
１．アデノウイルスベクターの特徴と作製法

アデノウイルスは２本鎖DNA型のウイルスで，古くか

ら遺伝子レベルでの解析が進められてきた．アデノウイル

スをヘルパーフリーのウイルスベクターとして応用する試

みは１９８０年ころから始まったが，作製効率が低く汎用され

るには至らなかった１，２）．これらのベクターは主にE３や E

１へ目的遺伝子を挿入していたが，斎藤は１９８５年に２．８kb

の B型肝炎ウイルスのDNAをアデノウイルスゲノムの右

端の新規の位置に挿入したベクターを構築し報告した３）．

このベクターの作製において，初めて末端蛋白付きのウイ

ルスゲノムを用いたが，ウイルスゲノムを２箇所しか切断

しないEcoRI を用いたこともあり，ほとんどが目的遺伝

子を持たないクローンであった．

その後アデノウイルスゲノムの左端を７箇所切断する

EcoT２２I が発売されたこともあり，EcoT２２I で切断した

末端蛋白付きのウイルスゲノムとウイルスゲノムのほぼ全

長を含むコスミドカセットを用いたCOS―TPC法の開発

に成功した（図１）４）．この COS―TPC法は E１領域を目的

遺伝子と置換するベクターの作製法としては生成効率が極

めて高く，日本では多くの研究分野においてアデノウイル

スベクターが応用され有用性が実証されてきた．

アデノウイルスベクターの特徴は，多くの細胞種に高い

遺伝子導入効率を示すことであり，レトロウイルスベクタ

ーと異なり細胞の染色体には積極的に組み込まれることが

無く，細胞の増殖も必要としない．従って一過性の発現ベ

クター系であり，１００％の細胞へのトランスフェクション

を可能とする方法と言い換えることもできる（図２）．これ

までの研究からも，例えば細胞でのシグナル伝達機構の研

究において，アデノウイルスベクターを用いることで，in vitro

だけでなく in vivo での解析が可能となり，NFkapperB が

四肢発生の初期段階に関与していたことを示した５）．特に

in vitro の解析においてはトランスフェクションでは細胞

毎の遺伝子導入効率が大きく異なるため比較検討が難し

かったが，アデノウイルスベクターでは細胞間での導入効

率はウイルス感染量の調節によりほとんど考慮せずに検討

を行うことが可能であった．このように作製法の効率化は

アデノウイルスベクターの可能性の拡大に貢献してきた．

２．アデノウイルスベクターの問題点

しかし世界的にみれば，５年ほど前までのアデノウイル

スベクターの作製はウイルスゲノムのほぼ全長をクローニ

ングした大きなプラスミドと目的遺伝子を組み込んだプラ

スミドカセットを用いた方法が主流であったため６），生成

効率が極めて低くベクターの作製は数カ所のウイルスの専

門家に委ねられており，その応用は一般研究と言うよりは

遺伝子治療への応用研究に偏っていた．そのためウイルス

ベクターそのものの研究より，とにかく作製されたベクタ

ーによる治療への可能性の探求に力点が置かれてきた結

果，安全性に疑問が残るウイルスベクターを用いた研究や

臨床試験が先行してしまったことも事実である．

例えばウイルスそのものの毒性は治療効果に大きな影響

を与えることに対する問題があげられる．我々はこの問題

を回避するためには，強力なプロモーターを用いて目的遺

伝子からの発現量を高めることが必須であると主張してい

た．不幸な死亡例が認められたOTC欠損症の治療用アデ

ノウイルスベクターでは，実際に臨床試験に用いられたベ

クター（E２欠失型ベクター）７）と我々と熊本大学医学部小

児科の松田前教授らの共同研究で作製した強力なCAGプ

ロモーターからOTCを発現するベクター８）では，論文で

発表された治療効果において既に大きな違いが認められて

いた．死亡に至った原因については諸説あるものの，日本

のベクターを用いればベクター投与量を下げて少しでも安

全性を高めることが出来たのではないかと推測される．

また初期にはウイルス学の予備的な知識の不足による問
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図１ 第一世代（E１置換型）アデノウイルスベクター作製法．
a）COS―TPC法．EcoT２２I で切断した末端蛋白付きのウイルスゲノムとウイルスゲノムの
ほぼ全長を含むコスミドカセット間での相同組換えによりベクターが生成する．b）完全長
ウイルスゲノム導入法．ウイルスゲノムの両末端まで完全に含むコスミドカセットをCsp４５
I で切断し２９３細胞に導入するとベクターが生成する．

