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まだ未踏の問題として生命科学に残されている．この古典的な問題が近年，量子力学の第 1 原理に基づいたコンピュータシミュ
レーションによって，生命科学・計算科学の境界領域におけるフロンティアとして復活しつつある．RNA 酵素を例に，その最
近の進展について述べる．
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トピックス



脳の層構造形成を司る細胞外タンパク質リーリンの構造生物学
Structural Biology of the Reelin, a Large Extracellular Protein Regulating the Brain Development

安井典久

YASUI, N.

禾 晃和

NOGI, T.

高木淳一

TAKAGI, J.

トピックス



RNA-タンパク質複合体の分子進化を利用したアプタマーとセンサーの開発
Construction of Aptamers and Sensors from RNA-Peptide Complexes by Molecular Evolution

福田将虎

FUKUDA, M.

森井 孝

MORII, T.

／
／
／

格子モデル上の生物個体間やコロニー間の競争と進化.....................................................................中丸麻由子
低存在比の状態を解析する新しい NMR 技術 .........................................................................................菅瀬謙治
時系列情報から解く状態遷移ネットワーク.........................................................................................小松崎民樹
蛍光相互相関分光法を用いた抗原の検出.........................................................藤井文彦，坂田啓司，金城政孝
北大理系応援キャラバン隊の紹介.............................................................................................................神谷昌克

トピックス



タンパク質のドメイン構成の情報から作成したゲノムの樹
A Genome Tree Made from Information on Protein Domain Organizations

深海 薫

FUKAMI-KOBAYASHI, K.

西川 建

NISHIKAWA, K.

トピックス



Kチャネルのイオン透過機構：
新しい流動電位測定法により明らかになったイオン―水流束比
A Novel Method for Measuring The Streaming Potential Revealed Coupling Ratio of Ion-Water Flux for HERG Potassium Channel

老木成稔

OIKI, S.

安藤博之

ANDO, H.

久野みゆき

KUNO, M.

清水啓史

理論／実験 技術



温度磁場可変MCDによる金属酵素活性中心の評価
Measurement of Active Sites of Metalloenzymes by VTVH-MCD

秋津貴城






AKITSU, T.

支部だより
若手の声
海外だより
日本生物物理学会ニュース
共催・協賛・後援等行事／賞・助成／公募

SHIMIZU, H.

岩本真幸

IWAMOTO, M.

目次に戻る

「支部の活性化」という宿題を運営委員会からいただいたのは
一昨年の札幌年会のときでした．北海道支部は，いわれるまでも
なく，これまで多数の人材を輩出してきましたし，支部例会も誰
も覚えていない昔から綿々と毎年行われてきました（参照：
「生物
物理」269 号支部紹介記事）
．地方はどうしても応用系の学問重視
になりますが，生物物理という基礎科学が北海道に根付いたのは
一体なぜでしょうか？

寒冷な地に学問が育つのは当然のような

気もします．また新天地である北海道が新しい学問を開拓するの
に適していたのでしょうか？

私はこれを「隔離の効果」という

立場から考えてみたいと思います．高度な研究を行うためには同
じ分野や近い分野の研究者との情報交換がどうしても必要です．
しかし，独創性の高い研究を行うには過剰な情報は，かえって邪
魔になることもあります．
「研究を始める前に文献を読むな」と
いう逆説的な教訓を唱える方もおられます．地理的に東京・大阪
と離れている北海道では，どうしても情報不足になりますが，逆
にじっくり物を考えることのできる環境があります．息の長い伝
統的な研究といったものも育ちやすいといえるでしょう．何より
学問にとことん向き合うことのできる静謐な環境があります．冬

隔離の効果

が半年も続く気候の中でストーブにあたりながら時間を忘れて本

巻／頭／言

勉強しなくては」
「こんな研究やっていて大丈夫なんだろうか？」

を読んでいれば，外は深々と雪が降っています．
「あれもこれも
情報過多な環境にいれば焦りと迷いに陥ってしまうこともあるで
しょう．今は就職状況がよいですから，金融関係まで理科系の学
生が就職活動をしています．生涯賃金が少しでもよい職種に就職
したいと目の色が変わっています．都会の喧騒の中に若者はさま
ざまな誘惑を見いだします．こういったさまざまな誘惑から隔離
されることは，思考を集中させ，発見と創造へと人を導きます．
一方，適正な刺激は必要です．最近，文科省は学生に短期留学
させる制度を整備しており，これが拡張され地方の学生にも機会
が与えられることを希望します．また，研究者の交流も必要で
す．一部の大学で単身赴任手当てが打ち切られたと聞きますが，
地方に優秀な教員が流動できるような政策を望みます．移動した
教員が直ちに研究が開始できるような環境整備も必要です．地方
の裾野が広がってこそ国全体としての実力が向上することはス
ポーツに例を引くまでもありません．若い人たち，北海道で生物
物理の研究をしましょう．
河野敬一，Keiichi Kawano
北海道大学大学院理学研究院
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リボザイムの酵素反応機構：
第1原理計算が明らかにする生体反応の精巧な仕組み
舘野

賢，マウロ・ボエロ

筑波大学計算科学研究センター物質生命科学研究部門

Reaction mechanisms of ribozymes (“RNA enzymes”) revealed by the first-principles molecular dynamics simulations are discussed. The
calculations are performed on an RNA fragment as a model structure of the catalytic site of ribozymes, in the absence/presence of explicit
solvent water molecules, leading us to understanding the detailed mechanisms and the catalytic roles of divalent cations and solvent in
in vitro reaction. Two cations, which are bound to the O2’/O5’ atoms of the catalytic nucleotide, and a hydroxide ion involved in a solvation shell of the cation bonding to the O2’ atom are indicated to concertedly decrease the activation barrier. The entire structure of a
ribozyme molecule is now being investigated by using QM/MM hybrid molecular dynamics simulation. The computational methodology mentioned here is applicable also to other biological macromolecular systems.
Enzyme / Catalysis / biological macromolecule / crystal structure / Quantum mechanics / Computer simulation

1.

ろが，きわめて複雑な立体構造を有する生体高分子に

はじめに

対して，こうした解析を実験的に詳細に実現すること

さまざまな生命現象の根幹は，生物がもつ生体高分

は，今なおきわめて困難である．他方で，理論的に電

子の機能に内在するといっても過言ではない．しか

子状態をよい近似で求めるにも，生体高分子の系は大

し，その機能において最もよく知られた「酵素」によ

規模すぎる場合がほとんどである．そのため，構造モ

る触媒反応についてさえ，長年にわたる世界的なレベ

デルや計算の精度を犠牲にすることなく，精密な解析

ルでの不断の努力にもかかわらず，その本質的な機構

を実現しようとすれば計算量が増大する．こうした理

は，いまだ十分には明らかにされていない．その理由

由により，電子構造に基づく酵素反応機構の動的かつ

は，酵素による触媒反応が，いうまでもなく共有結合

高精度な解析は，これまであまり進まずにあった．し

の切断・生成を伴う化学反応の 1 種であることに起因

かし理論的な解析手法においては，近年の計算科学・

する．また近年，X 線結晶構造解析や NMR 分光法な

コンピュータ工学などにおけるハードおよびソフト

どの構造決定技術が著しく進展し，生体高分子の固有

ウェア双方の急速な進歩が，こうした未踏の課題に対

の立体構造が次々と明らかになってきた一方で，これ

して挑戦するに足る状況を，今まさに生み出しつつあ

らの情報は一般に静的なものに留まっていることが多

る．そうした大規模かつ精密な理論的・計算科学的解

い．実際には，生体高分子は熱ゆらぎに駆動されてそ

析技術を駆使して，酵素による触媒反応の機構を電子

の立体構造を変化させる場合も多く，特にそれぞれの

状態に基づいて詳細に明らかにしようとする試みが，

分子が担う生物機能が発現する際には，ダイナミック

世界的レベルにおいて，開始されつつある．そこで本

な立体構造の変化が生じる場合も少なくない．した

稿では，酵素機能を担う RNA，すなわちリボザイム

がって，こうした生体高分子の機能の仕組みを解明す

による触媒反応を例に，最近の成果を解説する．

るためには，熱ゆらぎによって駆動される立体構造の
変化を直接追跡することもまた必要である．

2.

このように，酵素反応の触媒機構について本質的な

リボザイムによる RNA の切断反応

知見を直接得るためには，実験・理論を問わず，酵素

触媒機能を有する RNA 分子は，リボザイム（ribo-

の電子状態を解析し，溶媒との相互作用機構を含めた

zyme）とよばれ，1980 年代に発見されて以降，基礎

動力学的な研究を推進することが不可欠である．とこ

生物学のみならず，医学などの分野においても重要な

Enzymatic Reaction Mechanisms of RNA Enzyme (Ribozyme) Revealed by First Principles Molecular Dynamics Simulations
Masaru TATENO and Mauro BOERO
Center for Computational Sciences, University of Tsukuba
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リボザイム反応機構の量子分子動力学計算

研究対象となっている．リボザイムは，自己あるいは

リボザイムの触媒反応について詳細な経路や金属イオ

他のターゲット RNA 分子鎖を切断するべくデザイン

ンの触媒効果，溶媒水分子の動的な役割などを解析し

することが可能であり，これを応用すれば遺伝子発現

た．タンパク質酵素の場合には，その活性部位に数残

の阻害剤としてきわめて有用となる．実際，ガンの遺

基のアミノ酸が直接に関与するケースがほとんどであ

伝子治療においても，その研究対象となっている

る（大まかに約 100 原子）
．ところが，リボザイムの

．

1)-7)

その触媒反応は，RNA 分子内のリン酸エステル結

活性部位は，基本的に 1 個のヌクレオチド残基からな

合を切断するトランスエステル化である（図 1）．こ

る（原子数約 30 個）．そのため，この周囲に溶媒水分

の自己切断反応においては金属イオンが結合し，実際

子を配置しても原子数約 200 個ほどの系に留まる．こ

の触媒効果を担うことが，in vitro における実験により

のサイズならば，高速の第 1 原理計算法を用いれば，

知られている．

さらには系の時間発展までを追跡すること（分子動力

これまでの多くの研究にもかかわらず，リボザイム

学計算）は可能であり，よって計算量の点で大きな利

による自己切断反応の機構については，単純化された

点のあることがわかる．

モデル化合物に対して，経験的な仮定に基づく静的な

このようにリボザイムの場合には，その分子の

全

量子化学計算を用いるのが，従来よりのアプローチで

構造

あった．ところが RNA などの生体高分子が有する本

さまざまな条件のもとで高精度に計算し，周囲の環境

質的な特性は，前述のようにそうした静的な解析では

要因（金属イオンや溶媒水分子など）の触媒反応に対

不十分である．すなわち，生体高分子やその電子が有

する影響を系統的に評価することが十分に可能である

するダイナミクス（熱ゆらぎに駆動された動的変化）

と期待される 8)．実際こうした解析の結果，金属イオ

を正確に評価することが必須の場合も多いと筆者らは

ンや溶媒水分子などが，触媒反応の活性化エネルギー

考えている．さらには，生体高分子の機能において，

を統合的に下げていることが明らかになった 9)．本稿

特にその立体構造が変化する場合などにおいては，溶

では，カー・パリネロ法に基づく第 1 原理・分子動力

媒水分子との動的な相互作用（水素結合ネットワーク

学計算によるリボザイム触媒反応の解析の概要を述べ

構造の形成・切断など）が本質的な役割を果たし得る

る．この手法は，同レベルの計算精度を有する他の第

こともまたいうまでもない．したがって，溶媒のダイ

1 原理・分子動力学計よりも高速に計算することが可

ナミクスもあわせて，以上のすべての相互作用を理論

能である点に，その大きな特徴があり，より広範囲な

的に的確に扱うことが不可欠である．

位相空間をサンプリングするのに非常に有利である．

こうした理由によりわれわれは，単なる静的な量子

を溶媒と共に解析する以前に，活性部位のみを

計算法の詳細については，文献を参照されたい 10)-12)．

力学計算（第 1 原理計算）ではなく，同時に分子動力
学計算を合わせて実行するシミュレーション技術（第

3.

