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精密な定量プロテオミクスにもとづく生命科学の研究
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場はハイスループットかつ網羅性の高い塩基配列の情報

要 約

の取得を可能にし，さまざまな生命現象や疾患とゲノム，

近年の質量分析計のいちじるしい高性能化および種々

エピゲノム，トランスクリプトームとの関係性が明らかに

の定量技術の開発によりプロテオーム解析の技術は成熟

されている．その一方で，これら遺伝情報と生命現象とを

し，いちどに数千のタンパク質の同定および定量が可能に

つなぐ原理や法則の蓄積は乏しく，いまだ生命システムへ

なり生命科学のさまざまな領域の発展に大いに貢献して

の本質的な理解からはほど遠い状況にある．たとえば，が

いる．その一方で，現在，普及している手法は定量性や再

んはさまざまなゲノムの変異を原因として生じるが，これ

現性の問題に直面しており新たな方法論の構築が望まれ

らの変異がいかにしてがん細胞のさまざまな特徴を生み

てきた．近年，従来のプロテオーム解析法の問題点を解消

出すのかについてはほとんどわかっていない．すなわち，

できる手法として多重反応モニタリング法などの技術を

生命システムの表現型，たとえば，がんの増殖の速度や運

用いたターゲットプロテオミクスが確立され，任意のタン

動能などと，さまざまな核酸分子のプロファイルとのあい

パク質のハイスループットかつ正確な定量が可能になっ

だには巨大なブラックボックスが存在する．このようなブ

た．しかしながら，多重反応モニタリング法を実施するた

ラックボックスの解消のためには，表現型と相関する分子

めに必要な情報リソースの不足およびその測定メソッド

シグネチャーの同定が必須である．なかでも，生命現象の

の構築の煩雑さから，広く普及するにはいたっていない．

直接的な担い手であるタンパク質の量的あるいは質的な

最近，筆者らを含むいくつかの研究グループから，大規模

変化をグローバルにとらえるプロテオーム解析の重要性

なターゲットプロテオミクスを容易に可能にする技術開

は明白であり，ゲノム情報の整備および質量分析計の高性

発が報告され，ようやく精密な定量プロテオミクスにもと

能化を追い風に大きな期待がよせられてきた 1)．

づく生命科学の研究がスタートしつつある．このレビュー

現在，液体クロマトグラフィー（LC）とタンデム質量

においては，質量分析計を用いたプロテオーム解析の原理

分析計（MS/MS）とを連結した，いわゆる LC-MS/MS に

および特徴を説明するとともに，最新のターゲットプロテ

よるプロテオーム解析法がもっとも普及している．

オミクスの動向を筆者らによる最近の取り組みもまじえ

LC-MS/MS によるプロテオミクスは，その原理からノン

て解説し，さらに，がん代謝の研究への応用について紹介

ターゲットプロテオミクスとターゲットプロテオミクス

する．

の 2 つに大別される 2)（図 1）．また，タンパク質を酵素
により消化して得られるペプチドを解析するボトムアッ
ププロテオミクスと，タンパク質を消化せずにそのまま解

はじめに

析するトップダウンプロテオミクスとに分類することも

ヒトなど主要な生物種のゲノム情報の解読を背景とし

できるが（図 1），このレビューでは，現時点においてよ

て，さまざまなオミクス解析の技術が発展し，網羅的な分

り実用的なボトムアッププロテオミクスについてのみ記

子計測データから生命現象をシステムとして理解する試

述する．なお，ボトムアッププロテオミクスは，より慣用

みがなされている．とくに，次世代シークエンス技術の登
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的かつ普及しているショットガンプロテオミクスとよぶ

