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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】幹細胞研究 
 
幹細胞 1の分化決定メカニズム：多数の経路と僅かな目的地(米国) 
－システム的な見方を裏付け、その働きの一端を明らかにする新しい証拠－ 

 
幹細胞には特定の細胞に分化するものと、分化せずに幹細胞のまま留まるものがあるが、

これらはどのように決定されるのだろうか。従来の考えでは、あらかじめ決められた情報伝

達経路に沿って成長するように各細胞が「指示される」のではないかと推測されていたが、

今回の新しい研究により、実際のメカニズムはもっと複雑だということが明らかになった。

この研究によれば、細胞の分化は 1つのネットワークを形づくる複数の遺伝子の集団的な挙
動によって決定され、ちょうど丘の上にあるボールがほとんど無限に存在する経路のどこか

を通って、最終的に 1つの谷に転がり落ちるのと同じようなことが起きるという。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5月 22日号の Nature誌に掲載されたこの発見は、遺伝子の集団的挙動の一端を示すと
ともに、適切な条件下で変化するために細胞集団に先天的に備わった多様性がどのように

                                                 
1 幹細胞：自己複製能と分化能(別の細胞に変化する能力)を持つ未分化細胞。 
2 ランドスケープ：理論物理学の「ひも理論」の研究から生まれた概念で、可能な物理法則の全体を空間的な
「風景(ランドスケープ)」に見立てる考え方。ここでは、幹細胞が取り得る運動軌道すべてをランドスケー
プに見立てている。 

3 アトラクター：物理学用語。attract (引き付ける)という単語の名詞形で、何かを引き付けたり引き寄せたり
する力のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同じ目的地に向かう多数の経路 
成長因子を投与された血液幹細胞（青いボール）が、ランドスケープ 2で谷として描

かれる新しい「アトラクター3状態」に転がり落ちて赤血球になる。幹細胞を同じアト

ラクター状態に導く条件はほかにも存在し、たとえば分化因子を投与された幹細胞も

最終的には同じ目的地へ到達する。しかし、目的地に至るまでにそれぞれの細胞がと

る経路はさまざまに異なる（ちょうどボールが丘から転がり落ちるときに毎回異なる

経路を通る可能性があるのと同様である）。 
Credit: Graham Paterson, Children's Hospital Boston 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1025,  2008.7.2 

26 

維持されているかを明らかにした。この発見はまた、幹細胞を生体外で特定の細胞系統へ

分化させる現行の技術が極めて非効率的である理由も説明している。 
 
この研究は、ボストン小児科病院の血管生物学プログラムの客員准教授（現在カルガリ

ー大学の准教授も兼務）である Sui Huang と、同プログラムに参加する大学院生の
Hannah Changの指揮の下で実施されたものであり、血液幹細胞が白血球前駆細胞 4ある

いは赤血球前駆細胞になることを「決定する」メカニズムが解明された。 
 
研究はまず、一見まったく差異なく同一な血液幹細胞集団を調べることから開始された。

これらの細胞には幹細胞であることを示す Sca-1と呼ばれる細胞マーカーが含まれるが、集
団内の個々の細胞に含まれるこのマーカーの量には大きな開きがあり、1000 倍もの幅が観
察された。単純に考えると、Sca-1含有量の少ない細胞は自然に分化が始まっている細胞で
あるかのように思える。しかし、 Huangと Changが Sca-1含有量のレベルに応じて集団
を 3つのグループ（低・中・高）に分けて細胞を培養すると、9日あるいはそれ以上経過し
た時点で、最初の Sca-1レベルに関係なく、どのグループも同様の不均一な Sca-1レベルを
示す細胞群になった。 
 
「次に、これらの細胞に生物学的な違いがあるかどうかを調べた。」論文の首席著者で

ある Huangは言う。「その結果、個々の細胞が非常に異なった経路で分化しているという
ことが明らかになった。」 
 
それぞれの細胞に赤血球生成促進因子であるエリスロポエチン 5 を投与すると、Sca-1
レベルの低い血液幹細胞は Sca-1レベルの高い細胞の 7倍の確率で赤血球前駆細胞に分化
した。逆に、白血球形成を促進する GM-CSF6を投与した場合は、Sca-1 レベルが最高の
血液幹細胞が最も高い確率で白血球前駆細胞に分化した。さらに、どちらの実験において

も、3つのグループすべてが幹細胞の性質を残していた。 
 
Huangと Changは次に、転写調節因子 7タンパク質である GATA1と PU.1の量を調べ

た。これらのタンパク質は、それぞれ赤血球への分化と白血球への分化を促す物質である。

Sca-1 レベルの低い血液幹細胞（赤血球細胞になる確率が最も高い細胞）には、Sca-1 レ
ベルの高い細胞や中程度の細胞と比べてGATA1がはるかに多く含まれていた。一方、PU.1
が最も多く含まれていたのは、Sca-1 レベルの高い細胞（赤血球細胞になる確率が最も低
い細胞）であった。 
 
