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められる部分も存在したが、共
局在しない部分がより多く認め
られることが明らかになった。
驚くべきことにCaco-2を用いた
結合実験と異なり、細胞に結合
したVLPは非常に速やかにかつ
高効率で細胞内に侵入すること
が示されたのである。HBGAに
結合しない性質を持つVLPを用
いて、同様にヒト小腸への結合
実験を行ったところ、そのVLP
も腸管上皮細胞やゴブレット細
胞に結合し、非常に効率よく細
胞内に取り込まれることが明ら
かにされた。これらの結果から、
HuNoVはHBGAと異なる未知の
レセプター分子を利用して細胞
に結合・侵入している可能性が
あることが示唆された 23）。
　後述のように、現在もHuNoV
の細胞への侵入、感染に直接関
わるレセプター分子の探索が進
められているが、未だにHuNoV
レセプター分子は見つかってい
ない。

ノロウイルスの宿主特性はレセ
プター依存的に決定されている
　HuNoV患者の便に含まれる
HuNoV粒子は、二次感染を引

き起こすことから感染性を有
す る こ と は 明 ら か で あ る。 こ
のHuNoVからRNAを取り出し
て培養細胞に導入したところ、
ORF1にコードされる非構造タ
ンパク質が正常に作られ、ゲノ
ム複製以降のウイルス複製ステ
ップが進行して新生感染性粒子
が放出された 21）。この研究に
よ り、HuNoVは 細 胞 に 侵 入 し
て、ウイルスゲノムを細胞内に
放出することができれば、その
後の複製ステップが進行し、新
生感染性ウイルスの複製増殖が

可能であることが示唆された。
この仮説を元に、ヒト細胞内で
稼働するEF-1αプロモーターの
下流にHuNoVのcDNAを組み込
んだプラスミドクローンを作出
し、核酸からHuNoVを作製する
リバースジェネティックスシス
テム（RGS）の構築が試みられ
た 16）（図3）。ヒト株化培養細胞
である293T、Caco2、Huh7、サ
ルの株化培養細胞であるCOS7に
導入し、HuNoVのゲノムRNA
を細胞内で合成させたところ、
非構造タンパク質合成、構造タ
ンパク質合成、ゲノム複製が行
われ、最終的に電子顕微鏡で観
察可能な新生ウイルス様粒子が
産生されることが明らかになっ
た。しかし、HuNoVには感受性
細胞が無いため、新生ウイルス
様粒子の感染性は確認できず、
このRGSが遺伝子から感染性の
ある新生ウイルス粒子を作出で
きるか否かの確認は、MNVを用
いて行われた。MNVのcDNAを
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図 2． ヒト小腸バイオプシに取り込まれた VLP と腸管表面に存在する HBGA の免
疫染色像

ノロウイルス VLP を緑色に、HBGA 赤色で蛍光免疫染色した。左端の四角部分の拡
大増を右に示した。右端の 2 枚は、VLP 染色（緑単独）、HBGA 染色（赤単独）の画像。
この 2 枚を重ね合わせ、VLP と HBGA の共局在を調べた。共局在すると重ね合わ
せた画像上でオレンジ色になる。

図3．ノロウイルスのリバースジェネティックスシステム
ヒトノロウイルスやネズミノロウイルスの全長cDNAをEF1αプロモーター下流に
クローニングしたプラスミドを、非感受性細胞である HEK293T（ヒト腎上皮細胞由
来培養細胞）や、COS7（アフリカミドリザル腎上皮細胞由来）に導入すると、核内に 
移動したプラスミドDNAからウイルスRNAが転写され、以降のサイクルが進行して
新生ウイルスが産生される。Katayama et al, PNAS 111（38）, E4043-52, 2014
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HuNoVのcDNAに入れ替えた前
述のプラスミドクローンは、ヒ
ト由来細胞とサル由来細胞、さ
らにはイヌ、ネコ、ハムスター
などの動物由来細胞から新生ウ
イルス粒子を作出し、その新生
ウイルス粒子は、MNV感受性細
胞であるRAW264.7細胞で感染
増殖が可能だった。この結果に
より、MNVの宿主特異性は細胞
内の複製工程では無く、細胞へ
の侵入工程、つまりレセプター
依存的であることが示唆された。

