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メタボローム解析による高脂血症モデル動物の
全身性代謝異常の解明
病態に伴う全身性のストレスを明らかに

　生体システムを構成する代謝ネット
ワークは、一般的に強い恒常性を持つと
考えられている。疾患や加齢による機能
異常では、この恒常性に不均衡が生じ、
その徴候がタンパク質や代謝分子の異常
値、いわゆるバイオマーカーとして顕在
化する。生体内に存在する多数の代謝分
子を網羅的に調べるメタボロミクスは、
未知のバイオマーカーを含めた代謝変
化の探索に於ける強力なツールであり、
我々が現在不可能な疾患の診断を可能に
するものとして期待されている。  
　しかし一方で、臨床現場で診断検体と
して用いられる血液や尿などの体液サン
プルは、全身の組織における代謝変化が

「混ざった」結果を表現するものである。
そのため、発見されたバイオマーカーの
背景にある疾患や薬効の生物学的なメカ
ニズムを説明するには情報が不十分であ
るケースが多々見られる。全身性の代謝
異常を理解し、その対処法を開発するた
めには、体液だけではなく全身の代謝プ
ロファイルの変化を把握する必要があ
る。  
　 我 々 は ヒ ト 高 脂 血 症 の モ デ ル

動 物 と し て Watanabe heritable 
hyperlipidemic (WHHL) ウ サ ギ の 血
液、肝臓、心筋、脳の各組織の代謝プロ
ファイルを解析し、健常コントロールと
の違いを調べた。本研究では CE-MS を
用いて様々な化学的性質を持つに代謝分
子を測定し、それらの増減を代謝経路に
反映することで、病態に伴う全身性の
ストレスを解明することができた。  　
　疾患モデルウサギでは、各組織で酸化
ストレスを示唆する代謝変化が観察され
ており、特に肝臓ではマーカーとなり得
る顕著な代謝物レベルの変化が複数確認
された。例えば、プリンヌクレオチドの
最終以下産物である尿酸の顕著な蓄積が
確認され、さらに検証試験として行われ
た遺伝子発現解析により合成酵素である
キサンチノキシダーゼの活性化が確認さ
れた。この酵素は反応副産物とし酸化ス
トレスの原因となる活性酸素種を産生す
ることが知られており、今回観察された
全身性酸化ストレスの一因であると考え
られる。またこの他に、葉酸欠乏に起因
すると思われるコリン代謝中間体の蓄積
は、その徴候が血液サンプルに於いても

顕著に観察されており、体液により肝臓
の酸化ストレスを評価し得ることが示さ
れた。  
　我々はこのような疾患に於ける代謝異
常と並行して、高脂血症の治療薬である
血中コレステロール降下剤（シンバスタ
チン）を投与した病態群に於ける代謝プ
ロファイルの変化も観察した。上記に挙
げた肝臓での代謝異常は、短期間の薬物
経口投与により緩和しており、代謝プー
ル全体が健常のものへと近づく傾向が得
られた。このような変化は従来の薬効指
標である血中脂質レベルの低下が顕著で
はない段階で得られており、早期・低容
量での薬効を評価する上での新たな指標
として期待される。  
　高脂血症をはじめとする生活習慣病は
全身性の代謝異常を伴うものであり、そ
の病因は複数の因子が積み重なったもの
である。本研究のように全身の異常を把
握することで、病因群の中から特に決定
的な標的分子や異常組織を究明し、より
効果的な治療へと導くことが可能にな
る。
( 初出 :12 年 5 月 12 日 編集：高根香織 )

Ooga, T., Sato, H., Nagashima, A., Sasaki, K., Tomita, M., Soga T., Ohashi, Y. (2011) Metabolomic Anatomy of an Animal Model 
Revealing Homeostatic Imbalances in Dyslipidemia. Mol. BioSyst., 7, 1217-1223.

図：高脂血症ウサギにおける全身性の代謝異常と、治療薬投与によるその緩和。棒グラフ（中央）は、健康コントロール群 ( 緑 )、病態群（赤）、投薬群（青）
の肝臓におけるコリン異化代謝中間体レベルを示す。ヒートマップ（右）は、各組織に於ける病態－健康コントロール群（左）、および病態－投薬群の代
謝分子レベルの比較を行い、それぞれ病態群で増加したものを赤、減少したものを緑で示す。

* 本研究はヒューマン • メタボローム •

テクノロジーズ株式会社による独自の

研究である  
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高感度リン酸化プロテオーム解析システムの構築
極微量の細胞からリン酸化修飾情報を網羅的に観察することが可能に

Masuda, T., Sugiyama, N., Tomita, M., Ishihama, Y. (2011) Microscale Phosphoproteome Analysis of 10,000 Cells from Human Can-
cer Cell Lines. Anal. Chem., 83(20), 7698-7703.

　細胞は外部環境の変化をまず細胞膜で
受けとり、その変化に適した行動をとる
ために細胞内のあらゆる場所にシグナル
を伝達する。これをシグナル伝達という
が、このシグナル伝達が正常に動かない
と生物はがん等の病気になってしまう。
シグナル伝達の方法はいくつか知られて
いるが、主要な方式の 1 つがタンパク
質のリン酸化修飾であり、細胞内で繰り
広げられるリン酸化シグナル伝達はとて
も複雑なものになっている。このような
リン酸化シグナル伝達の全体像を把握す
るために、タンパク質のリン酸化修飾情
報の網羅的解析、リン酸化プロテオーム
解析が多くの研究者によっておこなわれ
てきた。リン酸化タンパク質はそれ以外
のリン酸化されていないタンパク質と比
べると少ないので、リン酸化修飾されて
いるペプチドもしくはタンパク質のみを
分析前にあらかじめ濃縮しておく必要が
あるが、濃縮されたリン酸化ペプチドを
nanoLC-MS/MSと呼ばれる分析装置で
測定することで、アミノ酸配列情報とリ
ン酸化修飾情報を得ることができる。既
に増田博士らのグループでは、リン酸化
ペプチドを濃縮する方法であるヒドロキ
シ酸修飾酸化金属クロマトグラフィー法
(Hydroxy Acid-Modified Metal Oxide 
Chromatography, HAMMOC) を 開 発
している（Sugiyama et al., 2007）。こ
の方法を用いることで、100 μ g のタ
ンパク質 (1,000,000 個の細胞 ) から
1,000 種類以上のリン酸化修飾の変動
を観察できるようになった。  
　近年、フローサイトメーター (FCM)
やレーザーキャプチャーマイクロダイセ
クション (LCM) により生体内から回収
された特定の細胞群に対するプロテオー
ム解析が行われている。例えば、がん細