るペプチドの配列を同定する．ノンターゲットプロテオミ

ことにする．

クスは興味のある検体に含まれるタンパク質の同定を目

このレビューにおいては，ノンターゲットプロテオミク

的としており，いちどに多数のタンパク質を検出できるた

スおよびターゲットプロテオミクスの原理およびその特

め，おもに探索的な研究に利用されている．近年では，ノ

徴について解説するとともに，近年，急速に進んだターゲ

ンターゲットプロテオミクスに定量法を組み合わせるこ

ットプロテオミクスの大規模化の動向，さらに，がん代謝

とにより，より定量的な解析が可能になっている．定量の

の研究への応用について紹介する．

技術としては，スペクトルカウント法，標識フリー定量法，

in vivo 標識法，in vitro 標識法があげられる．

1． 探索的な研究のためのノンターゲットプロテオ
ミクス

オミクスにおいては，おのおののタンパク質において同定

現在，ショットガンプロテオミクスのなかでもっとも普

されるペプチドの数はタンパク質の存在量におおむね依

及しているのは，データ依存的解析（data-dependent

存する．つまり，同定されたペプチドの数を比較すること

acquisition：DDA）法によるノンターゲットプロテオミ

により，おのおのの検体のあいだの発現量の比較が可能で

クスである．通常，複雑なペプチドの混合物は液体クロマ

ある．スペクトルカウント法は使用する装置の分解能や質

トグラフィーにより分離してもなお多数のペプチドが同

量精度に依存しないため，もっとも汎用性の高い手法であ

時に質量分析計に導入されるため，ひとつの MS スペクト

る．また，同定されたペプチドの数をタンパク質の分子量

ルから多数のペプチドに由来するシグナルが検出される．

や理論ペプチド数で標準化する手法や，これを拡張した

データ依存的解析法においては，MS スペクトルから検出

exponentially

スペクトルカウント法（図 3a）
：ノンターゲットプロテ

modified

protein

abundance

index

3)，比較定量のみならずタンパ

される多数のシグナルのうち強度の強いものを親イオン

（emPAI）などが開発され

として自動的に選択し，衝突誘起解離（collision-induced

ク質の存在量の推定にも利用されている．

dissociation：CID）法により MS/MS スペクトルを取得

標識フリー定量法（図 3b）
：個々のペプチドイオンのシ

する（図 2）．得られた MS/MS スペクトルはペプチドの

グナルからクロマトグラムを得ることによりペプチドの

配列を反映する断片イオンの質量の情報を含む．通常，タ

存在量を概算する手法である．特別な前処理が不要であり，

ンパク質はトリプシンなどのアミノ酸配列に特異的な酵

あらゆる試料に適用できる手軽な手法である．ただし，特

素により消化されるため，親イオンの質量をもとに，タン

定のペプチドの抽出クロマトグラムを正確に得るために

パク質の配列のデータから候補となるペプチドの配列が

は高分解能かつ高質量精度の質量分析計を必要とする．ま

絞り込まれる．候補となるペプチドの配列から理論的な

た，定量性を保証するためには基本的にシングルショット

MS/MS スペクトルが得られるが，これを実測された

（前分画を施さない LC-MS）での解析が前提であり，比

MS/MS スペクトル（ペプチド結合がランダムに切断され

較的発現量の高いタンパク質が解析の対象となる．

in vivo 標識法（図 3c）
：培養細胞などを培養する際に安

た場合に生じる断片イオン）と照合し，パターンの一致す

図1

質量分析計を用いたプロテオミクスの分類

プロテオミクスの手法は，トップダウンプロテオミクスとボトムアッププロテオミクス（ショットガンプロテオミクス），および，
ノンターゲットプロテオミクスとターゲットプロテオミクスに分類される．
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定同位体により標識した物質を取り込ませることで代謝

