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要 約
はじめに

組織において適応度の異なる 2 種類の細胞が近接する
と，適応度のより高い細胞が生き残り，より低い細胞が排

多細胞生物における恒常性の維持において，細胞死と細

除される．この現象は 1975 年にショウジョウバエの翅原

胞の増殖との協調的な制御は不可欠である．たとえば，組

基において発見され“細胞競合”と名づけられた．そのの

織において傷害をうけたあるいは異常を起こした細胞が

ち，さまざまな状況あるいは生物種において細胞競合の起

細胞死を起こすと，周辺の細胞の増殖が厳密に制御されて

こることが報告され，生体において恒常性を維持する重要

組織における恒常性が維持される．細胞競合は適者生存の

な細胞間のコミュニケーションとして注目されるように

原理をつうじこのような細胞間のコミュニケーションを

なった．細胞競合は大きく Minute/Myc 型とがん抑制型に

介した組織における恒常性の維持に寄与すると考えられ

分けられる．Minute/Myc 型の細胞競合においては，適応

る．近年，ショウジョウバエにおいて発見された細胞競合

度の高い細胞による適応度の低い細胞の貪食，

が哺乳類にも存在することが明らかにされ，細胞競合は多

Flower-Azot シグナル伝達経路による細胞の認識および

細胞生物において広く保存された機構であると考えられ

細胞死の誘導，自然免疫シグナルによる細胞死の誘導の関

るようになった．このレビューにおいては，これまで明ら

与が明らかにされた．また，がん抑制型の細胞競合におい

かにされたショウジョウバエにおける細胞競合およびそ

ては，TNF-JNK シグナル伝達経路による貪食，細胞の排

の制御機構について解説するとともに，哺乳類のモデルに

除，細胞死の誘導，Sas-Ptp10D シグナルによる適応度の

おける細胞競合との類似点および相違点についてものべ

高い細胞と適応度の低い細胞との境界面における制御が

る．また，胚の発生，組織における恒常性の維持，がんの

明らかにされた．ショウジョウバエの遺伝学を中心として

制御などにおいて役割をはたすと考えられる細胞競合の

進展してきた細胞競合の研究は，哺乳類のモデルにおける

生理的な意義についても解説する．

細胞競合の発見ともあいまって，ここ数年で大きな広がり

1． 細胞競合とは

をみせつつある．細胞競合の生理的な意義についてはなが
らく不明であったが，最近の研究により，胚の発生や組織

細胞競合（cell competition）は，状態の異なる 2 種類

における恒常性の維持，がんの制御など，さまざまな局面

の細胞が近接した状況において数個の細胞のあいだの相

において重要な役割をはたす可能性が示されつつある．細

互作用により起こる細胞の排除として定義づけられる．た

胞競合の全容の解明は，多細胞生物の生命システムをささ

とえば，成長している組織において，適応度の高い細胞と

える偶発的かつ確率論的な細胞間の相互作用の意義を理

低い細胞とが近接すると，適応度の低い細胞が敗者細胞と

解し，多細胞からなるコミュニティの成立の原理にせまる

して組織から排除されるとともに適応度の高い細胞が勝

とともに，そのしくみを利用した新たな医療の開発につな

者細胞として増殖し，結果的に敗者細胞が勝者細胞に置き

がると期待される．

換えられる．重要な点は，勝者細胞および敗者細胞のいず
れも単独では生存および増殖が可能であることである（図
1）．細胞競合は野生型の細胞にかこまれた変異細胞が排除
される現象として発見されたが，ある種の変異細胞は“超
競合者”（super-competitor）となり近接する野生型の細

1

領域融合レビュー, 6, e008 (2017)

