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ど、自然免疫に関与する細胞が含まれているこ

とが考えられ、IL-15L は 2 型免疫応答の初期

段階において重要な役割を果たしている可能性

があります。 

しかし、いま論文を見返してみると、多くのこと

をやり残してしまったことを改めて感じます。胸

腺の DN 細胞に対する IL-15L の機能は？IL-

15L は T 細胞分化に関わっているのか？そもそ

もニジマス胸腺の DN 細胞画分にはどんな細胞

が含まれているのだろうか？感染時の生体防御

反応において IL-15L は本当に 2 型免疫応答を

誘導するのだろうか？脾臓 TN 細胞には NK や

ILC2 のような細胞が本当に存在するのだろう

か？などなど、個人的には興味が尽きないとこ

ろであります。 

本論文を完成するにあたって大変お世話にな

った共著者の方々にこの場をお借りして改めて

御礼を申し上げます。なかでも、藤田医科大学

の Dr. Hans Dijkstra と、留学先 Friedrich-

Loeffler-Institut でのボス Dr. Uwe Fischer に

は感謝の言葉もありません。元々IL-15L のアイ

ディアを持っていたのは Hans さんで、魚類ワク

チン関連の研究を進めていた Fischer さんと共

同研究の形で進めていました。お二人の性格や

考え方は全く違うため大変困る場面もありました

が、研究に対する真摯な姿勢は共通しており、

その下での研究生活は（今思うと）とても楽しか

ったです。Hans さんにはとことん妥協しないでデ

ータを出すことの大切さを教わりました。Hans さ

んからの要求は時に厳しく感じることもありまし

たが、そんなときも含め Fischer さんには終始温

かく見守っていただき、正しい方向に導いていた

だきました。これからもお二人から教わったこと

を大切に活動していきたいと思います。また、本

研究を行う上で不可欠であったモノクローナル

抗体を快く分与してくださいました現・福井県立

大学の瀧澤文雄先生に心から御礼を申し上げ

ます。瀧澤先生は日大魚病学研究室を修了され

た後、ドイツの Fischer 研へ留学されたいわば

兄弟子のような大先輩で、私がドイツへ留学で

き、また、何とか無事に過ごすことができたのは

瀧澤先生のお力添えによるものだと感じていま

す。 

最後になりましたが、私は本年度より母校で

ある日本大学獣医学科の獣医薬理学研究室に

着任いたしました。薬理学は私にとって新しい分

野でありますが、他分野との境界領域的な学問

であると捉えることもできます。そのような視点

から、例えば免疫担当細胞の薬物による制御な

ど、免疫学に軸足を置いた研究も進めていきた

いと考えております。帰国以降、魚類を扱った研

究からは離れてしまいましたが、今後も学術集

会で進捗状況を発表させていただき、先生方か

らのご意見を賜ることができれば幸いです。引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

九州大学大学院・理学研究院 

山下啓介 

受賞対象論文：Yamashita K, Shibata T, Takahashi T, Koba-

yashi Y, Kawabata SI. Roles of the clip domains of two pro-

tease zymogens in the coagulation cascade in horseshoe 

crabs. J Biol Chem. 2020 ;295:8857-8866.  

この度は、日本比較免疫学会の古田優秀論文

賞を授与していただき、大変光栄に思います。修士

課程の大学院生時代から参加している比較免疫学

会の学術集会において、学会長の中尾実樹先生を

はじめ、比較免疫学会の先生方と議論した研究テ

ーマが 2020 年６月に、着手後 3 年の月日を経て

「The journal of biological chemistry（JBC）」誌に

掲載され、本論文賞への選出に至ったことを大変う

れしく思っています。そして、本年の学術集会にお

いては、集会長の近藤昌和先生、事務局長の安本

信哉先生の丁寧なサポートのもと、受賞講演を行う

こともできました。また、本論文賞は、比較免疫学

会の名誉会長でいらっしゃる故古田恵美子先生の

お名前を冠した重要な賞であると認識しておりま
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す。ここに故古田恵美子先生にも感謝の意を示さ