1 原理・分子動力学計算）を駆使することによって，

リボザイムによる触媒反応機構の解析
最初に，RNA 分子のフラッグメントを真空におき，

そのアニオン状態（生理的条件下における通常の構
造）のリボザイムと 1 個の Mg2 イオンのみを含む系
に対して実行した触媒反応の計算結果を示す（図 2）
．
反応経路を計算する前に，まず系を平衡状態にする．
これによって得られた初期平衡状態のコンフォメー
ションが図 2a である．次に，反応経路に沿った計算
を実行する．ここで反応座標として，P 原子と O2’ 原
子の間の距離を採用し，シミュレーション内でこれを
次第に小さくすることによって，コンピュータ内で反
応を誘起する．そのために，ここではブルームーン法

図1
リボザイムによる自己切断の反応スキーム．RNA 鎖は上から下に
向かって 5-3 の向きに描かれている．リン酸ジエステル結合に
よって結合した RNA 鎖の下半分を R で示す．
（a）初期状態，
（b）
Trigonal Bipyramidal Phosphorane（TBP）型の遷移状態，および（c）
最終切断産物．M1 および M2 はふたつの金属イオンの位置を示
している．活性部位において反応に必要な金属イオンの個数は 2
個であることが，活性化エネルギーの計算から示唆された 9)．

とよばれるサンプリング法を採用し，反応の実時間
（およそマイクロ秒〜ミリ秒）をサンプリングするこ
となく，効率的に活性化エネルギーを乗り越えられる
ようにした．これは，化学反応のような
象


まれな現

を計算科学的に高効率で追跡するために必須の重
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要な手法である．

mol および F  32.4  2.2 kcal/mol と見積もられ，金属

この計算において，まず反応座標（P-O2’ の距離）

イオンが存在するときの自己切断反応の活性化エネル

 が約 2.30 Å 近傍に達した段階で，O2’ に結合してい

ギーよりもずっと高い．したがって，通常はこの反応

たプロトンの移動が生じた．その結果，リン酸の酸素

は非常に起こりにくいことを計算結果は示唆してお

原子（pro-S 位）にこのプロトンが移動した．さらに，

り，既知の事実とよく整合している．

  2.00 Å において，図 2b で示した Trigonal Bipyramidal

ここで RNA 自己切断反応における Mg2 の役割には

に到達し

2 つある．第 1 は，以下の意味における排除体積効果

た．この反応座標の設定は，シミュレーションにおけ

である．すなわち，擬回転が生じるためには，複数の

る拘束条件として計算に含まれているが，その結果

原子群が協奏的に移動する必要があるが，Mg2 イオ

TBP 型構造が形成された点は，これまでの実験結果と

ンはその協奏的回転を抑える作用をする．第 2 は電子

もよく一致するものである．この遷移状態に対応する

論的な役割である．すなわち，図 2 の電子雲で示し

活性化エネルギーおよび活性化自由エネルギーは，そ

たように，反応前の平衡構造における最高占有軌道

れ ぞ れ E  27.6  2.0 kcal/mol，F  23.9  1.9 kcal/mol

（HOMO）はリン酸の酸素原子の軌道からおもに構成

Phosphorane（TBP）型コンフォメーション

1)

と計算された．最終的には，P-O5’ 結合の切断が生じ，

されているが，他方で最低非占有軌道（LUMO）は，

図 2c に到達する．こうして RNA の自己切断反応を，

Mg2 イオンの s 軌道から構成されており，さらに近傍

コンピュータ内部で実現することに成功した．

の酸素原子にまで広がっている．ここで HOMO と

ところが，金属イオンが存在しない場合について，

LUMO の間のエネルギー差（HOMO-LUMO ギャッ

同様のシミュレーションを行うと，まったく異なる反

プ）はわずか 60 meV である．したがって，反応前の

応が起こった．すなわち，P-O5’ 結合の切断は起こら

平衡構造で P-O5’ 結合の近傍に位置した Mg2 イオン

ずに，代わりに P-O3’ 結合が切断され，P-O2’ 結合が形

は，P-O5’ 結合（最終的に切断される）から電子を受

成された．これは切断反応ではなく，RNA 鎖が O3’ か

け取りやすくなっており，この結合を弱める作用を担

ら O2’ につなぎかえられただけの反応である ．この

う．反応の遷移状態においても HOMO-LUMO ギャッ

ケースにおいて，TBP 構造が形成された後にいたる中

プは 120 meV であり，この電子移動による結合の弱

間状態の反応機構は擬回転とよばれ，リボザイムを酸

化が，最終的に P-O5’ 結合の切断を引き起こすものと

性条件下においた場合に実際に見られる反応機構であ

考えられる．溶媒が存在しないこと（乾燥）によるこ

る．この際の活性化エネルギーは，E  38.7  2.2 kcal/

うした HOMO-LUMO ギャップの減少は DNA でも見

8)

られ，これが，DNA の電気伝導性にも関与している
ことが既に示されている 13)．
次に，実際の反応は溶液内で進むことから，リボ
ザイムの活性部位を溶媒内に水和させた状態で，触
媒反応のシミュレーションを行った．その際に金属イ
オンは，周囲の水分子と溶媒和を形成する．リボザイ
ム内の酸素原子もまたこの溶媒和の形成に寄与する．
その結果，溶液における RNA の電子状態は，真空に
お け る RNA と は 異 な る こ と が 明 ら か に な っ た．
HOMO はいずれの場合も P 原子と結合した酸素原子
の孤立電子対の性質を有するが，溶液においては，反
応の過程でしばしば水分子を形成する酸素原子の孤立
電子対の性質に変化する．LUMO はさらに大きく異
なる．すなわち，真空における RNA の LUMO は，金
属イオンの s 軌道の性質をもっていたのに対し，溶液

図2
RNA における自己切断反応（in vitro での反応に相当する）
．RNA
分子のフラッグメントを真空において，第 1 原理分子動力学計算
を実行した場合の結果を示した．初期状態（a）から遷移状態（b）
を経て，終状態（c）に到る反応経路に沿った自由エネルギー変化
（黒菱形）と全エネルギー変化（黒丸）を示す．最高占有軌道
（HOMO）と最低非占有軌道（LUMO）を，それぞれ黒色および灰
色で示した．

における LUMO は溶媒和電子に起因した広がった軌
道の性質をもつことがわかった．これは一般に水など
でも見いだされている．一方，金属イオンの s 軌道
は，LUMO の上の LUMO1，LUMO2 番目の電子状
態を形成している．
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第 1 原理・分子動力学計算により，溶液におけるリ

では，リボザイムによる触媒反応はきわめて起こりに

ボザイムの触媒反応を解析した結果を図 3 に示す．こ

くいと考えられ，in vitro における実験結果とよく一致

の計算における反応座標は，先と同様に O2’ および P

している．

原子間の距離（O2’-P 結合の形成）を採用すると共に，
さらに P-O5’ 間の距離（P-O5 結合の切断）も加えて，

リボザイムの分子全体を含む解析へ向けて

4.

より効率的なサンプリング手法（メタダイナミクス
法）を組み合わせて計算を実行した．複数の反応座標

こうしてわれわれは，さまざまな条件のもとで，リ

に対する変化をまとめて示すために，図 3 では，時

ボザイムによる自己切断反応のシミュレーションを実

間を横軸にとり示した．結合（a）が反応の始状態で

行し，それらの反応経路と活性化エネルギーを求めて

あり，反応座標に対する全エネルギー変化と，反応の

系統的に比較した．その結果，以下の結論を得た 8)．

要所におけるコンフォメーションを示した．
（b）にお

1）活性部位の O2’ および O5’ 原子近傍に，それぞ

いては，プロトンが O2’ 原子からリン酸の酸素原子

れ Mg2 イオンが 1 個ずつ結合し（計 2 個）
，

（pro-S 位）に移動している．その後，（c）の TBP 型配

2）さらに OH- イオンが O2’ 側の溶媒和に存在し，

置（遷移状態）に移行する．さらには（d）のように，

これが HO2’ のプロトンの引抜きを手助けする場

P 原子と O5’ 原子間の結合が切断され，プロトンはリ

合が，反応の活性化エネルギーを最も下げると共

ン酸の O（pro-S）原子と O5’ 原子に共有され，最終的

に，また実験事実との矛盾も生じないことが明ら

に（e）のように，プロトンは O5’ 原子と共に P 原子

かになった．これに対して，Mg2 イオンを一方

から切断される．図 3 における金属イオン（図 1 の

のみとした場合には，反応の過程でリボザイムの

M1 の位置）は P-O5’ 結合から電子を奪って結合を弱

構造が部分的にゆがむ現象も見られ，その結果，

め，自己切断反応を促進しており，もう 1 つの金属イ

活性化エネルギーを著しく上昇させることが明ら

オン（図 1 の M2 の位置）は O2’-H 結合から電子を奪っ

かになった．しかもこのときには，従来の実験結

てその結合を弱め，プロトンの移動を促進しているこ

果と矛盾する反応経路が選択されていたのであ

とが明らかになった．

る．

ここで反応の活性化エネルギーは，E  46.5 kcal/

こうして，リボザイムの触媒反応における基本的な

mol および F  44.7 kcal/mol と見積もることができた．

課題に対して，明快な回答が得られた．こうした計算

さらに，Mg イオンが存在しないケースについても，

手法は，最近さらにシトクローム酸化酵素の機能部位

同様なシミュレーションを実行し活性化エネルギーを

にも適用され，プロトン移動の制御機構に関する重要

計算すると，約 60 kcal/mol に上昇することも見いだ

な仮説を得ることにも成功した 14),15)．ではこれらに

された．したがって Mg イオンの存在しない条件下

よって，反応機構の全貌が明らかになったのであろう

2

2

か？

これまでの議論は，活性部位近傍の事象であっ

た．今後は実際のリボザイム分子内において，上記の
結論をさらに検証することが必要であろう．そのため
には，リボザイム分子の全体構造を直接計算の対象と
する必要がある．かといって，酵素分子と溶媒水分子
の全体（原子数約 30,000 個程）を対象に，第 1 原理
分子動力学計算をその全系に対して行うことは到底不
可能である．そこで，活性部位（原子数約 100 個程）
以外の，いわば触媒活性を間接的に担い保持する「環
境」としての役割を担う（触媒反応に直接には寄与し
ない）原子群については古典力学を適用する．
こうして最近，第 1 原理量子力学（QM）と古典力
学（MM）に基づく分子動力学計算法とをジョイント
させ，QM/MM ハイブリッド分子動力学計算法を開

図3
水溶液内における RNA の自己切断反応．二つの Mg2 イオンが触
媒として作用している場合を示す．このケースが，反応の活性化
エネルギーを最も低下させる．反応における全エネルギーの時間
変化を実線で示し，矢印は各時刻での原子配置を示す．

発することに成功した．われわれの計算手法における
特徴の 1 つは，ハイブリッド法であるにもかかわら
ず，エネルギー保存を満たす点にある（通常のハイブ
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シアノバクテリア概日リズムの分子機構を数理的に解明する
今村
（滝川）
寿子1,2，
望月敦史1,2,3
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自然科学研究機構・基礎生物学研究所理論生物学研究部門
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A cyanobacterial clock protein KaiC shows circadian cycling of the phosphorylation level in vitro. We first developed an observationbased model. The KaiC-KaiA complex formation consequently reduces free KaiA molecules, thereby may exert a negative feedback effect
toward KaiC phosphorylation. However, this model was shown not to be adequate to generate the KaiC phosphorylation cycle. Then, we
analyzed generalized models and determined necessary conditions to generate the cycle. Based on the result, we realized the observed pattern of the KaiC phosphorylation cycle and predicted an unknown state that lies between KaiC phosphorylation and the formation of
the KaiC/KaiA complex.
cyanobacteria / circadian rhythms / KaiC / oscillation / mathematical model / feedback

遺伝子やタンパク質などの生体分子が，相互作用の

のことを時計遺伝子とよぶ．ショウジョウバエの per

複雑なネットワークを作り，そこから生理機能などの

遺伝子は転写された後，核外でタンパク質に翻訳さ

高次機能が現れる過程が，生命現象のさまざまな局面

れる．タンパク質は修飾を受けた後，核に移行し，

において見られる．われわれは，生体分子の制御ネッ

自身の転写を抑制する．自らの産物により転写が抑

トワークの構造と，そこから生じる活性動態との関係

制されるこのような制御は，「負のフィードバック」

を，数理モデルを用いて明らかにすることに取り組ん

とよばれる．負のフィードバックによる振動は，次

でいる．ここではシアノバクテリアの概日リズムの分

のように直感的に理解できる．まず，転写が活発に

子機構を取り上げて，その取り組みを紹介しよう．

行われている状態を考えよう．これにより次第にタ

概日リズムとは，生物の生理機能に見られるほぼ

ンパク質濃度は高くなるだろう．タンパク質濃度が

24 時間の振動である．われわれが海外旅行をしたと

高くなると，転写抑制が起こり転写レベルは次第に

きに時差ぼけを感じるのは，われわれの体内にあり
自律的に時を刻む時計と，外環境との間に時差が生
じるためである．ここ 20 年ほどの間に多くの生物種
で，概日リズムのメカニズムが分子レベルで明らか
にされてきた．その過程で数理モデルも大きな貢献
をしてきている 1)．現在，多くの種の概日時計の分子
メカニズムが，ほぼ共通の原理で理解できることが
わかっている．すなわち，遺伝子の転写過程におけ
る負のフィードバック制御により，振動が起きると
いうものである 2), 3)．
たとえば，図 1 はショウジョウバエを例にした概
日リズムにかかわる遺伝子の相互作用の基本骨格で