胞を排除することも見い出された（図 2）．さらにそのの

センサスが得られているものは，Minute/Myc 型の細胞競

ち，さまざまな変異が細胞競合をひき起こすことが明らか

合，がん抑制型の細胞競合，そのほかの細胞競合，に大別

にされた．

される．これらの細胞競合について，ショウジョウバエに
おける研究により見い出された知見を解説する．

2． 細胞競合の発見

Minute/Myc 型の細胞競合：Minute 変異体における細

細胞競合は，1975 年，ショウジョウバエのリボソーム

胞競合の発見から約 30 年後，ショウジョウバエの翅原基

タンパク質遺伝子の変異体を用いた実験において見い出

において細胞競合をひき起こす第 2 の因子が見い出され

1)．リボソームタンパク質遺伝子はハプロ不全によ

た．すなわち，がん遺伝子である Myc 遺伝子を高発現す

り Minute 表現型とよばれる個体の発生の遅延および感覚

る細胞は超競合者となり，周辺の野生型の細胞を細胞死に

毛の微細化をひき起こし，それらの変異体は Minute 変異

より排除することが報告された 3,4)．Minute 変異はタンパ

体と総称される．ショウジョウバエの Minute 変異体は生

ク質の合成を低下させ，Myc 遺伝子の高発現はタンパク

存および生殖が可能である．ところが，発生期の翅におい

質の合成を亢進することから，この Myc 型の細胞競合も

て Minute 変異細胞と野生型の細胞とがモザイク状に共存

Minute 型の細胞競合と同様にタンパク質の合成能の相対

すると Minute 変異細胞のみが排除され，最終的に野生型

差により起こる可能性がある．実際に，これらの細胞競合

の細胞のみからなる翅がつくられることが示された．

の分子機構には高い共通性がみられる．細胞競合をひき起

された

この細胞競合の発見から 30 年後，細胞競合における

こす変異の多くは Minute 変異あるいは Myc 遺伝子と機

Minute 変異細胞の排除の実態が野生型の細胞との境界面

能的に相互作用することが示され，これら 2 つの細胞競合

におけるアポトーシスであることがわかり，細胞間の相互

は細胞の適応度を理解するのにもっともシンプルかつベ

作用を介した細胞の排除が実質的に明らかにされた

2)．こ

ースになるモデルであるといえる．

れらの観察から，適応度の異なる細胞どうしが近接した際，

がん抑制型の細胞競合：さまざまながん関連遺伝子の変

適応度の高い細胞は生き残り，適応度の低い細胞は排除さ

異細胞が細胞競合において敗者細胞となり組織から排除

れるという細胞競合の基本的な概念が確立された．

される現象が知られている．ショウジョウバエの上皮性の
悪性腫瘍の代表的なモデルである scrib 変異体や dlg 変異

3． 細胞競合の分類

体を用いた解析により，頂底極性の崩壊した細胞が細胞競

Minute 変異細胞による細胞競合が発見されたのち，さ

合において敗者細胞となり排除されることが明らかにさ
5,6)．同様に，がん遺伝子である

Src 遺伝子を抑制す

まざまな変異あるいは細胞の変化により細胞競合がひき

れた

起こされることが報告された．現在，細胞競合としてコン

る Csk 遺伝子の変異細胞や，がん抑制遺伝子であり細胞

図1

細胞競合の概念

（a）勝者細胞および敗者細胞とも，単独では生存および増殖が可能であり，細胞の排除も起こらない．
（b）勝者細胞と敗者細胞とが近接した条件においては，境界の付近において敗者細胞が排除される．
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における膜輸送に関与する TSG101 遺伝子，
Rab5 遺伝子，

