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シリ　-　ズ

私たちはウィルス,細菌,桑菌,寄生虫などの多くの

微生物にさらされている｡それらの特定のものが感染し

無限に増殖すれば病気にかかる｡そのような感染に抵抗

するのが自然抵抗性と獲待免疫である｡自然抵抗性は非

特異的防御機構である｡それに対し菱待免疫は,特異的

でかつ免疫状態を記憶し続けている防御メカニズムであ

る｡

婆待免疫は,細胞外で増殖する微生物に反応する体液性

の抗体　　　　　　　　　と免疫拒絶反応やウィルス

に感染した細胞を破壊して最終的に抗ウイルス作用を示

すT細胞を中心とした細胞性免疫

に大別できる｡ここでは抗体である免疫グEjプリン

についてその磯子私　種東,多くの抗原

とそれぞれどのようにして特異的に反応できる抗体が産

塗されるのかなどについて解説する.

1.抗体の磯能

抗体である免疫グロブリンの基本的な構造は,図411

に示したようにY字型に簡単に描くことができるが実際

には複雑な立体構造をしている上2)｡基本は約220のアミ

ノ酸からなるポリペプチドである2本のL韻

分子量が小さいことから軽い鎖という意味)と

のアミノ酸からなるポリペプチドである2本の

H韻　　　　　　　重い鎖)から構成されているo

L鎖の分子室は　　　　　　　　でH亀の分子量

に比べ軽いということになる｡この4本

のポリペプチドがS-S結合して,立体構造を形成して

いる. H亀とL亀のポリペプチドは,約110のアミノ酸

から成るドメイン　　　　　という領域がSI S結合と

なって構成されている｡

ポリペプチドは,アミノ酸同士がアミノ基　　　と

カルポキシル基　　　　で結合しているため一塊は

アミノ基でN末端,他の一端はカルポキシル基でC末

端という｡ Y字型の上の部分がN末塊で抗原と特異的

に結合する立体構造を作りFab部

とよぶO一方下の方はC末端で結晶すなわ

ち　　　　になるという意味でFc部

という｡

部のアミノ酸の配列は,多くの抗原に特異的に

結合できる立体構造をとる｡したがって抗体のFab部

のN末鵡よりの最初のドメインのアミノ酸配列は,非常

に変化に富んでいるので可変領域　　　　　　　　と

いうoその可変部の中でも,特に変化に富んでいる領域

は超可変領域　　　　　　　　　　　というが,数多

い抗原にそれぞれ特異的に結合できうる立体構造を作っ

ている｡一方N末席から2番目のドメインとFc部のア

ミノ酸の配列は,どの抗体もほとんど同じであるため

定常領域　　　　　　　　　というo H鎖のドメインは

4から5つあり,その可変領域はVHといい,その不変

部碩域はそれぞれ　　　　　　　　　　　　　　　とい

う｡ L鎖の可変域と不変領域のドメインは,それぞれ

という｡
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Fc部

図4-1抗体の素本的構造

H鎖とL鎖のFab部が立体構造を作って抗原と結び

つく｡図4-1で示した抗体分子は, H鎖とL鎖で一対

となった2組のFab部が存在し, 2カ所で抗原と結び

つくことができる｡

抗体は4本亀の素本構造単位で2つの抗原結合部位が

存在するから2価の結合サイトをもっ｡また微生物など

の抗原分子には複数の抗原決定基が存在し,細胞表面な
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どに露出しており多価の抗体との結合サイトをもっ｡多

価性の抗体と多価性の抗原と結合する際の強さを結合能

というo Lたがってある抗原に対する抗体の

機能は,その結合能によっても表すことができる｡抗体

が1つの結合サイトで多価抗原と結合するのに比べ, 2

つの結合サイトで結びっくとその結合能は約103悟にも

増大するという｡多価で結びついた抗原と抗体の結合を
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同時に切断するために大きなエネルギーを必要とするた