胞および正常細胞を比較することで生
体内におけるがん細胞特有のタンパク
質情報を得ることができる。一方 FCM
や LCM を用いた場合、回収される試料
量に限りがあり ( ～ 10,000 個の細胞 )、
プロテオーム解析よりも多くの試料量が
必要であるリン酸化プロテオーム解析シ
ステムに用いることは困難であった。こ
の問題を解決するために、増田らは少な
い試料量 (10,000 個の細胞 , 約 1 μ g

のタンパク質 ) からでも大規模なリン酸
化修飾情報が得られるような高感度リン
酸化プロテオーム解析システムを構築し
た。  
　まずこれまでのリン酸化プロテオーム
解析のワークフローを包括的に見直し
た。その結果、特に高タンパク質可溶化
段階、さらにクロマトグラフィーを行う
段階でそれぞれ大幅に感度をあげること
ができる可能性が見いだされた ( 図 )。

　　　　 図： 高感度リン酸化プロテオーム解析システム
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界面活性剤である SDC および SLS は
タンパク質の抽出効率および消化効率を
促進する効果があり、少ない試料からで
も効果的にタンパク質を抽出できる。さ
らに、カラムローダーでリン酸化ペプチ
ドを分析カラムに直接導入することで、
リン酸化ペプチドの損失を最小限に抑え
ることができた。分析カラムの微小化は
リン酸化ペプチドの質量分析計での感度
上昇に大きく貢献している。従来は内径
100 μ m のカラムを使用していたが、
本研究では内径 25 μ m のカラムを新
規に作製した。内径を細くすることで、

ペプチドのイオン化効率が上昇すると共
に、質量分析計への試料導入量が増える
ことで感度が上昇すると考えられる。し
かし、内径の細い分析カラムは、先端で
液体クロマトグラフィー用充填剤が目詰
まりを起こしやすくなり連続分析には不
向きだった。そこで、増田らは Ficcaro 
et al の報告を参考に先端に微小なガラ
ス製フリットを作製し、充填剤の目詰ま
りを防いだ。これらのシステムを用いる
ことで、既存の方法に比べて感度は平均
で約 80 倍に上昇した。更に、既存の方
法では 10,000 個の細胞から 200 種類

のみであったが、本手法を適用すること
によって約 1,000 種類のリン酸化サイ
トが一度に観察できるようになった。  
　これまでに、特定のタンパク質の特定
のリン酸化修飾を標的とした薬剤が多く
開発されている。この高感度リン酸化プ
ロテオーム解析システムは、生体内から
回収された極微量の細胞に対して、リン
酸化修飾情報を網羅的に観察することを
可能としており、このシステムが創薬の
スピードアップに貢献できればと増田氏
は目を輝かせた。
( 初出 :12 年 5 月 12 日 編集：池田香織 )

OryzaPG-DB：ショットガンプロテオゲノミクスに
基づくイネプロテオームデータベース
イネにおいて初となるプロテオゲノミクス式データベースの開発

Helmy, M., Tomita, M., Ishihama, Y. (2011) OryzaPG-DB: rice proteome database based on shotgun proteogenomics. BMC Plant 
Biol., 11, 13.

　2012 年現在、ヒトをはじめとする数
千の生物のゲノム情報が公開されている
が、新型シークエンサーの登場により、
ゲノム解読の勢いは年々加速している。
ゲノムプロジェクトのねらいは生命の設
計図である DNA の暗号を読み解くこと
であるが、ゲノム配列そのものは単なる
A, T ,G, C の４文字の羅列であり、実際
にはその中のどこに、どういう遺伝子が
存在しているのか、を明らかにする作業
である「アノテーション」が不可欠だ。
従来このアノテーションには既存の知見
や、コンピュータ解析、そして mRNA
に発現した遺伝子の情報がもちいられて
きた。だが、遺伝子の情報は最終的には
タンパク質になるのに対し、mRNA は
あくまでその中間段階であり、必ずしも
精度の良いアノテーションが得られるわ
けではない。そこで登場したのがプロテ
オゲノミクス（プロテオミクス＋ゲノミ
クス）のアプローチである。これはその
名の通り、近年急速に発展しつつある質
量分析によって得られたタンパク質の情
報をもちいて、ゲノムアノテーションの
向上を目指す新しい研究分野である。タ

ンパク質の解析は、従来網羅的に行うこ
とが技術的にも、そしてコスト的にも困
難であったが、質量分析に基づくショッ
トガンプロテオミクスのアプローチは、
高い処理量や有効性、相対的な使いやす
さなどから、大規模なプロテミクスを可
能にした。
　そこで、当研究所の政策・メディア
研究科後期博士課程の Helmy 氏らは、
イネのゲノムのアノテーション向上を
目的としてショットガンプロテオゲノ
ミクス解析を行い、その成果をデータ
ベース OryzaPG-DB として公開した。
従来の 2 次元電気泳動に基づくプロテ
オームのデータベース、例えば RICE 
PROTEOME DATABASE（Komatsu 
et al., Proteomics, 2005）とは異なり、
本研究では、未分化イネ培養細胞から抽
出しトリプシン処理されたプロテオー
ムを、複合イオントラップ／オービト
ラップ質量分析計を用いた 27 回にわた
る nanoLC-MS/MS 解析によって、精
密にペプチドとして測定している（図
A）。測定されたペプチドは、その生成
物イオンスペクトルをミシガン州立大

学（MSU）が提供しているタンパク質・
cDNA・転写物・ゲノムのデータベース
に対して検索することにより、イネゲノ
ムにマッピングした（図 B）。OryzaPG
-DB はこの情報を用いてアノテーション
が更新された 3,182 の遺伝子と 5,034
のタンパク質、その元となる 15,121 の
非冗長ペプチド配列、さらに、対応する
タンパク質、cDNA、mRNA とゲノム
の配列を公開している。さらに、このプ
ロテオゲノミクス解析によって明らかに
なった新規の 166 本のペプチド配列に
より、これまで見つかっていなかった発
現領域を新たに 40 箇所発見することが
できた。
　OryzaPG-DB は、ペプチドベースの
発現プロファイルを対応するゲノム情
報や新規アノテーションを含めて提供す
る、世界初のイネプロテオゲノミクス
データベースである。本データベースの
利用者は、染色体・遺伝子・タンパク質・
cDNAそして転写産物ごとにデータベー
スを検索することができ、また、更新さ
れたアノテーションを、PNG 形式の可
視化情報と共に GFF3 形式でダウンロー



