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»»ヨーロッパカブトエビと、tRNA 断片の新たな関係性

RESEARCHER INTERVIEW

　第 17 回　鈴木 治夫  准教授»（バイオインフォマティクス • 微生物学）
　　　　　オミクス解析によって微生物の多様性を理解し、さらにその有効利用を目指す。
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　いわゆる次世代シーケンサに代表され
るような網羅的測定・解析技術や機器の
飛躍的な向上により、生物学者が得るこ
とのできるデータ量や、その種類は著し
く増加している。これらのデータやその
解析ツールの多くは、数千個にもおよぶ
生物学データベースや解析 Web サービ
スとして Web 上でオープンに公開され
ている。その結果、多くのデータベース
から多岐にわたる生物学情報をもちい
て、複雑な生命システムの理解に向けた
研究に取り組むことが可能になってきて
いる。一方で、実際に生物学研究を進め
ていく上では大量の分散する生物学デー
タを集め、フォーマットを変換し、異な
る ID を名寄せしながら統合し、その上
で必要な情報を抽出する作業が発生す
る。バイオインフォマティクス研究では
このようなデータの前処理にその労力の
大半が費やされてしまっているのが現状

である。この問題を解決するために慶應
義塾大学大学院政策・メディア研究科修
士課程（当時）の大下和希氏らは、新シ
ステム G-Links を開発した。これは多
数の生物学 Web リソースを効率的に統
合し、そこからユーザが必要とする生物
学データセットを高速かつ自動的に抽出
するシステムだ。
　全データベースを単純に統合したデー
タベースを作成・利用することは、そ
の運用コストや計算資源の問題から非
常に難しい。これに対し、G-Links で
は多くの生物学データベースが Linked 
Data 構造を取っているという点から解
決をおこなった。Linked Data モデル
とは、各データベースがオンラインかつ
公的に提供されており、それぞれのエン
トリー間が他データベースのエントリ
と Link で繋がることでデータベース間
の関係性を表現するモデルである。イン

ターネット上のウェブページがそれぞれ
HyperLink で繋がっているように、デー
タベースの個別のデータエントリがさま
ざまなデータベースと繋がっている状態
である。よって、多くの生物学データベー
スがこの構造をとっていることを利用す
れば、「複数の生物学データベースの統
合問題」を「Linked Data ネットワー
ク上での単純な経路探索問題」に置き換
えることが可能になるのである。さらに、
G-Links では生物情報を高速かつ網羅的
に統合・収集するために、 この Linked 
Data ネットワークの生物学情報が遺伝
子情報をベースとして整理されている。 
これは、" 全ての遺伝情報は遺伝子から
伝播する " というセントラルドグマの考
えにもとづいている。遺伝子情報を中心
に整理された Linked Data ネットワー
クをたどるという一連の工夫によって、
G-Links ではユーザが対象とする生物学
情報のみを、高速かつ網羅的に取得・統
合することが可能になっている。
　さらに、G-Links では収集した生物学
情報から必要な情報だけを抽出して取得
するフィルタリング機能を提供されてお
り、「データ取得・統合・抽出」の全行
程を高速・自動的に行うことが可能と
なっている。その他にも、G-Links では、
配列類似性検索による ID マッピングを
用いた配列ベースでの情報取得や、多数
の出力データ形式サポートもおこなうこ
とによって、ユーザの利便性向上や様々
な分析ツールとの連携を可能にしてい
る。また、生物分析 Web サービスの結
果を合わせて提供することで、分析サー
ビスの結果とデータベースを同じ生物情
報として統合して扱うことが可能になっ
ている。今後もこのような周辺技術との
連携を強めることで、バイオインフォマ
ティクス研究の汎用的なベースシステム
としての活用が期待できる。
( 初出 :16 年 6 月 7 日 編集：川本夏鈴 )

G-Links：生物学のビッグデータの
「収集・統合・抽出」を支援する新システム

分散して存在するさまざまな生物学情報を、より効率よく利用することが可能に

Oshita, K., Tomita, M. and Arakawa, K. (2015) G-Links: a gene-centric link acquisition service [version 2; referees: 2 approved]. 
F1000Research, 3:285.

図：G-Links を 利 用 し、 乳
がん原因遺伝子の一つであ
る BRCA1 遺伝子について
の情報を取得した際の例。
左 側 に、Web ブ ラ ウ ザ で
http://link.g-language.org/
BRCA1_HUMAN へ ア ク セ
スして情報を取得した場合
の全結果を、右側にそれぞ
れのセクションで得られる
情報の一部を示している。
G-Links をもちいることで、
本来個別のデータベースに
存在する変異・発現・タン
パク間相互作用・パスウェ
イなどのさまざまな種類生
物学情報を高速かつ容易に
取得することが可能となる。
ブラウザからアクセスした
場合は、画像情報や人が読
むための記述情報が画面上
部に表示される。そのため、
まずユーザが知りたい遺伝
子に関する概要を容易に把
握することができ、次によ
り詳細な情報を取得したい
場合は下部の URL をたどる
だけで可能となる。
( 詳細なドキュメントについ
ても http://link.g-language.
org/ に記載 )
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微細藻類の
群体性・単細胞性の分岐点はどこか？
多遺伝子系統解析によって、両者が比較的最近に分岐したことを明らかに

Munakata, H., Nakada, T., Nakahigashi, K., Nozaki, H. and Tomita, M. (2015) Phylogenetic Position and Molecular Chronology of a 
Colonial Green Flagellate,4 Stephanosphaera pluvialis (Volvocales, Chlorophyceae), among Unicellular Algae. Journal of Eukary-
otic Microbiology, 63(3):340-348.

　バイオ燃料の原料となるオイル産生能
力を持つことから、微細藻類に注目が集
まっている。微細藻類は水中に存在し、
顕微鏡がなければ詳細が観察できない小
さな生物だが、その特筆すべき分類学的
多様性は多くの生物学者を惹きつけてい
る。微細藻類は基本的に単細胞で活動す
るが、その一部は細胞外マトリクスなど
を介して細胞同士が接着した状態で生活
しており「群体」の種として分類される。
この群体の種は、生物が単細胞から多細
胞へと進化する途中段階としても捉える
ことができ、私たちヒトのような多細胞
生物が地球上でどのように進化してきた
のかを研究する上でも意義深い対象であ
ると言える。
　緑藻の Stephanosphaera 属（ステファ
ノスファエラ）は複数の細胞が集合し
た群体性の微細藻類として知られてお
り、系統的に単細胞性の Balticola 属 （バ
ルチコラ）と近縁であると考えられてき
た。しかしながら、分子レベルでの解析
がなされてこなかったために、果たして
分子レベルでも系統的に近縁であるのか
は結論が出ておらず、その解明が課題
であった。そこで、慶應義塾大学大学
院政策・メディア研究科修士課程（当
時）の宗像英仁氏らは、Balticola 属と
Stephanosphaera 属の系統関係を分子
レベルで明らかにすることを目指した。
　まず、世界中の藻類株保存機関から、
全ての利用可能な Stephanosphaera 属
と Balticola 属 の培養株を入手し、各株
について核遺伝子で系統解析に広く使わ
れる 18S rRNA 遺伝子の配列を解読す
ることによって、具体的に何種類の藻類
に分類できるのかを調査した。その結果、
Stephanosphaera 属は単一種のみで構
成されている一方で、Balticola 属は 6
個の遺伝子型の藻類からなることが示唆
された。しかしながら、18S rRNA 遺
伝子配列のみでは、その 6 種それぞれ
の系統上での立ち位置など、詳細までは
結論付けることができなかった。そこ
で、宗像氏らは核遺伝子および葉緑体遺
伝子由来の 6 種の遺伝子配列にもとづ

いた多遺伝子系統解析を試みた。しか
し、Stephanosphaera 属 と Balticola 属
の葉緑体遺伝子配列内には、イントロン
領域（最終的にアミノ酸へとは翻訳され
ない領域）が多数存在しており、遺伝子
配列を決定するための PCR 増幅が困難
であった。宗像氏はさまざまな反応条件
を試行し、イントロンの部分配列を獲得
できる条件を確立した。さらに、解析し
たイントロン配列の情報にもとづき新規
の PCR 用プライマーを作成し、エキソ
ン領域の正確な配列情報を PCR 増幅に
よって取得する、という作業の繰り返し
によって多遺伝子系統解析を行うための
遺伝子配列を獲得していった。その結果、
Stephanosphaera 属と Balticola 属 の内
1 種（Balticola G1）のみが独立の系統
を、残りの Balticola 属の 5 種がもう一
つの系統をなすことが統計的に示され
た。さらに、宗像氏らはこれまでの結果
をもとに、進化の過程で各分類群がいつ
分岐したかを定量化する手法である分岐
年代推定法を用いて、 Stephanosphaera 
属とその単細胞性姉妹種の分岐年代を解