量が 1 Da ずつ異なるリポーターイオンが検出され，これ

的にタンパク質を標識する．とくに，安定同位体により標

らのシグナルの強度がそのペプチドの試料のあいだの相

識したアミノ酸を用いる方法が普及しており，SILAC

対量比を示す．

（ stable isotope labeling with amino acid in cell
ンパク質が安定同位体により標識されるため，試料の調製

2． ノンターゲットプロテオミクスの生命科学への
応用

の初期段階において検体を混合することができ，試料の調

各種の定量の技術の普及と近年の質量分析計の急速な

製の過程におけるブレを最小限に抑えることが可能であ

性能の向上により，ノンターゲットプロテオミクスにより

る．したがって，オルガネラの画分やアフィニティー精製

大腸菌など比較的単純なプロテオームに含まれるほとん

など複雑な試料の調製を必要とする実験法との相性がよ

どのタンパク質の検出が可能になった 7)．さらに，ヒトや

い．

マウスなどより複雑なプロテオームについても，

culture）法とよばれている 4)．細胞の発現するすべてのタ

in vitro 標識法（図 3d）：代謝的な標識が適用できない

LC-MS/MS 解析のまえに分画を施すなどのくふうにより

臨床検体などを標識するのに，安定同位体を含む試薬を用

数千から 1 万程度のタンパク質の同定が可能である

いてタンパク質あるいはペプチドを修飾する手法である．

ヒトの培養細胞において mRNA として発現の確認される

個々の検体を異なる質量をもつ試薬により標識する

遺伝子は通常 10,000～12,000 であることを考えると 8)，

non-isobaric タグ法

5)

8,9)．

と，異なる質量をもつリポーター

ほぼ網羅的なプロテオーム発現の解析が可能になってい

部位とバランサー部位とを組み合わせて同一の質量をも

る．このような技術的な成熟を反映してか，近年，2 つの

たせた isobaric 試薬により標識する isobaric タグ法

と

研究グループより，ヒトの全プロテオームのドラフトが報

に分けられる．non-isobaric タグ法においてはおのおのの

告された 10,11)．いずれの論文も，公共リポジトリに登録さ

検体に由来するペプチドが異なる質量をもつ親イオンと

れた質量分析計のデータに，おのおのの研究グループにお

して観測され，そのシグナルの強度から比較定量が可能で

いて新たに取得したデータをくわえ，統一的な解析パイプ

ある（質量分析計における定量の原理は，SILAC 法と同

ラインにより処理することで結果の統合を図っている．そ

じ）．一方，isobaric タグ法においては標識ののちのペプ

れぞれ，18,097 種類および 17,294 種類のタンパク質を同

チドの質量はまったく同一となり，MS スペクトルにおい

定しており，ヒトのゲノムに存在するタンパク質をコード

ては単一のピークとして検出される．このペプチドは衝突

する遺伝子の約 9 割が実在のタンパク質として発現が確

誘起解離法によりリポーターとバランサーとのあいだが

認されたことになる．さまざまな計測条件において取得さ

切断されるため，MS/MS スペクトルの低質量の領域に質

れたデータが混在しているため，スペクトルカウント法や

図2

6)

ノンターゲットプロテオミクスおよびターゲットプロテオミクスの原理

（a）ノンターゲットプロテオミクス．発現量の高いタンパク質が同定されやすい．いちどに多くのタンパク質を検出できるが，再
現性や定量性は低い．
（b）ターゲットプロテオミクス．いちどに検出されるタンパク質は少ないが，高い定量性および再現性をもつ．
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標識フリー定量法を用いてタンパク質の発現量を大まか