めであるo特其抗体の働きを知るためには,その室だけ

でなく結合能などの機能についても調べるようになって

きている｡

Fab部で抗原と結びつくとCH2の部位は,補体(第

5回で解説)を活性化させる｡ CHlとCH2のポリペ

プチド部分には　　　とFcが自由に動けるような煤つ

がいであるヒンジ　　　が存在する　　　部で抗原と

結びつくとこのヒンジを軸として2つのFab部が接近

するように働きその際にCH 2が補体を活性化させる｡

細菌の表面で補体の活性化がどんどん進むと細菌細胞壁

に穴があきイオンが流れ込み溶菌する(図　　　　　｡

Fc部は,抗原と結びついた抗体と白血球の食作用の

共同作業を媒介する役目を果たしている｡侵入した編菌

に抗原が結びっくとそのCH 3部に白血球が強く結合し

細菌を賞金することができる｡ Fc部分としっかり結び

つく白血球の結合部位がFcレセプター

である(図

抗体は,生体防衝として毒素やウィルス粒子を中和す

る作用も有する(図　　　　　およびD)｡

2.免疫グEjプリンの種顛

血清を寒天やセルローズアセテート膜に染み込ませて

から+と-の電極をかけてやると一に荷電している血清

タンパクは+極に, +に荷電している血活タンパクは一

極に移動する｡血清タンパクは+側からアルブミン次い

でα, β, γの順にグロブリンが分かれてくる｡ γグロ

ブリンは抗体を含む血清タンパクで-極側に移動する｡

免疫グロブリンは定常領域の構造が少しずつ異なるこ

とによって5つのクラスに分けられ,その働きにも違い

があるO　ヒトの免疫グロブリンを動物に注射すると,そ

の動物にとってとトの免疫グロブリンである抗体は,非

自己(no仁　　であるから抗原となる｡すなわち5つ

の種楽に対しそれぞれ異なる抗体を作らせることができ

る｡ヒトの免疫グロブリンの5つのクラスは,動物に作

らせたそれぞれの抗体との反応性の有無によって区別す

ることができる｡

免疫グロブリンのクラスを　　　　　　　　　のIと

gをとってIgと省略する｡ヒトのIgの5つのクラスは

およびIgMで,それぞれは,

H銀の定常域に存在する　　　　　　γ, p抗原に由来

するo　このような　　　　　　γ, pの各抗原をイソタ

イプ　　　　とよび, 5つの免疫グロブリンをイソタ

イプという｡
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一方,対立遺伝子によって異なる抗原特宴性が免疫グ