Research Highlight

©
20

12
 In

st
itu

te
 fo

r A
d

va
n

c
e

d
 B

io
sc

n
ie

n
c

e
s,

 K
e

io
 U

n
iv

e
rs

ity

 Volume 7 | 5

2012 Autumn

ドすることが可能である。さらに、同様
のプロテオゲノミクスデータベースを構
築するための汎用的なスキーマを合わせ
て提供することにより、今後のプロテオ
ゲノミクス研究への貢献も視野に入れら
れている。
　イネは最も重要な食用作物の 1 つで
あり、全世界のおよそ半分はイネに全面
的、または部分的に依存していると推定
されている。また、イネは比較的小さな
ゲノムを持つことから研究に適したモデ
ルであり、今後 OryzaPG-DB はイネを
研究している多くの生物学者とバイオイ
ンフォマティシャンのための有益な情報
源となることが期待される。
( 初出 : １2 年 6 月 20 日 編集：喜久田薫 )　

図 . プロテオゲノミクスにおける新規性の評価と図の可視化。(A) ペプチドクラスターの略図。 
(B) PGFeval を用いたイネゲノムにおけるペプチドのマッピングの一例。

がん細胞 “ 死滅 ” へのキー分子の予測
細胞死促進へ向けた物理的法則性の解明

Piras, V., Hayashi, K., Tomita, M., Selvarajoo, K. (2011) Enhancing apoptosis in TRAIL-resistant cancer cells using fundamental re-
sponse rules. Sci. Rep., 1, 144.

　腫瘍壊死因子関連アポトーシス誘
導 リ ガ ン ド（tumor necrosis factor 
related apoptosis-inducing ligand；
TRAIL）は、悪性腫瘍細胞にプログラム
された細胞死（アポトーシス）を誘導す
るが、他の細胞には有害な作用をおよぼ
さない。つまり、TRAIL を利用したが
ん治療が可能になれば、既存の薬物療法
や放射線治療にくらべて大きく副作用を
減らした治療が実現できる可能性があ
る。しかし、上皮性悪性腫瘍の中には
TRAIL 耐性がある腫瘍もあり、TRAIL
によるアポトーシスのシグナルを細胞生
存シグナルへと切り替えてしまうため、
TRAILによる治療の成功例はまだない。  
　そこで、クマール・セルバラジュ特任
講師らの研究グループでは、TRAIL に
より刺激したヒト繊維肉腫細胞における
TRAIL 耐性機構を検討するための新た
なシミュレーションモデルを開発した。
そして、野生型およびいくつかの分子

（FADD、RIP1、TRAF2、 カ ス パ ー ゼ
-8）のノックダウン条件下で、細胞生
存に関与する分子（I κ B、JNK、p38）

とアポトーシスに関与する分子（カス
パーゼ -8、カスパーゼ -3）の経時的活
性化プロファイルを解析し、情報（シグ
ナル伝達フラックス）保存の法則を利用
した摂動応答アプローチに基づき、細胞
集団レベルでの細胞応答の法則性を導き
出した。  
　これらのアプローチから、p38 と
JNK を活性化する FADD とは独立した
経路を持つこと、RIP1 と p38 間、そ
して p62 と JNK 間には何らかのクロス
トークが存在すること、さらに、JNK
上流の活性化プロセスの存在が予測され
た。特に、その後のシミュレーションか
ら p62/sequestosome-1 分 岐 点 で 新
規分子を標的とすることで、シグナル伝
達フラックスの再分配を介してアポトー
シスが最適化されることが新たに示唆さ
れた。つまり、この標的分子を取り除く
ことにより、TRAIL 由来のシグナルの
ほとんどをアポトーシスのシグナルへと
切り換えることができると期待される結
果となった。  
　現状ではまだコンピュータによる予測

ではあるが、今後実験的な検証と組み合
わせることでより確かな情報が得られる
だろう。また、本手法は物理的法則に基
づいた新規手法であるため、TRAIL に
限らず様々なシグナル伝達経路において
汎用的に用いられることも期待される。 

( 初出 : １2 年 6 月 20 日 編集：喜久田薫 )
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環境微生物から tRNA 分解に関する新規ルールを発見
温泉源泉中の微生物におけるメタトランスクリプトーム解析

　DNA の遺伝情報はメッセンジャー
RNA(mRNA) に 転 写 さ れ、 転 移
RNA(tRNA) を介した翻訳によりタンパ
ク質がつくられる。これは生物共通の仕
組みであり、その中でも tRNA はタン
パク質合成に必須な分子として知られ
ている。tRNA はゲノムから転写された
後、翻訳されずにRNAのまま働く非コー
ド RNA の１つであり、さまざまな修飾
を経て機能分子となる過程は数多く研究
されているものの、成熟後に分解される
過程については詳細が明らかになってい
ない。しかし、近年 tRNA 由来の小分
子（tRNA の分解物）が、生体内で機能
している可能性を示唆する報告がなされ
ており、tRNA の分解機構の解明は重要
なテーマとなっている。また、これまで
の小分子 RNA 研究は培養可能な種を対
象として行われることがほとんどで、難
培養性微生物に関する知見は著しく欠如
していた。そこで、政策・メディア研究
科修士課程 2 年の村上慎之介氏らの研
究グループは、環境中の難培養性微生物
を対象にトランスクリプトーム解析（メ
タトランスクリプトーム解析）を行い、
tRNA の分解に関して興味深い傾向を見
出した。
　村上氏らは、山形県鶴岡市の湯野浜温
泉源泉中に生息する微生物から抽出し
た小分子 RNA 分画を用いて cDNA ラ
イブラリーを構築し、次世代シークエ
ンサーを用いて塩基配列を決定した。4
万本を超える tRNA と 4 千本を超える
tRNA フラグメントを、図 A のように
tRNA の位置毎に切断回数を調査した。
その結果、アンチコドンループと D ルー
プと呼ばれる部分で特異的に tRNA 分
解が起きていることが明らかとなった

（図 B）。大腸菌では 20 種中 6 種のアミ

ノ酸を誘導する tRNA に関してのみア
ンチコドンループ内で tRNA 切断が起
こることが知られており、またそれを引
き起こす酵素も同定されている。しか
し、本研究では 20 種全ての tRNA の切
断様態を観察しており、これまで知られ
ていた 6 種以外にもアンチコドン付近
での tRNA 切断が起こることを報告し
ている。D ループにおける tRNA 分解
はバクテリアでは報告がなく新規の知見
である。さらに、アンチコドンごとに切
断様態を解析したところ、tRNA の 34
塩基目と 35 塩基目の間で切断されやす
い tRNA のアンチコドンの 1 塩基目は
A または C（プリン塩基）であり、一方
でアンチコドンループ以外の位置で切断
されやすい tRNA のアンチコドンの 1
塩基目は T または G（ピリミジン塩基）
であることも明らかとなった（図 C）。
　他にも本論文では、既知の機能性小分
子 RNA と相同性の無い新規機能性小分
子 RNA 候補を、湯野浜海岸がボディー
ボード発祥の地と言われていることから
Small Unique RNA From Yunohama