析した。その結果、この分類群は 400-
6300 万年前に分岐したことが示され、
所属するオオヒゲマワリ目の中ではごく
最近に分岐したことが示された。
　宗像氏らの研究によって、群体性藻
類 Stephanosphaera 属に最も近縁な単
細胞性藻類（単細胞性姉妹種）が特定さ
れた。これは、複数遺伝子データの分子
系統解析の統合によって初めて明らかと
なった。さらに、Stephanosphaera 属
とその姉妹種である Balticola Genotype 
1（G1）が進化の過程で分岐したのは、
群体性の藻類の中でも非常に最近である
ことを定量的に示された。このことか
ら、群体性藻類ならびに単細胞藻類の間
では、遺伝子配列の比較的高い類似性が
期待でき、将来的に「単一細胞の生体か
ら複数細胞の生体への進化にはどのよう
な遺伝子が関与したのか」という進化学
上の大きな問いに対する新たな知見が与
えられると期待される。
(初出:16年11月18日 編集：川本夏鈴)

図： 群体性藻類 Stephanosphaera （左上）とその単細胞性姉妹種の Balticola G1 （左下、右上、右下）
の形態写真。Stephanosphaera は複数の細胞が集合した群体性を示す。
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微小生物の単一個体由来の
超微量 DNA による全ゲノム解析手法を確立
クマムシの進化をめぐる議論にも大きな進展

Arakawa, K., Yoshida, Y., Tomita, M. (2016) Genome sequencing of a single tardigrade Hypsibius dujardini individual. Scientific 
Data, 3:160063.

　水は生命の源であると同時に、生物も
その 7 割程度は水によって構成されて
いる。私たちを形づくる細胞は水で満た
されており、水が溶媒となってさまざま
な化学反応が起こり、生命活動に必須で
あるタンパク質の合成や代謝が行われ
る。過剰な水分の喪失はすなわち死を意
味するが、一部の生物はその常識を覆す
ように進化した。つまり、周囲の乾燥に
伴い自らの水分を完全に失った仮死状
態に入り、再びの吸水によって生命活動
を再開するのである。地球上に遍在する
微小動物クマムシがその一例である。ク
マムシは脱水に伴い「乾眠」と呼ばれる
可逆的な生命活動の停止が可能で、この
状態では宇宙空間を含めたさまざまな
極限環境に耐性を示す。このような特殊
能力に加え、クマムシは独自に緩歩動物
門を形成するように、進化分類上も興味
深い特性を持つ。
　2015 年 12 月、アメリカ ノースキャ
ロライナ大学 (UNC) のグループが、ク
マムシの一種である Hypsibius dujardini 
( ドゥジャルダンヤマクマムシ ) のゲノ
ムを決定したという報告を米国アカデ

ミー紀要に報告した。この論文では、
驚くべきことに、そのゲノムの実に
17.5% もの遺伝子が水平伝播、つまり
他の個体からゲノムが取り込まれるこ
とによって獲得されたものだと結論づ
けた。通常遺伝子は祖先から子孫へと受
け継がれる中で、少しずつ変異が蓄積
し、選択されることで緩やかに変化を続
けている。主に微生物で頻繁に観測され
る水平伝播は、このような直列の遺伝で
はなく、周囲に存在する他の生物が持つ
遺伝子を取り込むことによって不連続
かつ急激な進化を起こす現象である。H. 
dujardini のゲノムで観察されたように、
その生物の設計図であるゲノムの実に
1/6 もの情報が外部から獲得されてし
まう現象が実際に起こりうるのであれ
ば、それは生物種というものの自己同一
性を根底から問い直さねばならない大
発見であるため、この結果は直ぐに大き
な驚きを持って各種メディアに受け止
められた。
　一方で、UNC グループの報告には疑
問点も多く存在した。まず、解読された
とされるゲノムのサイズが、他グループ
による過去の実験によって推定された
値の倍以上となる極めて大きなもので
あった。また、生物のゲノムを新たに同
定する場合には、断片的にシーケンスし
たゲノム情報をつなぎあわせるゲノム
アセンブリーという工程が必要となる。
UNC グループの報告にあったゲノムア
センブリーの統計値は優れておらず、特
に、本当に決定されたゲノム情報中に
クマムシ以外のゲノムがコンタミネー
ションしていないのか、という点につい
てその手 Grade Report 法にも疑わし
い点があった。クマムシは 1mm に満た
ない微小動物であり、あまりに小さいた
めに通常は数千から数万個体から DNA
を抽出することで初めてゲノム解析が
可能になる。さらに、飼育系がまだ発展 
途中である現在、クマムシは無菌状態
で飼育されているわけではなく、DNA
を抽出するために多数のクマムシを集
める過程で、飼育環境中の微生物も一
緒に含まれてしまう可能性があるため

である。このようにコンタミネーショ
ンが含まれてしまうと、何が本当の水
平伝播遺伝子なのかを見分けることは
事実上困難となる。UNC グループの報
告のこのような疑問点はすぐに多数の
研究者によって Twitter を始めとする
ソーシャルネットワーク上で議論され、
いくつかのグループが公開された配列
データの再解析などにより、UNCグルー
プの報告には大量のコンタミネーショ
ンが含まれていることが徐々に明らか
となってきた。
　慶應義塾大学先端生命科学研究所の
荒川和晴特任准教授（当時）のグルー
プは、クマムシの分子生物学的解析時
にそのサイズやコンタミネーションが
問題になる点を克服すべく、兼ねてよ
り微量解析系の開発を進めており、ク
マムシ一匹から抽出可能な約 50pg の
DNA から全ゲノム解析を可能にする手
法を確立した。そして、今回その新手
法で H. dujardini の同一株を、絶食させ
ることによってエサとなる生物を排除
し、抗生物質処理後に高解像度顕微鏡
で観察しながら表面のバクテリアを完
全に洗い流した状態の一匹をもちいる
ことによって、コンタミネーションの
ないゲノムシーケンスを行った。その
結果、実に UNC グループのゲノム配列
の 30% 以上が非クマムシ由来のコンタ
ミネーションであることを明らかとし
た。クマムシは特異な能力を持つ極限
環境生物であるが、さすがに積極的に
外部の DNA を取り込むような前代未聞
のモンスターではなかったのである。
　「ピアレビューによる学術論文査読シ
ステムは稀に機能しない場合があり、今
回のように間違いを含む結果が世にで
てしまうことは残念ながらあり得てし
まいます。一方、科学は発表後に第三者
が検証し追証することで自浄作用を持
ち、その時には論文と共になるべく完
全な実験データが公開される必要があ
ると思います。」このような流れはオー
プンサイエンスと呼ばれており、荒川
特任准教授（当時）はその重要性につ
いても言及した。「近年の論文のオープ

図：本研究と既存手法で得られた H. dujardini の
配列比較。
今回、超微量シーケンスによって得られた配
列のほとんどは、既存の手法を用いて得られ
た配列中に含まれていた (UNC assembly に対
し て 94.09%、Edinburgh assembly に 対 し て
97.54%)。一方で、既存の手法で得られた配列の
うち、10 〜 25% は本研究では確認ができず、コ
ンタミネーションによるものであることが示唆さ
れた。
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ンアクセス化、データ公開の義務化、そ
してソーシャルネットワークによる科学
コミュニティ内のオープンかつ迅速な議
論が可能になったことなどによって、こ

のオープンサイエンスの流れは主流にな
りつつあると思いますし、オープンサイ
エンスは科学を健全なかたちで発展させ
る上で重要な役割を担いつつあるのでは

ないでしょうか」と、荒川特任准教授（当
時）は語った。
(初出:16年11月18日 編集：川本夏鈴)

真核生物の進化を、tRNA の特徴から検証する
奇妙な分子構造を持つ tRNA を大規模に同定し、進化的な成り立ちを解析
Hamashima, K., Tomita, M. and Kanai, A. (2016) Expansion of Non-Canonical V-Arm-Containing tRNAs in Eukaryotes. Molecular  Bi-
ology and  Evolution, 33:530-540.