こさず，がん抑制型の細胞競合とは異なる現象であるとい

Vps25 遺伝子，avalanche/Syx7 遺伝子の変異細胞も，野

える 11)．有糸分裂サイクル（G1 期，S 期，G2 期，M 期）

生型の細胞にかこまれると細胞競合において敗者細胞に

から核内倍加サイクル（G 期，S 期）へと転換する卵濾胞

なる．これらの事実から，細胞競合は生体に内在するがん

細胞を用いた実験により，細胞競合による mahjong 変異

の抑制機構として機能することが示唆される．一方で，頂

細胞の排除は分裂を停止した細胞においても起こること

底極性タンパク質をコードする crumbs 遺伝子の変異細胞

が示された

は超競合者としてふるまうと報告された．

Minute 変異によっても起こる 12)．また，数理モデルにお

12)．この分裂を停止した細胞の細胞競合は，

そのほかの細胞競合：現時点において，Minute/Myc 型

いて，物理的な作用が細胞競合をひき起こしうることが示

あるいはがん抑制型のいずれにも分類されない細胞競合

され，機械的な競合（mechanical competition）の概念が

が存在する．がんの抑制経路である Hippo シグナル伝達

提唱された

経路にかかわる expanded 遺伝子，fat 遺伝子，salvador

にした実験により，細胞が過密したときに増殖率の差によ

遺伝子，hippo 遺伝子，warts 遺伝子，mats 遺伝子の変

り生じる機械的な刺激が低増殖の細胞にアポトーシスを

異細胞が超競合者になることが示された 7)．ここで，Hippo

誘導するという機械的な競合の実例が示された 14)．

13)．ショウジョウバエの背板の発生をモデル

シグナルの下流において抑制される転写因子 Yorkie は

4． Minute/Myc 型の細胞競合の制御機構

Myc 遺伝子の転写を誘導することが示され 8)，Hippo シグ
ナルは Myc 型の細胞競合により超競合を起こす可能性が

2002 年，細胞競合による Minute 変異細胞の細胞死の

考えられる．また，増殖シグナルである Wg シグナルの細

誘導が生存因子の捕捉の不全によるという“Dpp 捕捉モ

胞間での強度差が Myc 遺伝子に非依存的に細胞競合をひ

デル”が提唱された．すなわち，Minute 変異細胞におい

Wg シグナルによりひき

てはエンドサイトーシスの低下により Dpp シグナルが低

き起こすことが示された

9)．この

起こされる細胞競合においては，勝者細胞において高く発

下し，これにより Dpp シグナルにより抑制される Brk の

現する分泌タンパク質 Notum が敗者細胞のアポトーシス

発現が上昇する．Brk は JNK シグナルを活性化すること

9) ． さ ら に ， 同 じ く 増 殖 シ グ ナ ル で あ る

によりアポトーシスを誘導する．これらの観察から，

JAK-STAT シグナルの細胞間での強度差が細胞競合をひ

Minute 変異細胞においては野生型の細胞と比べ相対的に

JAK-STAT シグナルに

Dpp の取り込みが不足することによりアポトーシスが誘

を誘導する

き起こすことも示された

10)．この

よりひき起こされる細胞競合は，Minute/Myc 型の細胞競

導され組織から排除されるというモデルが提唱された

合と同様に，hid 遺伝子に依存的な敗者細胞のアポトーシ

（図 3a）．しかし 2007 年，別の研究グループにより，Dpp

スを誘導するものの，その機構は Myc 遺伝子および Wg

シグナルを上昇させる変異が必ずしも Minute 変異細胞の

10)．一方，

アポトーシスを抑制しないことから Dpp 捕捉モデルに疑

mahjong 遺伝子の変異細胞が細胞競合の敗者としてふる

問を呈された 7)．さらに，野生型の細胞が近接する Minute

シグナルには非依存的であることが示された
11)．Mahjong

2)

はがん抑制タンパク質

変異細胞を貪食することにより排除するという“貪食モデ

としてはたらく頂底極性タンパク質 Lgl の下流の制御タ

ル”が提唱され，細胞どうしの直接的な接触の重要性が提

ンパク質であり，やはり，がん抑制タンパク質としての一

示された 15)（図 3b）．実際に，貪食に関与する PSR 遺伝

面をもつ．しかし，mahjong 変異細胞は極性の崩壊を起

子，Draper 遺伝子，WASp 遺伝子が敗者細胞の排除に必

まうことが示された

図2

細胞競合による細胞の排除

（a）野生型の細胞は近接する敗者細胞を排除する．
（b）超競合者は近接する野生型の細胞を排除する．
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要であることが示された 15)．