（SURFY：サーフィー）と名付けて報告

しているほか、湯野浜温泉源泉中に生
息する特殊な古細菌についても報告し
ている。これは、Archaeal Richmond 
Mine Acidophilic Nanoorganisms

（ARMAN：アーマン）と呼ばれる古細
菌の一種で、原始生命の生き残りとして
生命誕生の謎を解く手がかりとして重要
な生物と考えられている。
　真核生物では、がん細胞などにおい
てアンチコドン周辺で分断された tRNA
分子が見つかっているほか、ストレスを
受けると tRNA 分解物が多く検出され
ることなどが知られているが、バクテリ
アや古細菌における tRNA 分解機構は
あまり理解されていなかった。本研究
は、環境中の難培養性微生物由来の小
分子 RNA に目を向けたことで、培養可
能な微生物からは報告されていなかった
tRNA 分解に関する新たな特徴を報告し
た。今後様々な環境中を調査することで
さらなる新規知見の報告に期待すると共
に、これらの小分子 RNA の生体内にお
ける機能理解にも期待したい。
( 初出 :12 年 6 月 20 日 編集：喜久田薫 )

Murakami, S., Fujishima, K., Tomita, M., Kanai, A. (2012). Metatranscriptomic analysis of microbes in an ocean-front deep 
subsurface hot spring reveals novel small RNAs and type-specific tRNA degradation. Appl. Environ. Microbiol., 78(4), 1015-1022.

図：(A)tRNA 分解の観測法。クローバーリーフ構造を形成できる tRNA にフラグメントをマッピン
グし、同じアミノ酸を誘導する tRNA ごとに切断位置をカウントした。(B) 誘導するアミノ酸ごとに

（20種のtRNAごとに）上位3箇所の切断位置。ピンクが最もよく切断されていた位置、黄色が2番目、
緑色が 3 番目となる。(C) アンチコドンごとに切断位置を調べた結果導かれた傾向を示した図。
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ATP ではなく GTP で活性化する
RNA サイクラーゼを発見
RNA 連結過程における重要性を提唱

Sato, A., Soga, T., Igarashi, K., Takesue, K., Tomita, M., Kanai, A. (2011) GTP-dependent RNA 3’-terminal phosphate cyclase from the 
hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus. Genes Cells, 16(12), 1190-1199.

　遺伝情報の担い手である RNA は、塩
基－糖－リン酸から構成されるユニット
が、ホスホジエステル結合を介して長く
連なったものである（図 A の左端の構
造）。ここで、RNA 分解酵素がホスホジ
エステル結合を切断する場合を考えてみ
ると、その反応中間体では、結合に使わ
れていたリン酸基が、糖の 2’ の位置と
3’ の位置とで環状構造をなす（図 A 中
央）。その後に、3’ 側に線状構造となっ
たリン酸基が出ることが知られている

（図 A 右端）。このような RNA 鎖の末端
構造は、RNA 鎖の連結を考える時にも
極めて重要な因子であることが報告され
ている（Kanai, A. 他 (2009) RNA 15: 
420-431）。　
　慶應義塾大学先端生命科学研究所
の RNA 研究グループの佐藤朝子氏ら
は、超好熱性のアーキア（古細菌）で
あ る パ イ ロ コ ッ カ ス 菌（Pyrococcus 

furiosus）の RNA 連結反応を調べてい
る過程で、RNA 鎖の 3’ 末端にあるリン
酸基を環状構造にする新しい酵素を見い
だした（図 B）。この新しい酵素を、Pf

−Rtc（Pyrococcus furiosus の RNA 3’
-terminal phosphate cyclase）と命名
した。本酵素のアミノ酸配列は、アーキ
アの中で非常に良く保存されており、さ
らには、バクテリアから真核生物に至る
幅広い生物において、類似の酵素が存在
していた。そこで、本酵素におけるリン
酸基環状化の活性を詳細に調べてみた
ところ、これまでに報告されている Rtc
タンパク質がいずれも ATP 依存的に働
くのに対して、Pf-Rtc では、GTP 依存
的に活性化されることがわかった。ATP
と比べて GTP の方が 10 倍も効率的に
Pf-Rtc を活性化することが示され、世
界初の GTP 依存性 RNA cyclase とし

て提唱することが出来た（図 C）。さら
には、様々な GTP アナログを用いた解
析や、酵素反応前後の反応液の TOF-
MS（飛行時間型質量分析計）解析によ
り、環状化反応において、GTP が GMP
に分解される必要があることを明らかに
できた。RNA 鎖の末端を環状構造に変
えるということで、おそらくは、多様な
RNA 断片が無秩序に連結してしまわな
いような仕組みがあるのではないかと想
像される。
　2011 年に米国とウィーンのグループ
により、アーキアとヒトから、イントロ

ンが除去された後の tRNA 前駆体の連
結に関わる酵素の報告があり、この連結
酵素は Rtc B と呼ばれるタンパク質の
ファミリーに属していた。面白いことに、
大腸菌のゲノムにおいて、Rtc B は Pf-
Rtc の相同タンパク質と考えられる Rtc 
A に隣接する形でコードされていること
がわかった。アーキアの tRNA 前駆体
プロセシングにおける Pf-Rtc の関与は
未知であり、今後の研究により両者の関
連性が明らかになることを期待したい。
( 初出 :12 年 9 月 20 日 編集：池田香織 )

図：RNA 鎖の 3’ 末端にあるリン酸基を GTP 依存に環状化させる新しい酵素の発見。(A) RNA 中
のホスホジエステル結合と RNA 分解酵素による切断過程の模式図。中間体として RNA 鎖の末端に
環状型リン酸が生成される。(B) PF1549 タンパク質（Pf-Rtc）は RNA 鎖の 3’ 末端にあるリン酸
基を GTP 依存に環状化させる。(C) Pf-Rtc は効率よく GTP を利用して環状型のリン酸構造を作る。
環状型のリン酸基と線状型のリン酸基をもった RNA は尿素存在下の変性電気泳動にて分離、区別す
ることが出来る。
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遺伝暗号を変則的に解読する tRNA を線虫から発見
グリシンやイソロイシンからロイシンへの暗号の変換が可能
Hamashima, K., Fujishima, K., Masuda, T., Sugahara, J., Tomita, M., Kanai, A. (2011) Nematode-specific tRNAs that decode an alter-
native genetic code for leucine. Nucleic Acids Res., 40, 3653-3662.