　DNA がタンパク質を構成するアミノ
酸へと『翻訳』されるときには、遺伝暗
号にしたがって行われる。この遺伝暗号
は、DNA3 文字ずつの組み合わせそれ
ぞれが特定のアミノ酸と対応しており、
いくつかの例外はあるものの、この対応
関係は原則全ての生物で共通していると
考えられている。Transfer RNA (tRNA) 
は『翻訳』で非常に重要な分子で、特定
の DNA の並びとアミノ酸をそれぞれ認
識し、結びつけるアダプターの役目を
持っている。このことから、tRNA 分子
に生じる変化は遺伝暗号変化に直結する
ものが多く、遺伝暗号の成り立ちや、種
を超えた普遍性を議論する上で、tRNA
の多様性は鍵となる論点の一つである。
これまで慶應義塾大学先端生命科学研究
所のグループを中心にした研究成果によ
り、古細菌における tRNA の多様性は
明らかになりつつあったが、真核生物の
tRNA は 1 つの生物種につき、数百から
多いもので数万コピーが、ゲノムにコー
ドされることもあり、その多様性の多く
は明らかになっていなかった。
　浜島聖文氏らは、この tRNA の多様
性を明らかにするために、特に真核生物
tRNA を対象として、生命情報学や実験
生物学にまたがる多面的なアプローチに
よって、tRNA が有している進化的多様
性や構造的特徴、および化学的特性を調
べてきた。その結果、線虫という生物種
の tRNA は、一般的な tRNA とは異な
る奇妙な分子構造を有していることを発
見し、nev-tRNA と命名した。また、少
なくとも試験管内では、普遍的な遺伝暗
号に従わない、変則的な『翻訳』に使用
されることを明らかにした。浜島氏はさ
らに、このような奇天烈な tRNA が線
虫のみならず他の生物のゲノム上にも存
在するのか否かに焦点をあて研究を進め
た。
　そこで、69 種に渡る真核生物ゲノ
ムに対して、大規模に情報学的な解析
を行った結果、nev-tRNA に似た構造
的特徴をもつ奇天烈な tRNA が計 253

個、同定された（図）。我々はこれら
の tRNA を non-canonical V-arm-
containing tRNAs (nov-tRNAs) と再
命名し、その進化的側面を詳細に調べる
ことで三つのタイプに分類した。タイ
プ A は前述の線虫ゲノムに存在するも
ので、ロイシン tRNA あるいはセリン
tRNA を起源としている可能性が高く、
遺伝暗号を変則的に『翻訳』し得る活性
を持つ。次に、タイプ B は脊椎動物ゲ
ノムに幅広く存在しており、その多くは
tRNA に共通しているクローバーリーフ
構造が崩れている tRNA 様配列であっ
た。またその起源は、動く遺伝因子の
1 種であるレトロトランスポゾンで、
RNA を介して転移するレトロトランス
ポゾンの SINE である可能性が考えられ
る。最後に、タイプ C は主に植物にお
いて、異なるゲノム間で発生する遺伝子
の取り込みである水平伝播によって、葉
緑体ゲノムから核ゲノムへ移行したもの
だと推察される。以上の結果は、真核生
物の進化の過程で、線虫や脊椎動物、植
物で独立して tRNA の多様化が生じた

ことを示唆するものである。
　 近 年、 一 部 の 真 核 生 物 に お い て、
tRNA は本来の役割である遺伝暗号の対
応付けではなく、複製・転写・翻訳制御
などにも関与していることが分かってき
ており、本研究で示された奇天烈な構造
を持つ nov-tRNAs も、役割の多様性を
生み出すために寄与しているのではない
かと期待される。たとえば、線虫ゲノム
に存在するタイプ A は普遍暗号を変則
暗号に書き換えることができるが、これ
がストレス条件など過酷な生育環境下で
有利に働いていたりすれば、進化を議論
するうえでも興味深い知見となるだろ
う。遺伝暗号の成り立ちといった生命現
象の根幹を探求する基礎研究分野にも、
今回の nov-tRNA のような奇天烈な発
見はまだまだ残されているはずだ。診断
や創薬といった応用研究だけでなく、 基
礎研究のさらなる発展にも期待していき
たい。
( 初出 : １６年７月２５日 編集：川本夏鈴 )

図：通常とは異なる奇妙な分子構造を有する三種の nov-tRNA・nov-tRNA 様配列の二次構造。



6 | Volume 13

Keio IAB Research DigestResearch Highlight

　近年「ミドリムシ」という生物がテレ
ビなどのメディアにも登場し、話題に
なっている。ラテン名では Euglena（ユー
グレナ）と呼ばれるこの生物は、植物の
ように光合成を行うだけでなく、動物の
ように動くこともできるという、植物と
動物の特徴を併せ持つユニークな生物と
して理科の教科書に登場したことを覚え
ている人もいるかもしれない。Euglena
は緑色の見た目から「藻」（つまり植物）
の一種だと考えられてきたが、近年の遺
伝学的な解析によって、その特徴が実は
動物に近いことが明らかとなってきてい
る。
　 動 物 と 植 物 の 両 方 の 特 徴 を 持 つ
Euglena は、植物性・動物性両方のタン
パク質やビタミンを合成することがで
き、その豊富な栄養素に目をつけた企業
が、ミドリムシを健康食品として販売し
ている。さらに、これまでの研究から、
Euglena は免疫調整剤作用が報告され
る『パラミロン（β -1,3-glucan）』や、
ジェット燃料の新たなリソースとして期

待される『ワックスエステル』などの有
益な化合物も大量に合成・蓄積すること
がわかっている。特に、燃料資源の乏し
い日本ではワックスエステルによるバイ
オ燃料生産の期待感も高く、戦略的創造
研究推進事業（CREST）でもプロジェ
クトが進行している。このミドリムシで
大量に合成・蓄積されるワックスエステ
ルは、酸素の少ない嫌気条件におかれる
ことによって、ワックスエステル醗酵経
路が駆動し、蓄積されることが報告され
ている。しかしながら、その発酵経路が
どのように調節されているのか不明であ
り、さらに Euglena におけるゲノム情
報や遺伝子発現量を示すトランスクリプ
トーム情報といった基本情報もまだ未整
備であった。
　慶應義塾大学大学院政策・メディア研
究科修士課程（当時）の吉田勇太氏は、
Euglena のトランスクリプトーム解析に
よって、まず発現している遺伝子の配列
を網羅的に取得し、その上で遺伝子発現
量の推移をさまざまな条件で大規模に調

査した。情報学的スクリーニングの結
果、26,479 個の配列が実際に Euglena
でも発現している可能性があるものと
して得られたが、その約半数は spliced 
leader 配 列 と い う Euglena に お い て
特徴的な転写後調節を受けた構造を有
していることが確認され、全長に近い
cDNA 配列を得られたことが示唆され
る。さらに、40% の配列が Swiss-Prot
データベースに存在する既知のタンパク
質配列との類似を示していた。これは
Euglena における最大規模の網羅的配列
情報であり、今後の分子生物学的研究の
基盤になることが期待される。
次に、これらのデータを用いて、ワッ
クスエステル生産を誘導する 24 時間嫌
気条件処理を行った Euglena と、コン
トロールである好気条件処理後のサン
プル間の遺伝子発現変動解析を行った
ところ、2,080 個の配列が有意に発現
変動する遺伝子（DEGs: Differentially 
Expressed Genes）であることがわかっ
た。このように嫌気処理による遺伝子発
現変動は限定的であったものの、光合
成、ヌクレオチド代謝、酸化的リン酸化、
脂肪酸代謝などの経路が制御を受けてい
ることが明らかとなった。また吉田氏ら
は、パラミロンやワックスエステル合成
に関与する幾つかの新規遺伝子をも同定
した。
　吉田氏によるトランスクリプトーム解
析によって、Euglena において初めて網
羅的なトランスクリプトーム情報が提供
された。それだけでなく、好気条件と
嫌気条件を比較した発現変動解析結果に
よって、嫌気条件に応答するパラミロン
とワックスエステル代謝経路調節は、転
写レベルではなく、アミノ酸への翻訳後
調節レベルなどで制御されている可能性
が示唆された。 これらの情報がユニー
クな生物、ミドリムシの理解、および、
ミドリムシの持つ機構を応用へと繋げる
ために貢献できるだろう。
( 初出 :16 年８月１２日 編集：川本夏鈴 )

Euglena における
網羅的遺伝子発現解析
De novo transcriptome assembly によって嫌気条件応答の詳細を明らかに

Yoshida, Y., Tomiyama, T., Maruta, T., Tomita, M., Ishikawa, T. and Arakawa, K. (2016) De novo assembly and comparative transcrip-
tome analysis of Euglena gracilis in response to anaerobic conditions. BMC Genomics, 17:182.