MNVのレセプター検索
　NoVの 研 究 に お い て、 宿 主
特異性に関わるレセプターを含
む宿主因子を同定できれば、抗
ウイルス薬、消毒薬などの薬剤
開発、複製増殖機構の解明、ワ
クチン開発、組織特異性、病原
性等の機序の研究を大きく前進
させることは明白である。しか
し、HuNoVは感受性を示す株化
培養細胞が無く、試験管内増殖
培養ができない 24、25）。それに
対して、MNVは、RAW264.7細
胞で増殖培養が可能なNoVであ
り、RAW264.7細胞の細胞表面
にはMNV特異的なレセプター分
子が発現しているはずである。
RAW264.7細胞表面に存在する
MNVレセプターは、HuNoVで
HBGAがレセプターとされてい
たように、細胞表面にある糖鎖
ではないかと予想されていた。
程なくして、MNVはシアル酸を
認識して細胞に結合すると報告

がなされ26）、シアル酸がMNVレ
セプターと考えられるようにな
った。しかし、同時に、HBGA
もシアル酸もウイルスを細胞内
に取り込む機能を持たないかも
しれないとする疑問も生じ始め
ていた 21）。我々と米国の研究グ
ループは、互いに全く独立した
研究を実施し、The Clustered 
Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats；CRISPR/
Cas9 enzyme と guideRNA；
gRNAを用いたゲノムワイドラ
ンダムノックアウトシステムを
利用してMNV感染に必須な因子
の探索を開始した 27、28）（図4）。
　MNVはRAW264.7細 胞 に 対
し て 細 胞 障 害 性（Cytopathic 
effect；CPE） を 示 す。 つ ま
り、MNVが感染したRAW264.7
細胞は細胞死に至る。我々は、
CRISPR/Cas9ゲ ノ ム ワ イ ド ノ

ックアウトシステム遺伝子を
ランダムにノックアウトした
RAW264.7細胞を作出し、そこ
にMNVを感染させて感受生細胞
を細胞死に導いた後、生き残っ
た細胞があるなら、それはMNV
増殖に必須な宿主細胞の遺伝子、
つまり、レセプターなどを失っ
た細胞であるはずだと仮説を立
て、研究を開始した。あらかじ
め、Cas9遺伝子を組換えレンチ
ウイルスを用いて、RAW264.7
細胞に導入してCas9を定常的に
発現するRAW264.7細胞を作出
した。次に、マウスの全ての遺
伝子をターゲットにしたgRNA
ライブラリーを、組換えレンチ
ウイルスによってCas9を定常
的に発現しているRAW264.7細
胞に導入することで、細胞の遺
伝子をランダムにノックアウ
ト し た。 そ こ に、MNV-S7株、

a)

b)

図4．CRISPR/Cas9によるゲノムワイド遺伝子ノックアウトシステム概略
a）Cas9酵素をコードする遺伝子をレンチウイルスによって細胞の遺伝子に組み込み、
Cas9を恒常的に発現する細胞を作製する。そこに宿主細胞の遺伝子に相同性を持つ
gRNA配列のライブラリーをレンチウイルスによって導入する。b）MOI＝1でgRNA
ライブラリーレンチウイルスを感染させ、一細胞につき一遺伝子をノックアウトする。
その後、MNVを感染させ、感染感受性を示す細胞に細胞死を誘導する。生き残った細
胞に導入されたgRNAの配列を次世代シーケンサーを用いて解析する。
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も し く はMNV-1株 を1以 上 の
Multiplicity of Infection; MOIで
感染させ、MNV感受性を有する
RAW264.7細胞を死滅させた。
生き残ったRAW264.7細胞を増
殖培養し、それらに含まれてい
るgRNAの配列を次世代シーケ
ンサー（Illumina MiSeq）で網羅
的にシーケンスしたところ、最
もリード数の多い遺伝子として
Cluster of Differentiation 300lf；
CD300lf 29）が検出されたのである

（図5）。この結果は、この遺伝
子産物であるCD300lf蛋白質が、
RAW264.7細胞におけるMNV感
受性を支配的にコントロールす
るレセプター分子である可能性
が極めて高いことを示唆してい
た。そこで、次にCD300lf遺伝子
のみをCRISPR/Cas9でノックア
ウトしたRAW264.7細胞を作出
し、MNV感染感受性を調べると、
CD300lfノックアウトRAW264.7
細 胞 はMNVに 対 す る 感 受 性
を 失 っ て い た。 更 に、 通 常 の
RAW264.7細胞表面のCD300lfを
抗マウスCD300lf抗体でブロック
すると、MNV感受性は有意に低
下した。抗ヒトCD300lf抗体でブ
ロックを試みたが、MNV感受性
に変化は生じなかった。これら
のデータは、細胞表面に発現し
ているCD300lf分子がMNVの感
受性に直接関与するレセプター
であることを示唆していた。
　 次 に、RGSな ど の 報 告 で 示
さ れ て い る よ う に、NoVの 宿
主特異性がレセプター依存的だ
とするなら、レセプター候補の
CD300lf遺伝子を導入した株化
培養細胞は、マウス以外の動物