図２ アデノウイルスベクターによる遺伝子導入．
アデノウイルスベクターは一過性の発現ベクターではあるが，細胞毎の導入効率が大き
く異なるトランスフェクション法に比べ，ほぼ１００％の細胞に均一なコピー数での遺伝子
導入が可能である．そのため，ウイルス感染量を調節することで定量的な解析が可能で

ある．
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題も生じた．例えば我々はE１領域へ目的遺伝子を挿入す

るベクターの作製に際して，E１と同方向（右向き）に目

的遺伝子を挿入したベクターと逆方向（左向き）に挿入し

たベクターを作製し，生成効率及び発現を比較した４）．そ

の結果世界的に用いられていた右向きのベクターは高発現

するプロモーターを用いた場合には力価が低下する傾向が

あり，しかもプロモーターが無い状態においても発現が認

められた．プロモーターが無くても発現するのはウイルス

学的には極めて明解で，E１のエンハンサーが置換領域の

上流に残っていたことによる．これらの結果を踏まえて

我々は強力なプロモーターや細胞特異的プロモーターを用

いる場合には力価への影響が少なくしかもプロモーターの

特異性を保持することが可能となる左向きの挿入を推奨し

てきた．しかしながら，細胞特異的プロモーターを用いた

ベクターの開発においては右向きに目的遺伝子を挿入した

研究が行われ，その結果が発表されたこともあり，混乱を

引き起こしたこともあった９）．

これらの問題は遺伝子治療用ウイルスベクターにおいて

は，まず作製法を確立し，多くのベクターを簡便に作製で

きることと，ウイルスそのものの研究を深めることがベク

ターの有用性を高める意味で極めて重要であることを示唆

している．

３．新しいアデノウイルスベクター作製法

作製法に関してはこの数年多くの方法が開発されてき

た．完全長のウイルスゲノムに目的遺伝子を挿入したプラ

スミドを構築し，ウイルスゲノムの両端のみを切断する制

限酵素で切断後２９３細胞へ遺伝子導入する方法は，水口ら

によりキット化され日本においてもすでに販売されてい

る１０）．我々も COS―TPC法と完全長ウイルスゲノム導入法

のいずれにも応用可能なデュアルコスミドカセットを構築

した（図１）１１）．このコスミドカセットは既に理化学研究

所に寄託されており，（株）ニッポンジーンとタカラバイ

オ（株）からも販売された．

我々の検討では，COS―TPC法は完全長ウイルスゲノム

導入法の１０倍以上のベクター生成効率を示すものの，操作

性においては完全長ウイルスゲノム導入法の方が優れてお

り，目的遺伝子の性質により生成効率が劣る場合にはCOS

―TPC法を用いることを推奨している（表１）．また完全

長ウイルスゲノム導入法においても，限界希釈を行って得

られたクローンのゲノム配列を調べた結果，わずかではあ

るが目的遺伝子の組み込まれていないベクターが混在して

いた．完全長ウイルスゲノム導入法においてはウイルスク

ローンを作製しないでも調製可能であるという説もある

が，この結果はもしクローンを調製しない場合には増殖に

優れた目的遺伝子を持たないウイルスの混在により目的と

するクローンがベクター増幅過程で消失する可能性を示し

ている．従っていずれの方法においても９６穴プレート等を

用いた限界希釈法やプラーク法でクローンを単離すること

が必須であると考える．最近の各種ベクター作製法の開発

・改良により第一世代のアデノウイルスベクターと言われ

るE１置換型ベクターの作製は既に一般的な技術となって

おり，今では遺伝子治療だけでなく多くの一般研究に応用

されている．

４．第３世代アデノウイルスベクター（guttedベクター）

近年ウイルスゲノムが残存していること自体の危険性へ

の危惧と最近のゲノムプロジェクトの発展によりE１置換

型ベクターへの挿入可能限界の７．５kbを超える cDNAが

多く単離されてきた諸事情から，ウイルスゲノムを目的遺