り敗者細胞の排除をひき起こす

Myc 型の細胞競合の制御機構については“Flower-Azot

16)．一方，敗者細胞にお

いては基底膜を構成する分泌タンパク質 SPARC の発現が

制御モデル”および“自然免疫シグナル制御モデル”が提

誘導される

18)．SPARC

は，Azot によるアポトーシスの

唱されている．2 つのモデルとも，Myc 型の細胞競合の制

誘導に対し抑制的にはたらくことにより，一時的に適応度

御機構は Minute 型の細胞競合にも適用が可能であること

が低下しただけの細胞が不必要に排除されるのを抑制す

を示す一方，勝者細胞と敗者細胞との直接的な接触が細胞

るとされる．Flower-Azot シグナル伝達経路による勝者細

の排除に必要かどうかという点で 2 つのモデルは異なる．

胞と敗者細胞の標識および細胞死の誘導は，Minute 型の

また，実際の細胞競合において，それぞれの制御機構がど

細胞競合においても同様に機能することが示された．
自然免疫シグナル制御モデル：勝者細胞からはなれて存

のくらい寄与するかについては，現在，明確なコンセンサ

在する敗者細胞においてもアポトーシスが起こる点に注

スは得られていない．
Flower-Azot 制御モデル：Myc 遺伝子の高発現により超

目し，細胞競合の制御における液性因子の重要性が提唱さ
19)．そののち，サイトカイン

Spatzle および Toll 関

競合をひき起こしたショウジョウバエの翅原基において

れた

遺伝子発現のプロファイルを解析することにより，flower

連受容体（Toll-related receptor：TRR）による自然免疫

遺伝子，SPARC 遺伝子，azot 遺伝子という細胞競合を制

シグナルを介して敗者細胞が排除されるという新たなモ

御する 3 つの遺伝子が同定された

デルが提唱された

16-18)．一連の遺伝学的

20)（図

4b）．Myc 遺伝子の高発現によ

な解析により，Myc 遺伝子を高発現する細胞と野生型の

る超競合における自然免疫シグナルの関与が調べられ，グ

細胞との直接的な接触により，野生型の細胞において

ラム陰性細菌に対する応答経路である Imd シグナル伝達

Flower-Azot シグナル伝達経路が活性化されるというモ

経路の構成タンパク質である PGRP-LC，FADD，Ect4，

デルが提唱された（図 4a）．膜貫通タンパク質をコードす

Dredd，Casper，Relish がこの細胞競合に必要であるこ

る flower 遺伝子は選択的スプライシングにより 3 種類の

とが示された．敗者細胞になる野生型の細胞において，サ

アイソフォームを産生する．そのうちひとつは勝者細胞，

イトカイン Spatzle が TRR2，TRR3，TRR8，TRR9 と結

残り 2 つは敗者細胞において産生されたことから，Flower

合してこれらのシグナル伝達経路を活性化し，これにより

は勝者細胞と敗者細胞を標識するタンパク質であると考

転写因子 Relish が活性化されて hid 遺伝子の転写が誘導

Flower を産生する細胞は，勝

されアポトーシスが起こる．Minute 型の細胞競合におい

者細胞型の Flower を産生する細胞との直接的な接触を介

ては，敗者細胞になる Minute 変異細胞において TRR3 お

して azot 遺伝子の発現を誘導する．Azot はアポトーシス

よび TRR9 を介して真菌に対する応答経路である Toll シ

誘導遺伝子である hid 遺伝子の発現を誘導することによ

グナル伝達経路が活性化し，その下流の構成タンパク質で

えられた

図3

17)．敗者細胞型の

Minute 型の細胞競合における敗者細胞の排除のモデル

（a）Dpp 捕捉モデル．敗者細胞がアポトーシスにより排除される．
（b）貪食モデル．勝者細胞が敗者細胞を貪食する．
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ある Cactus，dl，Dif を介してアポトーシス誘導タンパク

体的には，極性が崩壊した細胞とそれに隣接する細胞にお

質 Reaper の発現が誘導されアポトーシスが起こる．敗者

いてエンドサイトーシス活性が上昇し，これにより細胞膜

細胞において TRR2，TRR8，TRR9 の発現が誘導される

に存在するショウジョウバエにおける TNF のホモログで

ことが示され，これが細胞競合のトリガーになる可能性が

ある Eiger がエンドソームに移行することによりエンド

考えられる．

ソームにおいて下流の JNK シグナルが活性化する

5)．

scrib 変異細胞における JNK シグナルの活性化はアポト

5． がん抑制型の細胞競合の制御機構

ーシスを亢進する．一方，周辺の野生型の細胞における

がんのほとんどは上皮に由来し，その進行および悪性化

JNK シグナルの活性化は隣接する scrib 変異細胞の貪食

には，頂底極性や細胞接着など上皮性の喪失が密接に関与

を亢進することによりその排除を促進する 22)（図 5a）．具

する．一方で，scrib 変異や dlg 変異などにより極性の崩

体的には，野生型の細胞において活性化した JNK シグナ

壊を起こした細胞は正常な細胞にかこまれると細胞競合

ルは Pvr の発現を誘導し，これが貪食のシグナルを伝達す

において敗者細胞になり上皮組織から排除される．筆者ら

る ELMO-Mbc シグナル伝達経路を活性化することにより

の研究グループによる，scrib 変異細胞の排除にかかわる

アクチン細胞骨格の再編成が起こり，scrib 変異細胞は貪

遺伝子の大規模な遺伝学的なスクリーニングにより，その

食により排除される．

分子機構の大部分が明らかにされた
23)