図1
ショウジョウバエの per 遺伝子による自己抑制的制御．

ある 4)．概日リズムにおいて主要な役割をする遺伝子

Mathematical Understanding for the Molecular Mechanism of Cyanobacterial Circadian Rhythms
Hisako TAKIGAWA-IMAMURA1,2 and Atsushi MOCHIZUKI1,2,3
1
Division of Theoretical Biology, National Institute for Basic Biology, Japan
2
The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan
3
PRESTO, JST



目次に戻る
生

物

物

理 Vol.48 No.4（2008）

低くなる．低い転写レベルは，タンパク質濃度の減
少につながる．転写の抑制が解除され，再び転写レ
ベルが高くなるだろう．このように負のフィード
バックは，転写レベルやタンパク質濃度の時間的振
動をもたらすと考えられる．前述したように，多く
の種において，時計遺伝子の産物が自身の転写を抑
制していることがわかり，それらの種では，概日リ
ズムの本質は時計遺伝子の転写の負のフィードバッ
クによる振動だと理解されている．ところが，シア
ノバクテリアでは，この理解にあてはまらない現象
が，最近明らかにされた 5), 6)．
シアノバクテリアは，現在わかっている概日リズム
をもつ生物のうちで最も原始的と考えられる生き物で
ある 7)．このバクテリアは，光合成をおこなう．概日
リズムをもつことは，24 時間で変化する外環境を予
測できる点で適応的であり，これがこの生物において
概日リズムが進化した理由であろう．シアノバクテリ
アの概日リズムの分子機構は，名古屋大学の近藤孝男
教 授 ら の グ ル ー プ な ど に よ っ て， 単 細 胞 性 の Synechococcus elongates PCC7942 を用いて解析が進められて
きた．3 つの時計遺伝子が同定され，kaiA，kaiB，kaiC
とよばれている 8), 9)．3 つの kai 遺伝子それぞれを欠
失ないし不活性化した場合，時計に制御される遺伝子
の発現に見られる概日リズムは消失する（図 2a）8), 10)．
これまで生化学，細胞生物学，分子遺伝学，構造生物
学といった手法を駆使し，これら 3 つの遺伝子の役割
が解明されてきた．
kai 遺伝子の発現量の振動，および KaiC による自己
転写抑制が見つかったことから，当初はシアノバクテ
リアについても，転写におけるフィードバックが概日
振動を作り出すのではないかと，予想されてきた 8)．
ところがその予想をまったく覆す発見が 2005 年にな
された 5), 6)．シアノバクテリアにおいては，転写が起
こらなくとも，概日振動が起きることが，近藤研究室
において明らかにされたのである．ここで特に中心的
な役割を担う KaiC は 2 つのリン酸化部位をもつタン
パク質で，ホモ 6 量体を構成している 11)-13)（図 2b）．
まず，連続的に暗条件におかれたバクテリアにおいて
も，KaiC のリン酸化レベルの振動が起きることが発

図2
Kai 時計タンパク質．
（a）kai 遺伝子の不活化による概日リズムの
消失．概日時計制御下にある psbAI 遺伝子の発現強度をルシフェ
ラーゼ・レポーター系にて測定した（縦軸）．横軸は恒明条件下
（LL）における測定時間を示す．
（A）野生株．
（B）kai 遺伝子全体
（kaiABC）を欠失．
（C）kaiABC 欠失株の異なる遺伝子座に kaiABC
を 導 入．（D, E, F） そ れ ぞ れ kaiA，kaiB，kaiC 遺 伝 子 を 不 活 化．
Ishiura , M. et al.（1998）8) より転用．
（b）KaiC タンパク質の 6 量
体ポット構造．リン酸化部位 T432 と S431 がサブユニット境界に
位置する（P で図示）．

見された 6)．S. elongates では，連続暗条件では代謝活
性が落ち，全遺伝子がほとんど転写されなくなってし
まう．にもかかわらず，KaiC はそのリン酸化状態を，
24 時間で振動させる．次に，精製した KaiA，KaiB，
KaiC と ATP を試験管内で混合することで，KaiC のリ
ン酸化レベルが振動することが示された（図 3a）．
KaiC リン酸化振動は試験管内でも温度補償性を示す
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うえ，KaiC 変異体が生み出す周期は生体内と試験管

単純な可逆反応で，KaiA と KaiB が反応を助けるだけ

内でほぼ等しいことから，概日時計の本体であると考

では，振動が起こらないことは明らかである．リン酸

えられている 5)．いずれの環境においても，タンパク

化状態と非リン酸化状態が一定の割合で存在する，平

質の総量はほぼ保存されている．KaiC は，リン酸化

衡状態に行き着いてしまう．

された状態とリン酸化されない状態を取りうる．転写

転写のない概日リズムの実験は，3 種類のタンパク

なしの振動は，これらの状態を経巡る安定した振動が

質からなる小さな系が，化学反応による振動を作り出

存在し，それが 24 時間の周期をもつ時計として機能

すことを明らかにした．この実験結果が報告されて以

していることを示している．

来，世界中のさまざまな理論生物学グループが，この

KaiA，KaiB，KaiC タンパク質の働きをまとめてお

現象の数理モデル化に取り組んできた．これまでに発

こう（図 3b）
．KaiC は自己リン酸化能，脱リン酸化

表された数理モデルは，前提としている仮定によって

能をもっている

．KaiA は，この自己リン酸化を助

大きく 3 つに分類できる．1 つ目は KaiC6 量体の「砂

．KaiB は KaiA によるリン酸化促

時計モデル」に基づく．これはすべてのリン酸化部位

13)

ける働きをもつ

10), 14)

進作用を抑える

14)-16)

．図 3b は，これらの関係を簡単

がリン酸化されるまで脱リン酸化反応は抑えられてお

化した模式図である．図 3b は一見，酵素と基質の反

り，また完全に脱リン酸化するまでリン酸化が抑えら

応をまとめたグラフに似ている．しかし，リン酸化が

れている，という仮定である 17)-20)．これらの研究で
は同調機構の解析に焦点があてられており，そもそも
なぜリン酸化と脱リン酸化が進行し続け，半日ずつ切
り替わるのかという根本的なメカニズムには言及して
いない．2 つ目は，リン酸化反応あるいは脱リン酸化
反応が未知の正のフィードバック制御を受けていると
仮 定 し て い る 21), 22)．3 つ 目 は リ ン 酸 化 反 応 が 負 の
フィードバック制御を受けていると仮定したもので，
われわれの研究 25) は Kurosawa ら 21) と同時にこのアイ
デアを最初に用いたものである 17), 21), 23)-25)．これらの
研究において予測された KaiC リン酸化の制御は共通
した構造をもっており，われわれはその共通構造の必
然性を明らかにしている．われわれは，単に振動現象
を再現するだけではなく，現象が起こるための相互作
用の条件を予測することで，実験生物学への貢献を目
指している．
これら Kai タンパク質が生体内において 24 時間の
中で示す細胞内の動態が，ゲル濾過法および免疫沈降
法により，おおよそ明らかになっている 15), 26), 27)．日
中の早い時間では，KaiC 6 量体は比較的リン酸化さ
れておらず，またヘテロ複合体も形成していない．や
がてリン酸化された KaiC が増加する．このリン酸化
には KaiA がかかわっているが，KaiA は KaiC に弱く
結合し，何度も結合と乖離を繰り返しながら，多数の
KaiC タンパク質をリン酸化させていると考えられる．
リン酸化 KaiC が蓄積するようになると，次第に KaiAKaiC 複合体が増加する．その後 KaiA-KaiB-KaiC 複合

図3
KaiC リン酸化．
（a）試験管内で再現された KaiC リン酸化サイク
ル．KaiC（0.2 g/l），KaiA（0.05 g/l），KaiB（0.05 g/l）の組
換えタンパク質を 1 mM ATP 共存下でインキュベートし，電気泳
動により分離，定量した．縦軸は総 KaiC 量に対するリン酸化
KaiC の割合を示す．Nakajima, M. et al.（2005）5) より転用．
（b）
KaiC リ ン 酸 化 調 節 の 概 略．KaiA は KaiC の リ ン 酸 化 を 促 進 し，
KaiB は KaiA の効果を抑制する．

体の蓄積が見られる．その後，複合体が解離すると共
に， リ ン 酸 化 レ ベ ル が 低 下 す る． こ の 結 果 か ら，
KaiC に関して 4 種類の状態，すなわち脱リン酸化状
態（NP-KaiC），リン酸化状態（P-KaiC），小さな複合
体（KaiAC），大きな複合体（KaiABC）を経巡ると解
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釈できる（図 4a）
．

d V1
kphos g 1 V 1
-------- = – ------------------ + kdephos V4
dt
k m + V1

さてわれわれが，最初に行ったことは，この状態遷

d V2
k phos g 1 V1
-------- = ------------------ – k CpAg 2 V 2
dt
km + V 1

移―相互作用グラフを詳細に吟味することであった．
このグラフにおいて，KaiA は 2 つの異なる働きをす

d V3
-------- = kCpA g 2 V2 – kCpAB hV 3
dt
d V4
-------- = kCpAB hV 3 – kdephos V 4
dt

る．つまり，弱い結合による KaiC リン酸化の促進と，
強い結合による複合体の形成である．このことから，
この相互作用グラフには，負のフィードバックが陰に
含まれているのではないか，と気づいた．つまり，
KaiAC 複合体や KaiABC 複合体の量が増えてくると，

giaV3sV4ai

遊離 KaiA の量が減る．遊離 KaiA が減少すれば，それ

hbV4

（1a）

（1b）

によって促進される KaiC のリン酸化が遅くなる．つ
まり 2 つの複合体から，遊離 KaiA の量を介して，リ

V1，V2，V3，V4 は そ れ ぞ れ NP-KaiC，P-KaiC，Kai-

ン酸化プロセスへの負のフィードバックが働いている

AC，KaiABC の濃度を示す．KaiC はキナーゼ活性を

ではないか，というアイデアである．

有するが単独での活性は低く，KaiA によって活性が

このアイデアに基づきわれわれは，常微分方程式モ

上昇する．よって KaiC リン酸化反応は KaiC を基質

デルを作り，計算機シミュレーションを行った．個々

と見立てたミカエリス・メンテン式で表した．kphos は

の反応は，式（1）に示したような，比較的簡単な式

リン酸化反応速度定数，km はミカエリス定数を示す．
kCpA，kCpAB，kdephos は そ れ ぞ れ リ ン 酸 化，KaiAC 形 成，

で表される．

KaiABC 形成，脱リン酸化の反応係数を示す．a，b は
それぞれ KaiA および KaiB の合計量を濃度で表したも
のである．g1，g2 はそれぞれリン酸化と KaiAC 形成に
おける実効 KaiA 濃度，h は KaiABC 形成における実効
KaiB 濃度を示す．gi および h が複合体濃度（V3，V4）
の上昇によって減少することにより，負のフィード
バックが実現されている．ここでは 2 種類の複合体が
保持する KaiA の割合が異なる可能性を考慮して，s
（0  s  1）によりその違いを表している．a1，a2 はリ
ン 酸 化 お よ び KaiAC 形 成 に お い て 必 要 な 最 小 遊 離
KaiA 濃度を示す．
数値解析の結果，このモデルでは振動は起こらず，
安定な定常状態に収束することがわかった．図 4b に
ダイナミクスの例を示した．各状態は一見振動しそう
な振る舞いを見せるが，すぐさま減衰し，最終的にそ
れぞれの状態が一定の割合で存在する平衡状態に収束
する．このモデルでは，どのようなパラメータの値を
選ぼうとも，平衡状態が安定になってしまうことが，
後ほど示す解析でわかった．相互作用が図 4a に示さ
れた形であるかぎり，平衡状態に収束してしまうのだ
と考えられる．
実際のシアノバクテリアでは，この平衡状態が不安
定化して，その外側を周回する周期解を作っているの

図4
実験結果をもとにした基本モデル．（a）観察された Kai タンパク
質の細胞内動態 15)．点線は KaiC の状態遷移，実線は遷移反応へ
の促進効果を表す．KaiAC および KaiABC 複合体は，遊離 KaiA を
トラップすることにより，KaiC リン酸化を負に調節すると考えら
れ る．
（b） 式（1） の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 例．NP-KaiC（破 線），
P-KaiC（点線）
，KaiAC（実線），KaiABC（2 重破線）の総 KaiC 量
に対する割合を示す．