図：24 時間嫌気処理応答における発現変動遺伝子を pathway map 上に表した。青が嫌気条件下で
有意に発現が減少した遺伝子 (A)、赤が発現上昇した遺伝子 (B) を表している。

Figure	4

A

B
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フィールドの生物を対象としたトランスクリ
プトーム解析のフィージビリティスタディ
高い再現性を保つ条件を、解析の全工程において検討

Kono, N., Nakamura, H., Ito, Y., Tomita, M. and Arakawa, K. (2016) Evaluation of the impact of RNA preservation methods of spiders 
for de novo transcriptome assembly. Molecular Ecology Resources, 16:662-672.

　「生物の実験」というと、どのような生
物を使うことを想像するだろうか？マウ
ス、ショウジョウバエ、大腸菌。これまで、
ゲノム解読や、遺伝子発現量やタンパク
の解析などの分子生物学的手法の対象と
なるのは基本的に実験室で管理、育成さ
れた生物たちだった。しかしながら、ハ
イスループットな解析手法が広がりつつ
ある今日、研究者たちが解析対象とする
生物は実験室の外へにもその意識が向け
られ 、フィールドワークで採取された生
物についてもモデル生物と同等に網羅的
かつ定量的な分子レベルの解析が進めら
れはじめている。
　慶應義塾大学先端生命科学研究所の河
野暢明特任助教らは現在、クモ糸の実用
化に向けた研究に取り組んでいる。クモ
糸の生成メカニズムを調べるにあたって、
どのような遺伝子が発現しているのかは

重要な情報であるにも関わらず、これまで
クモを対象として各遺伝子の発現量を大
規模に測定 ･ 定量するトランスクリプトー
ム解析の報告は少ない。トランスクリプ
トーム解析には、サンプルの保存と破砕、
核酸の抽出、大規模データの解析などと
いった様々なステップが存在する。これら
の個別の作業についての条件検討は過去
にも行われてきたが、サンプリングから
解析まで連続して検討した研究は未だに
なされておらず、各研究室で共通した解
析手順は確立されていない。そこで、河
野氏らはフィールドワークによってサン
プリングした 51 匹のオオヒメグモを対象
に、高い再現性を持つトランスクリプトー
ム解析を行うための条件検討を、サンプル
の保存法から核酸抽出法、シーケンス法、
そして解析法に至るまでの一連のプロセ
スについて行った。

　まず、サンプル間の遺伝子発現状態に
大きく影響を与えうる要素として、サン
プルの保存方法が考えられた。そのため、
サンプルの保存方法として様々な「溶
媒」、「温度」、そしてサンプルの「破砕
状態」によって遺伝子発現が変化するか
を検討した。その結果、まず「溶媒」や
サンプルの「破砕状態」は特に結果に影
響を与えなかったが、保存「温度」は 4℃
を境に有意な変化が見られた。
　次に、遺伝子発現の変動を検討する際
にはその変動が自然のものであるか、実
験誤差であるかを判断する必要がある。
この判断に大きく影響を与えうる要素と
して、シーケンス量（一度に測定する配
列情報の量）が考えられた。シーケンス
量として発現変動解析などに最低限必
要なリード（シーケンサーが読み込む
DNA 断片）の数について検討を行った
結果、おおよそ 3000 万リードあれば、
非モデル生物においても de novo 遺伝
子発現解析を行う上で十分であることが
わかった。以上のことから、フィールド
からクモをサンプリングし保存期間が 2
週間の場合、「4℃」以下の溶媒で「30M
リード」以上シーケンスすることで、高
い再現性が担保されたトランスクリプ
トーム解析が可能であることを結論づけ
た。これはクモ類のフィールドワークに
おける必要最小限の条件を示した初の結
果である。

「今後、クモ糸の実用化に向けたプロジェ
クトの中では世界中からサンプリングし
てきたクモのトランスクリプトーム解析
を行っていく予定です。この論文で検討
した条件は、少なくとも本プロジェクト
において大いに役立つと思います。」だ
が、この成果に対する希望はそれだけに
留まらない。今後増え続けるであろう非
古典的モデル生物へのハイスループット
手法の適用も視野にはいっている。「世
界中の研究者に、もちろんクモ以外の生
物に対してもこの条件を参考にしていた
だき、役に立つことができればと思って
いる」と河野氏は語った。
( 初出 : １６年７月２１日 編集：川本夏鈴 )

図：サンプル保存条件毎の RNA 品質及び発現変動。
上段から順に抽出した total RNA を泳動した図、サンプル保存条件、RNA 品質の定量値、そして下
段に発現変動を表している。室温で保存したサンプルはほぼ全て、RNA 品質が低下（RIN 値 < 7.0）し、
20% 程度の遺伝子が発現変動しているのに対して、低温保存したサンプルは高い品質が保証され、サ
ンプル間の発現変動が最少に押さえられていた。
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ヨーロッパカブトエビと
tRNA 断片の新たな関係性
選択された tRNA fragment が発生を制御する可能性が明らかに

Hirose, Y., Ikeda, T., K., Noro, E., Hiraoka, K., Tomita, M. and Kanai, A. (2015) Precise mapping and dynamics of tRNA-derived frag-
ments (tRFs) in the development of Triops cancriformis (tadpole shrimp). BMC Genetics, 16:83.

　私たち生き物はさまざまな形態、つま
り「かたち」を保っている。例えば、私
たち人間の体は、生まれてから成長する
過程でほぼ変わらない。その一方で、生
き物のなかには、生まれてからその形態
がダイナミックに変化するものもいる。
この形態の変化はどのようなメカニズム
で制御されているのだろうか。既にタン
パク質合成でよく知られていた小さな分
子・tRNA が、この形態変化に大きな役
割を担っている可能性が " 生きた化石 "
ヨーロッパカブトエビから示唆された。
tRNA は、タンパク質合成時にアミノ
酸を運搬するというアダプター分子と
しての極めて重要な役割を有する 70-
100 塩基程度の分子である。近年、そ
の tRNA か ら 切 り 出 さ れ た 20-30 塩
基程度の RNA 断片 (tRNA fragment; 
tRF) がいくつかの生物種において発見
されており、遺伝子発現制御を行う例も
報告されている。これは、アミノ酸運搬
のみと考えられていた tRNA の新しい
機能的側面を示しており、幅広い生物種
での更なる報告が望まれる。そこで、慶
應義塾大学大学院政策・メディア研究科
修士課程（当時）の広瀬友香氏は、ヨー

ロッパカブトエビの tRF について、詳
細な解析を試みた。ヨーロッパカブトエ
ビは、幼生の発生過程で短期間に劇的に
その形態が変化するというユニークな
特徴を持っている。そのため、ヨーロッ
パカブトエビにおける tRF の特徴が明
らかになれば、tRF と発生や形態形成の
関係について新たな知見が得られると
考えられたためだ。
　まず、どのような tRF がカブトエビ
内に存在するかを確認するために、超
並列 DNA シークエンサーによりヨー
ロッパカブトエビの 6 つの発生段階
( 卵、幼生 1-4 令、成体 ) それぞれの
低分子 RNA の配列情報 (25-45 塩基
長 ) を取得した。次に、カブトエビの
ミトコンドリア由来および核ゲノム由
来の tRNA 配列を tRF とは別に予測し、
tRF と tRNA の配列比較を行った。そ
の結果、ミトコンドリアゲノム由来の
tRNA16 個、核ゲノム由来の tRNA39
個のそれぞれから tRF が切りだされ
ていることがわかった。興味深いこと
に、どの tRF 領域が切り出されるかは
tRNA の種類により決まっていた。 例
えば、ミトコンドリアの tRFSer(GCU)

は tRNA の 5' 末 端 か ら 大
量に発現しているが、ミト
コ ン ド リ ア tRFVal(UAC)
は 3' 末 端 か ら 生 成 さ れ て
い た。 一 方、 核 ゲ ノ ム 由
来 tRF は 発 現 量 の 高 い 4