　遺伝暗号の実体は塩基の種類とその並
び方によって規定されており、3 塩基ず
つの組み合わせで 20 種類のアミノ酸を
指定してタンパク質をコードしている。
これは多くの生物に共通している生命の
大原則である。Transfer RNA (tRNA) 
は遺伝暗号の解読を媒介するアダプター
分子であり、20 種類のアミノ酸に対応
して、少なくとも 20 種類の tRNA とそ
のアミノアシル化を行う酵素が存在す
る。多くの tRNA は共通してクローバー
リーフ型の二次構造をとるが、厳密には
それぞれに特異的な塩基パターンやモ
チーフ構造が存在し、これを各酵素が認
識することで正確なアミノアシル化は達
成される。ゆえに、この tRNA と酵素
の対応関係は遺伝暗号に従った確実な翻
訳を行う上で絶対であり、一対一の関係
が成り立つのである。これまで、ミトコ
ンドリアやマイコプラズマ等一部のバク
テリアや酵母では、この普遍的な遺伝暗
号から逸脱した暗号が使用されている例
が報告されているが、高等真核生物では
まだ報告がない。  　
　政策・メディア研究科修士課程の浜島
聖文氏らは、通常、ロイシンまたはセリ
ン用の tRNA にみられる可変アーム構
造 (variable arm; V-arm) が、線虫にお
いて他のアミノ酸用 ( グリシンやイソロ
イシン ) の tRNA にも存在することに
着目した。これらの tRNA 上の V-arm
構造がロイシンまたはセリンのアミノア
シル化酵素に認識された場合、本来のア
ミノ酸（グリシンやイソロイシン）と
は異なるアミノ酸（ロイシンやセリン）
に遺伝暗号が変換されてしまう可能性
があるからである。そこで、in vitro で
アミノアシル化再構成実験を行ったと

ころ、興味深いことにこれらの tRNA 
は普遍暗号に対応するアミノ酸ではな
く、ロイシン用の酵素によりロイシンを
変則的にチャージすることがわかった。  
　 こ れ ら の tRNA は 生 体 内 
(Caenorhabditis elegans) でも発現して
おり、線虫で広く保存されていること
から、浜島氏らは nematode-specific 
V-arm containing tRNA (nev-tRNA) 
と命名した。nev-tRNA は線虫特異的に
ロイシンやセリン用の tRNA から派生
してきた可能性が高く、このことはバイ
オインフォマティクスの進化系統解析に
よっても示唆されている。また、真核生

物の無細胞翻訳系を用いた in vitro 翻訳
解析も行い、in vitro で nev-tRNA がタ
ンパク質合成に使用されることも確認し
ている。  
　以上の結果より、線虫においてグリシ
ンやイソロイシンからロイシンへの暗号
の変換が可能であることを示唆した。高
等真核生物において普遍暗号によらない
翻訳を生じ得る tRNA が発見されたの
は極めて異例のことで、遺伝暗号の起源
や進化の更なる理解に繋がることが期待
される。  
( 初出 : １2 年 6 月 20 日 編集：喜久田薫 )　

図 : nev-tRNA の二次構造とアミノアシル化再構成実験  nev-tRNA と関連 tRNA との塩基配列及び
二次構造の比較。nev-tRNAGly (CCC) と Class I tRNAGly (GCC) 間でのみ保存されている塩基を
青で、nev-tRNAIle (UAU) と Class I tRNAIle (UAU) 間でのみ保存されている塩基を黄で、二種
の nev-tRNA と tRNALeu (UAA) 間で保存されている塩基を赤で示した。V-arm 介在型の 3 つの
tRNA 間で共通する塩基は四角で囲った。それぞれの tRNA 間の配列類似度はパーセンテージで示し
ている。  



Author's Introduction

 Volume 7 | 9

2012 Autumn

論文ハイライト　著者紹介
研究テーマ：メタボローム解析による高脂
血症モデル動物の全身性代謝異常の解明

大賀拓史  ＠メタボローム棟
　　　　　　　　　　  

現職：ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
　　　研究員
趣味：合気道・スノーボード・昼寝
夢　：メタボロームから医療現場を支えるバイオマーカーを
　　　生み出す。
一言：なせば成る。　

研究テーマ：OryzaPG-DB：ショットガン
プロテオゲノミクスに基づくイネプロテオー
ムデータベース
Mohamed Helmy 
＠ラボ棟 

現職： PhD student, 2nd year (JSPS fellow)
夢　： With my new research in Cancer, I wish to contribute to the
            global efforts that aim to find a cure to Cancer and help Cancer 
            patient to recover.
趣味 : Reading (novels, history and biography) and Soccer
一言：  Working in the Institute for Advanced Biosciences (IAB)
           was a challenge and I was always afraid of failure but “Fear
           of failure is a major motivator to success”. Thanks for IAB 
           members, environment and spirit.

研究テーマ：がん細胞 “ 死滅 ” へのキー分子
の予測

林謙太郎  ＠センター棟 　

現職： 政策 • メディア研究科 博士課程２年
　　　（日本学術振興会　特別研究員）
趣味：フットサル、ダーツ
夢　： ” お前じゃないとダメなんだよ！ ”
　　　そんな人になりたい。
一言：アドバイザーや仲間のおかげで、ここまで研究が続けら
　　　れています。その恩返しとして、これまで受けてきた恩
　　　恵を、自分のものにし、パワーアップしながら、次は他
　　　の人達へそれ同等以上のものを振り撒いていきたい。

研究テーマ：ATP ではなく GTP で活性化
する RNA サイクラーゼを発見

佐藤朝子  ＠ラボ棟 　

現職： RNA 研究グループ、技術員
夢　：宇宙旅行
趣味：読書
一言：IAB の最古参として、これからもお局道をまい進する
　　   予定です！　

研究テーマ：高感度リン酸化プロテオーム
解析システムの構築

増田豪  ＠ラボ棟 　

現職： 先端生命科学研究所 特任助教
趣味：写真と登山
夢　： 変化を好み少しでも前に進みたいです。
一言：現状維持は退化です。

研究テーマ：がん細胞 “ 死滅 ” へのキー分子
の予測

Vincent Piras  
＠センター棟 　

現職： Postdoctoral Research Assistant
夢　： Travel around the world, learn through experience, be a citizen 
            of the world.
趣味：Astronomy, gardening, playing guitar, reading, table tennis, 
            badminton, road trips, hiking, cycling.
一言：I am very thankful to all the people that gave me opportunities 
            in my life such as doing my PhD in Japan and who supported 
            me in my choices, and I encourage every student to look for 
            opportunities to learn abroad, discover other cultures, and 
            build up their own experience.