                                                 
4 前駆細胞：未分化細胞が部分的に分化した細胞。前駆細胞がさらに分化を続けて個別の細胞となる。 
5 エリスロポエチン：erythropoietin (EPO). 赤血球の産生を促すタンパク質。 
6 GM-CSF：Granulocyte/Macrophage-Colony Stimulating Factor (顆粒球・マクロファージコロニー刺激因
子). 顆粒球およびマクロファージ系前駆細胞に作用して分化、成熟を促すタンパク質。 

7 転写調節因子：遺伝子の転写(DNAの塩基配列を鋳型にメッセンジャーRNAを合成すること)を調節する物質。 
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しかし、これらの実験から明らかになった最も重要な事実は、すべてのグループにおい

て、時間が経過して細胞の分化傾向の多様性が減少するにつれて Sca-1、GATA1、PU.1
の含有量の違いも段々と不明瞭になっていったことである。この事実は、これらの差異が

一時的な現象であるということを示している。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹細胞アトラクター 

安定した「くぼみ」に入っている緑色のボールは、分化せずに幹細胞のまま留まっている血液幹細

胞を表している。ランドスケープの中でそれぞれのボールが置かれている場所は遺伝子の発現状態に

対応しており、「エネルギー」と関連付けることができる。くぼみに入っているボールのエネルギー

あるいは運動が大きくなると、ボールがくぼみから外に出る可能性が高くなる。しかしこのとき、ど

ちらか特定の方向（この場合、赤血球細胞と白血球細胞のどちらか）へボールを向かわせるような力

は働かない。次にやってくる安定状態の形に影響を与える可能性があるのは、分化因子によって誘発

されてランドスケープ内で変化が発生した場合のみである。このような変化が発生した場合、幹細胞

は「谷へと転げ落ち」、赤血球細胞あるいは白血球細胞に分化する。 

Courtesy Sui Huang, MD, PhD, Children's Hospital Boston and University of Calgary  
 
研究の最終段階で、Huang と Chang はマイクロアレイ 8を使ってこれらの細胞の全ゲ

ノム情報を調べた。ここでもまた、この同一に見える細胞集団の中には非常に大きな差異

があり、Sca-1レベルの低い細胞と高い細胞では、3,900個以上の遺伝子が異なる発現（「オ
ン」と「オフ」）を示していた。そしてまた、この多様性も動的なものであった。時間の経

                                                 
8 マイクロアレイ：DNAマイクロアレイ。DNAの断片をスライドガラスやシリコンなどの基板上に高密度に
配置して固定化したもので、数万から数十万の遺伝子発現を同時に観察することができる。DNAチップと
も呼ばれる。 

赤血球細胞 白血球細胞 幹細胞 

PU.1 GATA1 

「
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過とともにこれらの差異は減少し、Sca-1レベルの低いグループと高いグループの両方で、
Sca-1レベルが中程度のグループと類似した遺伝子活性の傾向を示すようになった。 
 
さらにこの研究からは、遺伝子活性の変動や循環が遅い方が細胞は安定した状態に維持

される傾向があり、適切な状態になったときに分化する準備が整うということもわかった。 
 
「細胞集団が表向きは遺伝的に同一で、同じ細胞のクローン同士であっても、個々の細

胞には常に相当な違いがある。」Huangはこのように言う。「この不均一性はこれまで一般
的に『測定ノイズ』と呼ばれてきたものであり、最近では『遺伝子発現ノイズ』などとも

呼ばれている。しかし、実はこの不均一性こそが非常に重要で、幹細胞の多能性、つまり

複数の細胞系列に変化することのできる能力の基礎になっているということがわかった。」 
 
「自然は、多様性を創り出して一定レベルに維持するための信じられないほど優雅で簡

潔な方法を編み出した。細胞が環境の変化に対して組織的かつ制御された方法で反応でき

るのはそのおかげだ。」論文の筆頭著者である Changはこのように付け加える。 
 
この研究の結果は事実上、幹細胞生物学者が治療用幹細胞を生体外で分化させる際のア

プローチ方法を変える必要があるかもしれないということを示唆している。 
 
「従来の手法は非常に効率が悪く、分化を促すために投与したホルモンなどに反応する

細胞は全体の 10～50%に過ぎなかった。」Huang は言う。「この原因は、細胞が先天的に
多様性を備えていることにある。細胞を刺激する混合物については次々と優れたものが発