伝子と置換する第３世代のアデノウイルスベクター（通称

gutted ベクター）作製法の開発研究が盛んに行われてい

る１２～１４）．これは古くから研究が行われているヘルパー依存

型アデノウイルスベクターである．Grahamらはウイルス

のパッケージングシグナルの両側に部位特異的組換え酵素

Cre や FLPの標的配列を挿入した gutted ベクター作製法

の開発に成功した１２，１３）．部位特異的組換え酵素は同一分子

上同方向に２分子の標的配列が存在する時，その間の配列

を効率よくかつ正確に切り出す反応（欠失反応）を組換え

酵素単独で行うことが知られている（図３）．そこで部位

特異的組換え酵素を発現する２９３細胞を用いることにより

ヘルパーウイルスのみのパッケージングシグナルが組換え

酵素の欠失反応の結果環状に切りだされ，ヘルパーウイル

スの混入を少なくすることが可能である．現在この方法が

一般的に用いられているが，ベクターの生成効率が高いわ

けではなく，応用可能なウイルス量を得るためにはまだ工

夫が必要であると考えられている．実際に gutted ベクタ

ーを用いることにより，目的遺伝子の発現持続が伸びる傾

ウイルス生成数 目的ウイルス割合（％）

完全長ウイルスゲノム導入法 両端欠失型
両端完全型（uncut）
両端完全型（Csp４５I cut）

０
０―１
５０―３４０ ９９

COS―TPC法 両端欠失型 ３４０―１４４０ ７０±１５

各々のコスミドカセットに目的遺伝子を挿入し，１０マイクログラムのDNAを２９３細胞に導入後１４―２１日後
までに出現した総ウイルス数とその１２クローン中に占める目的ウイルスの割合

表１ COS―TPC法と完全長ウイルスゲノム導入法における組換えアデノウイルス生成効率の比較
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向は認められているものの１５），先にも述べたように評価が

確定するためには作製法の効率化が必要であると考えてい

る．

５．細胞特異的導入法

最近のアデノウイルスベクターによる遺伝子治療におい

ては，細胞への標的化についても多くの研究が進められて

いる．アデノウイルスベクターは先に述べた通り広い細胞

へ遺伝子を導入することが可能であるが，例えばがん細胞

でも導入効率の低い細胞があり，それらのがん細胞への治

療効果を上げるためにウイルスの改変が行われてきた．そ

のためにウイルスの吸着・侵入に関与するファイバーやペ

ントンベースを改変した新規のベクターの開発が行われ，

いくつかの改変は成功している．この方法はがん細胞の表

面に発現している分子を標的化する方法としても応用が可

能である．問題点としては，ベクターの作製効率が低い点

があげられる１６，１７）．

我々はアデノウイルスベクターでは任意のプロモーター

の応用が可能であるという特徴を利用して，細胞特異的プ

ロモーターを用いた方法によるがん細胞特異的発現制御系

の検討を行っている．当初がん細胞特異的プロモーターか

ら目的遺伝子を発現するベクターが構築されていたが，一

般的に細胞特異的プロモーターの活性は汎用されているプ

ロモーターよりも低いため，この方法では大量のウイルス

の導入が必要となり，ウイルスそのものの毒性が大きな問

題となっていた．そこで，我々は遺伝子の発現制御法とし

て効率の高さから有用性を明らかにしていたCre による

ON/OFF発現制御系（Cre/loxP 系）に細胞特異性を付加

した「アデノウイルス二重感染法」を考案した（図４）１８）．

６．アデノウイルス二重感染法

本法にはアデノウイルスベクター作製時に目的遺伝子の

特徴によりベクター作製が不可能なケースを解決する方法

図３ 部位特異的組換え酵素による欠失反応．
P１ファージ由来のCre や出芽酵母由来のFLPはそれぞれの
標的配列 loxPとFRTを認識し，同一分子上同方向に二分子の
標的配列が存在する時，それらの間の配列を環状に切り出す．