研究テーマ：環境微生物から tRNA 分解
に関する新規ルールを発見

村上慎之介  ＠メタボローム棟　

現職： 政策 • メディア研究科 修士課程 2 年
夢　： 微生物の研究で人類生活に革新をもたらす。
趣味：車・バイクの運転、居合、植物栽培、ウィンタースポーツ
一言：私は高校生の時に IAB の見学イベントに参加し、 鶴岡
　　　での研究環境に惚れ込んでここに来ました。その体験
　　　を踏まえ、サイエンスのおもしろさや楽しさを若い人
　　　材に伝えることのできる科学者を目指していきたいです。

研究テーマ：遺伝暗号を変則的に解読する
tRNA を線虫から発見

浜島聖文  ＠ラボ棟 

現職： 政策・メディア研究科 博士課程１年
夢　：都会の喧噪から離れ、海の近くに家を建て、ゆったり
　　   と余生を過ごすこと。
趣味：日の出と共に起床し、早朝にサーフィンをしてから出
         勤するという生活にハマっています。
一言 ： 明日やろうはバカヤロー。ストイックにいきましょう。
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researcher interview No.11

特任講師

松 尾  剛
Assistant Professor

専門：メタボロミクス • 有機合成化学

─現在の研究について教えてください。

　今行っているのはメタボローム研究です。慶應義塾大学先
端生命科学研究所（慶大 IAB）メタボローム棟には、キャピラ
リー電気泳動装置（CE）と質量分析計（MS）を組み合わせ
た CE-MS など、世界最先端の分析技術があります。これを用
いるとさまざまな成分が詳細に検出できるのですが、残念なが
ら現状では検出されたものの大半がよくわからない物質なので
す。現在（※インタビュー当時）、KEGG と呼ばれるデータベー
スに 10,500 種ほどの化合物が登録されているのですが、その
うち私たちが標品として持っている化合物は約 2,500 種しか
ない、つまり 8,000 種の化合物に関しては標準となる物質が
ないのです。ということで、この 8,000 種の化合物を化学合
成し、ライブラリーを作成することを目指しています。

─具体的にはどのようなことをされているのですか？

　化合物を 8,000 種作ろうと思っても、まずはどこか一から
始めないといけません。ちょうど以前所属していた北海道大学
から N- アセチル化合物を作ってもらいたいとの要望がありま
したので、最初はこの一種である N- アセチルオクトパミンの
合成を行いました。この物質は東京大学、北海道大学、そして
理化学研究所が脳機能の解明を試みるため、主にコオロギの脳

のオクトパミンを分析するために使っています。コオロギが喧
嘩すると、勝ったものと負けたものが出るじゃないですか。こ
の勝った方と負けた方で脳内のオクトパミンの量が違うので
す。勝った方は、オクトパミンが戦いの時に減った後、なだら
かに増えて回復していくのですが、負けた方は負けた瞬間に
ドーンと減って、何時間かずっと少ない状態でいます。この間、
負けた方のコオロギは戦いを避け、別のコオロギに会っても『だ
めだ、俺戦いたくない』という様子をみせる。普通は出会った
瞬間に戦いをするのですけれど、負けたコオロギは一種の鬱状
態になっている。つまり脳内の代謝物質の変化で行動が変わる
のです。
　オクトパミンのようにある特定の物質を合成する方法もあり
ますが、逆にこういう物質があるのではないかと未知の物質を
合成してみる方法もあります。こういった方法で合成された新
規物質は、おそらく CE-MS で調べている中で今後見つかって
くるのではないかと思うのです。このような新規物質を応用す
ることで、将来的には新しい代謝系が見つかってくるのではな
いかと考えています。ただ単に標品がない化合物を作りましょ
うというだけではなく、KEGG のデータベースにもまだ登録
されていないような新しい物質を、慶大 IAB で見つけていく
ことを目指しています。  

─研究のポリシーを教えてください。
　
　
　僕の場合は化学が専攻なので、化学を軸にして研究し、化学
の言葉で生命現象を語るということをしたいです。有機合成化
学をずっとやってきたのですけれども、有機合成化学というの
はただ作っているだけと思われがちで、しかも表面的には何で
も作れると思われがちです。でも、有機合成化学は未知の物質
の本質を解き明かしていく学問でもあります。そういうことに
気付かれている方は、有機合成の研究者を多く採用したりして
いるのです。新しい物質ができないと進展が無いですからね。

未知の物質の本質を解き明かす。化学の言葉で生命現象を語りたい。

Go Matsuo
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─大学時代はどういった研究をされていたのでしょう
か？

　大学時代は新しいタイプの抗がん剤を作るということをして
いました。抗がん剤ではアドリアマイシン系列の物質が今一番
使われているのですが、副作用の問題があります。脱毛とか、
心臓に負担がかかるとかいろいろあるのですけれど、それはな
ぜかというと体内で代謝されてしまうからです。この物質は構
造上糖がついていて、体内に入ると代謝でその糖が切れてとれ
てしまいます。それでこの部分が副作用を起こしてしまうので
す。慶應義塾大学理工学部に所属していた頃は、この部分が切
れないタイプの抗がん剤を作っていました。これが学生時代に
やっていたことです。
　そのあと理化学研究所（理研）に行きました。理研では、海
からとれる海洋産天然物で、ポリエーテル系化合物のブレベト
キシン B をつくっていました。名前から解るようにこれは毒
です。神経に作用してしまうような毒なのですが、さまざまな
神経の機能を調べる上ではこういう物質も必要なのです。こ
の物質を作るのには 5 年以上かかりました。実はちょっと前
にアメリカでも同じ物質が作られたのですけれど、アメリカで
はこれに 12 年もかかったんですよ。その物質を 12 年で作る
ために、どのくらい投資されたと思いますか？カリフォルニア
大学サンディエゴ校とスクリプス研究所が作ったのですけど、
15 人のポスドクと 15 人の院生を投入して 12 年もかかった
のです。それに比べて我々はわずか 5 人と 5 年で、独自の合
成法を使ってできました。当然我々の手法の方が短期間ででき
ます。 
　今まで抗がん剤とか抗生物質とかいろいろな化合物を作って
きたのですが、いずれも作ったらそれで終わってしまっていて、
常々その先を知りたいという欲求がありました。作った抗がん

