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研究成果の概要（和文）： 
本研究は、文献データ-ベースから網羅的に根拠となるテキスト・データを収集することにより、

ヒト細胞周期における詳細なパスウェイ・マップを作成し、そのパスウェイ構造を解き明かす

ことにより、細胞周期システムの背後にあるロジックを探索し、遺伝子異常の連鎖とパスウェ

イ構造との関連性を検討することを目的とした。残念ながら本研究期間内においては細胞周期

システムの制御ロジックの解明には至っていないが、更なる研究を続け癌という病態システム

の解明に貢献したいと考えている。  
 
研究成果の概要（英文）： 
By collecting the evidence text data from reference databases like PubMed 
comprehensively, creating the detailed pathway map of human cell cycle, and 
analyzing its pathway architecture, this study aims at researching the logic behind the 
cell cycle system and examining the relationship between the pathway architecture 
and the chain of gene abnormalities. Unfortunately, it has not resulted in the 
elucidation of the control logic in the human cell cycle system within this research 
period. Further research will be needed and I would like to contribute to the 
elucidation of a cancer system. 
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１．研究開始当初の背景 
1970 年代以降、遺伝子工学の発展と共に、
分子間相互作用に関する論文数は莫大な数
にのぼっているが、生命システムの背後に
存在するロジックを解き明かすためには、

個々の反応を単独で観察しているだけでは
限界がある。システム生物学 は、生体内の
現象をシステムとして理解し、その解明に
努める新しい生物学の手法として期待され
ている。酵母の細胞周期シミュレーション
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に関しては、1990 年代から Tyson らのグ
ループにより提唱されてきたモデルが有名
であり 1-3、システムのダイナミクスやフェ
ノタイプにおける意義が精力的に調べられ
ている。哺乳類細胞周期に関しても、G1
期からS期に至るチェックポイントを中心
にモデルが提唱され、そのダイナミクスが
議論されている 4,5。しかしながら、いずれ
も数個のタンパク質の修飾状態のネットワ
ークを元にしており、細胞周期全体を俯瞰
し検討している研究は未だ存在しない。シ
ステムとは、その全体像をつかんで初めて
挙動の理解が可能になるものであり、最初
からある一部分のみを抽出したモデルは、
ネットワーク理論的な基礎的な興味は満た
されるものの、システム全体における影響
やモデルの妥当性を考える上では不十分で
ある。研究代表者は、これまでシステム全
体を俯瞰するための足掛かりとなる詳細な
パスウェイ・マップとその構造について報
告してきた 6,7。本研究では、細胞周期のダ
イナミック・シミュレーションの足掛かり
となり得る網羅的な細胞周期マップを構築
し、そのシグナル構造の解明を探索するこ
とを目標としている。これまで、簡単な細
胞周期のパスウェイについては、KEGG
（http://www.genome.jp/kegg/パスウェイ
/hsa/hsa04110.html）をはじめとして、さ
まざまなパスウェイ・データベースにて公
開されてきているが、詳細なパスウェイ・
マップ は皆無であり、本研究による網羅的
パスウェイ・マップの作成は、それ自体が
癌をはじめとする医学研究の研究リソース
として、大変有意義なものとなると思われ
る。 
 
２．研究の目的 
細胞周期は，G1 期，S 期，G2 期，M 期から
なる一方向性サイクルで，酵母などの菌類か
ら哺乳類に至るまで、進化的によく保存され
ているシステムである。細胞周期は、細胞の
増殖・分化・アポトーシスに深く関与してお
り、システムのロバスト性と進化は密接に関
連していることから、細胞周期システムにお
いても高ロバスト性が期待でき、このシステ
ムの制御機構の解明は医学的に大変重要で
あると思われる。近年、酵母を中心として、
細胞周期のモデル化及び生物学的シミュレ
ーションが意欲的に行われ、その動的振る舞
いの解明に期待が注がれてきたが、高度に複
雑な細胞周期というシステムに潜むロジッ
クの全容を理解するには、まだ多くの努力を
必要としている。本研究は、文献データベー
スから網羅的にエビデンス・テキストを収集
することにより、ヒト細胞周期における詳細
なパスウェイ・マップを作成し、そのパスウ
ェイ構造を解き明かすことにより、細胞周期

システムの背後にあるロジックを探索し、遺
伝子異常の連鎖とパスウェイ構造との関連
性を検討することを目的としている。 
 
３．研究の方法 
(1)細胞周期マップの作成 
パスウェイ・マップの作成は、PubMed などの
医学文献データベースからテキスト・マイニ
ング 技術も利用して網羅的に関連文献を収
集し、それらをすべて読み、CellDesigner と
いうシミュレータ兼パスウェイ描画ソフト
を用いて、一つ一つを化学反応にリンクさせ
ていくという地道かつ膨大な手作業を行う
ことによる。 
図 1はパスウェイ・マップで用いられた化学
反応表現のための記号システムである。今回
のパスウェイでは、一般によく見られる二項
関係による物質間作用の表現をとらず、全て
の化学反応を基質分子の状態遷移の変化の
連鎖として表現する SBGN(Systems Biology 
Graphical Notation, http://www. sbgn.org) 
を採用した。この表記方法は従来よりパスウ
ェイ表記が抱えていた曖昧さを回避し、より
正確なパスウェイを作成することを可能に
している。 
このように、SBGN を用いてパスウェイを物質
間の相互作用の連鎖として描いていく手法
は、テキスト内のタンパク質の共起関係をも
とに自動作成された PPI(プロテイン―プロ
テイン インターラクション)作成方法など
から比べると一見遠回りのように見えるが、
生物学研究者によるこのような地道な作業
をもって初めて、生物学的に意味のある、信
頼できるパスウェイ・マップ が完成すると
考えている為、十分な時間をかけて構築し、
妥当性の吟味を重ねてパスウェイを作り上
げた。（図２） 
 