せていただきます。 

 さて、本論文賞の対象になりました「カブトガニ体

液凝固カスケードにおける２つのプロテアーゼ前駆

体の clip ドメインの役割」は、私が 2017 年、現在

も所属する九州大学生体高分子学研究室（川畑研

究室）に卒業論文生として配属された後に、私に与

えられた初めての研究テーマでした。Clip ドメイン

は LPS によって惹起される３種のプロテアーゼ前

駆体 (活性化する順に proC, proB, proCE) による

カブトガニ体液凝固カスケードのうち下流２因子

（proB, proCE）の N 末端に位置するドメインです。

先代の故岩永貞昭先生の研究室において、故牟田

達史先生が proCE 内に見出し、後に種々の無脊

椎動物において、酵素の機能を調節するドメインで

あることを世界中の様々な研究グループが報告し

ています。 

3 種のプロテアーゼ前駆体のうち、proC と proB 

は LPS 結合能を有します。proC における LPS 結

合部位に関しては具体的に LPS と結合するアミノ

酸モチーフが明らかにされていましたが（ Koshiba 

T. et al. JBC (2007)）、proB については clip ドメイ

ンが LPS との結合能を有していることが報告され

ているものの（ Kobayashi Y. et al. JBC (2015)）、

関わっているアミノ酸残基レベルでの解析は未着

手でした。そこで、まず卒業論文研究として、B 因

子の clip ドメインの LPS 結合に関わるアミノ酸残

基の特定に取り組みました。種々の変異体と LPS 

固相化プレートを用いた ELISA による簡単な実験

系でしたが、 proB の clip ドメイン中の５つの塩基

性アミノ酸残基それぞれが、 LPS との結合に関わ

ることが判明し、 proC とは異なる LPS 結合様式

であることが分かりました。大学院修士課程に入学

後は、再現実験を行い、比較免疫学会の第 30 回

学術集会（神奈川）で初めて学会発表を行いまし

た。こんなしょうもない実験結果を発表しても大丈

夫だろうかと心配していましたが、先生方にさまざ

まな観点から質問をいただき、また学術集会に参

加できるように頑張ろうという気持ちで開催地の神

奈川から福岡に帰ったことを今でも覚えています。 

その後、proCE の clip ドメインの機能解析や 

Biacore を用いた LPS 結合解析、酵素活性のデー

タなどを追加して、第 31 回学術集会（福岡）に参加

しました。やる気はもう十分で参加しましたが、質疑

応答も含め、何か余計な力が入り、ぎこちない発表

になってしまっていました。振り返ってみると、当時

の実験データは定性的に clip ドメインの性質をとら

えてはいるものの、何か定量性に欠ける実験デー

タでした。そこで行った実験が 活性型の proB 

(chelicerase B) と proCE 間の kcat, Km の決定で

す。プロテアーゼのタンパク質-タンパク質間の反

応速度定数を定めたのは世界でも初めてのことで

はないかと考えています。その結果、clip ドメインの

基質結合部位を変異させた proCE では野生型 

proCE を用いた時よりも、chelicerase B との 

kcat/Km が 約７倍減少していることが明らかになり、

proCE の clip ドメインが chelicerase B から効率よ

く活性化を受ける上で重要な働きをしていることが

説明できました。 

論文投稿から受理に至るまでの改定作業には非

常に時間がかかりましたが、論文受理の連絡ととも

に JBC の Technical editor の方が、アブストラクト

を全面的に添削して下さったり、論文出版後も

ASBMB（米国生化学・分子生物学会）の関連メディ

アである「ASBMB TODAY」で本論文の特集を組ん

で下さったりと海の向こう側で自分が主軸で関わっ

た論文にフォーカスが当たっていることが、何とも

言えないくらい誇らしい気持ちにさせてくれました。

また、研究者間の一流のやり取りも何度も目にし、

自分も早くその輪に加わりたいと思いました。 

末筆ではありますが、本論文の作成にあたり、日頃

よりご指導いただいている九州大学・川畑俊一郎

先生、柴田俊生先生、そして、論文共著者で研究

室 OB の小林雄毅博士、高橋俊成さん、生体高分

子学研究室の皆様、研究に対してご助言・ご支援

いただいている生化学工業株式会社 LAL グルー

プの皆様に心より感謝申し上げます。また、日本比

較免疫学会の先生方には引き続きご指導ご鞭撻の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

川畑先生が大学院生のころから稼働する蛍光光

度計と記念撮影 
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