性抗生物質がどういう働きをするのか、どうやって効くのかを
知りたかったのです。それでその後、北海道大学に移って物理
化学的なアプローチをしたのです。北海道大学のナノテクノロ
ジーセンターという所に行ったのですが、ここで有機合成化学
と物理を融合させて、生体の構造とおなじ構造を持つゲルを作
りました。生物の細胞膜って２分子膜でできていますよね。そ
の２分子膜を含有させているゲルを作成したのです。この生体
膜である 2 分子膜が含有したゲルを用いてタンパク質のゲル
電気泳動実験をして、相互作用を観察してみました。生命体は
キラル分子で出来ていますが、その理由を解明していくうちに
キラル分子はラセミ体より密に並ぶことが分かってきました。
例えるなら、皆さんがよりきめ細かい肌を好むようなもので
しょうか。このように興味深いことがわかってきましたが、で
もやっぱりダイレクトに生物をやりたいと思ったので、化学合
成と物理化学にさらに生物を IAB にきて融合させて、ここで
メタボロームをやっています。 

─化学 • 物理 • 生物の融合の先に何を目指している
のでしょうか？

　私の祖母が私が大学院生の時に癌で亡くなったのです。その
時、偉そうに抗がん剤を作っていると言っていたのですけれど、
癌になった祖母をみて、全くの無力さを感じました。作ってい
る抗がん剤も、10 年 20 年先の新しいタイプの抗がん剤を作っ
ているので、いろいろな検査を経て最後まで生き残れる物質か
どうかはわかりませんし、少なくとも何らかにはおそらく寄与
するとはいえ、実際その方向性で続けていって良いのか、とい
う疑問はどうしてもありますよね。副作用もいろいろあるので，
薬剤を実際に使用した時にどうなるのか、という疑問もありま
した。結局やはり視野を広く持たなくてはいけないと思ったの
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で、物理や生物の見地でみてみようというと思い立ちました。
　慶大 IAB に来た大きな狙いは、代謝物全体をみればいろい
ろな病気を治せる方法が見つかるのではないか、ということで
す。例えばがんになる人とか、さまざまな病気になる人という
のは、恐らく日頃の食生活とか生活習慣やストレスが原因で普
段とは異なる代謝状態に入ってしまうのだと思っています。つ
まり、代謝そのものが異常になることが、その疾病の原因になっ
ているのではないかと考えています。そういった異常な代謝を
正常なサイクルに持っていくような狙いでいけば、病気が治っ
ていくのではないでしょうか。例えばがんも、代謝が普段とは
別の状態に入ったことが引き金になってできるのではないかと
考えています。がんってなんだろう？と考える時、がん細胞っ
て単に悪いものだと考えられがちじゃないですか。がん細胞が
体の中にできると、今は抗がん剤でやっつけたり取り除いたり
して治療しますが、一説にはがん細胞は体内を浄化するために
できているものだとも言われています。体の中の状態が悪いか
ら悪いものが出来たという説もありますが、僕は代謝を綺麗に
すればがん細胞が消えていくのではないか、というアプローチ
をとっているのです。だからがんを直接取り除こうというアプ
ローチもありますが、それは根本的な治療ではないと思いま
す。そういったものを見るためにはメタボローム的に、代謝系
全体を見渡してみることが必要だという考えで研究しているの
です。

─物質を作る時には、構造をみるとこの物質をベース
にこうすれば良いというアイディアがすぐ浮かぶので
すか？
　そうですね、ある程度は調べるのですが、「この化合物はこ
の物質が一番近いな」といったように自分の知識と経験で作っ
ていきます。有機合成化学は成熟した分野といわれていますが、
理論的には合成可能だけれども実際には合成できないこともあ
るので、それが苦労することですね。実際いろいろな化合物を
作っているのですが、中には先ほど話したように 5 年かかっ
たものもあります。このような世界トップクラスの難易度のも

のになると、合成にも 100 ステップくらいが必要になり、こ
ういったものを作れるということが比較的シンプルなものも作
れる、という自信になっています。何キロという原料から最後
には数 mg あれば御の字、というものですね。100 工程ある
とトータル集率が 1% 切ったりしますが、それでも必要とあれ
ば、私たち合成の人はやります。

─ものができる、というのはとても楽しいですよね。
且つ、学問的にも楽しいという両立がとても魅力的で
すね。

　慶大 IAB に来て面白いと思うことは、メタボローム棟でやっ
ているカニのフェロモンですね。これはアメリカのジョージア
州立大学のグループと共同研究している話なのですが、ソフト
シェルクラブって知っていますか？これ、おいしいですよね！
僕も最近初めて食べたのですが。

─食べたことあります。おいしいですよね、エスニッ
ク系のお料理に多いですよね。

　そのソフトシェルクラブで面白い現象があるのです。脱皮前
の雄が、雌の尿に被爆するとダンスするのです。ダンスするの
はなぜなのでしょうね。アメリカのグループはまさにその原因
物質を探索しているらしいのですが、尿からとれている物質が
本当に微量なので、あれかこれかと試しています。そこで慶大
IAB の曽我朋義教授のグループが質量分析器でいろいろな分析



Keio IAB Research Digest

 Volume 7 | 13

をして、こういう構造なんじゃないか、と予測したのです。そ
れを実際に作ってくれと頼まれて、我々のグループで作りまし
た。新しい活性を持っている物質と推定されたものの合成依頼
がくるので、大変挑戦しがいがありますし、そういった新規物
質をすぐに作れるというのが慶大 IAB に来た強みだと思いま
す。

─研究以外に日々の生活で大切にしていることはあり
ますか？

　私はてっきり鶴岡に来たのは初めてだと思っていたのです
が、実は大学１年の時に１度来ていることをここに来て思い出
しました。慶應義塾大学日吉キャンパスの生協で申し込んで、
関東自動車学校の余目（あまるめ）校という所で自動車免許を
取ったのです。なぜ余目校にしたかというと、関東自動車学校
には溝ノ口校もあって、間に合わなかったら単位が移せるとい
うことと、湯野浜ホテルから送迎だったので、そこから通って、
休み時間に海で泳げたからです ( 笑 ) 鶴岡はそういう縁がある
土地です。
　ちょっとマニアックな話なのですが、鶴岡って卓球が強いの
です。僕は地元が千葉で、中学校の時には卓球部でした。その
時の全日本チャンピオンが鶴岡出身の人で、その人を雑誌でよ
く見たりしながら漠然と卓球は東北エリアが強いと思っていた

のですけど、ここに来たらその辺のおじさんおばさんが本当に
みんなとても強くて。今は鶴岡市役所の人や事務長と合同で私
もリーグ戦に出るのですけど、結構みんな強くてなかなか勝て
ない。鶴岡の人たちは本当に全国トップレベルじゃないですか
ね。
　あと、ちょっと研究につながる話になりますが、鶴岡って野
菜とかこだわって作っていますよね。三元豚とか。もの作りに
非常にこだわった地域なので、化合物のもの作りも合うのでは
ないかと個人的には思っています。

