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和地研究室では生命をテーマとした研究が行われている。生命は、生物学者の間ですら明確に定義でき
ていないほど未解明な部分が多く、またそれゆえに、生命についての研究が盛んに進められている。その
中で先生は、細胞分裂という現象に着目することで、生命の解明を目指している。本稿では、細菌の細胞
分裂に関する先生の研究について紹介する。

細胞分裂から生命を解き明かす

たす生命の最小単位が細胞である。したがって、
細胞についての研究が進展すれば生命について解

地球最初の生命、生命の進化の歴史など、私た

き明かすことができるかもしれない。そこで和地

ちはたびたび生命という言葉を耳にする。このよ

研究室では、特に自己複製という点に着目し、細

うによく使われる言葉ではあるが、実際は生命に

胞が行う自己複製である細胞分裂について研究を

ついてまだわかっていないことが多々ある。そん

進めることで「生命とはなにか？」というテーマ

な中、和地研究室では「生命とはなにか？」をテー

に迫ろうとしている。

マにして研究を行なっている。

細胞分裂について調べるうえで欠かせないのが、

生命を厳密に定義することは難しいが、一般に

遺伝学による解析である。遺伝学の対象である遺

生物学では代謝・外界との境界・自己複製の三要

伝子は生物を構成するタンパク質を作るための遺

素をもつことが生命の主な条件とされている。代

伝情報であり、後世へと代々受け継がれていく。

謝とは生体内での化学反応の総称であり、外界か

また、体格や体色のように遺伝子によって決定づ

ら栄養を取り入れて分解することによりエネル

けられる生物の個々の特徴を表現型という。遺伝

ギーを得たり、そのエネルギーを用いて生体を構

子に複製ミスが生じたり傷がついたりして変異す

成する成分を合成したりすることである。外界と

る、いわゆる突然変異が起こることで、表現型も

の境界とは、生物のからだと外界を区別できるも

変化してしまうことがある。そこでどの遺伝子が

のであり、境界の例としては細胞膜が挙げられる。

変異したのかを特定し、その部分に、変異する前

そして、自己複製とはその名の通り、生命が自身

の状態の遺伝子を組み込むことで表現型が元に戻

の複製を作成することである。これらの条件を満

れば、特定した遺伝子が表現型を変化させた原因
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であるということがわかる。つまり、遺伝子のど

染色体の複製開始点

の部分がどの表現型に対応しているのかを調べる
ことができる。これが遺伝学による基本的な解析
の流れである。和地研究室が対象としている細胞
分裂もまた遺伝子によって左右される表現型なの
で、上記の解析手法を用いて研究される。
まず先生は、大腸菌という単細胞生物に突然変
異を起こさせるとき、まれに通常と異なる細胞分