図４ アデノウイルス二重感染法．
a）細胞特異的プロモーターの標的細胞内では，「スイッチウイルス」から発現するCre
による欠失反応により目的遺伝子の発現がOFFからONへ制御される．b）標的細胞以
外の細胞では，細胞特異的プロモーターからのCre の発現が無いため，「標的ウイルス」
上の stuffer が除去されず目的遺伝子の発現はOFFのままである．
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として，プロモーターと目的遺伝子の間に２分子のCre

の標的配列である loxP に挟まれたスタッファー配列を有

する「標的ウイルス」を作製する方法を応用した．「標的

ウイルス」はCre の無い状態では目的遺伝子の発現がOFF

の状態であるため２９３細胞で通常通りの方法でベクターの

生成が可能である．また使用する場合には「Cre 発現ウイ

ルス」と共感染することにより，「標的ウイルス」上の loxP

間のスタッファー配列が欠失反応により切り出され，プロ

モーターと直結した目的遺伝子の発現がOFFからONに

制御される．我々が開発したCre 発現アデノウイルスベ

クターによる「分子スイッチ」は，アデノウイルスベクタ

ー上１９）だけでなく染色体上２０）においても有効に目的遺伝子

の発現をONに制御することが可能であった．この方法に

より例えばFas を発現している２９３細胞を用いてFas リガ

ンドを発現するアデノウイルスベクターの生成が可能であ

ったことから，本法の厳密なON/OFF制御が証明され

た２１）．

Cre は非常に高い組換え効率を示すため，「Cre 発現ウ

イルス」のプロモーターは汎用型の強力なプロモーターの

必要は無いことが示されていた．そこで活性の低い細胞特

異的プロモーターから標的細胞だけでCre を発現させる

細胞特異的Cre 発現ウイルス（スイッチウイルス）と強

力な汎用プロモーターからCre 依存的に目的遺伝子が発

現するアデノウイルスベクター（標的ウイルス）を共感染

する「二重感染法」により，標的細胞のみに治療用遺伝子

を高発現させることで，安全性と有効性を兼ね備えたウイ

ルスベクターの開発が検討された．

本法のモデルとして，肝細胞癌特異的プロモーターの α―

fetoprotein（AFP）プロモーターからCre を発現させる

スイッチウイルスと強力なCAGプロモーターからレポー

ター遺伝子（LacZ）を発現する標的ウイルスをAFP発現

肝細胞癌由来細胞株であるHepG２に共感染したところ，

組織特異的プロモーターから LacZ を直接発現させた場合

に比べ約５０倍の発現増強が認められた．また，AFP非発

現肝癌細胞株や他の癌細胞株では標的ウイルスのみを感染

した時と同様に LacZ 発現細胞はほとんど認められず，特

異性も高いことが示された．本法は，マウス肝臓での播種

モデルの腫瘍に対しても特異性・有効性が認められ，個体

レベルでの応用も可能であることが実証された２２）．

細胞特異的プロモーターを応用する方法は，特異性を付

加するために作製するウイルスが簡便に調製可能であるこ

とから，細胞特異的プロモーターの開発に伴い順次作製・

検討が可能であるというメリットがある反面，２種類のウ

イルスが同時に細胞へ導入されて始めて効果を示すという

デメリットがある．現在同一アデノウイルスゲノム上にス

イッチユニットと標的ユニットを挿入した新しいベクター

の開発にも取り組んでいる．今後遺伝子治療分野では有用

性と安全性の両面からの検討が必要となり，これらの標的

化が重要な課題になると考えている．

図５ 部位特異的組換え酵素による発現制御系．
a）Cre/loxP 系単独では，単一遺伝子の発現をONまたはOFFに一度だけ制御できる．
b）Cre/loxP 系と Cre により loxP とは独立に認識される変異型 loxP を組み合わせること
によって，２種類以上の遺伝子の発現を同時にONまたはOFFに制御できる．c）Cre/
loxP 系と FLP/FRT系を組み合わせることによって，複数の遺伝子の発現を時期を変え

て制御できる．
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６．複数遺伝子同時・連続発現制御系の構築