種 tRF (tRFGly(GCC)、tRFGly(CCC)、
tRFGlu(CUC)、tRFLys(CUU)) 全 て が
tRNA の 5' 末端から生成されているとい
う特徴があった ( 図 A)。さらに、超並列
シークエンサーにより得られた配列数を
発生段階毎に比較解析した結果、tRF そ
れぞれの発現量が発生段階に応じて変動
している可能性を見いだした ( 図 B)。
　本解析によって、カブトエビのミト
コンドリアゲノムおよび核ゲノム由来
の tRF が発生段階毎に示している特徴
の詳細が明らかになり、特定の領域から
選択的に tRF が切り出されているとい
うことが示された。この結果は、カブ
トエビ tRF は、tRNA のランダムな分
解によって生成されているわけではな
く、発生過程で機能性を有する分子と
して生成されている可能性を示す。特
に、発生段階特異的に発現するミトコ
ンドリア由来の tRF については、本研
究が初めての報告である。また、慶應
義塾大学大学院政策・メディア研究科
博士課程 ( 当時 ) の池田香織氏によって
も、tRNA より小さな RNA 分子である
MicroRNA（miRNA）の発現量が発生
段階で大きく変化することが確かめら
れた (Ikeda KT, 2015)。今後、tRF の
発現組織や生成過程の解析が進むこと
で、tRF のみならず RNA 全体が生体内
で果たす役割が明らかになることが期
待される。
( 初出 : １６年６月７日 編集：川本夏鈴 )

図 (A) ミトコンドリア
及び核ゲノム由来 tRF
の「 切 り 出 し 」 領 域。
tRNA 配 列 に tRF を ア
ライメントすることで、
それぞれの tRF が切り
出されている領域を予
測した。
(B) 発生段階におけるミ
トコンドリア tRF の発
現量の比較。各発生段
階で観察された tRF を
tRNA にマッピングし、
その数を比較した。グ
ラフの横軸は tRNA 配
列中の塩基の位置 (5' 末
端→ 3' 末端 )、縦軸は正
規化されたリード数を
表す。

B
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2017 Spring

論文ハイライト　著者紹介

現職：株式会社ブレインパッド ( データ分析官 )
夢　：機械に仕事をさせて、人間は楽しいことだけして生きられる社会を作る。
一言：自分が大学院を探していたときに読み漁った広報誌に載せていただけて光栄です。
　　　そして昔の自分のように、また別の誰かの参考になり、繋がっていくことを
         ひっそりと期待しています。

現職：株式会社資生堂 研究開発職
夢　： 人としても研究者としても " 一人前 " と呼ばれる男。
一言：日進月歩。一日一歩ずつ成長できる人間でありたいです。

研究テーマ： G-Links：生物学のビッグデータの「収集・統合・抽出」を支援する新システム

大下　和希
現職： ヤフー株式会社
夢   ： 世界最先端のデータ分析基盤を作りあげる。
一言：IAB で学び研究できたことは本当に大きな経験と財産になっています。
　　　お世話になった皆さま、大変ありがとうございました。

カンファレンス参加のために
訪れたハンガリーにて

研究テーマ：微細藻類の群体性・単細胞性の分岐点はどこか？

宗像　英仁

大好きなペリエで乾杯！

研究テーマ：微小生物の単一個体由来の超微量 DNA による全ゲノム解析手法を確立

荒川　和晴

現職：慶應義塾大学環境情報学部 准教授
夢　：世界平和。
一言：大きな夢を抱きましょう。その方が、より多くの人が一緒に力になってくれます。

研究テーマ：真核生物の進化を、tRNA の特徴から検証する

 浜島　聖文

現職： Postdoctoral Fellow, Institute of Bioengineering and Nanotechnology (IBN), 
　　　 A*STAR, Singapore
夢　： 年中真夏のような生活をしているので、四季のある暮らしに今は憧れます。
一言：シンガポールにお越しの際には是非ご連絡ください。

休暇で訪れた
インドネシア・バリ島にて

研究テーマ：Euglena における網羅的遺伝子発現解析

 吉田　勇太

同じく SFC 卒の ( 株 ) ブレインパッ
ド会長と銀だこ 20 周年を祝って

現職：慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任助教
夢　：新たな学術領域を作る。
一言：プロフェッショナルとしての哲学を大切に。

研究テーマ：フィールドの生物を対象としたトランスクリプトーム解析の
　　　　　　フィージビリティスタディ

河野　暢明

現職：化粧品メーカー 研究職 ( スキンケアの開発 )
夢　：人の生活の何かを変えれられる化粧品をつくること！
一言：化粧品開発という異なる分野で働いていますが、研究生活で培った思考力は
         とてもいかされています！ご指導いただいたみなさま、ありがとうございました。

研究テーマ：ヨーロッパカブトエビと tRNA 断片の新たな関係性

広瀬　友香

鶴岡生活を共にしたメンバーと

国際クマムシ学会
（イタリア・モデナ）にて

樹氷にて
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鈴木 治夫
准教授

Associate Professor
Haruo Suzuki

オミクス解析によって微生物の多様性を理解し、さらにその有効利用を目指す

─ 現在はどのような研究テーマに取り組ん
でいますか？
　プロジェクト名としては微生物バイオインフォマティクス 
(Microbial Bioinformatics) ですね。バイオインフォマティク
ス、つまり、情報学的な方法を使って微生物の網羅的解析をす
すめています。現在、微生物の網羅的な解析はゲノム解析にと
どまらず、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロー
ムなどもあわせたオミクス解析に広がっています。
　内容を大きく分けると、学生時代やポスドクのときに行って
いた研究プロジェクトの続きと、慶應義塾大学に着任してから
新しく始めたプロジェクトの２つに分かれます。まず新しいプ
ロジェクトとしては、都市環境における微生物群集の研究をす
すめています。公共の場における微生物の移動は時として感染
症の蔓延にも関係していると考えられますが、実際どうなって
いるのかよくわかっていません。MetaSUB 国際コンソーシア
ム (http://metasub.org) では、世界中の都市の微生物データ
を共有することを目指しており、これが実現すれば、様々な微
生物や遺伝子の世界的な分布を調査することが可能になりま
す。
　次に、これまでの研究を発展させたプロジェクトとして、微
生物のゲノム情報と表現型の関連性を明らかにする研究を国内
外の研究機関と共同で進めています。例えば、環境中の物質循
環において重要な役割を果たす細菌のゲノム解析から物質代謝
に関わる遺伝子を明らかにしようとしています。また、サルモ
ネラなどの病原細菌のゲノムを解析して、細菌が持つ病原性や
薬剤耐性に関わる遺伝子を調べています。
　薬剤耐性と関連して、染色体外 DNA であるプラスミドにつ
いても研究しています。プラスミドは抗生物質耐性の他にも、
難分解性物質の分解や重金属耐性など、様々な機能の遺伝子を
コードしています。プラスミドは微生物間を水平伝達すること
があり、宿主である微生物はこのようなプラスミドを受け取る
ことによって新しい機能を獲得します。これは宿主域の狭いプ
ラスミドであればあまり問題にはなりませんが、宿主域が広い
プラスミド（例えば IncP-1 グループ）の場合、ある微生物が
獲得した抗生物質耐性が次々と他のバクテリアに伝播される可
能性があります。そこで、プラスミドの宿主域を予測し、水平
伝播経路を推定することで、抗生物質耐性の拡散を最小限にと
どめる対策を立てられないかと考えています。
　これらの他にも、ミトコンドリアや葉緑体のゲノム情報を用
いた進化の研究や、共生微生物のゲノム解析など幅広く行なっ

ています。微生物の物質代謝能、病原性、宿主特異性などの表
現型をゲノム情報から説明したい、という一貫したモチベー
ションを持って微生物のゲノム解析を行っていますが、どのよ
うな微生物を対象とするかには特にこだわっていません。ゲノ
ム情報から微生物の多様性を理解し、さらにその有効利用を可
能にするような研究をしたいと思っています。