ロブリンに表現されることがある｡そのような抗原特異

性の違いで免疫グロブリンが分薮される場合をアロタイ

プ　　　　　　とよぶo

抗体の可変領域は,対応する抗原と結びっくようにし

て作り出される｡　　　　　の趨可変部のアミノ酸配列

に基づいてできる抗原結合部位の立体構造の違い,すな

わち抗体分子の特異的な結合部位の違いによって分歎さ

れる場合を,イディオタイプ　　　　　という｡イディ

オタイプを換言すれば抗体の特異性をいう分け方であ

る｡

1 )血蕃中に最も多いIgG

各免疫グロブリンの分子室,半減期,健常人の血清中

濃度,補体活性化能,胎盤通過性,サブクラス,結合す

る細胞を表4- 1に一括したo

IgGは唯一胎盤通過性のある抗体である｡新生児が

特定の感染症に比較的なりにくいのは,母親からの抗体

を胎盤,麿の緒を通して受け継ぐからである｡健常人の

血清1 ml中には　　程度存在するが,感染症のある場

合などには増加している｡

IgGは, H鎖の定常域の違いから4つのサブクラス

に分けられるo　その違いなどを表4-

2に総めた｡

ヒトの口腔内では,歯肉溝液

中の主な抗体がIgGである｡歯肉溝ある

いは歯周ポケット内で特定細菌の一方的な増加を許さな

いように働いたり,補体や白血球と共にそれらの菌種の

躯遂や排除に働いている｡

2)早期に産生される5量体IgM

IgMは図4-3で示したようなJ童

で結びついた5量体である　　　は, 1分子中にFab

部を　　　部を5つもっている｡抗原との結合能も補

体の活性化能も強い｡

IgM抗体は,感染があると速やかに産生され増えて

くる.半減報は5日と短く,感染がその後も続くとIgG

に切り換わる抗体である｡

3)粘廉の感染防知に働く分泌堅IgA

Ej腔から直胎までの粘膜,気管支などで感染防御の主

役を担い,最も多く産生される免疫グロブリンがIgA

抗体である3･4)｡血清中に存在するIgA　は単体

が多いが,粘膜下のリンパ組織中の抗体産

生細胞は,図414のようにJ亀で結びっいた2量体

である｡粘膜上皮細胞を通り抜ける際に,上皮

細胞の産生する分泌成　　　　　　　　　　　　　とい

I 59　-
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A:免疫溶菌

B:細菌の倉食

(オブソニン)

C:毒素の中和

D:ウイルスの中和

奥田:第4回　抗　　体

C3bレセプター

妾- 毒素の無毒化

図412　抗体の生体防伽的作用
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表411免疫グロブリンのイソタイプとその特性

1067

IgG IgM IgA IgD IgE

主な働き ･血清中に最も･早期に出現　･分泌型として･細胞に結合し･アナフイラキ

多い　　　　　　　　　　　　　粘膜での感染　　ている　　　　　シー型アレル
防御　　　　　　　　　　　　　　ギー性抗体

分子室　　　　　　　　15万　　　　　90万　　　　　分泌型39万　　18万　　　　　20万

健常人の血清中濃度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　極めて少ない　　ほとんどない

半減期　　　　　　　　　21日　　　　　　5日　　　　　　6日　　　　　　3日　　　　　　3日

補体の活性化

胎盤通過性　　　　　　　　+

サブクラス IgG 1

IgG 2

TgG3

IgG 4

結合する綿胞　　　　　　好中球
マクロファージ

NK細胞

肥満細月包

好塩素球

図　　　　　　の構造o VLとCLのL亀とVH,
cH上　　　　　　　　　　　　　のH亀
2本づっからなる分子が5つJ鎖とS-

S結合で結ばれ5量体となっている｡

うポリペプチド鎖がからまった分泌型

となる｡

粘膜面にはさまざまなタンパク分解酵素が存在する｡

分泌成分が, 2分子のIgAにからみつくことによっ

て,それらの酵素活性の作用に抵抗性となる｡唾液,消

化管,顔,尿あるいは母乳中の分泌型IgAの1日の産

生量は　　　産生量の100倍近くにもなる｡

粘膜は,放生物の侵入を受け易い.分泌型IgAは,

それらの微生物の粘膜への定着を防ぐ役目をしている｡

分泌型IgAは,小腹にあるリンパ節バイエル板の抗鹿

刺激によって,小鳩粘膜面の局所免疫としてだけでな

く,唾液,鼻汁,乳汁などにも産生されるo蘭蝕ワクチ

ンのところでも解説するが,唾液中の感染防御抗体の主

役は,分泌型IgAである｡

には　　　と　　　の2つのサブクラスが存在

する　　　　　は主としてタンパク抗原に結びっくのに

対し　　　　は内毒素などの多糖体抗原によく結合す

る｡　　　はIgAうち血清中で90%を占める｡一方,

暢管粘膜や唾液腺では　　　抗体産生細胞が多くIgA

2は30%から40%に達している　　　　は,ヒンジ部

分の13のアミノ酸を欠くことによって　　　を切断す

るプロテアーゼに対しても抵抗性である.両サブクラス

のIgAは,各粘麓で微生物の付着を阻止するように働

いている｡

4)アレルギー性洗体IgE

IgE抗体は,組織の肥満細胞や血中の好塩基球にFc

部分で結合する性薯を持っているo肥満細胞や好塩素球

の表面にはIgEのFc部に対するレセプターが存在す

る5)｡肥満細胞や好塩基球の表面にFc部で結合した2
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1068 奥田:第4回　抗　　体