Cre/loxP 系は Cre 発現アデノウイルスベクターを用い

ることによって高効率に標的ユニットからの目的遺伝子の

発現を制御できるだけでなく，制御前の発現のリークがほ

とんど無い上，あらゆるプロモーターが選択可能である点

においても薬剤による発現誘導系に比べより実用性の高い

系を提供し得ると考える．しかし，現行のCre/loxP 系で

は一種類の遺伝子を一度だけしか制御することができない

点において制限がある．そこで最近我々はCre/loxP 系の

汎用性をより高めるため，２種類以上の遺伝子の発現を同

時に制御可能な「同時発現制御系」および異なる時期に制

御可能な「連続発現制御系」の構築を試みている（図５）．

同時発現制御系には，Cre の標的配列である loxP とは

組換えを起こさず，変異型どうしでは効率良く組換えを起

こす変異型 loxP を応用する．Cre が loxP および変異型

loxP を独立に認識することによって，２分子の loxP およ

び２分子の変異型 loxP に挟まれた配列はCre が供給され

るとそれぞれ独立に欠失反応によって切り出される．我々

は既に同時発現制御系へ応用可能な変異型 loxP を複数同

定しており，中でも loxP の中央８塩基のスペーサー領域

に２塩基の変異を導入した loxP２２７２（V）および５１７１（S）

は組換え効率・精度共に高いことを in vitro の組換えアッセ

イ系を用いた検討により明らかにした２３）．

更に，野生型 loxP の標的ユニットと変異型 loxP の一つ

Vを含む標的ユニットを同一染色体上に有する細胞株を複

数樹立化し，Cre 発現アデノウイルスベクターによりCre

を供給したところ，設計通り野生型 loxP と Vの独立した

組換えの結果２種類の目的遺伝子の同時発現ON/OFF制

御が可能であった２４）．この時，野生型 loxP と Vとの期待

されない組換えは検出されず，細胞染色体上における精度

も高いことが示された．本制御系を応用することにより，

これまで樹立化が困難であった細胞毒性を示す２種類以上

のウイルス抗原をCre の制御下で高度に供給するウイル

スベクター作製用のパッケージング細胞の樹立化が可能に

なると考えられる．

連続発現制御系には，Cre/loxP と組み合わせて用いる

第二の発現制御系の確立が必須である．我々は出芽酵母由

来の部位特異的組換え酵素FLPをその候補と考え，FLP

発現アデノウイルスベクターによるON/OFF発現制御系

の有用性を検討してきた．FLPは FLP recognition target

（FRT）を認識しCre と同様の作用機序による組換え反

応を起こすことが知られている．しかし，FLPの活性の

至適温度が３０℃であるため，ショウジョウバエや植物での

研究に用いられていたが，動物細胞，特に動物個体への応

用には適さないと考えられていた．我々はFLPを強力な

プロモーターから発現するアデノウイルスベクターを作製

し，in vitro 法や培養細胞レベルで検討を行った．その結果，

FLPは Cre に比べ至適温度においても１/３０の組換え効率

しか示さないものの，アデノウイルスベクターやCAGプ

ロモーターなどの高発現系を組み合わせることによって，

動物培養細胞においても１００％の細胞で発現ON/OFF制

御が可能であることを実証した２５）．この結果を受け独立に

働くFLP発現アデノウイルスベクターとCre 発現アデノ

ウイルスベクターを組み合わせて，時期を変えて導入する

ことで，複数遺伝子の連続発現制御が可能となった．

７．おわりに

本稿で述べたように，アデノウイルスベクターは遺伝子

治療のみならずウイルス学の研究用ベクターとしても応用

価値の高いベクターであると考える．一過性の発現ベクタ

ーであること，部位特異的組換え酵素との組み合わせによ

り細胞毒性の高いタンパク質の発現も可能であること，複

数遺伝子の同時あるいは連続発現制御も可能となったこと

等，ウイルスのライフサイクルの研究にも多くの貢献が可

能な系として確立したと考えている．今後はヘルパーウイ

ルスを用いた gutted ベクターの効率的な作製法やライブ

ラリーへの応用も可能な迅速ベクター作製法などベクター

作製法の開発・改良を行い，ウイルスベクターの有用性を

示していきたいと考えている．
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