NF-

κB 欠損マウスを用いて実験的自己免疫性脳炎の誘発を試み、自己免疫疾患における

NF-κB の役割の解明のための解析を個体レベルにおいて進めている。

4. 発生過程における情報伝達ネットワーク機構の解析
　（1）発生過程における転写因子 NF-κB の役割の解析

　発生過程における転写因子 NF-κB の役割を解明することを目的として、我々は NF-

κB ファミリー遺伝子群の欠損マウスを用いて解析を進めてきた。ショウジョウバエに

おいては、NF-κB ホモログの Dorsal は発生過程において背腹決定に重要な役割を果た

す。ところがマウスにおいては、NF-κB を欠損しても（RelA あるいは c-Rel の一方の

欠損マウスにおいて）、発生の異常は見られない。従って、c-Rel および RelA が互いに

欠損を補填していることが推測された。このことを解明するために、我々は RelA およ

び c-Rel の両因子を欠損させたマウスを作製した。このマウスは、TNF による胎生致死

が見られた。胎生致死を回避するために作出した TNF/c-Rel/RelA の欠損マウスは、出

生するものの生後まもなく死亡

した（図 10）。原因は、出生直後

の肺胞の拡張が無いことによる

呼吸不全であることが判明した。

これは、胎生期末期から新生児

期における肺の発生異常を示す

ものであり、転写因子 NF-κB が

発生に関与することを示す初め

ての発見である。TNF/c-Rel/RelA

の欠損マウスでは、この時期の

肺において肺胞拡張を担う 2 型肺

胞上皮が存在するものの、この

図 9. IL-23 p19 サブユニット遺伝子のプロモーター解析
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図 11. c-Rel/RelA 欠損マウスの病理解析

細胞が本来分泌する肺胞サーファ

クタントが産生されていないこと

を検出した（図 11）。これまでの解

析ではこの欠損マウスの他の組織

に著明な異常が見られないことか

ら、転写因子 NF-κB が肺の発生、

特に周産期の肺形成に極めて重要

な働きをしていることが明らかと

なった。

図 12. アンチセンス RNA の発現解析

　（2）リンパ球の発生過程における転写因子 NF-κB の役割の解析

　NF-κB が本来リンパ球の発生段階において発現する遺伝子の制御因子としてクロー

ニングされたことから、RelA および c-Rel がリンパ球の発生・分化に重要な役割を果

たすと信じられてきた。我々は、RelA 欠損骨髄から成熟した血球、リンパ球が出現す

ることを見いだした。また、c-Rel 欠損マウスが同様に成熟した血球、リンパ球を有す

ることは他の研究者によって示されている。このことは、RelA あるいは c-Rel の一方

の欠損だけではリンパ球の発生に大きな影響がないことを示すものであった。そこで

我々は、RelA および c-Rel を共に欠損するマウスを作製し、その骨髄再構築を試みた。

その結果、RelA/c-Rel 両欠損骨髄から成熟したリンパ球、血球系細胞が出現するものの、

リンパ球の数は極めて少なく、顆粒球の過剰増殖が見られた。このことから、RelA お

よび c-Rel は血球・リンパ球系の発生には必須であることが明らかとなった。さらに、

RelA/c-Rel 両欠損骨髄の解析から、IL-7 および IL-7 receptor の発現の著しい低下が見ら

れ、このことがリンパ球の発生の阻害原因となっていることを検出した。以上のこと

から、c-Rel ならびに RelA が協調的に、リンパ球の発生初期に必須である IL-7 および

IL-7 receptor の発現に不可欠な働きをしていることが明らかとなった。

5. 遺伝子の発現ネットワーク機構解析のための新しい技術の開発
　遺伝子発現ネットワーク機構の解析を進める中で、既知の転写因子以外の因子による発現

制御機構についての解明を図ることを目的として、我々は機能性 RNA の発現解析技術の開

発を行っている。具体的には、マウスにおいてこれまでに同定された 2,500 対の、ヒトでの

4,500 対のセンス、アンチセンス

RNA について網羅的な発現プロ

ファイリングを試みた。高頻度に

乳がんを自然発症する GRS/A マ

ウスの乳がん組織と正常乳腺組織

から抽出した RNA を元に、アン

チセンスの発現同定用チップアレ

イを用いて、網羅的な解析を行っ

た。興味深いことに、正常組織と

がん組織において著しくセンス・

アンチセンス RNA の発現が異な

る遺伝子群が同定された（図 12）。
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しかもその殆どが非翻訳型 RNA であった。センス・アンチセンス RNA の発現の組織特異性

については報告があるものの、疾患に関連した報告はなく、我々の解析が初めてである。現在、

がん細胞株を用いてアンチセンス RNA の強制発現によるがん細胞の発現形質の変化を追求

し、アンチセンス RNA の発現とがん化との関連を解明するべく解析を進めている。さらに、

ヒトがんサンプル（大腸癌、肝臓癌、白血病）を用いたセンス、アンチセンス RNA の発現

解析を行い、将来的な医療応用に向けて解析を進めている。
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