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■ 基本情報（2015年度） 
拠  点  長 ：柳沢  正史
主任研究者（PI）：22名 （内 外国人研究者数 8名、女性研究者数 2名）
その他研究者：29名 （内 外国人研究者数 10名、女性研究者数 13名）
研究支援員 ：11名
事 務 部 門 ：部門長　小久保 利雄
  スタッフ　17名 （内 英語対応者割合 71%）
サテライト機関・連携機関：テキサス大学サウスウェスタン医学センター（アメリカ）、
 秋田大学、理化学研究所脳科学研究センター、宇宙航空研究開発機構
 （JAXA）、京都大学、カリフォルニア大学バークレー校（アメリカ）など
URL：http://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese

私たちが人生の約 1/3を費やす睡眠。この身近な現象は、そのメカニズムや役
割の大部分が未

いま

だに謎に包まれている。覚醒を維持する神経ペプチド・オレキ
シンを我々が発見したことで睡眠学が発展し、睡眠・覚醒に関わる神経回路や
伝達物質が徐々に解明されつつあるが、睡眠・覚醒調節の根本原理や「眠気」
の実体、またなぜ睡眠が必要なのかも、謎のまま残されている。
この睡眠の本質に迫り、睡眠障害及び関連する代謝疾患や精神疾患の診断・治
療の新しい戦略を開発するため、睡眠の基礎研究に特化した世界随一の研究機
関、IIISが発足した。

世界中の人々に健やかな眠りを
睡眠・覚醒の謎に挑む
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主な研究成果
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睡眠・覚醒制御ネットワーク解明への第一歩
睡眠・覚醒を制御する遺伝子変異を発見し、複数の責任遺伝子を世界で初めて特定した。
睡眠・覚醒ネットワークの全容解明に向けた大きな一歩であるとともに、睡眠障害や関
連疾患等の社会問題の解決にもつながる。

目覚めを制御する低分子医薬の発見
低分子オレキシン受容体作動薬を世界に先駆けて創出した。開発した薬物は覚醒時間の
延長に効果があり、ナルコレプシーの病態モデルマウスでも症状の改善を確認した。睡
眠疾患の治療に大きな希望が持てる。

レム睡眠の意義に迫る
レム睡眠とノンレム睡眠の切替えを司

つかさど

る脳部位を特定し、レム睡眠を人為的に操作でき
るマウスを開発した。レム睡眠は、記憶形成や脳機能の回復に重要なデルタ波をノンレ
ム睡眠中に誘発する役割があることを発見した

体内時計のペースメーカー
体内時計の中枢とされる脳の視

しこうさじょうかく

交叉上核において、体内時計のペースメーカーとしては
たらく神経細胞群を初めて特定した。細胞間の物質伝達が体内時計の同調において重要
であることを示す新たな知見が得られた。

覚醒と記憶制御をつなぐ新たな神経ネットワークの
発見
記憶保持の過程には青斑核由来のドパミン作動性ニューロンによって海

かい ば

馬に送られるシ
グナルが重要であることを明らかにした。青

せいはんかく

斑核は覚醒を司
つかさど

る中枢であり、かつ記憶の
制御においても重要な役割を果たしている。
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私たちが生涯のおよそ三分の一を費やす睡眠は、
誰もが毎日行う身近な行動でありながら、じつは未

いま

だにきちんとメカニズムや役割を説明できない現象
である。様々な要因でこの睡眠が撹

かくらん

乱される睡眠障
害は甚大な経済損失をもたらし、現代社会において
大きな問題となっている。かつて柳沢正史らにより
神経ペプチド・オレキシンが発見され、この物質が
睡眠・覚醒制御において極めて重要な役割を果たす
ことが明らかになったことで睡眠学の扉が開き、新
たな研究領域が創成されてきた。しかし、睡眠・覚
醒がどのように調節されるのか、高等脊椎動物では
なぜふたつの睡眠ステージ ― 急速眼球運動（Rapid 