─ そもそもバイオインフォマティクスを始
めるきっかけは何だったのでしょうか？
　僕はもともと千葉大学で微生物工学研究室に所属していて、
そこでは微生物（糸状菌や細菌）を利用して物質を効率的に変
換する研究を行なっていました。メンバーそれぞれが単一の微
生物を研究していたのですが、はじめに環境中から微生物をス
クリーニングし、目的とする機能が優秀な微生物だけを選び、
残りの微生物は捨てられていました。でも、選ばれなかった微
生物にも、いろいろなタイプのものがいるんですよ。だから僕
はどちらかと言うと、このスクリーニングの過程で捨てられて
しまう微生物を含む多様性の情報が面白いな、と思っていたん
です。
　正直なところ、微生物のスクリーニングってかなり博打なん
です。企業が 10,000 株をスクリーニングするなら、学生は最
低 1,000 株はスクリーニングしなければならない、と言われ
ていましたね。とにかく数を稼いで、当たりを探すという方向
性でした。そこで、捨てられる情報、つまりこれらの微生物の
多様性や群集構造の情報を利用して、有用な微生物を効率よく
スクリーニングできないかな、と考えました。そこから、徐々
に単一の微生物を扱う研究から多様な微生物を扱う微生物生態
学へとシフトしていきました。
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─ 「生態学」と具体的に焦点をしぼったきっ
かけは何でしょうか？
　千葉大学の園芸学部で生態学に近い内容を扱う授業がありま
した。当時は生態学的な発想を持っていなかったので、その授
業は研究テーマを決める大きなきっかけになりました。ただそ
の後、微生物の生態学的研究を行なう上では困ったことがたく
さんありましたね。ある環境から微生物を分離して調べてみる
と、常に未知の微生物が分離されてきて、微生物を全く同定で
きなかったんです。さらに、表現形質を基準に微生物を分類し
ようとしても、形質が非常に連続しているので分類する閾値を
決められなかったんです。なのでそもそも微生物を同定したり
分類したりすることを諦めて、微生物を連続的なデータとして
扱うことで解析する方向にシフトしました。
　同時期にゲノムプロジェクトなどが盛り上がっていて、これ
からデータが大量に出てくる予感を肌で感じていたことも大き
かったと思います。そんなときに「慶應義塾大学が、生物学と
情報科学を統合したバイオインフォマティクス（生命情報科学）
のコースを大学院に新設する」という記事を見ました。記事の
なかで「ゲノム科学、進化遺伝学など生物系と、データベース、
プログラミングなど情報系の科目を併せて学ぶ。指導陣は、生
物の細胞の働きをコンピュータ上で再現する研究で知られる冨
田勝・環境情報学部教授ら」とあり、これしかないと思いまし
たね。

─ これまでの研究人生のなかで、特に大き
な転機はありますか？

　もう全部ですね。千葉大学から始まって、留学もして多くの
研究機関を渡り歩いてきましたが、それぞれの場所で経験した
成功も失敗も全てがターニングポイントかと思います。特に、
新しい環境では今までになかった発想が生まれました。例えば、
微生物を分類するのではなく定量化して連続的に扱おうと思っ
たことも、外部機関であるつくばの研究所へと出向いたことが
きっかけでした。そこの研究員の方々と、生物の多様性につい
て議論するなかで多くのアイディアをもらいました。当時はか
なり困っていたので、このときの議論は大きな発想の転換にな
りました。
　ただ、微生物すべてを定量的に解析しようと思っても、独習
は難しいかなと思っていたんです。周りに一緒に研究する仲間
が欲しいこともあり、慶應に進学しようと決めました。実際に、
先端生命科学研究会では多くの方と話せて勉強になっただけで
なく、新しいアイディアも出たので大きなプラスになりました。

─ 研究で辛い時期は、どうやって乗り越え
ましたか？
　シンプルですがきちんと休みました。博士課程のころ研究を
進めるうえで、とある手法だけに執着していてかなり行き詰
まっていました。でも、お盆に実家に帰ったら偶然にもネット
が繋がっていなくて。おかげでコンピュータから離れて考える
ことができて、今まで執着していた手法を捨てて新しい手法を
採用することができました。こういう風にしばらく研究から離
れて友人や家族と過ごしたり、人に相談したりすると乗り越え
られることって多いかなと思います。

─ 逆に変化しない考え方や、ポリシーはあ
りますか？
　
　「再現性」だと思います。昔はあまり意識していなかったの
ですが、再現性はキーワードとしてずっと中心に据えているな
と思います。研究の再現性は最近こそ話題になっていますが、
以前は具体的に何をすれば再現性があるのかを学ぶこともでき
ませんでした。でも僕自身はなんとなくずっと考えていて、だ
からこそ大学院では、微生物の多様性を定量的に再現性よく解
析するための手法について研究しました。
　以前はバイオインフォマティクス研究の 100% に再現性が
ある、という考え方があったと思います。でも実は、同じデー
タから出発しても解析手法によって結果が違うことは多々あり
ます。結局、再現性をあげるためには解析に使う情報などを全
て記録するしかないんですよ。再現性をあげるために、公共の
場への情報共有や教育もしていきたいなと思っています。

─ 研究以外に大事にしているものはあり
ますか？

　昔から音楽はよく聴きます。音楽をあまり聴かなくなったら、
研究に没頭しすぎている黄色信号を自分に出すようにしていま
す。没頭しすぎているときは、知らないうちに生産性が下がっ
ていると思うので。
　また、セミナーやワークショップに出向いて、色々な分野の
方と情報交換することが一番好きかもしれません。人と話して
いろいろなことを学んでいくというプロセスが、研究へのやる
気に繋がっていると思います。1 人でやっていると、進んでい
ると思ってもぐるぐると同じところを回っていることもありま
すし、人と話すことで離れた視点から考えてみることは大事で
す。

─ 将来成し遂げたい展望はありますか ?
　
　微生物の群集構造に基づいたスクリーニング手法の確立や、
微生物の培養条件の予測などが実現できたら良いですね。もし、
ゲノム情報から遺伝子の機能や代謝経路などを予測して、培養
条件の絞り込みができれば、これまでのような非効率的なスク
リーニングをする必要がなくなります。
　あと「再現性」の追求という意味では、実験の完全自動化も
理想ですね。人間はなにかとブレが大きい生物ですが、実験か
ら情報解析までの完全自動化で誰がいつやっても再現性よく研
究できる環境を取り入れたいです。

（2016 年 8 月 26 日 インタビューア：川本夏鈴
編集：川本夏鈴　写真：板谷英駿）
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Forbes 誌　Local Innovators of the Year 2017 に冨田勝所長が選出される
Forbes 誌 2017 年 6 月号の特集記事「読者が選ぶ地方のキープレーヤー」に慶應義塾大学先端生命科学研究所の冨田勝所長
が北海道東北地域で 1 位を獲得し、Forbes Japan Local Innovators of the Year 2017 に選出されました。 また、同誌の

「日本はここから面白くなる！イノベーティブシティ BEST10」で山形県鶴岡市が第 3 位に選ばれ、慶應義塾大学先端生命科
学研究所が中心となって最先端のバイオテクノロジーベンチャーが集まるまち、として評価されました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/04251252.html] (17.04.25)

NEWS HEADLINE 2016 Oct. - 2017 Jun. 

慶應義塾、国立がん研究センター、山形県、鶴岡市が協定を締結
2017 年 4 月 10 日 ( 月 )、学校法人慶應義塾、国立研究開発法人国立がん研究センター、 山形県及び鶴岡市による協定締結
式が鶴岡市先端研究産業支援センター（鶴岡メタボロームキャンパス）にて開催されました。この締結式には、国立がん研究
センター・中釜斉理事長、山形県・吉村美栄子知事、鶴岡市・榎本政規市長、慶應義塾・清家篤塾長、先端生命科学研究所・
冨田勝所長らが出席しました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/04101655.html] (17.04.10)

高校生研究助手 8 名、特別研究生 20 名、計 28 名の地元高校生を受け入れ
慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）は、平成 29 年度「高校生研究助手」として、山形県立鶴岡
中央高等学校（伊藤吉樹校長）の生徒 8 名を任用することになりました。 さらに、平成 29 年度「特別研究生」として、地
元高校生　計 20 名（山形県立鶴岡南高等学校（京谷伸一校長）生徒 9 名、山形県立鶴岡北高等学校（土田真一校長）生徒 1 名、
山形県立鶴岡工業高等学校（阿部進校長）生徒 1 名、山形県立鶴岡中央高等学校　生徒 2 名、学校法人羽黒学園羽黒高等学
校（牧静雄校長）生徒 1 名、学校法人齋藤学園鶴岡東高等学校（齋藤哲校長）生徒 6 名）を受け入れることを決定しました。 
2017 年 5 月 11 日（木）、平成 29 年度高校生研究助手任用式／特別研究生入学式が、鶴岡メタボロームキャンパスレクチャー
ホールにおいて執り行われ、関係者約 100 名が参加しました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/05111729.html] (17.05.11)