由来の細胞であってもMNV感
受性になるはずである。それを
確 認 す る た め に、 ヒ ト 由 来 細
胞HEK293T、 ハ ム ス タ ー 由 来
CHO、ネコ由来CRFK、マウス
由来であるがMNV非感受性の
NIH3T3に そ れ ぞ れCD300lf遺
伝子を導入して定常的に発現さ
せ、MNV感受性の変化を調べた

（図6）。すると、全ての細胞で
MNVの感染と増殖が確認され、
CD300lf分子依存的感受性変化を
確かめることができた。
　CD300lf 30、31）は、a、b、c・・・
hまでの分子が報告されている
CD300フ ァ ミ リ ー の 一 種 で あ 
る（図5）。CD300l f とlf以 外 の
CD300分子とのアミノ酸配列の
相同性を調べると、CD300lfと
CD300ld 31）のN-terminal側の配

列の相同性が非常に高いことが
判明した。しかし、CD300ldは
CD300lfと異なり、細胞質側ド
メインを持たないため、細胞内
へのウイルス粒子取り込みにか
かる信号伝達が起きず、レセプ
ターとして機能しない可能性が
あ る。 そ こ で、CD300lfと 同 様
にCD300ldについても非感受生
細胞であるHEK293Tに導入し、
MNV感受性の変化を調べた。す
ると、驚くべきことに細胞質ド
メインを持たないCD300ldもレ
セプターとして機能したのであ
る。また、in vitroの実験系にお
いて、MNVは細胞への感染に際
し、シアル酸を必要としていな
いことも示唆された。HuNoVの
場合も、MNVと同様に、in vitro

の系ではレセプター分子があれ

[GENETYX-MAC: Multiple Alignment]
Date        : 2016. 1.13

Mus-AB292061aa.pep         1 M-HLS-LLVPFLFWITGCCTAQDPVTGPEEVSGQEQGSLTVQCRYTSGWKDYKKYWCRGAYWKSCEILVETDKSEQLVKKNRVSIRDNQR     88
RAW-CD300LFaa.pep          1 M-HLS-LLVPFLFWITGCCTAEDPVTGPEEVSGQEQGSLTVQCRYTSGWKDYKKYWCQGVPQRSCKTLVETDASEQLVKKNRVSIRDNQR     88
LMIR4(AB292062)aa.pep      1 MWQFSALLL-F-F-LPGCCTAQNPVTGPEEVSGQEQGSLTVQCQYTSDWKDYKKYWCQGVPQKSCVFLIETDKSEQLVKKNRVSIRDNQR     87

* ..* **..*.*...*****..********************.***.*********.*....**  *.***.*****************

Mus-AB292061aa.pep        89 DFIFTVTMEDLRMSDAGIYWCGITKAGPDPMFKVAVNIGPAIQVPITVPTMPPITSTTTIF-TVTTTVKETSMFPTLTGYYSDNGHGGGD    177
RAW-CD300LFaa.pep         89 DFIFTVTMEDLRMSDAGIYWCGITKGGLDPMFKVTVNIGPAIQVPITVPTMPPITSTTTIF-TVTTTVKETSMFPTLTSYYSDNGHGGGD    177
LMIR4(AB292062)aa.pep     88 EFIFTVIMEDLRMSDAGIYWCGITKAGYDPVFKVNVSINPA---PKS--SM--MTTTATVLKSIQPSAENTGK-EQVTQS-KEVTQSRPH    168

.*****.******************.* **.*** *.*.**...*.....*...*.*.*.. ........*......* ...........

Mus-AB292061aa.pep       178 SGGGEDGVGDGFLDLSVLLPVISAVLLLLLLVASLFAWRMVRRQKKAAGPPSEQAQSLEGDLCYADLSLKQPRTSPGSSWKKGSSMSSSG    267
RAW-CD300LFaa.pep        178 SGGGEDGVGDGFLDLSVLLPVISAVLLLLLLVASLFAWRMVRRQKKAAGPPSEQAQSLEGDLCYADLSLKQPRTSPGSSWKKGSSMSSSG    267
LMIR4(AB292062)aa.pep    169 TRSLLSSI---YF-L--LMVFVELPLLLSMLSAVL--W-VTRPQRCFGRGENDLVKTHSPVA---------------------------- 221

..............*..*.......***..*.*.*..*...*.*..............................................