解析法により 2 時間程度のデータの取得を実施すると約

に推定するにとどままっているが，ヒトのプロテオーム発

2000 種類のタンパク質が同定されるが，このなかには細

現の全体像が得られた意義は大きい．その一方で，これら

胞骨格タンパク質やリボソームタンパク質など発現量が

の報告は，データ依存的解析法による多数のデータを集積

高いものが多く，シグナル伝達タンパク質や転写因子など

させたことで多くの偽陽性ヒットを含む可能性が指摘さ

はまばらである．これは，データ依存的解析法による

12)，多数のタンパク質の存在がいまだに実験的

MS/MS スペクトルの取得がタンパク質の存在量の多い順

に証明されていない可能性がある．このようなデータ依存

に実施されることに起因しており，発現量の低いタンパク

的解析法による多数のデータを統合する際の新たな枠組

質の検出をもとめる場合には 1 試料あたり 4 時間から 6

みの開発などが今後の重要な課題であろう．たとえば，

時間以上の分析時間を要する．つまり，データ依存的解析

2015 年より，わが国初の公共プロテオーム情報データベ

法では高スループットかつ発現量の低いタンパク質にア

ー ス で あ る jPOST （ Japan Proteome Standard

クセスが可能な解析を実施することは困難である．さらに，

Repository/Database ） の 開 発 が は じ ま り （ URL ：

複雑な試料においてデータ依存的解析法を実施した場合，

http://jpostdb.org/），今後，より高質かつ信頼性の高いプ

MS/MS スペクトルの取得がランダムになされるうえ，す

ロテオーム情報の公開が期待されている．

べての MS/MS スペクトルが高品質で得られるわけでな

れており

このように，データ依存的解析法によるノンターゲット

いため，測定ごとに同定されるペプチドのリストが異なり，

プロテオミクスが進む一方で，技術的な制約による問題点

再現性の面においても大きな問題となる．

もうきぼりになっている．データ依存的解析法により同定

3． ターゲットプロテオミクスの原理

されるタンパク質の数は取得した MS/MS スペクトルの
数に依存するため，網羅性をあげるには必然的に長い分析

データ依存的解析法における問題や限界を相補する手

時間を要する．すなわち，網羅性とスループットには完全

法として，ターゲットプロテオミクスがきわめて有効であ

にトレードオフの関係がある．最近，普及しているフーリ

る

エ変換型ハイブリッド質量分析計を用いてデータ依存的

量 分 析 計 を 用 い た 多 重 反 応 モ ニ タ リ ン グ （ multiple

図3

プロテオミクスにおけるさまざまな定量の技術

（a）スペクトルカウント法．
（b）標識フリー定量法．
（c）in vivo 標識法．
（d）in vitro 標識法．
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reaction monitoring：MRM）法（あるいは，選択反応モ