分子のIgE抗体は,アレルギー性抗原すなわちアレル

ゲンに結合すると細胞の代謝系を活性化させ,ヒスタミ

ン,セロトニン,ロイコトリエン,血小板活性園子など

の化学伝達物薯　　　　　　　　　　を放出させるた

めアナフィラキシー型　　　　　　　のアレルギーが

起きる｡

IgE抗体によるアナフイラキシー型アレルギーにつ

いては,過敏症のところで再び論及するとして,生体防

御に関わっている点は,寄生虫の攻撃である｡もちろん

アナフイラキシー型アレルギーについても,そのアレル

ゲンの排除という点から考えれば産休にとって　　マ

イナスな反応とはいえないO元来　　抗体は,寄生虫

の排除に重要な役割を果たしている｡すなわちIgE

は,肥満細胞に化学伝達物薯を産塗させ駆逐して排除し

表　　　　　　サブクラスの性状

IgG 1 IgG2　　　　　IgG3　　　　　IgG4

血清中の濃度

半減期　　　　　　　　　21日　　　　　　　21日　　　　　　　7日　　　　　　　21日

補体活性化

結合する細胞　　　　　　好中球　　　　　　好中球
マクロファージ

好中球　　　　　　　好中球

マクロファージ　　　マクロファージ

肥満細胞

図4 I 4　粘膜下プラズマ細胞で作られJ也で結ばれた2量体のIgAは,粘膜上皮細胞で
作られた分泌成分でしっかりと束ねられた型となりタンパク分解醇素に耐性とな
る｡
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ようと働く抗体である｡

血清中　　の室は,健常人でIgGの100万分の1程

度である｡すなわちIgGが1m坤に　　存在するの

に対しIgEはng単位室である｡

Ig]⊃抗体は,血清1ml中に10〃g程度である｡その

機能もまだよく解っていないがB細胞が抗原によって反

応し,抗体産室形質細胞に分化する際に重要な役割を果

たしていると考えられている｡

3.免疫グDブlJン達伝子の再編成

抗体である免疫グロブリンの可変領域を作る遺伝子

は, T細胞レセプターの遺伝子再編成が明らかにされる

前に利根川進教授によって明らかにされている6)｡ T細

胞レセプター同様に限られた遺伝子であるにもかかわら

ず数多くの抗原に対応できるように再編成される｡こ

の再編成は,免疫グロブリン遺伝子の再構成

1069

とよばれるo

ヒトの免疫グロブリンのH亀を作る遺伝子は,第14染

色体上に存在する｡可変部を作る遺伝子はⅤ, Dおよび

J事貢域にある｡ Ⅴは　　　　　可変), Dは

(多様)そしてJは　　　　結合)の遺伝子鹿域である｡

それぞれ　　　　および4種幾あるとすると遺伝子数

は　　　　　　　　　　にすぎないがそのVD Jを作る

遺伝子の組み合わせは　　×10× 4-4 ×104となる｡

L鎖のⅤとD領域がそれぞれ300種楽と4種楽だとする

と304の遺伝子で300×　　　×102種幾となる｡抗原と

結合するFab部の可変領域は, H亀とL亀が立体構造

を作るわけだから　　　　　　　　の遺伝子で4 ×104

×12×　　　　×107の種黄の組み合わせが作られる計

算になる｡さらに　　　　　の結合部に新たなDNAが

加わるため,組み合わせはT細胞レセプター同様1017と

いう莫大な数になる｡

Ⅴ遺伝子領塊　　　　　D遺伝子領壊　J遺伝子領戒

123456---------　1234----I-1 2　3　4

H碩可変部遺伝子

m R N A

VL

＼｢-
IgG分子

▲
千
-
･
-

321
5　6

〃　∂　γ　¢　α

塞 un甘首鵠弓
Ⅴ遺伝子領域

イソタイプ決定遺伝子

図4-5　ヒトのIgG分子の遺伝子再編成
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1070 奥田:第4回　抗　　体