原核生物の染色体

真核生物の染色体

裂を行う細胞が現れるということに着目した。細
胞分裂という表現型が異なるということは、遺伝
子に変異が起こっていることを意味する。その遺

図１

原核生物と真核生物の複製開始点

伝子を突き止めることで、細胞分裂のメカニズム

実は、動物や植物が属している真核生物と、細

の一端、ひいては生命の解明へつながると先生は

菌などが属している原核生物では、この染色体分

考えている。

配についていくつかの点が異なっている。そのな

では、和地研究室では実際にどのような研究を

かでも主な違いは2つある。1つ目は、複雑な遺伝

しているのだろうか。先生の研究に触れていくう

子をもつ真核生物はこの複製開始点を複数もって

えで、まず細胞分裂という現象について簡単に知っ

いるのに対して、原核生物は1つしかもっていな

ておく必要がある。

いという点である（図１）
。そして2つ目は、どの
ようにして染色体が新しい細胞へ分配されるのか

細胞分裂の特徴

つの複製開始点が2つに複製されて、その後すぐ

細胞分裂とは端的に言うと1つの細胞が2つに分

にそれぞれの複製開始点が、細胞の両端へ向かっ

裂することである。そこで新しく分裂して生まれ

て移動していく。それに伴って染色体全体も分配

た1つの細胞は外界から栄養を取り込んで成長し、

されていくが、その詳しい機構はまだわかってい

ある程度の大きさとなったところで再び分裂する

ない。一方で、真核生物の染色体の中央部分に

というサイクルで増殖していく。私たち人間が約

は、正確な染色体分配のために重要な領域が存在

0.1 mm という非常に小さな受精卵から1 m を軽く

している。この領域に微小管と呼ばれる糸状の構

越す身体へと成長するのも、細胞分裂が繰り返さ

造体がくっつき、それに沿って染色体が引っ張ら

れることにより身体を構成する細胞が増えていく

れていくことで分配されることが広く知られてい

からなのだ。

る（図２）。

この分裂において重要なのが染色体の分配であ
る。染色体とはタンパク質と、遺伝子を含む DNA
が複雑に絡み合った細胞中の構造体である。先ほ
ども述べたように遺伝子は生物を構成するタンパ
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という点である。一般的に原核生物では、まず1

これらのことを踏まえたうえで、先生の具体的
な研究内容について触れていこう。

A22と MreB タンパク質

ク質を作るための情報なので、生物が生きていく

和地研究室で取り扱っている大腸菌は、昔から

ために染色体は欠かすことができない存在なの

生物学の研究対象とされ、遺伝子情報の解析が最

だ。この染色体は細胞が成長する過程で2つに複

も進んでいる生物の1つである。そのため、今や

製され、細胞が分裂する際にそれぞれの細胞へと

遺伝学による解析を実践するうえで切り離せない

分配されていく。さらに、染色体上には複製開始

生物となっている。

点という部分があり、その名の通り最初に複製開

先生は大腸菌に抗生物質として有名なペニシリ

始点が2つに複製され、そこから連続的に染色体

ンを加えると、大腸菌の中央部分が膨らんで破裂

の複製が続いていく。

するということに注目した。本来、大腸菌はこの
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中央部分から分裂を始めるので、ペニシリンは細
胞分裂に何らかの大きな影響を及ぼすと考えられ
る。ペニシリンが細胞の中央部分にどのように作
用するかは未だはっきりと解明されてはいないが、

A22

この現象をきっかけにして、先生は細胞分裂への
新たなアプローチとして大腸菌にさまざまな化合
物の投与を試みるようになった。
そのような試行錯誤の結果、先生は A22という
有機化合物が大腸菌の細胞分裂に影響を与えてい

図３

るということを新たに発見した。A22を加えるこ

大腸菌に A22を加えると、細長い形を支えていた MreB タンパク
質のはたらきが阻害され、丸くなる。

とで、大腸菌は球菌化し、さらに細胞分裂の際に

A22による大腸菌の球菌化

染色体をもたない大腸菌が高頻度で生じるように

MreB タンパク質の量を調整することで染色体分

なったのである（図３)。

配が受ける影響を調べようとしたのだ。しかし、

大腸菌を培養していくうちに、たまに A22に対

大腸菌における染色体の複製と分配は並行して行

して耐性を示すものが現れることがわかった。こ

われるため、MreB タンパク質と染色体分配の関

の耐性の有無はなぜ生じるのだろうか。その答え

係を決定づけるにはあと一歩及ばないという状況

は遺伝子による表現型の違いである。A22が作用

だった。

する部分の構造や性質が突然変異により変化し、

そんな中、先生は Caulobacter crescentus という

これが A22に対する耐性を生み出したのだ。そこ

細菌に A22を加える実験を行なった。この細菌は

で耐性をもっていた大腸菌の遺伝子を解析したと

細胞分裂の時期と染色体分配の時期を完全に区別

ころ、MreB と呼ばれるタンパク質の一部が変化

して観察でき、さらに細胞分裂の進行段階が同じ

することで A22への耐性が発現するということが

状態の細胞を簡単に用意できるので研究に都合が

わかった。

よい。
この細菌に A22を加えて様子を観察したところ、

新たな細胞分裂機構の可能性

染色体の複製開始点の移動は阻害されたが、染色

この MreB タンパク質は先生が過去に発見した

体の複製自体は正常に進行していた。このことか

タンパク質で、その後ほかのさまざまな研究グルー

ら、MreB タンパク質は複製直後における複製開

プが研究を行なった結果、染色体分配に関係して

始点付近の染色体上 DNA の移動に関係するとい

いるのではないかと注目された。そしてさらに、

うことがわかった。

大腸菌内の MreB タンパク質を枯渇させたり、過

この結果から先生は、MreB タンパク質が微小

剰に増やしたりする実験が行われた。つまり、

管のような役割を果たしているのではないかと考

1

図２

染色体

微小管

2

3

4

5

真核生物の染色体分配の様子

複製された染色体がそれぞれ微小管に沿って移動し、その後細胞が二つに分裂する。
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えた。真核生物の染色体分配ではキネシンという