Eye Movement、REM）を伴うレム睡眠と、深い眠
りであるノンレム睡眠 ― が存在するのか、そもそも
「眠気」の神経科学的な実体はいったい何なのか、そ
して我々はなぜ眠らなければならないのかなど、未
だに多くの根源的な謎に包まれている。

IIISは、この睡眠という現代科学最大のブラック
ボックスに挑み、睡眠・覚醒制御機構を解明すると
ともに、睡眠障害及び関連の深い代謝・精神疾患の
診断・治療に役立つ新しい戦略を開発することを目
指して、2012年に発足した。

 1 睡眠・覚醒を制御するネットワーク
 解明への道を拓

ひら

く新規遺伝子の発見
柳沢 正史（PI）船戸 弘正（PI）

睡眠・覚醒の根本原理は未
いま

だ謎に包まれており、
例えば誰もが日常的に体験する「眠気」の脳内での
実体や、日々の睡眠量をほぼ一定に保つメカニズム
は全く明らかになっていない。柳沢と船戸は、興味
の対象となる性質や表現型をもつ個体から遺伝子型
を調べていく「フォワード・ジェネティクス」とい
う手法を用いて、この大きな謎に挑んできた。
柳沢・船戸らは、化学物質を使ってランダムな突

然変異を起こさせた 8,000匹以上のマウスそれぞ
れについて脳波と筋電図を調べ、睡眠・覚醒に異常
のある個体を探索した。そして得られた個体から変
異家系を樹立し、表現型に影響を与える染色体領域
を絞り込みゲノムを調べることで、どの遺伝子に変

異が起きると睡眠・覚醒に影響が出るのかを追跡し
た。その結果、覚醒時間が大幅に減少するスリーピー
（Sleepy）変異家系と、レム睡眠が著しく減少するド
リームレス（Dreamless）変異家系を樹立することに
成功し、スリーピーに Sik3遺伝子変異を、ドリーム
レスに Nalcn遺伝子変異を見いだした。

SIK3タンパク質はリン酸化酵素で、中央部にプ
ロテインキナーゼ A認識部位をもつが、Sik3遺伝子
変異ではこの部位が機能しなくなっている。ショウ
ジョウバエや線虫でもこの部位は保存されており、
SIK3は睡眠様（睡眠のような）行動を制御している
ことが明らかとなった。脊椎動物以外の幅広い動物
種における睡眠様行動も、哺乳類と同じく Sik3遺伝
子を介した分子機構で制御されていることは、非常
に興味深い。
また、断眠させて「眠気」が強くなったマウスで

は、SIK3のリン酸化酵素活性を制御するアミノ酸が
強くリン酸化されていた。このことは、SIK3が「眠
気」の細胞内シグナル伝達経路を構成していること
を示唆する。

NALCNタンパク質はイオンチャネルであり、遺
伝子変異によって膜貫通部位のアミノ酸がひとつ変
化する。ドリームレス変異マウスの脳幹部を詳しく
調べたところ、深部中脳核にあるニューロンの活動
パターンが変化していた。この脳領域にはレム睡眠
の終止に関わるニューロンが含まれることから、ド
リームレス変異マウスにおけるレム睡眠の減少に説
明がつく。
以上のように、Sik3と Nalcnが睡眠・覚醒制御に

関わる重要なプレイヤーであることが世界で初めて

図 1　今回発見されたふたつの遺伝子が調節に関わる睡眠の
各ステージ。SIK3はノンレム睡眠の必要量を決定づけ、
一方 NALCNはレム睡眠の終止に関わっていると考えら
れる。
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示された。これらの遺伝子は睡眠との関連性が全く知
られておらず、これからの睡眠学に大きな影響を与
えるだろう。今後、SIK3やNALCNを手掛かりとして、
睡眠と覚醒の切替えやノンレム睡眠とレム睡眠の切
替えに関わる細胞内シグナル伝達系、睡眠・覚醒ネッ
トワークの全容解明を進め、将来的には睡眠障害や
関連疾患等の社会問題の解決にも繋