だと考えられる．本来，数理科学において，振動を対
象とする場合には，リミットサイクルを考えるべきだ
ろう．しかしここでは振動が起こるための前段階であ
る，平衡状態が不安定化するための条件を求めること
にした．複数の安定な解があり，初期条件によって定
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常になったり，周期振動を生じたりと，振る舞いを変
える可能性も考えられるが，そのためにはタンパク質
分子の反応に大きな非線形性がなくてはいけない．ま
た実際のシステムにおいても，平衡解への収束と周期
振動とが，初期条件に依存してどちらも起こりうるよ
うな振る舞いは観測されていない．ここでは Kai タン
パク質の反応は，大きな非線形性をもたず，式（1）
に示したような，比較的簡単な反応で表されると仮定
する．
以下では状態間相互作用が満たすべき，構造の条件
を調べるために，抽象化したモデルを考える（図 5）．

図5
ノンフィードバックモデル．各状態からあらゆる状態への遷移を
含む一般的なモデル系である．ここでは系が 4 状態を取る場合を
図示する．丸印は各状態を表し，矢印は状態遷移を表す．

まず，最初に状態間遷移に，フィードバックが存在し
ないモデルを考え，ノンフィードバックモデルとよ
ぶ．分子が複数の状態を取りうるとし，これらの間を
遷移するダイナミクスを考える．ここでの状態は，も

ることを示している．

とのモデルのどの変数に相当するかは，最早考えな
い．状態数が 3 状態のものから，8 状態のものまでさ

ノンフィードバックモデルでは状態遷移速度が，も

まざまなモデルを考えた．各変数は，その状態の濃度

との状態の濃度だけに依存すると仮定していた．平衡

を示す．濃度の合計値は，時間とともに変化しない．

状態を不安定化させるには，状態遷移が別の状態に

また，このモデルでは，それぞれの状態から他の状態

よって増減するような仕組みが必要である．いい換え

へ向かう，ありとあらゆる状態遷移を，考慮に入れ

るならば，状態遷移にフィードバックが必要である．

る．状態遷移速度に関して，1 つだけ仮定をおく．す

このことをより明確に示すために，フィードバックモ

なわち，それぞれの状態速度はもとの状態の濃度だけ

デルを解析した．図 6 に示すように，このモデルで

に依存する．たとえば，状態 1 から状態 2 への遷移速

は状態遷移の骨組みをあらかじめ与えておく．図 6

度は，状態 1 の濃度に比例し，その逆反応は状態 2 の

は，状態 1 から状態 2 への遷移が状態 4 によって，抑

濃度に比例する，といった遷移を考える．このダイナ

制されることを示している．状態 4 の濃度が高くなる

ミクスが，平衡状態をもっているならば，その近傍で

と，この遷移が遅くなる．つまり線形化行列におい

の線形化方程式は，一般に以下のように書ける．ここ

て，2 行 4 列成分（非対角成分）が負となる．つまり

では 4 状態の力学系について示す．

状態間遷移に負のフィードバックが働くことで，平衡
状態が不安定化する可能性がある．
実は負のフィードバックが働くことは，平衡状態を
不安定化させるための十分条件ではない．相互作用の

（2）
行列の各成分はもとのモデルの構造を反映してい
る．たとえば，行列の各列を足した合計が 0 となるの
は，分子の総量が保存されていることに対応してい
る．対角成分が負であるが，非対角成分はすべて正
である．これは状態遷移がもとの状態の濃度に比例
することから来ている．実はこの線形化方程式の振
る舞いは，すでにすっかりわかっている．非対角成
分が非負であるような線形化方程式は，必ず安定で

図6
フィードバックモデルの一例．V1 から V2 への状態遷移を V4 が抑
制する．太線は抑制的効果を示す．

あることが過去に証明されている．つまり，もとの
モデルが平衡状態をもつなら，それは必ず安定であ
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構造が非常に重要であることがわかった．その結果を

深いことに，「3 番目以降」というこの規則は，全状

まとめたものが図 7 である．同じ結果を表 1 にも示

態数に依存しない．つまり「システム全体のサイズに

した．全部で 3 つの状態をもつモデルから，8 つの状

依存せず，生成物から 3 ステップ以上先からの抑制が

態をもつモデルまで解析している．それぞれのモデル

不安定化には必要」
，という一般的な法則が得られた．

において，状態 1 から状態 2 への遷移に，他のいずれ

この解析は，「1 つの状態遷移に対して，1 つの状態

かの状態が抑制的に作用している．それぞれのモデル

から抑制が働く」という枠組みで，あらゆる場合を吟

について，線形化方程式を導き，平衡解が安定となる

味したものである．抑制ではなく促進の作用が働く場

か，それとも不安定化しうるか調べた．その結果状態

合も解析したが，Kai 振動体においては正のフィード

2 や状態 3 からフィードバックが働いていても，平衡

バック制御の存在が確認できないため，ここでは詳し

解は安定なままだとわかった．平衡解が不安定化する

く述べない．さらに 1 つの状態遷移に対して，複数の

ためには，フィードバックは状態 4 以降から働いてい

状態から抑制の作用が働く場合も解析した．結果は，

なくてはいけない．別のいい方をするならば，抑制を

1 つの状態からの抑制の場合に比べて，少し傾向が和

受ける状態遷移の生成物を 1 番目としたときに 3 番目

らぐが，やはり 3 番目以降の状態からの抑制が重要で

以降の状態からの抑制が働かなくてはいけない．興味

あることがわかった．
ここでもとの Kai タンパク質の状態遷移モデルを眺
めてみよう．始めに説明したとおり，複合体から遊離
KaiA の量を介した負のフィードバックがリン酸化遷
移に働いていると考えられるため，「フィードバック
の存在」という最初の条件は満たされている．問題
は，その距離関係である．抑制を受ける反応の生成物
から数えて 2 番目に，抑制をかける側である KaiAC
複合体が，現れている．これは平衡状態が安定化する
条件を満たしてしまい，振動しない定常状態へと力学
は収束してしまう．この場合，高度な非線形性によっ
て，もう 1 つ別に周期解が存在すると仮定しない限
り，振動は現れない．
「抑制を受ける状態遷移から数えて，3 番目以降の
状態からの抑制」という条件を満たすためには，KaiC
のリン酸化の後で複合体形成以前に，もう 1 つ状態が

図7
フ ィ ー ド バ ッ ク モ デ ル の 解 析 結 果． 系 の 状 態 数 が (a)3，(b)4，
(c)5，(d)8 の場合を図示する．太線は状態 1 から状態 2 への遷移
反応に対する抑制を表す．●で示す状態からの抑制は系を不安定
化することができる．○で示す状態からの抑制は系を不安定化で
きない．

存在することが必要である．そこでわれわれは，改め
てもとのモデルにもどり，リン酸化状態が複数あり，
それらを経た後に複合体を形成するような，複数リン
酸化状態モデルを考えた（図 8a）．このモデルの生物
学的な意味は，以下の通りである．リン酸化状態は実

表1
系の状態数

は複数あり，リン酸化状態 1 を経た後にリン酸化状態

抑制因子

2 を経て，はじめて複合体を形成することができる．

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

3

○

×

×

−

−

−

−

−

モデルであれば確かに振動解が現れ，きれいなカーブ

4

○

×

×

○

−

−

−

−

を示すことであった（図 8b）
．

5

○

×

×

○

○

−

−

−

リン酸化の後，別の状態を経てから複合体（抑制を

6

○

×

×

○

○

○

−

−

与える側の状態）になることは，抑制を受ける状態か

7

○

×

×

○

○

○

○

−

ら与える状態までの遷移過程に，時間遅れを作り出し

8

○

×

×

○

○

○

○

○

ていると解釈できる．ではリン酸化の遷移速度が十分

このモデルを数値解析した結果わかったことは，この

フィードバックモデルの解析結果．状態1から状態2への遷移に，他の
いずれかの状態が抑制的に作用する場合の，平衡状態の不安定化を
調べた．平衡状態が不安定化しうるものを○で，平衡状態が必ず安
定化してしまうものを×で示す．
−は系に存在しない状態を示す．

遅ければ，状態の数を増やさなくとも，時間遅れを作
り出せるのではないか，という意見があるかもしれな
い．これが誤りであることを確かめるために，次のよ
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うな解析を行った．図 8 の複数リン酸化状態モデル

遷移のほうにより時間がかかることが，システムの不

について，リン酸化反応（kphos）とリン酸化状態間遷

安定化に必要だとわかった．この逆の場合，つまりリ

析を行った（図 9）．実際には kphos と knew はそれぞれミ

極限では，2 つのリン酸化状態をまとめて 1 つと考え

移（knew）のそれぞれの速度をさまざまに変えて，解

ン酸化が十分遅く，リン酸化状態間遷移が速いような

カエリス・メンテン式の最大反応速度定数と 1 次式の

ることができるだろう．しかしそのような条件では，

係数である．しかし，ここではミカエリス・メンテン

システムは安定な平衡状態に収束してしまう．つまり

係数 km を最小で 0.0007 nM と，V0 値に対して非常に

負のフィードバックにおける時間差が重要なことは間

小さく設定しており，実質的には，kphos と knew により，

違いないが，リン酸化プロセスよりもリン酸化状態間

反応速度の相対的な比較をすることが可能である．こ

遷移によって作られる時間遅れのほうが，より比重が

の解析の結果，リン酸化反応よりも，リン酸化状態間

大きく，重要だといえる．
このモデルの結果はどのように解釈したらよいだろ
うか？

われわれは，実験結果に基づいてモデルを作

り，それが安定平衡状態に収束して，振動解を作らな
いことを見てきた．この平衡状態が不安定化するため
には，リン酸化と複合体形成との間に，もう 1 つ未知
の状態が必要である．冒頭で説明したとおり，KaiC
は複数のリン酸化部位をもち，かつ 6 量体を形成して
おり，本来多数の異なるリン酸化状態をもちうる分子
であった．われわれが予測するものは，それらの状態
が異なる性質を備え，相互作用をしており，異なるタ
イミングで現れる，ということである．最近，やはり

図8
（a）複数リン酸化状態モデル．KaiC はリン酸化された後，さらな
る修飾を経て KaiA と結合すると予想された．P-KaiC1 と P-KaiC2
は異なるリン酸化状態である可能性が考えられる．
（b および c）
複数リン酸化状態モデルのシミュレーション例．パラメータ値は
以 下 の 通 り．kphos2.4/hr; knew0.24/hr; kCpA0.015 nM/hr;
k CpAB0.0008 nM/hr; k dephos0.6/hr; k m0.07 nM; a200 nM;
a166 nM; a20 nM; b200 nM; s0.8; i Vi400 nM．
（c）NPKaiC（点線）
，P-KaiC1（破線），P-KaiC2（実線）
，KaiAC（灰色実線）
，
KaiABC（灰色破線）の総 KaiC 量に対する割合を示す．

図9
系を不安定化する kphos 値および knew 値の範囲．横軸と縦軸はそれ
ぞれ log10(kphos) および log10(knew) を示す．平衡状態が不安定化しう
るものを●で，平衡状態が必ず安定化してしまうものを○で示
す．平衡点と不安定化の条件は数値的に求めた．他のパラメータ
値 は 以 下 の 範 囲 に つ い て 調 べ た．102  kphos  106; 102  knew
 106; kCpA0.00015, 0.015, 1.5 nM/hr; kCpAB0.000008, 0.0008,
0.08 nM/hr; kdephos0.006, 0.6, 60/hr; km0.0007, 0.07, 7 nM;
a  2 0 0 n M ; a 1  6 6 n M ; a 2  0 n M ; b  2 0 0 n M ; s  0 . 8 ;
i Vi400 nM．
3
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近藤研究室の研究として，リン酸化部位である 431 番

of genetics 37, 513-543.
8)

目セリンと 432 番目スレオニン，おのおののリン酸化
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DsbA と DsbB
細胞の外にあるタンパク質には，Cys と Cys が
架橋されたジスルフィド結合がよく見られる．そ
れぞれの SH 基が酸化されることで，2 つの Cys が
共有結合される．この結合は自発的に形成される
だけではなく，他のタンパク質の介助によって形
成される場合もある．細胞外旅立ちへのお別れの
儀式である．細胞外で働く強力な酸化酵素 DsbA
には，膜タンパク質 DsbB によりジスルフィド結
合 が 形 成 さ れ る．DsbA と DsbB の 酸 化 還 元 ポ テ
ンシャルを比較すると，DsbB のポテンシャルが
DsbA のポテンシャルよりも断然低い．それにもか
かわらず生体中では，DsbB が酸化還元ポテンシャ
ルの高い DsbA を酸化してジスルフィド結合を形
成してしまうのは，まったく不思議である．
DsbA と DsbB の複合体立体構造は，この謎に答
えを出す糸口となった．複合体構造では，上側に
ある DsbA が下にある DsbB から出ているループで
相互作用しているのがわかる．DsbB は生体中では
大腸菌細胞内膜に埋まっている．細胞膜は絵に対
して垂直に交わっており，DsbB の 4 本のへリック
スが膜の内部にある．DsbA はペリプラズム領域
をただよっている．相互作用しているループの部
分で，それぞれのタンパク質から Cys（空間充填
モデル）が提供され，タンパク質間でジスルフィ
ド結合を形成している．DsbB から飛び出している
ループは，普段は DsbB の中にあり，Cys は DsbB
内の別の Cys とジスルフィド結合を形成してい
る．DsbB に大きな構造変化が起こっていることが
わかった．DsbB 内部にあるさらに別の Cys に，ユ
ビキノンが相互作用していることも構造解析で明
らかになった（空間充填モデル）
．DsbA を酸化す
ることで出てくる電子を，最終的にユビキノンに
渡す電子伝達リレーが存在するらしい．DsbA が
DsbB に接近することで，DsbB ループのタンパク