21-23)（文献 22)

は 新

敗者細胞の物理的な排除：極性の崩壊した細胞のふるま

は 新着論文レビュー

いのひとつとして，上皮層の頂端側あるいは基底側への離

でも掲載）．すなわち，極性の崩壊によりひき起こされる

脱が知られている．ショウジョウバエの遺伝学的なスクリ

がん抑制型の細胞競合は，勝者細胞による貪食，敗者細胞

ーニングにより，scrib 変異細胞における JNK シグナルは

の物理的な排除，敗者細胞の増殖の抑制および細胞死の誘

アポトーシスの誘導のみならず敗者細胞の物理的な排除

導，の 3 つの過程が同時に進行することにより駆動される

にも関与することが示された 21)（図 5a）．すなわち，JNK

と考えられる．いずれの過程においても，Eiger/TNF-JNK

シグナルは神経軸索の投射の制御に関与する Slit，Robo2，

シグナル伝達経路が中心的な役割をはたす．

Enabled の発現を誘導し，これにより scrib 変異細胞にお

着論文レビュー でも掲載，文献

勝者細胞による貪食：scrib 変異細胞により細胞競合が

いて Slit-Robo2 シグナルが活性化してその下流の標的で

ひき起こされると，scrib 変異細胞およびそれに隣接する

ある Enabled が活性化される．Enabled はアクチン制御

野生型の細胞において JNK シグナルが活性化する 24)．具

タンパク質のひとつであり，アドヘレンスジャンクション

図4

Minute/Myc 型の細胞競合における制御機構

（a）Flower-Azot 制御モデル．
（b）自然免疫シグナル制御モデル．
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を構成する E カドヘリンの分解や細胞の運動性の促進に

て極性が崩壊した scrib 変異細胞が出現すると，scrib 変

より scrib 変異細胞の上皮層からの物理的な排除を促進す

異細胞と野生型の細胞との境界面において，野生型の細胞

る．Robo2-Enabled シグナル伝達経路は JNK シグナルを

からは Sas，scrib 変異細胞からは Ptp10D が細胞の側面

活性化することも確認され，細胞の排除にかかわる一連の

に提示され，敗者細胞において Sas-Ptp10D シグナルがト

シグナルは正のフィードバック制御を形成すると考えら

ランスに活性化される．Sas-Ptp10D シグナルによる増殖

れる．

の抑制を理解するには，極性の崩壊した細胞におけるがん
．上皮細胞にお
の形成機構を理解する必要がある（図 5b）

敗者細胞の増殖の抑制および細胞死の誘導：極性の崩壊
によりひき起こされる細胞競合においては，勝者細胞と敗

ける極性の崩壊は，JNK シグナルにくわえ EGF 受容体シ

者細胞との認識は 2 つの細胞表面の膜タンパク質 Sas お

グナルの活性化をひき起こす．JNK シグナルと EGF 受容

（図 5a）
．
よび Ptp10D により制御されることが示された 23)

体シグナルは協調的に機能することにより Jub を活性化

Sas および Ptp10D は，Slit，Robo2，Enabled と同様に

する．Jub の活性化はアクチンの再編成を介して Hippo

神経軸索の投射の制御に関与し，Sas がリガンドとして，

シグナルを抑制し，結果として，細胞の過剰な増殖あるい

Ptp10D が受容体として機能する．Sas および Ptp10D は

はがん化をひき起こす 25)．一方で，Sas-Ptp10D シグナル

上皮細胞ではともに細胞の頂端側に局在し，隣接する細胞

の存在下では，Sas により極性の崩壊した細胞において活

にむけ側面に提示されることはない．しかし，組織におい

性化した Ptp10D が EGF 受容体をおそらく直接的に脱リ

図5

がん抑制型の細胞競合における制御機構

（a）がん抑制型の細胞競合の制御モデルにおけるがん化の抑制．Pvr シグナルにより勝者細胞による敗者細胞の貪食がひき起こさ
れる．Slit-Robo2 シグナルにより敗者細胞が上皮層から物理的に排除される．Sas-Ptp10D シグナルにより EGF 受容体が抑制され
ることにより JNK シグナルがアポトーシスおよび増殖の抑制をひき起こす．
（b）極性の崩壊した細胞において，JNK シグナルと EGF 受容体シグナルの協調によりがん化が生じる．
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ン酸化することによりそのシグナルを抑制する．これによ