冨田所長、日本人初の国際メタボローム学会 終身名誉フェローを受賞
慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）の冨田勝所長は、6 月 25 日 -29 日にオーストラリア・ブリスベンにて開
催された第 13 回国際メタボローム会議において、「国際メタボローム学会　Lifetime Honorary Fellow（終身名誉フェロー）」
を受賞しました。
Lifetime Honorary Fellow（終身名誉フェロー）は、国際メタボローム学会（本部： 米国ボストン）から、本学会の発展と
その研究分野に長年にわたって大きく貢献した個人に対して与えられる非常に栄誉ある賞です。この賞は、冨田所長が国際メ
タボローム学会の第１回国際会議を山形県鶴岡市で 2005 年にホストとして開催し、CE-MS アプローチの最大の支持者の１
人として、メタボローム学会の創設と発展に顕著な貢献をしたことを理由に授与されたもので、歴代 11 人目、日本人及びア
ジア人としては初めての受賞となります。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/06300930.html] (17.06.30)
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2017 Spring NEWS FLASH

Keio Astrobiology Camp 2017 開催される
2017 年 3 月 26 日 - 28 日、慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）で「Keio Astrobiology Camp 2017」が
開催されました。アストロバイオロジーとは、NASA が提唱した造語で、地球における生命の起源、地球外生命の探査、人
類の宇宙へ進出に関わる研究や技術開発を網羅した学際的で新しい研究分野です。
先端生命科学研究所では、2016 年度に初のアストロバイオロジーのキャンプを実施し、2 回目の実施となった今回、全国か
ら前回を凌ぐ多数の応募が寄せられ、書類選考を経て 16 都府県から 65 名の高校生、高専生、大学生、大学院生が参加しました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/03281359.html] (17.03.28)

慶應義塾大学先端生命科学研究所、第 6 回地域産業支援プログラム表彰事業 
( イノベーションネットアワード 2017）文部科学大臣賞受賞
慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、所長 冨田勝）は、第 6 回地域産業支援プログラム表彰事業 ( イノベーショ
ンネットアワード 2017)　文部科学大臣賞（主催：一般財団法人日本立地センター、全国イノベーション推進機関ネットワー
ク）を受賞いたしました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/02071028.html] (17.02.07)

慶應義塾大学先端生命科学研究所の特集ニュース、NHK World にて放映される
2017 年 1 月 12 日、慶應義塾大学先端生命科学研究所の高校生研究助手制度について特集した NHK の TV ニュースが、
NHK World（NHK が海外向けに日本やアジアの今を伝えるニュースや番組を発信する国際放送）で放送されました。
開設当初より若手の人材育成事業に力を入れてきた先端生命科学研究所では、「若い人材にバイオサイエンスの最先端に早い
段階から触れてもらうことにより、未来の科学者を地元鶴岡から積極的に育成したい」という想いの下、2009 年度より、隣
接する鶴岡中央高等学校とともに新しい高大連携として「高校生研究助手プログラム」を創設し、研究所が実施している最先
端プロジェクトの「研究助手」として、同校の生徒を任用しています。これまでに延べ 66 名の生徒が研究助手として活動し
ており、今年度は 10 名の生徒が３つのプロジェクトで活動中です。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/index_2.html] (17.01.13)

福田特任准教授、2016 年度食創会 安藤百福賞 発明発見奨励賞受賞
当研究所の福田特任准教授が、腸内環境に関する最先端研究と研究成果に基づく腸内デザイン推進ベンチャーの起業を理由に 
2016 年度食創会「第 21 回安藤百福賞」にて「発明発見奨励賞」を受賞いたしました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2016/12261131.html] (16.12.26)

バイオクラスター形成促進事業　産学官連携での共同研究による成果
山形県内の産学官連携を進めるバイオクラスター形成促進事業により、慶應義塾大学先端生命科学研究所を含む県内の研究機
関（山形大学農学部、県工業技術センター庄内試験場）が㈲舟形マッシュルームとの共同研究により開発した商品が完成し、
発売されることとなりました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2017/02101653.html] (17.02.10)

冨田所長、藤島特任講師、WIRED Audi INNOVATION AWARD 2016 を受賞
慶應義塾大学先端生命科学研究所の冨田勝所長と藤島皓介特任講師（当時）が、WIRED Audi INNOVATION AWARD 2016
を受賞しました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2016/12061329.html] (16.12.06)
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Latest Publications 
• Miyamoto, T., Hirayama, A., Sato, Y., Koboyashi, T., Katsuyama, 

E., Kanagawa, H., Miyamoto, H., Mori, T., Yoshida, S., Fujie, 
A., Morita, M., Watanabe, R., Tando, T., Miyamoto, K., Tsuji, T., 
Funayama, A., Nakamura, M., Matsumoto, M., Soga, T., Tomita, 
M. and Toyama, Y.(2017) A serum metabolomics-based profile 
in low bone mineral density postmenopausal women. Bone,  
95:1-4. doi: 10.3390/genes8020068.

• Jia, H., Hanate, M., Aw, W., Itoh, H., Saito, K., Kobayashi, S., 
Hachimura, S., Fukuda, S., Tomita, M., Hasebe, Y. and Kato, 
H. (2017) Eggshell membrane powder ameliorates intestinal 
inflammation by facilitating the restitution of epithelial injury 
and alleviating microbial dysbiosis. Sci Rep, 7:43993. doi: 
10.1038/srep43993.

• Itoi, T., Sugimoto, M., Umeda, J., Sofuni, A., Tsuchiya, T., Tsuji, S., 
Tanaka, R., Tonozuka, R., Honjo, M., Moriyasu, F., Kasuya, K., 
Nagakawa, Y., Abe, Y., Takano, K., Kawachi, S., Shimazu, M., 
Soga, T., Tomita, M., Sunamura, M.(2017) Serum Metabolomic 
Profiles for Human Pancreatic Cancer Discrimination. Int. J. 
Mol. Sci, 18(4):767. doi: 10.3390/ijms18040767.

• Mishima, E., Fukuda, S., Mukawa, C., Yuri, A., Kanemitsu, Y., 
Matsumoto, Y., Akiyama, Y., Fukuda, NN., Tsukamoto, H., Asaji, 
K., Shima, H., Kikuchi, K., Suzuki, T., Tomioka, Y., Soga, T., Ito, 
S., Abe, T.(2017) Evaluation of the impact of gut microbiota 
on uremic solute accumulation by a CE-TOFMS-based 
metabolomics approach. Kidney Int,  S0085-2538(17)30116-
30123. doi: 10.1016/j.kint.2017.02.011.

• Aw, W. and Fukuda, S.(2017) Understanding the role of the 
gut ecosystem in diabetes mellitus. J Diabetes Investig, doi: 
10.1111/jdi.12673. [Epub ahead of print]

• Sano,  I . ,  H. ,  Toki ,  T. ,  Naito,  Y.  and Tomita,  M.(2017) 
Developmental changes in the balance of glycolytic ATP 
production and oxidative phosphorylation in ventricular cells: 
A simulation study. J Theor Biol, 419:269-277. doi: 10.1016/
j.jtbi.2017.02.019. 

• Inaba, Y., Nakahigashi, K., Ito, T., & Tomita, M.(2017) Alteration 
of fatty acid chain length of Chlamydomonas reinhardtii 
by simultaneous expression of medium-chain-specific 
thioesterase and acyl carrier protein. Phycological Research, 
65(1), 94-99. doi: 10.1111/pre.12161.

• Sugimoto, M., Obiya, S., Kaneko, M., Enomoto, A., Honma, M., 
Wakayama, M., Soga, T. and Tomita, M.(2017) Metabolomic 
Profiling as a Possible Reverse Engineering Tool for 
Estimating Processing Conditions of Dry-Cured Hams. J 
Agric Food Chem, 65(2):402-410. doi: 10.1021/acs.jafc.6b03844. 

• Nakada, T. and Tomita, M. (2017) Morphology and phylogeny 
of a new wall-less freshwater volvocalean flagellate, 
Hapalochloris  nozaki i  gen.  e t  sp .  nov.  (Volvocales , 
Chlorophyceae). J Phycol, 53(1):108-117. doi: 10.1111/
jpy.12484. 4.

• Nishihara, T., Inoue, J., Tabata, S., Murakami, S., Ishikawa, 
T., Saito, N., Fukuda, S., Tomita, M. and Soga, T.(2017) 
Synthetic Biomarker Design by Using Analyte-Responsive 
Acetaminophen. Chembiochem, 18(10):910-913. doi: 10.1002/
cbic.201700023. 