味あるタンパク質の評価の手段としてきわめて重要であ

ニタリング法，selected reaction monitoring：SRM 法）

り，実際，生体試料におけるバイオマーカーの探索の検証

を用いるのが一般的である．多重反応モニタリング法では，

などに活用されている．

親イオンを通す Q1 フィルターと開裂ののちの断片イオン

最近では，観測されるすべての（あるいは，一定の質量

を通す Q3 フィルターの組合せ設定（MRM トランジッシ

のレンジの）イオンをまとめて MS/MS スペクトルを取得

ョン）により，特定のイオンを特異的に検出かつ定量する

す る デ ー タ 非 依 存 的 解 析 （ data-independent

（図 4a）．通常，ひとつのペプチド（Q1）に対して複数

acquisition：DIA）法とよばれる方法が開発され普及しは

の断片（Q3）の MRM トランジッションを設定するが，

じめている

これらはクロマトグラムにおいて完全に共溶出するピー

ータのなかには，理論的にはすべての親イオンに由来する

．実際の測定においては近傍
クとして検出される（図 4b）

混合 MS/MS スペクトルがクロマトグラムの溶出にした

にノイズのシグナルが生じることも多いが，これら共溶出

がい格納されている．したがって，任意のペプチドに関す

を指標に目的とするペプチドのピークを同定できる．多重

るプロダクトイオンの抽出イオンクロマトグラム（すなわ

反応モニタリング法はいちどに計測できるペプチドの数

ち，高分解能の擬似 MRM クロマトグラム）を，事前に特

に制限があるが，広いダイナミックレンジと高い選択性を

定のペプチドに対する測定メソッドを組むことなく，デー

もつことから，比較的発現量の低いタンパク質でも事前の

タを取得したのちに表示することが可能である．しかしな

分画なしに再現性よく定量することが可能である．また，

がら，データ非依存的解析法は多重反応モニタリング法に

安定同位体による標識を施した濃度が既知の内部標準を

よる解析に比べ感度面で若干劣る状況であり，発現量の低

添加することにより正確な絶対定量も可能である．たとえ

いタンパク質の定量にはより高感度な装置の開発が望ま

ば，出芽酵母において細胞あたり数十～106 分子という広

れる．

17)．データ非依存的解析法により取得したデ

範な発現量のレンジに属する 100 種類のタンパク質を対
象として絶対量の計測が実施されている

4． 大規模なターゲットプロテオミクス

16)．このような

近年では，質量分析計の高速化やスケジュール化（液体

高速性や定量性などの多重反応モニタリング法の利点は，

クロマトグラフィーにおける保持時間の指定）の発達によ

ノンターゲットプロテオミクスにおいて見い出された興

図4

多重反応モニタリング法の原理

（a）3 連 4 重極型質量分析計を用い，液体クロマトグラフィーにより分離されたペプチドのなかから特定の質量をもつものだけが
Q1 を選択的に通過し，Q2 において衝突誘起解離法による開裂をうける．生じた断片はさらに Q3 により選択され検出器に到達する．
Q1 および Q3 を通過させるイオンの質量電荷比の組合せを MRM トランジッションとよぶ．
（b）通常，ひとつのペプチドに対し複数の MRM トランジッションを設定する（MRM アッセイとよぶ）
．おのおのの MRM トラン
ジッションはそれぞれクロマトグラムとして検出されるが，MRM アッセイのクロマトグラムが共溶出することを指標として目的と
するペプチドのピークを同定する．
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り，より多成分に対する多重反応モニタリング法による解

が高まり，そのためのインフラの構築が世界中で進められ

析や数百のペプチドの一斉定量が可能になっている．これ

てきた

まで，生命科学の研究において，免疫ブロット法などを用

にタンパク質に特異的かつ高感度な対象ペプチド

いてさまざまな条件におけるタンパク質の発現の挙動を

（proteotypic peptide：PTP）の選定，および，おのおの

計測することにより“タンパク質 X が生命現象 Y にかか

のペプチドに対する MRM アッセイ（MRM トランジッシ

わる”という仮説が検証されてきたが，これを多成分で実

ョンの組合せ）の作成および検証が必要である（図 4b）．

施できる意義はきわめて大きい．多くのタンパク質はさま

PTP はおのおのの研究者が自身で同定したタンパク質の

ざまな基準により機能単位にカテゴライズされる．たとえ

ペプチドから選ぶことも可能であるが，現在では，データ

ば，解糖系や TCA 回路などの代謝モジュールはほとんど

依存的解析法により世界中で取得されたデータが各種の

が 100 種類以下のタンパク質から構成される．主要なシグ

リポジトリサイトを介して集約され，高頻度に同定される

ナル伝達経路も同様におおむね 100 種類のタンパク質か

ペプチドがその候補として利用されており，多重反応モニ

ら構成される．また，タンパク質の機能単位でみても，多

タリング法の普及を促進する重要な基盤となっている 21)．

くの場合は数十～数百のタンパク質のメンバーから構成

しかしながら，これらの情報はあくまで PTP の候補であ

されるファミリーである．したがって，数十～数百のタン

り，実際には，これらのなかからより感度の高いペプチド

パク質を確実に一斉定量できれば，経路や機能単位の情報

の選定や測定に必要な情報（どの断片イオンを使うか，液

の取得が可能になる．

体クロマトグラフィーにおける保持時間の情報など）を合

18-20)．多重反応モニタリング法においては，事前

近年，多重反応モニタリング法を基盤としたターゲット

成ペプチドなどの標品を用いて取得し，MRM メソッドの

プロテオミクスを大規模な解析に利用しようとする機運

有効性を評価する必要があり，これが実際に多重反応モニ

図5

iMPAQT の概要

（a）in vitro において網羅的に合成した組換えタンパク質を用いて，MS/MS スペクトルを取得しデータベースを構築する．得られ
た情報を用いて MRM メソッドを検証し，精査された MRM メソッドを蓄積する．精査された MRM メソッドを用いて実試料にお
ける任意のタンパク質の絶対定量を実施する．
（b）iMAPQT データベースの検索画面．
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タリング法を大規模に実施しようとした際に大きな障壁

り，これらのリソースは MRM メソッドの構築のための情

となっている．

報源のみではなく，タンパク質の絶対定量の際の内部標準

MRM メソッドの構築の迅速化のため，ハイスループッ

としても利用が可能である

31)．また，多重反応モニタリ

トなペプチド合成法により作製したペプチドライブラリ

ング法による計測に必要な情報を格納したデータベース

ーを用いた大規模な MRM メソッドの評価が実施されて

と定量解析のためのツールも独自に作成しており，これら

いる．このような試みは，比較的ゲノムサイズの小さい出

を 含 め た プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を iMPAQT （ in vitro