つな

げていく。
Funato et al: Nature 539, 378, 2016

 2 目覚めを制御する低分子医薬の発見
オレキシン受容体作動薬の開発
長瀬 博（PI）、柳沢 正史（PI）

櫻井武と柳沢は、オレキシンとその受容体が覚醒
の促進と睡眠・覚醒の安定化に重要な役割を果たす
ことを発見し、脳内のオレキシンが欠乏すると、時
や場所を選ばず強い眠気に襲われる難病・ナルコレ
プシーの病因となりうることを明らかにした。この
成果を元に、オレキシン受容体を阻害することで睡
眠薬として作用する薬（拮

きっこう

抗薬）の研究が進展し、
新しいタイプの不眠症治療薬が最近になって承認・
発売された。一方、オレキシン受容体に結合してオ
レキシンと同様の作用をする薬（作動薬）は、覚醒
を促進するためナルコレプシーの病状改善に有効で
あると考えられてきたが、技術的な問題から開発が
遅れていた。そこで、オレキシンの代わりとなり、
腹
ふくくう

腔内（全身）投与でも治療効果が期待できる低分
子のオレキシン受容体作動薬の創出が待たれていた。
創薬化学の専門家である長瀬は、低分子オレキシ

ン受容体作動薬の設計・合成に、柳沢とともに挑ん
できた。オレキシンには 1型及び 2型オレキシン受
容体が存在するが、睡眠・覚醒の制御に重要なのは、
このうち 2型受容体である。長瀬と柳沢の研究チー
ムは、25万種類を超える化合物を網羅的に調べ、2

型オレキシン受容体に対して活性を示すヒット化合
物を複数見いだした。これらのうち、特にスルホン
アミド構造を持つ化合物に注目し、そこから誘導体
を 2,000種類以上設計・合成して活性と薬理作用を
比較することにより、鍵となる構造要素を見いだし
た。これを足がかりに最適化を繰り返した結果、高
い作用でオレキシン 2型受容体を選択的に作動させ、

動物への投与が可能な低分子化合物 YNT-185を得る
ことに成功した。この化合物をマウスの脳室内に投
与したところ、覚醒が顕著に誘導された。YNT-185

は、脳室内投与のみならず腹腔内（全身）投与でも
覚醒誘導効果を示し、さらにはナルコレプシーの病
態モデルマウスでも治療効果が見られた。最近では
更に高活性な化合物も得られ、研究は一段と加速し
つつある。今後、更に薬物動態などを調査・改善を
することで本格的な動物実験や臨床研究へと発展で
き、ナルコレプシーを根本治療できる「夢の新薬」
の誕生へと着実に歩を進めることができるであろう。

Nagahara T et al.: J. Med. Chem. 58(20): 7931, 2015.

 3 なぜ夢を見るのか？レム睡眠の意義
に迫る
林 悠（PI）

なぜ夢を見るのか ̶ 夢を生み出すレム睡眠の発
見から 60年以上経

た

った今なお、レム睡眠の役割は
脳科学における最大の謎の一つである。レム睡眠と
ノンレム睡眠が交互に繰り返すのは複雑な脳を持つ
哺乳類と鳥類のみであることから、これら二つの睡
眠は脳の高等な機能に関わると考えられてきた。レ
ム睡眠は新生児期や学習直後に多いことが知られて
いたものの、レム睡眠を有効に阻害する方法がなかっ
たため、具体的な役割を調べることが困難であった。
また、レム睡眠とノンレム睡眠の切替えのメカニズ
ムに関しても、脳のどの細胞がスイッチの役を担っ
ているのかは、正確には分かっていなかった。

図 2　YNT-185の覚醒に対する影響。YNT-185を脳室内投与
すると両依存的に覚醒が増加したが、オレキシンの受容
体を欠損したマウスでは覚醒効果は得られなかった。
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林らは、マウスの遺伝子操作技術を駆使し、レム
睡眠からノンレム睡眠へと切替えるスイッチの役割
を担う神経細胞を発見した。更に最新の神経科学的
手法を用いてこれらの神経細胞の活動を自在に操る
ことに世界で初めて成功し、レム睡眠を増加させた
り減少させたりしてその効果を解析した。
レム睡眠を操作した影響は、デルタ波と呼ばれる