エピブラストが Myc 型の細胞競合により選別されること

り，JNK シグナルがアポトーシスの誘導シグナルとして

が示された 34,35)．マウスの胚における細胞競合に貪食が関

機能するようになる．同時に，JNK シグナルが Hippo シ

与することも示され，ショウジョウバエにおける細胞競合

グナルに対し促進的にはたらくことにより細胞の増殖が

との類似性がうかがえる．一方，scrib 変異による細胞競

抑制される．Sas-Ptp10D シグナルは，Minute 変異，Myc

合も哺乳類の細胞において見い出された．scrib 遺伝子を

遺伝子の高発現，Hippo シグナルの低下による細胞競合に

ノックダウンした MDCK 細胞が正常な MDCK 細胞にか

は関与しないことから，Minute/Myc 型の細胞競合とがん

こまれると敗者細胞となり排除されることが示された 36)．

抑制型の細胞競合では制御機構が大きく異なると考えら

この scrib 変異によりひき起こされる MDCK 細胞の排除

れる．

は，JNK ではなく p38 MAPK を介して起こる．別の研究
グループは，この scrib 変異細胞の除去が機械的な競合で

6． 哺乳類における細胞競合

あるとしている

37)．このように，細胞競合における細胞

ショウジョウバエにおいて見い出された細胞競合と同

の排除の機構はショウジョウバエと哺乳類とで必ずしも

様の競合的な細胞の排除が哺乳類のモデルにおいても観

共通していない．一方で，mahjong 遺伝子をノックダウ

察されるようになり，細胞競合が広く保存された細胞間の

ンした MDCK 細胞については，ショウジョウバエと同様

コミュニケーションであると考えられるようになった．

の機構でアポトーシスにより排除されることが示された

イヌの上皮性の培養細胞である MDCK 細胞を用いて，

11)．

がん遺伝子である Ras 遺伝子あるいは Src 遺伝子が活性

Hippo シグナル伝達経路を介した細胞競合も哺乳類の

化した細胞が正常な細胞にかこまれると，単層培養から排

モデルにおいて報告された．マウスの培養細胞である

26,27)．このとき，勝者細胞に

NIH3T3 細胞を用いて，Hippo シグナル伝達経路を介した

除されることが見い出された

38)．哺乳類において

Hippo シグナルの

なる野生型の細胞においては，アクチン束化タンパク質

超競合が示された

Filamin が Ras 遺伝子あるいは Src 遺伝子が活性化した

下流にて抑制される Yap は，転写因子 Tead と結合して標

細胞との境界面に集積し，Vimentin の束化を促進するこ

的になる遺伝子の転写を誘導する．この Tead の活性レベ

28)．一方で，敗者

ルの相対差が NIH3T3 細胞の細胞競合をひき起こし，

細胞になる Ras 遺伝子あるいは Src 遺伝子が活性化した

Tead の活性が高いと勝者細胞，Tead の活性が低いと敗者

細胞においては，アクチン束化タンパク質である EPLIN

細胞になることが示された．また，Tead が Myc 遺伝子の

が集合することにより II 型ミオシンやプロテインキナー

発現を誘導することも示され，哺乳類における

ゼ A が活性化され，上皮組織からの離脱が促進される 29)．

Hippo-Myc シグナル伝達経路を介した超競合の存在が示

EPLIN は PDK4 を介してミトコンドリアの傷害および解

唆された．一方で，別の研究グループにより，MDCK 細

（新着論文レビュー でも掲載）．
糖系の亢進をひき起こす 30)