芽酵母や結核菌などから実施され，その戦略が確立されて

proteome-assisted

MRM

for

protein

absolute

22-24)．最近，同様の手法によりヒトのプロテオーム

quantification ） と 名 づ け て 公 開 し て い る （ URL ：

を対象とした網羅的な MRM メソッドが構築され，データ

http://impaqt.jpost.org，図 5）．このデータベースでは，

きた

ベースが公開されている

25)
（human

SRMAtlas resource，

さまざまな分子機能，関与する生命現象，生化学的な経路

URL：http://www.srmatlas.org）．このデータベースにお

にもとづいて任意のタンパク質を検索し，対応する MRM

いては，実試料から同定されたペプチドにくわえ，バイオ

メソッドを取得することが可能である．

インフォマティクスによる予測により 16 万以上の PTP の

実際に，このデータベースを利用したところ，代謝経路

候補の合成ペプチドを作製し MRM メソッドが精査され

に関連する約 1000 種類の酵素に関する MRM メソッドの

ている．さらに最近では，大規模な合成ペプチドライブラ

設計および最適化は数日で完了し実試料の分析に進むこ

リ ー の 構 築 を め ざ し た プ ロ ジ ェ ク ト ProteomeTools

とができた．そこで，すべての代謝酵素を対象とした定量

（URL：http://www.proteometools.org）の一部（35 万以

代謝マップの作成に取り組み，ヒトの正常な線維芽細胞に

26)．ここでは，

おいて発現する約 650 種類の代謝酵素の発現絶対量の計

上のペプチド）に関する報告がなされた

さまざまな機種あるいはイオンの開裂法により MS/MS

測に成功した

スペクトルを取得しているが，多重反応モニタリング法に

わるグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼや乳

よる評価は実施していない．その一方で，将来的に，トリ

酸デヒドロゲナーゼ A などはきわめて発現が高いのに対

プシン以外の酵素により生じるペプチドや修飾ペプチド

し，解糖系の律速段階であるヘキソキナーゼやホスホフル

まで拡張することを明言しており，将来的に，より網羅性

クトキナーゼは発現量の低いことが判明した．これらの酵

の高いスペクトルライブラリーの充実がみこまれる．

素の発現量を低く抑えることが反応律速をつくりだすの

31)．その結果，解糖系の後半の反応にかか

このように，合成ペプチドを利用した MRM メソッドの

に寄与する可能性が示唆された．このように，代謝経路の

構築が進められてきた一方で，合成ペプチドを用いるター

定量的な特徴は個々の酵素の機能や経路における位置を

ゲットプロテオミクスに対する警鐘も鳴らされている

27)．

反映するのかもしれない．

おのおののタンパク質からの酵素消化によるペプチドの
切り出しの効率が必ずしも完全ではない点や

5． がんにおける代謝の全体像

28)，予測に

もとづき合成された候補のペプチドが必ずしも高感度な

古くから，がんと代謝のあいだには密接な関係性が知ら

ペプチドである保証がないことなどから，MRM メソッド

れている．その代表的なものが，好気的な条件における解

の構築に組換えタンパク質の利用が提案されてきた

27,29)．

糖系の亢進，Warburg 効果である

32,33)．このがんにおけ

しかしながら，一般の研究室では組換えタンパク質の作製

る解糖系の亢進は非代謝性のグルコースアナログを利用

や精製は個々に実施されており，時間と労力を要するもの