人の役に立つことになればもっと嬉しいそうだ。

モータータンパク質が駆動力となり、微小管に沿っ

先生が抽象的なテーマを掲げながらも、薬や工業

て染色体を引っ張っているのだが、原核生物には

生産の研究といった実践的な内容も両立している

このモータータンパク質が存在しない。それでは、

という点は、まさしくこの考え方が根本にあるの

MreB タンパク質が微小管としてはたらくとする

だろう。

と、いったいなにが駆動力となっているのだろう
か。

その一方で、先生にとってつらいと思えること
も少なからずあったという。例えば、研究対象は

先生が MreB タンパク質と相互作用しうるタン

生物であるために、こちらの都合には合わせてく

パク質を調べたところ、RNA ポリメラーゼという

れないということだ。そのため、先生は真夜中に

酵素の一部分が候補として挙がった。この RNA ポ

研究室へ向かわなければならないということもあっ

リメラーゼの合成を阻害する化合物を加えると、

たそうだ。そういった生物ならではの融通が利か

A22と同様に大腸菌の染色体分配に影響を及ぼす

ない点は、研究を行ううえでとても大変である。

ということが知られていた。さらに RNA ポリメ

それでも先生がこれまで続けられているのはなに

ラーゼはキネシンの約4倍もの駆動力をもつとい

よりもまず、自身が楽しんで研究を行なっている

う報告もあった。これらのことから、RNA ポリメ

からだという。

ラーゼが大腸菌の染色体分配の駆動力である可能
性は十分にあると先生は考えた。

この好奇心はいったいどこから生まれてくるの
だろう。その答えの一つは視野の広さではない

このような考えが正しいかどうかはまだ証明さ

か。私たちは取材の際、
「あまり細かいところにこ

れていないが、原核生物の染色体分配メカニズム

だわらない方がいい。大きなところに興味を持っ

の解明への大きな足掛かりとなるかもしれない。

て。
」という言葉を先生からいただいた。この言葉

先生の細胞分裂、そして「生命とはなにか？」と

の背景に、
「生命とはなにか？」という先生の大き

いうテーマへの追究は今なお続いている。

な研究テーマがうかがえる。物事を広い視野で捉
えることで、素直な疑問をもつことができ、それ

果てなき生命の領域への挑戦

が先生の生命を探究する思いへとつながっている
のではないだろうか。

和地研究室はそのほかにもさまざまな菌を用い

生命に関する研究には、まだまだ未開拓な領域

ることで、調味料の原料となるグルタミン酸の工

が多い。この広い視野が大きな力となり、いずれ

業的生産や、マラリアに対する薬の研究などに携

先生が生命の真髄の一端に触れる日がやってくる

わっている。先生の研究は生命や細胞分裂という

だろう。

ところから始まり、非常に多岐にわたっているの
だ。薬や工業的生産といった研究は、一見すると
「生命とはなにか？」というテーマから少し離れて
いるのではないかと感じる人がいるかもしれない。

今回の取材では、先生の生命理学に対する熱い

しかし、そういった応用的な研究の中でも先生は

思いを聞くとともに、細菌についてどのような流

常に基礎的な部分に着目している。「真理は一つひ

れで研究しているのか理解を深めることができま

とつ解き明かしていくことでしか理解できないも

した。また、記事では詳しく紹介できませんでし

のであり、これらの研究もその小さな一歩になっ

たが、小さな菌を応用して、薬や調味料といった

た」と先生は言う。「生命」という真理に対し、さ

実生活で使うものが作られるというお話にも興味

まざまなアプローチで接近を試みているというこ

を惹かれました。

となのだ。
先生が研究を行なっていて一番嬉しいときは、
新しいことを発見できたときであり、もしそれが
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執筆者より

末筆になりますが、大変お忙しい中でも取材を
引き受けてくださった和地先生をはじめ、研究室
の皆様に感謝申し上げます。

（中井 太一）
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