質内ジスルフォド結合の切断，ループの構造変化，
そしてタンパク質間ジスルフィド結合，さらにユ
ビキノンの結合による電子伝達リレーの構築が起
こる．酸化還元ポテンシャルの坂を駆け上がって
起こる不思議なジスルフィド結合形成は，タンパ
ク質の想像を超えた柔軟性によって実現している
ようである．この反応の現場をコンピュータシ
ミュレーションによって「見る」ことができるよ
うになるのも，それほど遠い未来ではないことを
期待する（PDB1) ID: 2hi72)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Inaba, K., Murakami, S., Suzuki, M., Nakagawa,
A., Yamashita, E., Okada, K. and Ito, K. (2006)
Cell 127, 789-801.
(J. K.)
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寿命研究への生物物理学的アプローチ
須田

斎

東海大学開発工学部生物工学科

To understand aging and lifespan at the gene level, the era is just coming. Which is lifespan due to the programming or circumstance’s
factors? The outline of lifespan, in this review, will be given from the deterministic and stochastic views. In the near future, the biophysical approach such as structural biology and mathematical framework is needed to develop the study of aging and lifespan.
lifespan / metabolic energy / oxygen consumption rate / aging / stochastic / the gene of aging and lifespan

よってミトコンドリアやさまざまな細胞あるいは組

はじめに

1.

織，器官の損傷あるいは障害がもたらされやがて個体

なぜ私たちには寿命があるのか？
か？

なぜ老化するの

全体としての死を迎えるという仮説である．要する

そもそも生命とは何か？

に，この理論によればミトコンドリアをもつすべての

最近の老化・寿命研究の急速な発展により，この究

真核生物は寿命をもつ．ところで私たちは，
「寿命」

極の難問に答えられるかもしれない．急速に発展した

と「老化」とを混同しがちである．ある限られた条件

理由は，おそらく寿命にかかわる遺伝子が発見された

の中で後に述べるように同義語として用いてよいこと

ことにある．線虫系で，たった 1 つの遺伝子が変異し

をごく最近の研究で明らかにした 5), 6)．

ただけで寿命が倍になるという発見である 1)．驚くこ

ヒトには，種々な病気があり，多くは何らかの病気

とに 6 倍も寿命が延びるという報告さえある 2), 3)．ま

に罹って死ぬ．確かに病気は死の原因であろう．しか

るでかつて不死を願った秦の始皇帝の最後の欲望を叶

し，なぜその病気で死ぬのかと問われると医学的な答

えるかのように，老化・寿命研究は犀のごとく突き進

えがない．それぞれの病気は呼吸を止める無数のプロ

んでいる．本稿では，そのような老化・寿命研究の現

セスの内の 1 つであると認めれば，医学的定義とは別

状を紹介するばかりでなく，本学会に新たな研究分野

に生物学的な死の定義として統一的な解釈が得られる

として芽生えることを願って今後の課題についても可

だろう．呼吸を止めるルートにはさまざまあり，首を

能な限り多く述べるように心がけた．

絞めれば 10 分もしないで絶命する．あくまでも死と
は呼吸の持続的停止によってもたらされる生からの不

2.

可逆的遷移のことである．

老化・寿命研究の概観

このような背景に基づいて，寿命には呼吸，すなわ
ち代謝エネルギーが決定的な要因になっている．実

老化・寿命研究の現状

一般に「老化の原因は酸素にある」と信じられてい
る．いわゆる，フリーラジカル説

際，サイズの生物学においてこれは強く支持されてい

が現在もっとも

る 7), 8)．サイズの小さな生物は，サイズの大きな生物

有力な老化の分子機構の理論としてある．加齢に伴っ

よりも単位体重あたりの代謝エネルギーが高くなる一

て，活性酸素などのフリーラジカルによって DNA の

方で，寿命は単位体重あたりの代謝エネルギーに逆相

変異や膜・タンパク質の酸化が生じ，それらの蓄積に

関して短くなるという傾向を示す．

4)

Biophysical Approaches for Understanding Lifespan and Aging
Hitoshi SUDA
Department of Biological Science and Technology, School of High-technology for Human Welfare, Tokai University
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3.

老化・寿命研究用ツール「寿命方程式」

入しているばかりでなく，たとえ特定疾病に限定した

寿命は，ふつう生存率 l(x)（年齢 x 歳まで生き残こ

の寄与による研究を行うことは困難である．そこで，

としても生まれも遺伝子も異なっており，純粋に老化

る確率）を測定して生存曲線として表わすか，死亡率

同調培養ができコホートで遺伝的にホモ（遺伝子が同

q(x)（Mortality rate：年齢 x から x  1 の間の年齢別死亡

じ）な実験条件を容易に準備できる線虫 C. elegans が，

率 q(x)  (l(x)  l(x  1))/l(x)） と し て 描 く． そ の

ヒト系の多くの遺伝子との相同性をもつことを背景

1 例として 2006 年の日本人の生命表からのデータを

に，動物として生きる最低限の構造を有する究極のモ

図 1 に示す．死亡率は（図中に補助的な実線で示し

デル実験動物として多用されている．線虫の遺伝学は

た）ある期間においてきれいに指数関数的増加を示

確立しており，全ゲノムも解読されている点も大きな

し，この領域において有名な Gompertz 則 9) によく適

利点となっている．線虫は極小さな線状の動物なので

合している．ところが老化研究においてこれらのデー

心臓や血管が必要ないばかりでなく，1000 細胞ほど

タを指標に研究しようとするとき，ヒト集団でのこの

の非再生細胞だけでできているので日本人が抱える 3

ようなデータには，多種多様な死因によるデータが混

大疾病（心筋梗塞，脳梗塞，ガン）に罹ることがなく，
実験室での培養条件では基本的に老衰でしか死なない
ため，老化研究のための理想的な実験系を提供してい
る．もちろん，線虫以外にもマウスや酵母，ショウ
ジョウバエ，チンパンジーなどが目的に応じて用いら
れている．
図 2 は，捕食者がなく環境が一定に保たれた条件
で 飼 育 さ れ 同 調 培 養 し て 得 た 線 虫 C. elegans 野 生 株
（N2）におけるコホート生存曲線（A）と死亡率曲線
（B）である．もし寿命が遺伝子のみで決定されてい
るならば，すべて同じ日の同時刻に死ぬはずである．
ところが，データは明らかにそうなっていない．遺伝
学的な定量的解析によれば寿命にかかわる遺伝的要因
は 20 〜 50％と見積もられている 10)．ヒト系では，デ
ンマーク人の一卵生双生児のデータから約 25％と解
析されている 11)．これらの結果は，技術的にも倫理
上も困難であろうが，もしある人間のクローンが 1 万
人作ることができたとしても彼らが同じ寿命（人生）
を歩むことは在りえないことを示唆している．
これらの事実は，寿命には確率論的要素が多分に
含まれていることを暗示している．もちろん遺伝的
に決まっているか，環境因子の支配を受けているか，
ということと決定論的，確率論的ということは別の
概念であることはいうまでもない．われわれは，こ
こで生存曲線を定量的に解析するために確率論的モ
デルを導入し，導出した寿命方程式の妥当性を実験
的に検証した 5)．パーセント生存率として l(x) の解
「寿命方程式」は，生存率の軌跡として次のように与
えられる．
2

図1
2006 年 日 本 人 男 女 の 生 命 表 (from http://www.demog.berkeley.
edu/index.html by The Department of Demography at the University
of California, Berkeley)．(a)：生存曲線，(b)：死亡率曲線．破線は男
性，実線は女性を表わす．なお 110 歳以上のデータは 110 歳に丸
められている．

l  x t 0  = l 0  x t 0  +  100 – l 0 x t 0  e

 100at x  t 0
l 0  x t 0  = 
 0 at x  t 0



 x – t0 
-----– ------------2
z
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4Dt 0 である．また D および t0 は，ゆ

ミトコンドリア電子伝達系で呼吸速度を感知し反応す

らぎ定数，集団として死に始める時刻をそれぞれ表わ

る調節機構 13) の存在が示唆されている．寿命方程式

している．モデルの構築には拡散方程式を用いた．こ

の導出法は文献 5), 6) に譲るとして，ここでは野生株に

の微分方程式を解く際，受精した瞬間から周囲の環境

対する解析例を 1 つご覧いただきたい．図 2 中の実

をサーチしてどのような D 値にしようか体内で計算

線は実験値に対する確率論モデルから得られた回帰曲

していると仮定した．このようにある時刻まで死を決

線 で あ り，Gompertz 則（破 線：aexp(Gx)，a お よ び G

定できないでいる状況を解に反映させ，この切り替え

は定数）より実験値とよく一致している．この単純な

のタイミングとして t0 を導入した．この t0 以降で D

モデルがどれだけ便利で，現実をどれだけよく近似

が体内に記憶され，決定されたこの解（軌跡）にした

し，またどれだけ有効かなど，現在さまざまなテスト

がって死んでいくと仮定した．

が行われている．

ここで，z 

この解は寿命を感知・制御するメカニズムの存在に
適応している．最近の研究

今後，この寿命の制御機構の存在は，さらなる分子

によれば，成虫期初

論的究明もさることながら進化論的老化学の知見（産

期にインスリン／インスリン様成長因子 (IGF)-1 シグ

14)
卵数と寿命との交換関係）
と確率論的モデルとの理

ナル伝達経路が寿命を制御し

論的融合がどのように果たせるかが大きな課題として

12), 13)

12)

，幼虫の発生段階に

残されている．

4.

老化・寿命を制御する遺伝子たち
最も急速に進展したのは寿命を制御している遺伝子

群ネットワークの詳細である 17), 18)．いくつかの主要な
経路（TGF- や TOR や RAS シグナルなど）があり，

図3
寿命を制御するインスリン／ IGF-1 シグナル伝達経路．線虫系と
哺乳類で左右それぞれの位置の遺伝子に相同性がある．略号の意
味を以下に示す．IR(insulin receptor)，PI3K(phosphatidylinositol-3kinase)，PTEN(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten)，PDK(phosphoinositide-dependent protein kinase)，
PKB(protein kinase B)，AKT(serine/threonine protein kinase)，
SGK(serum and glucocorticoid-inducible kinase)，DAF-16（FOXOfamily transcription factor)，DAF-2(insulin/IGF-1-like receptor)．
なお，記号
：促進，
：抑制を表わす．

図2
線虫 C. elegans 野生株における生存曲線（a）と死亡率曲線（b）
に対する寿命方程式による適合．実験値（●），Gompertz モデル
（
（b）図）破線；指数関数で曲線回帰した），寿命方程式に基づく
計算値（太い実線；下図は上図実線のフィッティングパラメータの
数値をそのまま使用して計算されている），飼育温度 25C（文献
5 より一部改変して転載）
．
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どの経路も独立して作用するが，経路の途中で相互に
クロストークし，協調的に作用してもいる．また，ど
の経路も代謝エネルギーと深くかかわっていることが
わかってきた．図 3 には，種を超えてよく保存されて
い る イ ン ス リ ン シ グ ナ ル 伝 達 経 路 を 示 し た． 通 常
DAF-16 は リ ン 酸 化 さ れ 核 外 に あ る． と こ ろ が，
DAF-16 より上流で表記の遺伝子たちが変異や RNAi に
よって抑制されることによって DAF-16 は細胞質から
核内に移行し転写因子として活性化しさまざまな遺伝
子の発現制御を開始する．これにより酸化ストレス耐
性化や長寿命化などが促進される．いずれの経路にお
いても，現在わかっている遺伝子の最下流と寿命との
間にはまだ多くの未知の遺伝子があると思われる．こ
のように遺伝学による探求は急速に進んでいるけれど

図4
線虫 C. elegans 野生株における生存曲線と酸素消費速度（代謝エ
ネルギー）との比較．飼育温度 25C（文献 17 より一部改変して
転載）．左縦軸：虫 1 匹あたり 1 分あたりの酸素消費速度（VO ）
，
2
右縦軸：パーセント表示した生存率（l(x)）
．

も，タンパク質レベルでの構造や機能の解明はほとん
ど為されていない．たとえば寿命遺伝子群の中で司令

4

塔としての役割を果たす DAF-16 の構造でさえわかっ
ていない．構造生物学者の参加が強く望まれている．

系でのこのデータは，統計的にサンプル数も非常に少

老化と寿命をつなぐ老化速度（）

5.