胞においては Yap の活性化した細胞が細胞競合において

PDK4 によるミトコンドリアの傷害が敗者細胞の排除に

敗者細胞になることが示された

必要であったことから，細胞における代謝が細胞競合にお

胞とでは Hippo シグナル伝達経路に変異をもつ細胞のふ

いて重要な機能をもつ可能性が示された．

るまいが異なるのかもしれない．

とにより細胞の排除がひき起こされる

39)．非上皮細胞と上皮細

肝臓の疾患のモデルである DPPIV 変異マウスの肝臓に

7． 細胞競合の生理的な意義

野生型の胎仔の肝幹細胞を移植すると，移植した細胞の増
殖および近接する DPPIV 変異細胞のアポトーシスにより

細胞競合による細胞の集団の品質管理は，脆弱な細胞や

肝臓は野生型の細胞に置き換わっていくことが見い出さ

病変した細胞の組織からの排除を可能にすると考えられ

れ，細胞競合を介した組織の再構築の可能性が示された 31)．

る．しかし，細胞競合が実際に生体システムの維持におい

また，マウスの皮膚組織における毛包に注目し，がん原性

て機能することを直接的に示した報告は少ない．これは，

の変異細胞が野生型の細胞から排除されることが見い出

これまで細胞競合の機構を欠失した個体を解析すること

された

32)．毛包は成長期と退行期をくり返すという特徴

が困難であったことを考えれば当然のことかもしれない．

的な代謝システムをもつが，変異細胞は退行期において組

しかしながら，細胞競合を駆動する細胞間のコミュニケー

織から除去される．この細胞の排除は周辺の野生型の細胞

ションにはたらくタンパク質が同定されたことにより，そ

の存在に依存して起こることから，細胞競合である可能性

の生理的な意義の解析が可能になってきた．細胞競合の生

が高い．

理的な機能として，がんの抑制，傷害をうけた細胞の排除，

Minute/Myc 型の細胞競合は哺乳類の個体においても

個体における発生の制御について解説する．

見い出された．キメラマウスを用いた実験系において，シ

がんの抑制：Minute/Myc 型の細胞競合およびがん抑制

ョウジョウバエと同様にリボソームタンパク質遺伝子の

型の細胞競合とも，がんの制御との密接な関係が予想され

変異細胞が発生の過程において細胞競合により個体から

る．一方で，実際に細胞競合ががんの発生あるいは進展に

排除されることが示された

33)．また，マウスの初期胚の

寄与するという証拠はまだほとんどない．そのなかでも，
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ヒトのがん組織において抗 SPARC 抗体を用いて敗者細胞