脳波に現れた。デルタ波はレム睡眠と同様に哺乳類
と鳥類に固有の現象であり、神経細胞同士の連絡で
あるシナプスを強め、学習や記憶形成を促す作用が
知られている。デルタ波はノンレム睡眠中に最も生
じやすいが、レム睡眠をなくすと、次第にノンレム
睡眠中のデルタ波が弱まり、逆にレム睡眠を増やす
と、デルタ波が強まった。つまり、レム睡眠にはデ
ルタ波を強める作用があり、この作用を介して学習
や記憶形成に貢献している可能性がある。
また林らは、スイッチとしてはたらく細胞がどの

細胞に由来するのかを調べ、親となる細胞（神経前
駆細胞）も同定することに成功した。すると興味深
いことに、この神経前駆細胞からは、レム睡眠とノ
ンレム睡眠の切替えを担う細胞だけでなく、睡眠か
ら覚醒への切替えを担う細胞も生み出されることが
わかった。脳の状態を司

つかさど

る多様なスイッチ細胞を生
み出す神経前駆細胞の存在が、初めて明らかとなっ

たのである。この発見は、睡眠と覚醒だけの単純な
脳の状態しか持たない生物から、レム睡眠やノンレ
ム睡眠といったより複雑な脳の状態もつ生物が進化
した歴史を裏付ける、最初の証拠であると考えられ
る。

Hayashi Y et al.: Science 350(6263): 957, 2015.

 4 体内時計の「ペースメーカー」細胞
を発見
柳沢 正史（PI）、ジョゼフ S. タカハシ（PI）

睡眠を制御する体内時計は脳の視床下部にある視
し

交
こうさじょうかく

叉上核とよばれる部位によって支配されている。
視交叉上核は、生化学的、生理学的及び行動学的プ
ロセスにおいて約 24時間の概日リズムを制御して
おり、複数の遺伝子が関与するフィードバック機構
によって調節が行われている。視交叉上核は、100

種類以上の神経伝達物質、神経ペプチド、サイト
カイン、成長因子などを分泌する約 20,000個もの
ニューロン群を含んでおり、これらの分子の一部は
視交叉上核のニューロン間で周期の長さと相を同調
させるプロセス（細胞間カップリング）に関与して
いると考えられている。しかし、視交叉上核のどの
タイプの細胞が体内時計の同調現象に関与している
のかは未知であった。
柳沢とタカハシらのグループは、視交叉上核にお

いて集中的に発現する神経ペプチド、ニューロメジ
ン Sに注目した。マウスを用いた最新の遺伝学的手
法を組み合わせることにより、ニューロメジン Sを
産生する神経細胞群の体内時計を任意のタイミン
グで可逆的に操作し、行動リズムをリモートコント
ロールでオン／オフできる世界初のシステムを構築
した。そしてこの系を用いることで、(1) 体内時計
分子である ClockΔ19の過剰発現によりニューロメ
ジン Sを産生する細胞群のリズム周期を遅くする
と、視交叉上核全体、及び行動のリズムも遅くなる
こと、(2) ニューロメジン S細胞群の体内時計分子
機構（Bmal1、Per2）を壊すと視交叉上核全体、及
び行動のリズムもなくなること、(3) ニューロメジ
ン S細胞群からの神経伝達を阻害すると視交叉上核
全体及び行動のリズムがなくなること、を明らかに

図 3　ほ乳類、鳥類に固有の記憶学習・脳発達には、レム睡
眠によるデルタ波の誘導が関与している。
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した。これらの結果は、視交叉上核にある神経細胞
の約 40%を占めるニューロメジン S産生細胞群が、
マスタークロックとして機能していることを明確に
示している。さらにこの神経細胞群をターゲットと
して、概日リズム障害等の疾患の診断・治療が可能
になると期待される。

Lee IT et al.: Neuron 85: 1086, 2015.