Mus-AB292061aa.pep       268 KDHQEEVEYVTMAPFPREEVSYAALTLAGLGQEPTYGNTGCPITHVPRTGLEEETTEYSSIRRPLPAAMH                        337
RAW-CD300LFaa.pep        268 KDHQEEVEYVTMAPFPREEVSYAALTLAGLGQEPTYGNTGCPITHVPRTGLEEETTEYSSIRRPLPAAMP                        337
LMIR4(AB292062)aa.pep    222 ---------------------------------------------------------------------- 221

..................................................................... 

a)

b)

図5．CD300ld, CD300lfのアミノ酸配列とCD300ファミリーの模式図
a）マウスCD300lf（Mus-AB292061）、 RAW細胞のCD300lf（RAW-CD300LF）、 
マウスCD300ld（LMIR4 AB292062）のアミノ酸配列のマルチプルアライメントを
示した。b）CD300ファミリーの蛋白質の模式図。CD300ファミリーはアルファベッ
トで表示される場合と、LMIRとして番号で表記される場合がある。上部には、アミノ
酸相同性を示した。CD300は、leukocyte mono-Ig-like receptor（LMIR）とも表記され、
tyrosine-based activating motifs（ITAM）を細胞質内ドメインに有するか、細胞膜上に
あるITAMを有するDAP12、DAP10、FcRgなどの分子（LMIR2、8、6、5、7、4に図示）
と結合して細胞内シグナリングを行う。
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ば、HBGAは必要ないのかもし
れない。
　米国のグループもほぼ同時に、
同様の方法でCD300lf分子がレ
セプターであるとの結論にたど
り着いていた 28）。彼らは、シア
ル酸、又は糖脂質が、MNVが細
胞に接着する際に重要な役割を
果たすレセプターであると報告
していたため、これらの役割に
ついて再検討を試みた。HBGA
を分泌できないFut2遺伝子欠損
マウスに対して、MNVの感染
感受性試験を行い、野生型マウ
スと比較検討を実施したが、両
者の感染感受性は同等であっ
た。細胞レベルでは、マンノシ

ダーゼ処理細胞と未処理細胞を
比較検討したが、細胞表面に結
合するMNVのレベルには有意
差が無かった。彼らの予想に反
し、MNVの細胞への接着と感
染にはCD300lf分子の発現が必
要十分条件であり、それ以外の
細胞側の糖鎖は関与していない
との結論に達したのである。し
かし、一方で彼らは血清中の分
子量50kDa以下の蛋白質では無
い、耐熱性の分子がコファクタ
ーとして機能し、MNVの感染感
受性を向上させる働きがあるこ
とを示唆した。しかし、それ以
上このコファクターに関する情
報の提供は無い。彼らは、更に
CD300lf遺伝子をノックアウトし
たトランスジェニックマウスを
持っていてMNV感染に対する

感染抵抗性を調べ、CD300lf分子
がMNV感染に必須である事を明
らかにした。また、HeLa細胞に
CD300lf分子を導入し、非感受生
細胞であるHeLa細胞がCD300lf
分子を導入すると感染感受性細
胞になることも明らかにした。

終わりに
　CD300lf、CD300ld分子のアミ
ノ酸配列は、動物種によって多
様性があり、この多様性がNoV
の宿主特異性に関係していると
考えられた。我々よりも一月早
く同様の結果をScienceに報告
した米国のグループも、同様の
考察を示していた。しかし、自
然はそう単純では無く、我々の
予想を裏切っている可能性が高
い。CD300lf、CD300ldの ヒ ト
のHomologを発現させた細胞を
作出するのは簡単なことであり、
HuNoVの感染感受性を試すこと
も困難では無い。MNVレセプタ
ー発見から早くも一年が経過し
ようとしているが、HuNoVのレ
セプターに関する報告は無い。
我々は再びスタートラインに立
ち、ゼロからHuNoVのレセプタ
ー探しをする必要があると思わ
れる。
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図6．MNVのレセプター検索
a）レセプター分子CD300lf-DNAを導入したヒト細胞（293T）のCD300lf分子の発
現が確認された。b）CD300lfにMNVが結合することが確認された。c）CD300lf発現
293T細胞内にMNVが感染し、MNVタンパク質が合成されていることが確認された。
d）CD300lf発現293T細胞内にMNVが感染し、培養上清中に感染性のある新生MNV
を放出していることが確認された。e）ネコの細胞（CRFK）、ハムスターの細胞（CHO）
サルの細胞（COS7）MNV感受性のないマウスの細胞（NIH3T3）にCD300lfを導入し
て発現させた。f）それぞれのCD300lf発現細胞内にMNVが感染し、MNVタンパク質
が合成されていることが確認された。g）それぞれのCD300lf発現細胞にMNVが感染
し、培養上清中に感染性のある新生MNVを放出していることが確認された。Haga K., 
et al, PNAS, 113（41）E6248-E6255, 2016.