した陽電子断層撮像法（positron emission tomography：

であった．そのため，網羅的な組換えタンパク質を用いた

PET）としてがんの画像診断に応用されていることからも，

大規模な MRM メソッドの構築やその評価は実施されて

多くのがんにおいて普遍的であることが広く認知されて

いなかった．

いる

34)．しかしながら，どのような機構によりがんに特

筆者らは，Gateway システムに組み込まれたヒトの完

有の代謝状態が生じるのかについては不明な点も多い．近

全長 cDNA ライブラリーを用いた大規模な組換えタンパ

年，c-Myc 遺伝子，HIF1 遺伝子，p53 遺伝子などがんに

ク質リソースである in vitro proteome に着目し

30)．質量

関連する遺伝子の変異や発現量の変化がさまざまな代謝

分析に適した試料の調製法を確立した．最終的に，18,000

酵素の発現に直接的に作用し，代謝経路を変化させている

種類以上のゲノムワイドな組換えタンパク質に対する

ことが明らかにされ注目されている

MS/MS スペクトルの取得（200,000 以上のペプチド）に

c-Myc 遺伝子は乳酸デヒドロゲナーゼ A，ヘキソキナーゼ

MS/MS スペクトルの情報

2，ピルビン酸キナーゼ M2 など解糖系に関連する多くの

成功した

31)．さらに，これらの

32,35,36)．たとえば，

を利用して網羅的に MRM メソッドを構築し，実際の測定

酵素の発現を上昇させる

にもとづき精査することにより，ゲノムワイドなターゲッ

HIF1 の活性化は解糖系に関連するほとんどの酵素の発現

トプロテオミクスを実施するための基盤情報の取得を完

を上昇させる．また，がん抑制遺伝子である p53 遺伝子

了した．さらに，組換えタンパク質を酵素消化した産物に

は，グルコーストランスポーターやヘキソキナーゼ 2 など

は mTRAQ 法による安定同位体の質量タグを付加してお

解糖系に関連する酵素の発現の抑制や，解糖系を負に制御

7
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する TIGAR の発現の亢進により解糖系を抑制する 37)．さ

路の再編成はきわめて広範囲かつ複雑である可能性が高

らに，p53 はグルコース-6-リン酸脱水素酵素の発現の抑制

い．

を介したペントースリン酸回路の抑制やシトクロム c オ

代謝は多数の酵素の織りなす生化学反応の集積であり，

キシダーゼ合成酵素 2 の発現の亢進による酸化的リン酸

細胞システムは内外の環境の摂動に応じて代謝経路をダ

化の促進なども担う 37)．したがって，p53 の代謝制御能の

イナミックに再編することによりさまざまな環境に適応

喪失は相対的に解糖系の活性化をひき起こすと考えられ

する．がんに関連する遺伝子が代謝に直接的に影響をあた

ている．実際のがんにおいては，これらがんに関連する遺

えることにくわえ，がん細胞は生体において微小環境の要

伝子の変化は複合的であり，その結果として生じる代謝経

因の影響も大いにうけると考えられるため，がん化にとも

図6

iMPAQT を用いたがん代謝の全体像の取得

（a）がん原遺伝子の導入によりトランスフォームしたがん細胞においては，正常な細胞に比べて，解糖系に関連する酵素の発現の
上昇（すなわち，Warburg 効果の実体）が認められた．さらに，核酸合成や脂質合成にむかう経路の酵素の発現の上昇も認められ
た．
（b）細胞のがん化の影響をうける代謝経路の例として，一炭素回路を示す．
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なう代謝システムの変化はきわめて広範囲かつ多様な様