なく，集団が遺伝的にホモでないばかりかコホートで
もないことに注意しなければならない．

すでに述べたように，種間では少なくとも寿命は代
．そこ

そこでわれわれは，線虫のさまざまな変異体で代謝

で，われわれは代謝エネルギーの間接測定法として線

エネルギーを測定し，その最大値を比較し，最長寿命

虫用に光学式酸素消費速度測定装置を開発した 17)．

とはほぼ無関係であることを報告した 5)．一般には，

謝エネルギーと深いかかわりをもっている

7), 8)

一般にクラーク電極法が用いられるが，この方式では

（単位体重あたりの）代謝エネルギーが高いほど短命

用いる容器の試料容積が約 1 mL あることに起因して

であると思われている．もちろん代謝エネルギーの大

約 10000 匹もの多量な線虫が必要になる 18)．しかし

きさは寿命と関係しているだろうけれども，後述する

光学式装置では，約 3 L ほどの密閉式微小チャン

ように大切なのはむしろ加齢に伴うその変化のスピー

バーを用いて 10 〜 20 匹で 30 分以内の測定を可能と

ド，すなわち老化速度  の大小である． は呼吸を司

する．

るタンパク質群の活性や修復能の維持と破壊とのバラ
ンスによって決定されているはずであり，老化とはそ

線虫の代謝エネルギーは，成長のピーク（成熟期）
を過ぎると加齢と伴に指数関数的に減少し，これは他

のバランスが崩れそれらの修復能の劣化と破壊の過程

の測定法による結果

であるといえる．

18)

と一致していた．驚くことに，

では，確率論的モデルに含まれる唯一のパラメータ

寿命測定における生存曲線と重ねて比較してみると，

（D あるいは z）の生物学的な意味は何か？

死に始める時刻 (t0) よりはるか前に体内の代謝は著

多くの

関数の指数（減衰速度定数 ）は，老化を特徴づけ，

長寿・短命変異体について測定を行った結果，D の逆
数が  の 2 乗に，また z ( 4Dt 0 ) の逆数が  に比例

老化速度を表わしているといえるだろう．さらに，最

していた 5)．これは，事故死や捕食などの外的要因に

長寿命付近でさえゼロではなくある有限値を保ってい

よる死が含まれない場合，寿命は老化速度  を介し

ることが示された．この有限性は生物学的に非常に重

て老化によって制御されていることを暗示している．

要な意味をもっていると思われる．

では， は生理的にはどのように決定されているのだ

しく低下していることがわかった（図 4）．その指数

ろうか？

ところで，ヒト系では加齢に伴って代謝エネルギー

いつどこでどのようにそれが決定され，記

は直線的に減少し，最長寿命でゼロになると思われて

憶されているのか，という先に述べた感知・制御機構

いる

の問題として分子レベルでその実体を捉えるべき重要

19)

．Strehler と Mildvan

20)

は，このような結果を背

な課題が残されている．

景に Gompertz 則を証明しようとした．ただし，ヒト
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ての生と死」として解き明かすことにより，人間が抱

生物学的時間の相対性

える老化や死に対する恐怖心を根底から少しでも支え
られることを期待したい．

面白いことに導入したゆらぎ定数 D で物理的時間
と生物学的時間をスケールするときれいに拡散方程式
からパラメーターが完全に消え無次元化される 5)．こ

文
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老化・寿命研究は，老化を伴う種々の病気で悩み苦
しむ人々を救うことができる可能性を未来に開いてい
る．と同時に，精神と肉体とが混在する人間にとっ
て，これほど遺伝子の価値観が強く問われてきた時代
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もない．遺伝子には決定論的要素以外に偶然の要素が
含まれていることを忘れてはならない．寿命・老化の
科学的究明によって，私たちの生の意味を死から学べ
る時代である．モデル動物を使った研究が，動物とし
ての人間の根底に流れている生命のなぞを「動物とし

総説
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用
語
解
説

同調培養
synchronized culture
孵化時において生まれる時間を調整し誕生時刻を
集団の個体すべて同時刻になるように合わせる培
養操作のこと．
（231 ページ）
（須田）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

コホート
cohort
生まれた日時が同じ集団のこと．
（231 ページ）

（須田）
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トピックス

脳の層構造形成を司る細胞外タンパク質
リーリンの構造生物学
安井典久，禾

晃和，
高木淳一

大阪大学蛋白質研究所附属プロテオミクス総合研究センター

1.

モジュール，それを挟むようにしてサブリピート A

はじめに

と B が存在する．2 つのサブリピートの間には弱いな

ほ乳類の脳の形づくりは，無数のニューロンが誕生

がらも 1 次配列に相同性が認められる．EGF モジュー

後に正しい場所に移動し，秩序だった層構造を形成す

ルはさまざまな細胞外タンパク質に見られるモ

ることで達成される．脳の形成とニューロンの移動に

ジュールだが，サブリピートについては他のどのタ

関する研究の事始めは，リーラーとよばれる突然変異

ンパク質ともアミノ酸配列に有意な相同性は見いだ

マウスの発見である．見た目は普通のマウスだが，ふ

されず，各サブリピートの立体構造はまったく不明

らふら歩くといった運動失調を示し，脳の層構造にお

であった．

けるニューロンの配置に異常が認められる．リーラー

まず筆者らは，3 番目のリーリンリピートからなる

は脳の形成を研究する上で，今もなお重要なモデル動

断片（R3）の組換えタンパク質を動物細胞発現系で

物であり続けている 1)．リーリンタンパク質はリー

調 製 し， そ の 立 体 構 造 を X 線 結 晶 構 造 解 析 に よ り

ラーの原因遺伝子産物として同定された ．この発見

2.1 Å 分解能で明らかにした（図 2，PDB ID: 2DDU）4)．

は，脳の層構造形成の分子レベルでの研究で，最初の

まずサブリピート A と B の立体構造は，1 次配列の相

ブレークスルーとなった．事実，リーリンの同定を端

同性からも予想されたように，非常によく似ており，

緒に，リーリン受容体やアダプタータンパク質など，

11 本のストランドからなる - サンドイッチ構造であ

さまざまな脳の層構造形成に関与する分子群が次々と

る．これは，レクチンや糖分解酵素の糖結合ドメイン

発見されている（図 1b 参照） ．本稿では，近年に

（CBD）によく見られるフォールドであり，Ca2 イオ

なって明らかにされたリーリンタンパク質の立体構造

ンが結合している点でも両者は類似している．ただ

および受容体との相互作用の構造化学的な基盤につい

し，1 次配列の相同性自体は 10% 程度と低く，サブ

て，筆者らの研究を中心に概説する．

リピートと CBD の立体構造が似ていることは，構造

2)

3)

2.

を実際に決定してはじめて明らかになったことであ

リーリンタンパク質に特徴的な繰り返し配列
リーリンリピート の立体構造

る．

リーリンは 3461 アミノ酸からなる巨大な糖タンパ

リーリンリピートの全体構造における最大の特徴

ク質で，細胞外へと分泌される．N 末端のシグナル

は，サブリピート同士が EGF モジュールを蝶つがい

配列に続いて，F- スポンジンと相同性のある領域と

に互いに接していることで，結果的に全体としてコン

ユニーク領域があり，その後ろに，350-390 アミノ酸

パクトな馬蹄形の構造を形成する．また，N 末と C

残基からなる リーリンリピート と名付けられた繰

末とが互いに反対側を向いており，リーリンリピート

り返し配列が 8 つ存在する（図 1a）2)．それぞれのリ

がタンデムに連結しやすい位置関係になっている．

ピートはさらに 3 つの部分に分かれ，中央に EGF 様

R3 の立体構造決定によって，リーリンリピートが，

Structural Biology of the Reelin, a Large Extracellular Protein Regulating the Brain Development
Norihisa YASUI, Terukazu NOGI and Junichi TAKAGI
Research Center for Structural and Functional Proteomics, Institute for Protein Research, Osaka University
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度リポタンパク質受容体（VLDLR）とが同定されて
いる 3), 5)．これらは，リポタンパク質の細胞内への取
り込みをつかさどる低密度リポタンパク質受容体と構
造上類似した，LDLR ファミリータンパク質の一員で
ある．また，受容体の細胞内領域に結合しているアダ
プタータンパク質 Dab1 がリーリンシグナルに必須の
因子であることやリーリンが受容体に結合すると
Dab1 タンパク質がチロシンキナーゼによってリン酸
3)
化されることがわかっている（図 1b）
．

筆者らは，リーリンのさまざまな断片を用いて，受
容体との相互作用を解析し，最終的に 5 番目と 6 番目
のリーリンリピートからなる断片（R5-6）が，受容体
に結合し活性化する最小単位であると結論付けた 6)．
5 番目（R5）および 6 番目（R6）のリーリンリピート
単独の断片や，R5 と R6 の順番をそっくり入れ替えた
人工的な断片では，受容体結合活性は検出されず，
R5 と R6 がこの順で並ぶことが受容体結合活性に必須
であると考えられる．続いて，2 つのリーリンリピー
トの配置と活性領域の詳細な構造を明らかにするため
に，R5-6 の 結 晶 構 造 を 決 定 し た（図 3，PDB ID:
2E26）．R5 と R6 は先の R3 と同様に，馬蹄形の全体
構造を示し，サブリピート同士が接するドメイン配置
はリーリンリピートに共通しているものと考えられ
る．注目の R5 と R6 の空間配置は特異なもので，短

図1
リーリンタンパク質の構造とリーリンシグナルにかかわる分子
群．（a）リーリンタンパク質の構造模式図．リーリンは巨大な細
胞外タンパク質で，その 1 次構造には 8 つの特徴的な繰り返し配
列（リーリンリピート）が存在する．それぞれのリーリンリピー
トは，サブリピート A，EGF 様モジュールおよびサブリピート B
の 3 つのドメインに分かれる．両サブリピート間には，アミノ酸
配列に相同性がある．N 末端には F- スポンジンと相同性のある領
域とユニーク領域とが存在する．ユニーク領域は，サブリピート
に相同性がある配列だが，典型的なリーリンリピートとはなって
お ら ず， 変 則 的 で あ る．
（b） リ ー リ ン に よ る 受 容 体 を 介 し た
ニューロンへの情報伝達．リーリンは細胞膜上の受容体（ApoER2
と VLDLR）の細胞外領域に結合することで，標的のニューロンに
情報を伝達する．リーリンが受容体に結合するとアダプタータン
パク質（Dab1）のチロシン残基がキナーゼ（Src や Fyn）によりリ
ン酸化されて，以降の細胞内情報伝達が引き起こされると考えら
れている．受容体細胞内領域に存在するエンドサイトーシスモ
チーフ（NPXY 配列）を星印で示した．
（本図は，冊子体ではモノ
クロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/
ではカラーで掲載）

いリンカーで連結された 2 つのリーリンリピートが，
ほとんど平行に隙間無く並んでいた（図 3）．このよ
うなリーリンリピートの空間配置は，電子顕微鏡によ
る単粒子トモグラフィーにより得られた 4 つのリーリ
ンリピートからなる断片の棒状構造の特徴とも一致し
ている 4)．
また，R5-6 断片には亜鉛イオンが結合しているこ
とが，結晶構造解析によりはじめて明らかになった
（図 3）．精製や結晶化の過程で亜鉛イオンは加えてお
らず，生理的に意義のあるイオンであることが期待さ
れる．ただし，亜鉛イオンに配位しているアミノ酸残
基に変異を導入しても，受容体結合や Dab1 のリン酸
化活性には，顕著な変化がなく，亜鉛イオンの役割に
ついては今のところ不明である 6)．
4.

1 次構造だけでなく立体構造上でも 1 つの単位を形成
していることがはじめて示された．
3.