─鶴岡は創造性や新しいことへの取り組みが旺盛な地
域という印象がありますね。最後になりますが、今後
の夢を教えてください。

　今まで治療が困難だった、がんやエイズや行動疾病などの病
気を、メタボローム研究を極めることで治癒可能にしたい。そ
ういう分野に貢献したいです。

　─本日はどうもありがとうございました。

（2009 年 11月 6 日 インタビューア：小川雪乃 編集：池田香織
写真：増田豪）
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ヒトの血液から簡単に「体内時刻」を調べる手法を確立
理化学研究所（野依良治理事長）と慶應義塾大学先端生命科学研究所 ( 以下慶大先端研 ) は、ヒトの生体内で 24 時間周期を刻
む体内時計が示す「体内時刻」を、採取した血液から簡単に測定する方法を開発しました。これは、理研発生・再生科学総合研
究センター（竹市雅俊センター長）システムバイオロジー研究プロジェクトの上田泰己プロジェクトリーダー、機能ゲノミクス
ユニットの粕川雄也専門職研究員と、慶應義塾大学の曽我朋義教授、杉本昌弘特任講師、国立精神・神経医療研究センターの三
島和夫部長、北海道大学大学院医学研究科の本間研一教授らの共同研究グループによる成果です。(12.8.28)
[http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/513/73/]

鶴岡・女川町中学生ワークショップ　開催される
8 月 9 日 -10 日に、「鶴岡・女川町中学生ワークショップ」が開催されました。（主催：慶大先端研、女川向学館）女川町から 3 名、
鶴岡市内から 11 名の中学生が参加し、最先端のバイオの研究施設を見学したり、グループに分かれて「東北から日本の未来を
つくるにはどうしたらよいか」を議論し、提言発表などを行いました。(12.8.10)
[http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/514/73/]

第２回高校生バイオサミット in 鶴岡　開催される
8 月 5 日 -7 日に、第２回高校生バイオサミット in 鶴岡が開催されました。（主催：高校生バイオサミット実行委員会（山形県、
鶴岡市、慶大先端研））全国 41 の高校から約 120 名の高校生が参加し、42 点の研究作品の研究発表が行われ、大変熱い議論
＆意見交換が展開されました。(12.8.7)[http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/512/73/]

日本人初、慶大教授が実名で自身の個人全ゲノムを公開
慶應義塾大学環境情報学部の冨田勝 教授〔慶大先端生命研 所長〕は、自身の全ゲノム配列を解析し、7 月 31 日より国立遺伝
学研究所の日本 DNA データ バンク（DDBJ）にて全世界に公開を始めました。日本人が実名で個人ゲノムを公開するのは初め
てであり、今回のケースが第一号となります。 湘南藤沢キャンパス（SFC）の総合政策学部・環境情報学部では、この冨田教
授のゲノムを教材とした「ゲノム解析ワークショップ」を開講し、本年 4 月から 7 月にかけてパーソナルゲノムに関する授業
を行いました。(12.7.31)[http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2012/kr7a4300000aubbx.html]

なぜ 酒で煮ると超伝導物質に変わるのか？
独立行政法人 物質・材料研究機構（理事長：潮田資勝、茨城県つくば市、以下 NIMS）は、鉄系超伝導関連物質である鉄テル
ル化合物〔Fe(Te,S) 系〕を酒中で煮ると超伝導体に変わることを発見しました（平成 22 年 7 月 27 日 NIMS －独立行政法人
科学技術振興機構 共同プレス発表）。今回、慶大先端研との共同研究により、酒中に含まれる超伝導誘発物質を同定し、その誘
発メカニズムを明らかにしました。(12.7.13)[http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/511/73/]
 

福田真嗣特任准教授、腸内細菌学会　研究奨励賞を受賞
慶大先端研の福田真嗣特任准教授は、腸内細菌学会の研究奨励賞を受賞しました。6 月 15 日、神戸市で行われた第 16 回腸内
細菌学会において、福田真嗣特任准教授は「腸内エコシステムの理解に向けたマルチオーミクス解析技術の構築」というタイト
ルで受賞講演を行いました。(12.6.15) 

シンガポール、フィンランドの学生グループ、IAB を視察
鶴岡工業高等専門学校に研修に訪れているシンガポールの Republic POLYTECHNIC の学生 24 名と、フィンランドの学生 1
名が、慶大先端研を視察に訪れました。冨田所長の講演の後、慶大学生の案内により施設見学をいたしました。 (12.5.31)

NEWS HEADLINE 2012 Mar. - Aug.
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特別研究生として地元高校生・高専生 15 名を受け入れ
慶大先端研は、平成 24 年度特別研究生として地元高校生・工業高等専門
学校生計 15 名を受け入れることを決定しました。これは「将来、博士
号をとって世界的な研究者になりたい」という大きな夢を持った高校
生、高専生を「特別研究生」として受け入れて全面的に支援する制度で
す。平成 24 年度特別研究生として入学するのは、山形県立鶴岡南高等
学校生徒 10 名（1 年生 3 名、2 年生 5 名、3 年生 2 名）、山形県立鶴
岡中央高等学校生徒 1 名（3 年生）、羽黒高等学校生徒 2 名（1 年生 1
名、2 年生 1 名）と鶴岡工業高等専門学校生 2 名（専攻科 1 年生 1 名、
2 年生 1 名）の計 15 名。5 月 16 日 17:00 ～　鶴岡メタボロームキャ
ンパスレクチャーホールにおいて入学式が行われました。(12.5.16)
 [http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/493/73/]

研究助手に地元高校生 9 名採用
慶大先端研は、同研究所が実施している 6 つの最先端プロジェクトの「研
究助手」として、隣接する山形県立鶴岡中央高等学校（井上利也校長）
の生徒を任用しました。鶴岡中央高等学校は 866 名の生徒が在籍して
おり、同校生徒の希望者の中から筆記試験と面接で 9 名を選抜し採用い
たしました。この研究助手の「任用式」が、4 月 26 日 17 時から鶴岡
メタボロームキャンパスレクチャーホールで開催されました。(12.4.26)
[http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/492/73/]

日本酒が熟成するしくみ　化学的に解明
慶大先端研の食品研究グループは、日本酒を一定期間貯蔵すことによって旨味やまろやかさが増す「熟成」という現象を、メタ
ボローム解析によって化学的に明らかにしました。(12.3.8) [http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/489/73/]
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