• Yuliana, T., Nakajima, N., Yamamura, S., Tomita, M., Suzuki, H., 
Amachi, S.(2017) Draft Genome Sequence of Roseovarius sp. 
A-2, an Iodide-Oxidizing Bacterium Isolated from Natural Gas 
Brine Water, Chiba, Japan . J Genomics, 5:51-53. doi: 10.7150/
jgen.19846.

• Galipon, J., Ishii, R., Suzuki, Y., Tomita, M., and Ui-Tei, K.(2017) 
Differential binding of three major human ADAR isoforms 
to coding and long non-coding transcripts. Genes (Basel), 
8(2):68. doi: 10.3390/genes8020068.

• Noro, E., Mori, M., Makino, G., Takai, Y., Ohnuma, S., Sato, A., 
Tomita, M., Nakahigashi, K. and Kanai, A.(2017) Systematic 
characterization of artificial small RNA-mediated inhibition 
of Escherichia coli growth. RNA Biol, 14(2):206-218. doi: 
10.1080/15476286.2016.1270001.

若山特任助教、平成 28 年度全国食品技術研究会賞「最優秀賞」受賞
当研究所の若山正隆特任助教 他が、平成 28 年度全国食品技術研究会賞「最優秀賞」　（産学官にてラッカセイ胚芽の生理機
能を明らかにし、加工技術を検討して新たな商品開発に結びつけたことによる）を受賞しました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/index_2.html] (16.11.01)

第 10 回メタボロームシンポジウムが開催される
2016 年 10 月 19 日 ( 水 ) ～ 21 日 ( 金 ) の 3 日間にわたり「第 10 回メタボロームシンポジウム」が開催され、全国のより
約 270 名の研究者が参加し、最新の研究成果などを発表しました。本年は、「プラントサイエンス」、「バイオ工学」、「マルチ
オミクス」等 8 つの分野で計 26 の口頭発表と、68 のポスター発表が繰り広げられ、初日には関西医科大学の小早川高先生
による「匂いが誘発する恐怖行動と生理応答」の特別講演も行われました。
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/2016/10241241.html] (16.10.24)

荒川特任准教授、Oxford Journals 
- Japanese Society for Bioinformatics Prize 受賞
当研究所の荒川和晴特任准教授 ( 当時 ) が、「Oxford Journals - Japanese Society for Bioinformatics Prize」（細胞内ダ
イナミクスのマルチオミクス解析研究が多大な貢献をしたことによる）を受賞しました。 
授賞者：特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 
[http://www.iab.keio.ac.jp/news-events/index_2.html](16.10.01)
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慶應義塾大学先端生命科学研究所＠鶴岡 Here we introduce our new faces.

大池　真紀 / センター棟
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月見　友哉 / メタボローム棟
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高須賀　圭三 / メタボローム棟

近藤　小雪 / メタボローム棟

狩野　香織 / センター棟 谷川　直紀 / メタボローム棟

草島　陽子 / センター棟
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斧澤　佑紀 / メタボローム棟
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• Yoshitoshi-Uebayashi, E.Y., Toyoda, T., Yasuda, K., Kotaka, M., 
Nomoto, K., Okita, K., Yasuchika, K., Okamoto, S., Takubo, 
N., Nishikubo, T., Soga, T., Uemoto, S., Osafune, K.(2017) 
Modelling urea-cycle disorder citrullinemia type 1 with 
disease-specific iPSCs. Biochem Biophys Res Commun, 
486(3):613-619. doi: 10.1016/j.bbrc.201

• Tanaka, Y., Ogawa, T., Maruta, T., Yoshida, Y., Arakawa, K., 
Ishikawa, T.(2017) Glucan synthase-like 2 is indispensable 
for paramylon synthesis in Euglena gracilis. FEBS Lett, 
591(10):1360-1370. doi: 10.1002/1873-3468.12659. 

• Tabata, S., Yamamoto, M., Goto, H., Hirayama, A., Ohishi, 
M., Kuramoto, T., Mitsuhashi, A., Ikeda, R., Haraguchi, M., 
Kawahara, K., Shinsato, Y., Minami, K., Atsuro Saijo, A., 
Hanibuchi, M., Nishioka, Y., Sone, S., Esumi, H., Tomita, M., 
Soga, T., Furukawa, T. and Akiyama, S.(2017) Thymidine 
Catabolism as a Metabolic Strategy for Cancer Survival. Cell 
Rep, 19(7):1313-1321. doi: 10.1016/j.celrep.2017.04.061.

• Kon, S., Ishibashi, K., Katoh, H., Kitamoto, S., Shirai, T., Tanaka, 
S., Kajita, M., Ishikawa, S., Yamauchi, H., Yako, Y., Kamasaki, T., 
Matsumoto, T., Watanabe, H., Egami, R., Sasaki, A., Nishikawa, 
A., Kameda, I., Maruyama, T., Narumi, R., Morita, T., Sasaki, 
Y., Enoki, R., Honma, S., Imamura, H., Oshima, M., Soga, T., 
Miyazaki, J., Duchen, MR.., Nam, J., Onodera, Y., Yoshioka, S., 
Kikuta, J., Ishii, M., Imajo, M., Nishida, E., Fujioka, Y., Ohba, 
Y., Sato, T., Fujita, Y.(2017) Cell competition with normal 
epithelial cells promotes apical extrusion of transformed cells 
through metabolic changes. Nat. Cell Biol. 19(5):530-541. doi: 
10.1038/ncb3509.

• Kitazawa, S., Nishizawa, S., Nakagawa, H., Funata, M., Nishimura, 
K., Soga, T., Hara, T.(2017) Cancer with low cathepsin D levels 
is susceptible to vacuolar (H+ )-ATPase inhibition. Cancer Sci, 
108(6):1185-1193. doi: 10.1111/cas.13240. 

• Yachie, N., Robotic Biology Consortium and Natsume, T. < 
Collabolators> Takahashi, K., Katayama, T., Sakurada, T., 
Kanda, G. N., Takagi, E., Hirose, T., Katsura, T., Moriya, T., 
Kitano, H., Tsujii, J., Shiraki, T., Kariyazaki, H., Kamei, M., 
Abe, N., Fukuda, T., Sawada, Y., Hashiguchi, Y., Matsukuma, 
K., Murai, S., Sasaki, N., Ipposhi, T., Urabe, H., Kudo, T., 
Umeno, M., Ono, S., Miyauchi, K., Nakamura, M., Kizaki, T., 
Suyama, T., Hatta, T., Natsume, T., Ohta, T., Ozawa, Y., Ihara, 
S., Tamaki, S., Antezana, E., Garcia-Castro, A., Perret, J., L., 
Ishiguro, S., Mori, H., Evans-Yamamoto, D., Masuyama N, 
Tomita M, Katayama T, Matsumoto M, Nakayama H, Shirasawa 
A, Shimbo, K., Yamada, N., Nakayama, K., I., Shimizu, T., 
Saya, H., Yamashita, S., Matsushima, T., Asahara, H., Eguchi, 
H., Mikamori, M. and Mori, M. (2017) Robotic crowd biology 
with Maholo LabDroids. Nat Biotechnol, 35(4):310-312. doi: 
10.1038/nbt.3758.

• Kim, YG., Sakamoto, K., Seo1, SU., Pickard, JM., Gillilland, 
M.G. 3rd, Pudlo, NA., Hoostal, M., Li, X., Feehley, T., Stefka, 
AT., Schmidt, TM., Martens, EC., Fukuda, S., Inohara, N., 
Nagler, CR., Núñez, G.(2017) Neonatal acquisition of 
Clostridia species protects against colonization by bacterial 
pathogens. Science, 356(6335):315-319. doi: 10.1126/science.
aag2029.

• Kitazawa, S., Ebara1, S., Ando, A., Baba, Y., Satomi, Y., Soga, 
T., Hara, T.(2017) Succinate dehydrogenase B-deficient 
cancer cells are highly sensitive to bromodomain and extra-
terminal inhibitors. Oncotarget, 8(17):28922-28938. doi: 
10.18632/oncotarget.15959.

• Sakata, F., Ito, Y., Mizuno, M., Sawai, A., Suzuki, Y., Tomita, 
T., Tawada, M., Tanaka, A., Hirayama, A., Sagara, A., Wada, 
T., Maruyama, S., Soga, T., Matsuo, S., Imai, E., Takei, 
Y.(2017) Sodium chloride promotes tissue inflammation 
via osmotic stimuli in subtotal-nephrectomized mice. 
Lab Invest, ,97(4):432-446. doi: 10.1038/labinvest.2017.4. 
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