受容体によるリーリン認識機構

次に筆者らは，リーリンの受容体結合部位を同定す
ることを目的に，R5-6 の結晶構造に基づいて，点変

活性断片の結晶構造から明らかになった 2 つの
リーリンリピートの相対配置

異体を設計し，それらの受容体結合活性を調べた 6)．

リーリンは，細胞膜上の受容体に結合して，標的の

アミノ基特異的に化学修飾を施すと，リーリンの受容

ニューロンに作用する．リーリン受容体として，アポ

体結合活性が著しく減少することから，Lys 残基に注

リポタンパク質 E 受容体タイプ 2（ApoER2）と超低密

目し，R5 と R6 の境界領域に位置するものに変異を導
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リーリンタンパク質の結晶構造

図2
3 番目のリーリンリピートの結晶構造．1 次構造上は離れたサブ
リピート同士が，EGF 様モジュールを蝶つがいにして，互いに接
触している．サブリピート B に結合しているカルシウムイオンを
球で示した．N 末端と C 末端は，互いに逆側に位置しており，
リーリンリピート同士が連結するのに都合のよい位置関係であ
る．

図3
2 つのリーリンリピートからなる受容体結合断片の結晶構造．5
番目（R5）と 6 番目（R6）のリーリンリピートが，ほとんど平行
に連結されている．各サブリピートに結合するカルシウムイオン
以外に，2 個の亜鉛イオンも結合している．受容体結合に重要な
アミノ酸残基（Lys2360 および Lys2467）
，ジスルフィド結合およ
び N- 結合型糖鎖をスティックモデルで示した．

入することにした．その結果，2 つの Lys 残基（Lys
2360 および Lys 2467）が受容体との相互作用に重要で
あることがわかった（図 3）．さらに，全長リーリン
に点変異を導入して解析した結果から，これら Lys 残

所に

基は，R5-6 断片だけでなく全長のリーリンでも，活

するために重要であることが明らかになってきてい

性発現に必須であることが確認された ．

る 8)．リーリンのエンドサイトーシス過程や細胞内で

6)

運ばれる

ことが，特異的な情報を細胞に伝達

の動態を解析することが，リーリンの作用機序の解明

リーリン受容体の属する LDLR ファミリータンパク

に必要であると筆者らは考えている．

質は，構造に共通性がないさまざまなリガンドタンパ
ク質を特異的に認識する．近年，LDLR ファミリータ
ンパク質とそのリガンドタンパク質複合体の結晶構造
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構が類似していることに加え，リーリン受容体の細胞
内領域には，Dab1 が結合するエンドサイトーシスモ
チーフ（NPXY 配列）が存在することから，リーリン

277-283.

が細胞内にエンドサイトーシスによって取り込まれて
機能することも充分考えられる．実際に，培養細胞で
リーリンは受容体を介して細胞内へと取り込まれるこ
とが観察されている 5), 6)．情報伝達を担うさまざまな
リガンドタンパク質について，それらが受容体に細胞
表面で相互作用するだけでなく，受容体を介してエン
ドサイトーシスされて細胞内に取り込まれ，特定の場
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PAD4
真核生物では遺伝情報をもつ DNA がクロマチ
ンとよばれる複雑な構造を形成し，核内でコンパ
クトにおれたたまっている．この中から，どのよ
うにして必要な時に必要な遺伝子を発現させてい
るのかは，セントラルドグマにおける大きな疑問
である．クロマチン構造を変化させる要因として，
クロマチン構成タンパク質であるヒストンの N 末
端側残基のアセチル化，メチル化，ユビキチン化
がよく知られている．ヒストンをいろいろと飾り
立てることで，転写が制御されているようである．
あまり知られていない修飾としてシトルリン化も
ある．アルギニン側鎖の -CNH2 を C  O に変換す
る反応である．シトルリン化はリウマチの原因と
しても注目されている．
この絵はペプチジルアルギニン・デイミナーゼ
4（PAD4）の立体構造で，PAD4 がヒストン N 末端
側のアルギニンをシトルリン化する．PAD4 は 660
残基以上からなる巨大タンパク質で N 末端側から
Ig フォールド -Ig フォールド - /  プロペラフォー
ルドで構成されている． /  プロペラフォールド
は， の 2 次構造ユニットが 5 回繰り返され
て環状構造をなしている．なかなか複雑だが，
へリックスが 5 本あることから，繰り返し構造を
たどっていくことができるであろう．球はカルシ
ウムイオン．このカルシウムイオンが 5 個それぞ
れの場所で相互作用しており，シトルリン化反応
にはカルシウムイオンの存在が必須である．この
構造のいちばん上にある活性部位のそばにカルシ
ウムイオンが 2 個結合しており，活性部位の構築
にかかわっている．他のカルシウムイオンがどの
ような役割を担っているのかは，立体構造を見て
もピンとこない．ヒストンの N 末端側数残基と活
性部位との相互作用を詳細に調べることで，PAD4

のアミノ酸残基がヒストン主鎖のカルボキシル基
と水素結合していることがわかっている．修飾を
するアルギニンとは，側鎖でも水素結合を形成す
る．これらの相互作用は PAD4 とヒストンの主鎖
のみで形成されているのに，PAD4 とヒストンと
の相互作用が特異的なのはなぜだろうか？水素結
合以外の相互作用が重要なのか，あるいはヒスト
ンのアミノ酸配列によって生まれる特有の主鎖構
造が重要なのか？これからの研究で明らかになっ
てほしい（PDB1) ID: 2dex2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Arita, K., Shimizu, T., Hashimoto, H., Hidaka,
Y., Yamada, M. and Sato, M. (2006) Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 103, 5291-5296.
(J. K.)
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RNA-タンパク質複合体の分子進化を
利用したアプタマーとセンサーの開発
福田将虎1，森井
1

孝2

京都大学次世代開拓研究ユニット
京都大学エネルギー理工学研究所

2

生体内にはタンパク質酵素，RNA 酵素の他に，た

イなどの新規な機能性素子や創薬開発にも応用されて

とえば，リボソームのような触媒活性を有する RNA

いる．また，上述の方法論はリボヌクレオペプチド

とタンパク質の複合体が数多く存在する．機能性生体

（RNP）の RNA サブユニットに対しても適用可能であ

高分子を作製するうえで，RNA またはタンパク質を

り，機能性 RNP 複合体を構築する上で非常に有用な

単独で高機能化する方法は数多く試みられているが，

方法論である．

RNA- タンパク質（ペプチド）複合体を用いた機能性

2.

生体高分子を作製する方法論はいまだ端緒についたば

RNA サブユニットの機能化による RNP リセプ
ターの構築

かりである．RNA- ペプチド複合体では，RNA，ペプ

リセプターを作製する方法論において，RNP を基

チドそれぞれのサブユニットについて，RNA 単体お

本骨格として用いることにより，RNA サブユニット，

よびペプチド単体の機能化方法論が適用可能であるた

ペプチドサブユニットの両サブユニットを標的分子

め，複合体であることの利点を生かした高機能な生体

に対して段階的に最適化することが可能である．こ

高分子複合体が作製できる．

の点が，RNA もしくはタンパク質を単独で用いる機

1.

能性生体高分子作製法との大きな違いである．われ

機能性 RNA 分子の作製方法（in vitro セレク
ション法）

1990 年に J. W. Szostak ら ，L. Gold ら

わ れ は， す で に 3 次 元 構 造 が 決 定 さ れ て い る HIV

によって開

ウィルス由来の Rev ペプチドと RRE RNA 複合体 8) を

発された試験管内選択法（in vitro セレクション法）に

RNP リセプター構築のための基本骨格として用いた

1)

2)

よって，特定の分子に結合する機能性 RNA（アプタ

（図 1）．

マー）あるいは特定の反応を触媒する RNA が構築で
きるようになった

RRE RNA と Rev ペプチド複合体形成に影響を与え

．in vitro セレクション法は，選

ない RNA 領域にランダムな 20 塩基もしくは 30 塩基

3)-6)

択と遺伝子工学的手法を巧みに利用した増幅という一

のランダムな塩基配列部位を導入することにより，

連の操作を繰り返すことで，目的とする機能をもつ

RNA ライブラリーを合成した．この RNA ライブラ

RNA を構築する方法であり，特にアプタマーを作製

リーに等量の Rev ペプチドを加えることにより，Rev

する場合には SELEX 法（Systematic Evolution of Ligands

ペプチドと RRE RNA サブユニットが複合体を形成し

by Exponential Enrichment）とよばれている．核酸，抗

た RNP ライブラリーを作製した．続いてこの RNP ラ

生物質，アミノ酸，糖類などの有機小分子からタンパ

イブリーから，標的分子が固定化された樹脂などを用

ク質，細胞表面あるいは無機物質

に結合する RNA

いて，標的分子に対して結合活性を有する RNP を選

アプタマーまで in vitro セレクション法は広く適用さ

択した．選択した RNP の RNA サブユニットを逆転写

れており，得られた RNA アプタマーはセンサーアレ

反応および PCR 反応により増幅し，転写反応により

7)

Construction of Aptamers and Sensors from RNA-Peptide Complexes by Molecular Evolution
Masatora FUKUDA1 and Takashi MORII2
1
Pioneering Research Unit for Next Generation, Kyoto University
2
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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再 び RNA ラ イ ブ ラ リ ー を 構 築 し た．in vitro セ レ ク

Rev ペプチドを，ファージディスプレイ法を用いて

ション法と同様に，これら一連の操作を繰り返すこと

ファージ表面に提示させる（図 2）ことにより作製し

により，膨大な RNP 分子種の中から標的分子に特異

た（LpRev ファージライブラリー）．

的に結合する RNP リセプターを得ることができる．
この方法論で ATP ，GTP ，リン酸化チロシン

第一段階の in vitro セレクションで得られた ATP 結

な

合性 RNP リセプターの RNA サブユニットと LpRev

どに選択的に結合する RNP リセプターの作製に成功

ファージライブラリーを用いて RNP ライブラリーを

している．

構築し，ATP に対してファージディスプレイ法をもと

9)

10)

11)

ペプチドサブユニットの機能化による RNP リセ
プターの段階的高機能化法 12)

にしたセレクションを行った．このセレクションで

上述した方法論で得られた RNP リセプターは，引

ユニットと複合体を形成させた RNP 複合体は，もと

き続きペプチドサブユニットの機能化が可能である．

の Rev ペプチド RNP 複合体と比べて 7 倍の親和性を

そこでまず，ATP 結合性 RNP リセプターのペプチド

示しただけでなく，もとの Rev ペプチド RNP では見

サブユニットを改変するために，ペプチドサブユニッ

ら れ な か っ た dATP と ATP と の 識 別 を 達 成 し た 12)．

トをライブラリー化し，先に得られた RNA サブユ

これらの結果より，Rev ペプチドを LpRev ペプチドと

ニットと複合体を形成させることで RNP ライブラ

して機能化することにより得られた RNP リセプター

リーを構築した．このペプチドライブラリーは Rev ペ

は，第 1 段階で得られた RNP リセプターと比較して

プチドとその N 末端にシステインで挟まれたランダ

基質に対する親和性が上昇し，新たな分子識別能が

ムな 7 アミノ酸残基で構成されるループ構造をもつ

付加された．

3.

選択された LpRev ペプチドを化学合成し，RNA サブ

図1
RevRRE 複合体 8) を基本骨格とした ATP 結合性 RNP リセプターの構築方法（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.
jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
．

図2
ファージディスプレイ法を用いた RNP ライブラリーのセレクション（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.
go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
．
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4.

は，さまざまな光学特性をもつ蛍光分子を化学修飾す

リボヌクレオペプチドセンサー

ることで，蛍光性 Rev ペプチドライブラリーが構築で

細胞内の情報伝達を担う小分子に対する蛍光セン

きる．これら RNA サブユニットライブラリーと蛍光

サーとして，これまでに天然のタンパク質や RNA ア

性 Rev ペプチドライブラリーとを組み合わせて得られ

プタマーを用いた蛍光センサーを構築する方法が開発

る蛍光性 RNP ライブラリーから，スクリーニングに

されている

．これらの方法論では，リセプター

より目的とする波長および濃度領域で応答する ATP

の詳細な 3 次元構造情報をもとにしても，生体高分子

応答性蛍光 RNP センサーを選択する方法を開発し

リセプターのどの位置を蛍光分子で修飾すればよい

た 10)（図 3）．このように蛍光 RNP センサー構築方法

か，どの蛍光分子が目的とする蛍光波長で応答するか

論は，望みの光学特性を有するテーラーメイド蛍光セ

を予測することは困難である．また，蛍光分子で化学

ンサーの作製が可能であり，プロテインチップに代わ

修飾した生体高分子リセプターは，本来の結合活性や

る迅速で簡便な RNP センサーチップを開発する技術

安定性を失う可能性がある．一方，蛍光 RNP セン

となることが期待できる．

13), 14)

サーの構築方法論は，リセプター自身を化学修飾する
ことなく望みの検出波長・検出濃度領域にあわせた蛍

文

光センサーを，スクリーニングにより選択する方法論
であるため，上述した問題点を回避することができ
る．
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図3
蛍光性リボヌクレオペプチドライブラリーによる ATP センサーのスクリーニング（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://
www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
．
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F- スポンジン
F-spondin
発生時に，神経管の底板で発現する細胞外タンパ
ク質．神経回路の形成時に，ニューロン軸策の誘
導を制御する．その機構は，交連ニューロン軸策
の伸長を促進する一方で，運動ニューロン軸策の
伸長を阻害するという二元的な働きによることが
知られている．
（235 ページ）
（安井ら）
EGF モジュール
EGF module
上皮増殖因子と構造上類似したタンパク質ドメイ
ン．さまざまな分泌タンパク質や膜タンパク質の
細胞外領域に見られる．30 から 40 アミノ酸残基
からなり，3 組の S-S 結合で安定化されている．
しばしば自身がタンデムに，あるいは他のドメイ
ンと連結している．
（235 ページ）
（安井ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

アプタマー
aptamer
特定の分子と特異的に結合する核酸分子やペプチ
ドのこと．通常ライブラリーとよばれるランダム
な分子の集合から選択する方法で得られるが，リ
ボスイッチように自然界にも存在する．
（239 ページ）
（福田ら）
SELEX
SELEX（Systematic Evolution of Ligands by
EXponential enrichment）法は，in vitro selection 法
ともいわれ，選択と増幅を繰り返すことにより標
的分子に対して親和性を有する核酸分子を得る方
法論．
（239 ページ）
（福田ら）
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タンパク質のドメイン構成の情報から
作成したゲノムの樹
深海 薫1，西川

1

建2

理化学研究所バイオリソースセンター
2
前橋工科大学

生物種間の系統関係を樹状図で表現する試みは，古

2.