 5 覚醒と記憶制御をつなぐ新たな神経
ネットワークの発見
ロバート W. グリーン（PI）

ヒトでも動物でも、取り込まれた情報が記憶とし
て保持されるまでの「憶

おぼ

える」過程（記憶の記銘）
において、その直前・直後に新奇な出来事や強い感
情を伴うとエピソード的記憶の保持が強化される。
新奇性効果と呼ばれるこのプロセスには、腹

ふくそくひがい

側被蓋
野
や

由来のドパミン作動性ニューロンによって海
かいば

馬に
送られるシグナルが重要であると考えられてきた。
ドパミン及びノルアドレナリンはモノアミン神経

伝達物質で、どちらも同じアミノ酸・チロシンから一
連の酵素反応を経て合成される。ドパミンはノルア
ドレナリンの前

ぜんくたい

駆体であり、ノルアドレナリンの合
成にはドパミンが必須である。青

せいはんかく

斑核にあるチロシ
ンヒドロキシラーゼ陽性神経細胞は主にノルアドレ
ナリンを放出すると考えられており、特に、青斑核
から脳内の数々の部位に広く投射することで、覚醒
などの様々な高次機能を制御するとされてきた。し
かし今回、この神経細胞はノルアドレナリン作動性
ニューロンとしてだけでなくドパミン作動性ニュー
ロンとしての側面も持ち、海馬への投射を介して、
記憶の制御も行っていることが明らかとなった。
グリーンらは、マウスを用いた日常記憶タスクを

はじめとする行動実験や、特定のニューロンを光で
制御する技術（光遺伝学）を用いた一連の研究によ
り、(1) 新奇な環境では青斑核のノルアドレナリン
作動性ニューロンの発火が起こり、ドパミンが放出
されること、(2) 記憶を司る海馬へは、青斑核のノ
ルアドレナリン作動性ニューロンから放出されるド
パミンの方が腹側被蓋野のニューロンからよりも多
く送られること、(3) 青斑核のノルアドレナリン作

動性ニューロンを光遺伝学的に活性化すると新奇性
効果に類似した状態になること、(4) 腹側被蓋野を
不活性化しても、新奇性に関連した記憶の強化に影
響がないこと、を明らかにした。
これらの結果は、腹側被蓋野由来ではなく青斑

核からのびるノルアドレナリン作動性ニューロンか
ら放出されたドパミンが、記銘後の記憶の強化を仲
介することを示している。これまで青斑核はノルア
ドレナリン作動性ニューロンを含む核であると長く
理解されてきたが、本研究によりドパミン作動性
ニューロンとして海馬に働きかけていることが新た
に明らかとなった。これはまさに「教科書の記述を
書き換える発見」である。また、覚醒を司る中枢で
あると考えられていた青斑核が、ドパミンを介して
記憶の制御においても重要な役割を果たしているこ
とは極めて興味深い。

Takeuchi T et al.: Nature 537 (7620): 357, 2016.

 WPIについて
IIISの大きな特徴は、米国大学のよい点を導入し

た組織運営を行っていることである。米国トップレ
ベルのテキサス大学サウスウェスタン医学センター
で 20年以上にわたって教授・主任研究者として活
躍した柳沢の経験を生かし、米国式の「デパートメ
ント（学部）」の長所を取り入れた研究組織を構築・
運営することで、世界一の研究拠点を作り上げてい
くことが IIISの究極的なゴールだ。優秀な研究者に
は年齢・キャリアを問わず主任研究者としての機会
を与えることや、研究室や実験室スペース、高額な
機械などは一部の者が独占せずに機構内で柔軟かつ
流動的に共有しあうなど、IIISには従来の日本的な
研究組織にはない、自

じゆうかったつ

由闊達な雰囲気がある。
この構想のもと、IIISでは基礎生物学、実験医学、

創薬科学の三つの研究領域を融合し、睡眠を多角的
に理解する「睡眠科学」という新しい分野の確立を
目指している。ここでも、医師であるとともに薬理
学の研究バックグラウンドをもち、睡眠医科学のパ
イオニアとして活躍してきた柳沢のリーダーシップ
が大きな駆動力となっている。

（文責：雀部 正毅）　