詳細に調べた 31,46)．ヒトの正常な線維芽細胞である TIG-3

相を示すと考えられている．代謝システムの状態を記述す

細胞にテロメラーゼの構成タンパク質である TERT およ

るには細胞における代謝酵素の活性を測定することがも

び SV40 の初期遺伝子領域（ラージ T 抗原およびスモール

っとも直接的であるが，現時点において，代謝酵素の活性

T 抗原をコード）を発現させた TS 細胞を得た．さらに，

を網羅的に計測する手立ては存在しないため，代謝酵素の

TS 細胞に c-Myc 遺伝子を発現させた TSM 細胞，および，

発現量から酵素活性を推定するのが現実的である．したが

TS 細胞に活性化 H-RasG12V 遺伝子を発現させた TSR 細胞

って，がん代謝の研究への発現プロテオーム解析の適用の

を得た．増殖の速度やコロニー形成実験から，TS 細胞は

重要性は早くから認識されており，実際に，さまざまな研

増殖の速度は上昇しているがコロニー形成能をもたない

38)．たとえば，初期のプロテオーム

不死化細胞であり，TSM 細胞および TSR 細胞はさらに速

研究においては，2 次元電気泳動を用いてさまざまながん

い増殖とコロニー形成能をもつがん化細胞であることが

の臨床検体を対象としたタンパク質の発現量の比較がな

判明した．

究が展開されてきた

されており，がんにおいて発現の上昇するタンパク質のス

正常な細胞には低酸素の環境に応答した解糖系の促進

ポットとして解糖系に関連する多くの酵素が同定されて

が認められるが，TSM 細胞および TSR 細胞においては正

38-40)．そののち，ショットガンプロテオミクスが普

常な酸素分圧のもとでも解糖能が高く，がん原遺伝子によ

及し，がん細胞においてより広範な代謝酵素の発現量の変

り誘導したがん状態において Warburg 効果の再現される

いる

化が生じていることが示された

41,42)．近年では，大規模な

ことが示された

31)．これらの細胞における代謝酵素の発

プロテオームデータの取得とほかのオミクスデータとの

現を網羅的に計測し比較解析したところ，ヘキソキナーゼ

統合により，がんにより生じるゲノムの変化とプロテオー

2，グルコース-6-リン酸イソメラーゼ，ホスホフルクトキ

ムとのあいだの関連に着目した研究もなされている

ナーゼ M，乳酸デヒドロゲナーゼ B などの解糖系に関連

43-45)．

このようにがんのプロテオーム解析が世界中で進むな

する酵素の発現の亢進が認められ，これらが Warburg 効

か，がん代謝の理解はどのくらい進んだのだろうか？ 確

果を生み出していることが推察された 31)（図 6a）．解糖系

かに，いちどに数千のタンパク質を同定し比較できるよう

に関連する多くの酵素にはそれぞれアイソザイムが存在

にはなったが，さきに述べたように，この手法は再現性や

するが，がん原遺伝子の作用はアイソザイムに特異的であ

定量性においていまだ問題点も多い．とくに，情報量が膨

り，それぞれのアイソザイムごとに制御や機能が異なるこ

大かつノイズの多いタンパク質のリストのデータ解析に

とが示唆された．また，解糖系に関連する酵素の変化にく

おいては，多くのデータを切り捨て特徴的な挙動を示すタ

わえ，広範な代謝酵素に発現量の変化が認められた．たと

ンパク質に絞り込むことが一般的である．この過程で切り

えば，一炭素回路を構成するセリン-グリシン合成経路，

捨てられるのは，発現の変化が微弱なタンパク質や再現性

葉酸回路，メチオニン回路にかかわる酵素のほとんどが

よく検出されなかったタンパク質である．このようなデー

TSM 細胞において協調的な発現の亢進が認められた（図

タ解析の段階におけるバイアスも手伝ってか，これまでの

6b）．このように，がん原遺伝子は全体的な代謝経路の再

プロテオーム解析ではがん代謝の全体像は不鮮明であっ

構築をひき起こし増殖に適した代謝状態をつくりだして

た．

いることがプロテオームのレベルで実証された．

がんの代謝ランドスケープを明らかにするためには何
が必要なのだろうか？

まず，従来のプロテオーム解析に

おわりに

比べより正確かつ確実性の高いタンパク質の定量法が必
要であり，これはすでに述べたように，iMPAQT の導入

iMPAQT により，1 マシンあたり 1 時間で数百タンパク

により達成される．もうひとつ重要な点は，がんに特有の

質というスループットで経路の全体を対象としたタンパ

代謝の変化を記述するためには必ず，比較すべき正常な代

ク質の一斉定量が可能になった．これまで，個々のタンパ

謝をもつ対照の検体が必要なことである．しかしながら，

ク質の単位で実施されてきた生命現象の理解のための仮

これまでのがんのプロテオーム解析の多くは臨床検体や

説の検証が飛躍的に加速するとともに，近傍の経路へと解

がん細胞株を対象としており，的確な対照は存在しなかっ

析の対象を広げることも可能になる．つまり，探索性と検

た．臨床検体ではがん部と非がん部との比較が頻繁になさ

証性とをあわせもつ新次元のタンパク質の研究法が実現

れるが，がんが組織のどのような細胞に由来しているか不

しつつある．iMPAQT を用いれば，多様な条件において

明なことも多く，厳密な比較は不可能である．がん細胞株

任意のタンパク質のセットの変化を連続的に追跡するこ

の場合も同様であり，対応する正常な組織に由来する培養

とが可能である．これは，ようやくプロテオームの研究が

細胞を対照として用いるしかない

45)．

生命システムの動作原理の解明に対して第一歩を踏みだ

筆者らは，ヒトの正常な細胞株に各種のがん原遺伝子を
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