見されてきているが、分化のプロセスは依然として非効率的なままだ。細胞が多様である

ことを利用して、すでに分化の準備が十分にできている細胞を特定することで、分化プロ

セスを効率化できるはずだ。」 
 

Changがこれまでに行ったフォローアップ実験により、幹細胞集団の中から最も強い分
化傾向を示すグループを選び、これらを直ちに刺激することで、幹細胞の分化効率が大幅

に向上することがわかっている。「複雑なことは何もしておらず、自然の力を利用しただけ

だ」と Changはいう。 
 
一方で、これらの発見はまた、生物プロセスに対する考え方を変えるという課題を生物

学者に対して突きつけるものでもある。この研究では、生物システムが「安定したアトラ

クター状態」へ移行する様子が示されているが、これは物理学から借りた概念である。細

胞の遺伝子活動およびタンパク質生成は一様ではなく、これらのばらつきだけによって、

安定したアトラクター状態の均衡が崩れて別のアトラクターに移行する（赤血球前駆細胞

あるいは白血球前駆細胞に分化する）場合もあり得る。しかし今回の結果では、このよう

な場合には血液幹細胞は分化せず幹細胞のまま留まる傾向の方が強かった。特定の成長因
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子を導入してこの均衡に影響を与えることもできるが、これらの因子もまた、細胞を別の

状態へ導くランドスケープ全体の中の一部に過ぎない。ボールは丘を転がり落ちて最終的

には谷に到達するが、どの谷に辿り着くことになるかはそのランドスケープの形状によっ

て決定される。 
 
「成長因子や分化因子は、幹細胞が分化せずに増殖する可能性や、別の細胞に分化する

可能性を高める働きをするだけだ。」論文の共同著者であり、Huanとともに Changの担
当教授としてプロジェクトに参加した Donald Ingber博士はこのように言う。「細胞の分
化は、生体システムの構造に先天的に備わっている集団としての特性と集合的な挙動、お

よび調節機構の相互作用によって決定される。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

幹細胞集団に先天的に備わっている Sca-1タンパク質濃度 

(A) 幹細胞集団内における幹細胞マーカーSca-1タンパク質濃度を調べると、中程度の範囲を

中心に大きなばらつきが見られた。 

(B) Sca-1濃度のレベル別に幹細胞集団を 3つのグループに分けて、それぞれ培養したとこ

ろ、 

(C)各グループの細胞の Sca-1濃度は元の集合体と同じ範囲のばらつきを示した。 

 

この結果は、遺伝子的に同一の幹細胞集団であっても各細胞には先天的な差異があり、そ

れが幹細胞の分化の基礎となっている可能性があるということを示している。治療用幹細胞

の生体外での分化の効率を向上させるために、この多様性を利用することができるかもしれ

ない。 

Credit: Graham Paterson, Children's Hospital Boston 
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隣り合った細胞同士は非常に異なった遺伝子パターンを示し、ランドスケープ内のまっ

たく違う経路を経て最終的に同じ谷に到達するということが、Huangの過去の研究によっ
て明らかにされている。Huangらはこの研究で、前駆細胞に 2種類の異なる薬剤（DMSO9

とレチノイン酸 10）を投与し、細胞の遺伝子発現を注意深く観察した。どちらのグループ

も最終的には好中球（白血球細胞の一種）に分化したが、7 日目に最終的に分化が完了す
るまでの間にそれぞれのグループがとった経路および各グループにおける遺伝子発現のパ

ターンはまったく異なるものであった。 
 
生物学者は従来、直線的な経路における遺伝子の単独での活動に照準を合わせてきたた

め、このようなランドスケープの例えや集合的な「意思決定」といった概念には馴染みが

ない。当初、この問題が研究の発表を難しくしていたと Huangは言う。「ランドスケープ
とは可能な経路のすべてを示す数学的な概念であり、単一の経路を対象とした従来の考え

方からランドスケープという考え方へ移行するのは生物学者にとって難しい課題だ。」

Huang は言う。「しかし単一の経路だけを見ていても、プロセス全体を理解することはで
きない。我々の目標は、プロセスの背後にある原動力を理解することなのだ。」 
 
 この研究は米国空軍科学研究局(AFOSR)、国立衛生研究所(NIH)、陸軍研究局(ARO)に
よる資金助成と、Presidential Scholarshipおよびハーバード大学 Ashford Fellowshipの
奨学金を受けて実施された。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 

出典：Many paths, few destinations: How stem cells decide what they'll be - New 
evidence supports a "systems" view--and gives a glimpse at how it works 

http://www.childrenshospital.org/newsroom/Site1339/mainpageS1339P1sublevel427.html 
((c)Children's Hospital Boston. Used with Permission.) 

                                                 
9 DMSO：dimethyl sulfoxide (ジメチルスルホキシド). 細胞分化を誘導する働きを持つ有機化合物。 
10 レチノイン酸：ビタミン A誘導体で、細胞の分化・増殖などの制御因子。 