(2)細胞周期パスウェイ・マップの構造解析 
出来あがった細胞周期パスウェイ・マップ 
をもとにパスウェイ構造の解析を行なった。 
ここでは(1)で出来上がったパスウェイ・マ
ップを元に、物質間における活性化・不活性
化のコントロールがどのような関係になっ
ているのかに注目して、二項関係の有向グラ
フで表現していった。 
これを完成させると、自然といくつかの物質
がループ構造の活性化・不活性化の制御を受
けており、パスウェイ全体に影響を及ぼして
いることが分かってくる。(図３) 
これまで、網羅的な疾患感受性遺伝子解析の
結果から、パスウェイと疾患感受性遺伝子と
の関連性は見られないというのが一般的見
解であった。しかし、このような構造解析を
行うと、疾患関連遺伝子として報告されてい
る遺伝子が、パスウェイ構造の中のある一定
の役割を担っている遺伝子群を標的として



 

 

いることが分かる。 
更に、実際の肝癌細胞における発現データや
疾患関連の遺伝子情報のマッピングを手作
業で行った。（図４）肝癌細胞は、当大学倫
理委員会の承認を得て、当大学附属病院にて
手術を行った肝癌患者から採取し、マイクロ
アレイ解析を行ってコントロールに比し発
現に有意な差がみられたものを用いた。疾患
関連遺伝子情報は、文献データベース、遺伝
子およびタンパク質データベース、
OMIM(Online Mendelian Inheritance in Man)
などの疾患データベースから網羅的に収集
した。 
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４．研究成果 
本研究で研究者は網羅的ヒト細胞周期パス
ウェイ・マップを作成した。細胞周期はガン
発生及び進展に非常に関連の深い領域であ
り、研究も盛んで日々新たなる発見が相次い
でいる。それゆえ細胞周期関連パスウェイ・
マップも複雑を極めており、今回生物学的に
意義のある、信頼できるパスウェイ・マップ
の作成し得たことは、世界中の本分野の研究
者にとって、制御機構の破綻した細胞分裂と
いう癌細胞独特の現象を解明するための研

究リソースとして一義的に重要である。(図
２) 
また解析されたパスウェイ構造（図３）は、
物質間における活性化・不活性化のコントロ
ールがどのような関係になっているかを示
しており、細胞周期パスウェイのネットワー
クが、いかに複雑なフィードバック・コント
ロールにより制御されているが見て取れる。 
図の中で、赤矢印はポジティブ・フィードバ
ック、青矢印はネガティブ・フィードバック、
橙矢印はポジティブ・フィードフォワード、
緑矢印はネガティブ・フィードフォワードで
ある。このように多重のフィードバック系に
より制御されているネットワークは、生体内
に実在するネットワークの一例として、ネッ
トワーク理論的に興味深いのはもちろんの
こと、ハウスデータのマッピングや遺伝多型
情報を付加することにより、一見ロバストに
思える細胞周期パスウェイが持つ構造的脆
弱性や癌という疾患が持っているシステム
的戦略 を探ることができる可能性を持って
いる。 
これらはいまだ制御不能下にある癌細胞の
増殖を阻止するための新薬をデザインする
うえで、有益な情報をもたらしてくれるもの
と期待できる。今後ますます多くの分子標的
薬が開発されるだろうが、それらの薬の標的
分子がパスウェイでいかなる役割を担って
いるのか、他のパスウェイ・モジュールにど
のような影響を及ぼしているのかを知るこ
とは、開発段階において大変重要であり、本
研究はそのための有益な情報をもたらして
くれるものと思われる。 
一般的に数理モデルを構築するためには、ま
ずこれまでに明らかとなっている個々の物
質間の相互作用を網羅的に文献データベー
スより収集し、その後、モデルの単純化を行
う必要がある。全ての相互作用を詰め込んだ
数理モデルは、キネティクスやパラメータ不
確定の問題から、現実的に作成は困難である。 
モデル化の方法論については、既存のパスウ
ェイ研究やモデル化の研究を参考にしつつ
も、本研究のような巨大パスウェイのモデル
化に見合う方法を独自に開発しようと試行
錯誤を繰り返した。類似の研究はこれまでに
ないため、生物学的に意義のあるモデル化と
いう点で難航したため、細胞周期システムの
制御ロジックの解明には未だ至っていない
が、今後更なる研究を続け、ぜひともガンと
いう病態システムを解明しガンの克服に貢
献したいと考えている。 
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