Myc 型の細胞競合がマウスの初期の発生において優良な

を標識することにより細胞競合の有無が調べられ，実際に，

エピブラストの選別に寄与することが報告された 34,35)．胚

膵管腺がんと比較して野生型の細胞が SPARC を高く発現

発生の初期の幹細胞プールにおいて細胞競合により優良

SPARC の発

な細胞が選別されるというこの報告は，からだづくりの根

現の変動については過去にも複数の報告があり，がんの進

本に細胞競合が存在することを示し，大きなインパクトを

展と細胞競合との関係性が示唆される．また，マウスにお

あたえた．

することが示された

40)．
がんの病変における

ける flower 遺伝子のホモログである mflower 遺伝子を欠
損したマウスが作製され，誘導性の皮膚パピローマの増殖
が抑制されることが示された

おわりに

41)．これらの結果から，が

ん細胞が超競合者になることで組織において拡大する可

細胞競合の発見から 40 年，ようやくこの現象の分子実

能性が示された．一方，ヒトにおける Ptp10D のホモログ

態の理解が進んできた．Flower-Azot シグナル伝達経路お

である PTPRJ はがん抑制タンパク質として機能すること

よび Sas-Ptp10D シグナルによる勝者細胞と敗者細胞の

が知られている 42)．PTPRJ はショウジョウバエの Ptp10D

コミュニケーションの機構がみえてきたことにより，細胞

と同様に EGF 受容体に対する抑制能をもつことがわかっ

競合をつかさどる経路の存在が明確なものになった．しか

ており，ヒトのがんにおいてもショウジョウバエと同様の

し一方で，Minute/Myc 型の細胞競合の制御機構について

細胞競合を介したがんの抑制の起こる可能性がある．しか

は，いまだコンセンサスが得られるにいたっていない．細

し，SPARC，mFlower，PTPRJ によるがんの制御が細胞

胞競合を駆動する細胞の適応度の決定機構および細胞の

競合を介したものであるかどうかについてはまだ十分に

排除の機構を理解するうえで，Minute/Myc 型の細胞競合

調べられていない．哺乳類のモデルにおけるがんと細胞競

の全容の解明は必須である．一方，がん抑制型の細胞競合

合の関係性については，さらなる解析が必要である．

の制御にかかわるタンパク質として，神経軸索の投射の制

傷害をうけた細胞の排除：細胞競合の性質をかんがみれ

御に関与するタンパク質が多く同定されたことは興味深

ば，細胞競合による細胞の集団の品質管理が組織の健常性

い．神経軸索の投射の制御は，異なる細胞の認識とそれに

の維持に貢献する可能性は高い．しかし，細胞競合と組織

応じた細胞の挙動を可能にするすぐれた制御系であり，細

における恒常性との因果関係について示した報告はまだ

胞競合の制御とも共通する点が多い．一方で，すべての細

少ない．Azot の解析をつうじて，細胞競合が傷害をうけ

胞 競 合 が Flower-Azot シ グ ナ ル 伝 達 経 路 あ る い は

16)．ショウジ

Sas-Ptp10D シグナルにより説明されるわけではなく，そ

ョウバエの翅は幼虫期の後期に顕著に成長するが，この時

の全容は依然として多くの謎につつまれている．近年，さ

た細胞の排除に関与することが提唱された

期に紫外線の照射により細胞を傷害するストレスをあた

まざまなタイプの細胞競合が見い出されたことにより，細

えても翅の形成に異常は生じない．しかし，azot 変異体

胞競合のトリガーになる因子や制御機構は多様であるこ

の翅は紫外線の照射により顕著な異常を示す．これらの結

ともわかってきた．一方で，それら多様な細胞競合はいっ

果から，翅の形成に異常を生じさせるような傷害をうけた

けん類似した細胞の挙動を示すものの，じつはまったく異

細胞は内在性の細胞競合により排除されることが示唆さ

なる生体応答をみている可能性もある．今後，多様な細胞

れる．実際に，azot 変異体における翅の異常は，azot 遺

競合に通底する基本原理を見い出すことにより，真の意味

伝子のエンハンサーに依存してアポトーシスを誘導する

で細胞競合が理解されるようになると思われる．

ことによりレスキューされる．また，Azot によるアポト

ショウジョウバエにおいて見い出された Minute/Myc

ーシスの誘導が個体の寿命を伸ばすことも示され，組織の

型の細胞競合およびがん抑制型の細胞競合が哺乳類にも

恒常性の維持における細胞競合の重要性が提示された．

存在し，その制御機構にも類似点が多いという事実は重要

個体における発生の制御：個体の発生の過程において細

である．今後，細胞競合の研究から得られた知見を，がん

胞の数を制御する手段として，いったん細胞を過剰に産生

をはじめとしたさまざまな疾患の理解やその治療法の開

したのち不要な細胞を取り除くことはめずらしくはない．

発に応用することが可能になるかもしれない．また，細胞

細胞競合はこのような過程において不要な細胞の除去や

競合は不良な細胞を優良な細胞に置き換えることが可能

優良な細胞の選択に関与する可能性が示された．

なシステムであり，その応用により再生医療や骨髄移植な

Flower-Azot シグナル伝達経路を介した細胞競合がショ

どさまざまな医療への貢献が期待される．一方，細胞競合

ウジョウバエにおける複眼の発生の過程において生じる

の生理的な意義の解明により，細胞間のコミュニケーショ

不要な視神経を除去することが報告された 16,43)．以前から，

ンを介した個体の発生あるいは生体の維持の機構の根本

複眼の形成の過程においては辺縁部のニューロンがアポ

的な理解，さらには，多細胞からなるコミュニティが成立

トーシスを起こすことが知られていたが，この細胞の排除

する原理にせまることができるかもしれない．細胞競合が

は敗者細胞型の Flower により不要な細胞が敗者細胞とし

個体における発生のイベントに関与するという事実は重

て標識されることにより起こることが示された．一方，

要な意味をもつ．すなわち，個体の発生は単に発生プログ
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