4.免疫グEjプリンイソタイプの切LJ換え

免疫グロブリンの　　　　　　　　　などのイソタイ

プは遺伝子の再編成によって決定されている｡ H鍍の禾

変部を作る達伝子は　　　　　　　　　　　　　　　の

順にならんでいるo可変部を作るVDJ遺伝子領域の次

にIgMを作る〃遺伝子がある｡各サブクラスを含めて

みるとその達伝子配列は〃, a, γ3, γ1, 7白　α2,

の順になっている　　　　遺伝子の次にγ

が結びっくとIgG抗体が作られる(図

同じ抗原と特異的に反応するイディオタイプ抗体を作

り出す編胞がIgM抗体からIgG抗体へとイソタイプを

変えるo　さらにIgGの特異的抗体からIgAにも変わる

ことができる｡これらを免疫グロブリンのイソタイプス

イッチという｡

外からの抗原浸入に対して速やかに作り出される抗

体,すなわち一次応答　　　　　　　　　　として作り

出される抗体が主としてIgMであるがさらに抗原倭人

抗
体
産
生
妄

抗
原
刺
激
　
　
-

抗
原
刺
激
　
　
-

などがあるとIgGを中心とした二次応答

が起きてくる(図　　　　同一の抗体産生細

胞の産生する抗体がIgMからIgGへとクラススイッチ

を起こすo　この場合IgMを作る達伝子pの領域がルー

プ状にはずれる場合と娘染色体同士の間で不均等交叉が

起きて〃領域が除かれる場合がある｡

5.モノクローナル抗体

クローン　　　　とは, 1個の祖先編胞に由来し,そ

の体編胞分裂により生じた遺伝形栗とその表寛型が同じ

娘細胞群をいう｡すなわち遺伝子が同じものの集団とい

うことになり,平たく言えば全く同じコピー集団といえ

るo　モノクローナル抗体　　　　　　　　　　　　は,

単一抗体産生細胞集団によって作られた特定のエピトー

プとのみ特晃的に結びつく抗体である｡

図4-7にマウスモノクローナル抗体の作り方を簡

単に示した7)｡免疫したマウスの抗体産生性B細胞とそ

二次応答

IgMが多い

抗体産生遺伝子

VDJ　　　〃　∂　γ3

IgMのイソタイプ

IgGが主体 1.111111･h･

時間

抗体産生遺伝子

γ3

IgGのイソタイプ

図　　　　　次応答と二次応答の違いと免疫グロブリンのイソタイプのクラススイッチの起

り方｡抗原と結びっくVDJの　　　　はIgMでもIgGでも変らず翻訳される
が,イソタイプを決定するH鎖のp遺伝子はγ遺伝子に変わる.
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の系の骨髄種細胞　　　　　　　　とを細胞融合

させてその雑種細胞　　　　　　を作り, B細

胞の抗体産生性とミエローマ綿月包の増殖し続ける両性薯

を取り出しモノクローナル抗体を作らせるものである｡

融合細胞　　　　　　　作成の原理は, B細胞および

ミエローマ細胞とその融合編胞とを巧みに区別して選択

することにある｡正常編胞には,プリン,ピリミジンを

基質としてDNA合成を行う主要回路としての

回蕗と,この回路がブロックされてもDNAを合成する

サルベージ回路が存在する｡サルベージE]路は,ヒポキ

サンチンやグアニンを取り込んでイノシン酸やグアニル

酸にする

と,チミジンを取り込んでチミ

ジル酸にする　　　　　　　　　　　　　に依存してい

る　　　　　やTKを欠く細胞は　　　　　回路を葉酸

括抗剤であるアミノプテリンでブロックされると,培地

中にヒポキサンチンやチミジンが存在してもサルベ-ジ

回露は働かず　　　　合成,分裂増殖ができない｡ -イ

ブリドーマの選択はこの点を利用しているo

ミエローマ細胞をプリンの頚似体である8 1アザグア

ニン存在中で培養すると8 1アザグアニン耐性の変異体

が待られ,その糸田胞は　　　　　欠損となる.同様にピ

リミジンのアナログの5-プロモデオキシウリジン存在

下でTK欠損の細胞を待ることができる｡これらの変異

細胞は,通常培地では　　　　　路により正常に分裂

するが,アミノプテリンを加えるとサルベージ回路を欠

抗原への捨金

94, No. 12 (1994)

系マウス

牌臓細胞
l

十

1071

8-アザグアニン耐性
ミエローマ細胞

培養細胞

l

HGPRT‾

ポリエチレングリコール

で細胞を融合させる

HAT培地による融合細胞の選択

三亡_:二1

▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　†

抗体産生細胞のスクリーニング

限界希釈法によってクローニング

i

モノクローナル抗体産生

▼　　　　　　　　▲

二､こ
大量培養上溝　　腹腔内注射によって

の濃縮　　　　　　腹水を得る

図　　　　モノクローナル抗体作製法

｢　抑制　｢ ｢　抑制　｢　　　｢　抑制-

抗イテンオタイプ
抗体

抗一抗イテンオタイプ
抗体

抗原エビト-ブと抗イヂイオタイプ抗体の構造は専似
I

l

⊂]抗原エピトープへ結合する

図4-8　イディオタイプネットワークとその働きo抗原エピトープは抗イディオタイプ
抗体に置き換えることができる｡
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くため死滅する｡　　　　　でTK-のミエローマ細胞

と正常B編胞が融合すれば, B糸田胞由来の　　　　と

TKによってサルベージ回銘が救われるためヒポキサン

チンやチミジン存在下でDNA合成が行われるようにな

る｡すなわちミエローマ編胞と抗体産生性B細胞を融合

させて

培地で培養すればハイブリドーマだけを選択的

に増殖させることができる｡

目的とする抗原で免疫を繰り返した後,牌臓細胞と

のミエローマ細胞を　　　の割合にし,ポリ

エチレングリコールを加え細胞を融合させる｡次いで増

殖したハイブリドーマで抗体産生細胞をスクリーニング

した後,単一のクローンを取り出すように各培養液に1

個づっの糸田胞を入れて(限界希釈法)培養する｡この操作

を繰り返し,目的とするモノクロナール抗体産生綿胞ク

ロ-ンを大量培養したり,細胞をマウス腹腔内に注射し

てその腹水を回収するo

モノクローナル抗体は,抗原構造の解析,細胞サブ

セットの分類,悪性腫虜細胞の特定抗原の検出など多く

の研究になくてはならないものとなっている｡

6.イディオタイプネットワーク

抗体のFab分子は抗原と結合する構造をもってい

る｡その構造は対応する抗原ごとに異なるため,その生

体にとって新しく作られるイディオタイプ抗体は,非自

己となって抗原性を発揮して抗イディオタイプ抗体を作

らせる｡抗イディオタイプ抗体も作られた生体にとって

新しい非自己となるため抗一抗イディオタイプ抗体の産

生を引き起こすO　このように次々と波紋のように広がる

応答をイディオタイプネットワークという｡抗イディオ

タイプ抗体は,その抗原となっているイディオタイプ抗

体やB細胞抗原レセプターなどに結合することによって

抗体の産生を抑制することになる｡すなわち抗イディオ

タイプ抗体は抗体産生を制御するわけである｡このよう

な一連の反応であるイディオタイプネットワークは,免

疫抑答を調節する役目を担っている8)0

抗体は抗原決定基と噛み合う構造をしている(図4 -

8)｡抗イディオタイプ抗体はイディオタイプ抗体の抗

原結合部と噛み合う｡すなわち抗原決定基であるエピ

トープと抗イディオタイプ抗体の結合部は同じ構造にな

る｡したがって抗イディオタイプ抗体は,抗原の抗原決

定基と同じ構造をもつことになる｡

抗イディオタイプ抗体は,抗原の代理にもなるわけで

ある｡抗イディオタイプ抗体を抗原のかわりにワクチン

として使って感染予防することが試みられている｡
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