来より形態，生化学的特性，遺伝子・タンパク質の 1

生物種間の進化距離

次構造などさまざまな生物特性に基づいて行われてき

系統樹を作成する際には，進化距離をどのように決

た ．近年ゲノム配列が多くの生物種で決定されたこ

めるか，すなわち何が違うと系統的に遠いとするのか

とで，そこにゲノム情報を用いるという新たなアプ

を定義する必要がある．たとえば配列データの場合に

ローチが加わった．ここで紹介する方法

も，こうし

は配列間の相違度，より厳密にいえば配列間で起こっ

た流れの中で開発された系統樹作成法の 1 つである．

た置換の回数が進化距離となる．私たちは各生物種が

1)

1.

2)

もつタンパク質のレパートリーの違い，すなわち進化

ドメイン構成とは

の過程で各生物種に起こったドメイン構成の出現や消

ゲノム情報を取り扱うことはしばしば，膨大な情報

失の回数をもとに進化距離を求めることにした．

量との戦いを意味する．いかにしてそこから，より本

共通祖先 O に由来する種 A，種 B を考える．それ

質的かつ少量の情報を抽出してくるか．私たちは，ゲ

ぞれが nA 種類，nB 種類のドメイン構成をもち，その

ノムにコードされているタンパク質がもつドメイン構

うち nAB 種類は 2 つの種どちらももつとする．共通祖

成という形で抽出してくるという方法をとった．

先から分かれて A や B が進化すると，それぞれで新

そのためにまず，ゲノムにコードされている各タン

しいドメイン構成が出現したり既存のドメイン構成が

パク質がどのようなドメインをもつか，GTOP データ
ベース 3) からデータを得た．GTOP データベースは，
ゲノムにコードされている全タンパク質の配列データ
を解析し，結果をまとめたデータベースであるが，そ
の中のドメイン予測の結果を用いたのである．
予測されたドメインが，タンパク質の 1 次構造上
に，どのような順番でいくつ並んでいるかまで考慮し
たものが「ドメイン構成」である．たとえば図 1 の
タンパク質 1-3 は，いずれもドメイン A，B，C をも
つが，それらの並び順や数が異なるので，異なるドメ
イン構成をもつとみなす．タンパク質 4 のようにドメ
インを 1 つしかもたない場合は，
「A」というドメイ

図1
タンパク質とそのドメイン構成．

ン構成をもつものとして取り扱った．
A Genome Tree Made from Information on Protein Domain Organizations
Kaoru FUKAMI-KOBAYASHI1 and Ken NISHIKAWA2
1
RIKEN BioResource Center
2
Maebashi Institute of Technology
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消失したりして nAB は減っていく．ドメイン構成の出

ちなみに上式では，B でゲノムサイズの縮小が起こ

現や消失がポアソン過程にしたがうと仮定すると，O

る以外に A，B のドメイン構成に変化がなかった場合，

と A の進化的距離は

A と B の進化的距離は 0 となる．
3.

dOA  ln(nAB/nA).

ゲノムの樹

上述の方法を用い，GTOP データベースからデータ
が得られたアーキア 17 種，真正細菌 136 種，真核生

で与えられる．O と B の進化的距離 dOB も同様にして

物 14 種の間で総当りに進化距離を計算し，作成した

得られる．

のが図 2 に示した系統樹である．実は私たちの方法で

たいていの場合 dOA と dOB はほとんど同じ値となる．

しかし一方の種，仮に B で大幅なゲノムサイズの縮

本当にオリジナルなのは進化距離の計算の部分まで

小が起こると，dOA は dOB よりはるかに大きな値とな

で，あとは既存の距離行列法を用いて系統樹を作成し

る．大きくなった分は個々のドメイン構成の出現・消

た．ここで用いた NeighborNet4) は，各枝の信頼度ま

失ではなく，ゲノムサイズの縮小という別の要因でも

で図中に含んだ「ネットワーク」とよばれる樹状図を

たらされたものである．そこで A と B の進化的距離

作成する方法である．
作成された系統樹からまず得られる結果は，従来報

を求める際には dOA と dOB との幾何平均

告された系統樹とほとんど同じ系統関係を示すという
ことである．このことは，ゲノム情報からドメイン構

dAB = (dOA  dOB)1/2.

成という情報を抽出し，系統樹作成に利用するという
をとり，ゲノムサイズの縮小による影響を減らすよう

私たちの方法が，期待すべき結果をもたらす妥当な方

にした．

法であることを意味している．

図2
ドメイン構成の情報を用いて作成した系統樹．
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4.

報告 6) もあることから，この違いはそうした配列デー

ドメイン構成という情報を用いる利点

タへの影響によるものかもしれない．いずれにせよ，

現在，生物種間の系統関係解析には，リボソーム

はっきりした結論にたどり着くためには，さらなるゲ

RNA の塩基配列を用いて系統樹を作成する方法が最

ノム情報その他の生物学的知見が必要であろう．

もよく用いられている．
「生物の歴史は染色体に記さ
れてある」5) という言葉にしたがうべく，それ以外の

文

遺伝子もできるだけ多く用いて解析することも試みら
れているが，多種多様な生物種すべてが共通してもつ
遺伝子というのは，さほど多くはない．またその場合
にはオーソログ遺伝子のみを用いる必要があり，その
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取捨選択も悩ましい問題となる．
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私たちの方法では，他生物種にはないドメイン構成
でも，ないという情報自体を系統樹作成に用いること
ができる．ドメイン構成が同じならばオーソログもパ
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ラログも区別しないので，それらの分別にもエネル
ギーを使う必要がない．さらに上述の通り，扱う情報
量を飛躍的にサイズダウンしたため，系統樹作成に必
要な計算量もまた非常に少なくてすむ．今後多少生物
種が増えようとも，何の問題もなく系統樹の再作成が
できるだろう．
5.

深海 薫

超好熱菌は古くないのか

作成された系統樹には，従来のものと異なる部分も
ある．最も大きな違いは，いくつかの超好熱菌の系統
的位置である．たとえば従来の系統樹では A.aeolicus
(aaeo0) や T. maritima (tmar0) は真正細菌の枝の根本
付近から分岐していたのに対し，私たちが作成した系
統樹では矢印に示した位置にあり，他の非好熱菌と比
較的最近に分岐している．実はゲノム情報を用いて作
成された他の系統樹にも，同じような系統的位置を示
すものがいくつかある．超高温という環境下の遺伝子
やタンパク質は，その配列組成に影響を受けるという
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用
語
解
説

ドメイン
domain
タンパク質は，50 〜 200 残基のアミノ酸配列から
なる立体構造上の単位「ドメイン」を組み合わせ
た構造体として理解できる．多くのドメインは固

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

有の機能をもつ機能上の単位で，その組み合わせ
でさまざまな機能のタンパク質を創出しうる．つ
まり，進化上の単位でもある．
（243 ページ）
（深海ら）

目次に戻る
生物物理 48（4）
，246-252（2008）

トピックス

Kチャネルのイオン透過機構：
新しい流動電位測定法により明らかになった
イオン―水流束比
老木成稔1，
安藤博之1，
久野みゆき2，清水啓史1，
岩本真幸1
1
2

1.

福井大学医学部分子生理
大阪市立大学医学部生理

の空間と通じたものをよぶ．そうでないと，イオン透

はじめに

過様式としてトランスポータなどとの区別が曖昧に

あらゆる生体膜に存在するチャネル分子は，脂質 2

なってしまう．ポアはチャネルのアイデンティティな

重膜という電気的絶縁物の中に埋め込まれ，特定のイ

のである．

オンを高速で透過させるという共通の分子機能を備え

ポアをはじめてみたのはだれだろう．ポアでしかも

ている．チャネル分子は，水溶性タンパク質ではほと

ち得ない物理的特性があるのであれば，その特性の発

んど例がないような高いイオン選択性を示す．たとえ

見こそポアの発見である．そのような特性の 1 つが流

ば，カリウムチャネルは K と Na を 1000 倍の選択比

動電位である．浸透圧差で駆動された水の流れに乗っ

で区別できるが，これほどの選択性をもった球状タン

てイオンが流され，発生するのが流動電位であり，こ

パク質は存在しない．もちろん膜タンパク質の中には

のような現象の出現にはポアという構造物の存在と，

イオンに対して高い選択性をもつイオン輸送分子（ト

その中でイオンと水が共存することが不可欠である．

ランスポータ・ポンプ）が存在する．しかしそれらの

1978 年に Levitt のグループ 2) と Finkelstein のグループ 3)

膜タンパク質のイオン輸送速度はチャネル分子と桁違

がほぼ同時に流動電位の測定に成功した．これをもっ

いに遅い．トランスポータ分子のように 1 個 1 個のイ

てポアの発見と考えてもいいだろう．





オンを選んでそのたびに構造変化によってイオンを輸

チャネルタンパクを貫いてポアが存在し，その中を

送するのではなく，チャネル分子では，開いた穴（ポ

特定のイオンが高速で処理される．このような比較的

ア）を電気化学的ポテンシャル差にしたがって受動的

単純な過程に見える透過機構だが，立体構造が明らか

に，1 秒間に 100 万個のオーダーのイオンを通過させ，

になった現在でも選択・透過機構の解明は決して容易

その過程で特定のイオン種が選択される．このような

ではない．イオン透過研究の歴史を踏まえ，流動電位

厳しい要求を満たすような機構をチャネル分子はどの

測定の現代的な意義を提案したい．

ようにして実現しているのだろうか 1)．

2.

チャネルの分子機構を明らかにするためにさまざま

イオン透過機構の研究

な手法が適用され，しだいにその描像があきらかに

イオン透過過程に関する最近までの研究を概観する

なってきた．その中でチャネル分子という概念の基礎

4)-7)
と次のようなものである（図 1）
．イオン透過の反

となるものの 1 つが透過様式をささえるポアという構

応速度は，単一チャネル電流の測定により，1 分子の

造である．チャネル分子の中に貫通した穴をポアとよ

チャネルを透過するイオン流束（単一チャネル電流）

ぶ．他の研究領域ではポアという言葉を異なる定義で

として観察できる．さまざまなイオン濃度や膜電位条

使われることがあるが，チャネルではポアは膜の両側

件下で測定された単一チャネル電流が膨大なデータと

A Novel Method for Measuring The Streaming Potential Revealed Coupling Ratio of Ion-Water Flux for HERG Potassium Channel
Shigetoshi OIKI, Hiroyuki ANDO, Miyuki KUNO, Hirofumi SHIMIZU and Masayuki IWAMOTO
1
Department of Molecular Physiology and Biophysics, University of Fukui Faculty of Medical Sciences
2
Department of Physiology, Osaka City University Graduate School of Medicine
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図1
イオン透過の微視的・巨視的過程と実験データとの関連．ここではイオン透過過程を，少数のイオン占有状態の間での遷移と捉えるモデル
（離散的イオン占有状態モデル；図 5b 参照）をもとにして考える．単一チャネル電流データに速度定数のセットを最適化することによって
具体的な透過モデルが得られる．速度定数からイオン占有状態の定常状態での確率が求まり，流束が計算できる．結晶構造から得られるの
はイオンの平均分布であり，これから各位置でのイオン存在確率が求められる．流動電位で求められる水／イオン流束比から，状態確率と
流束の間に位置するサイクル流束の情報が得られる（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/
biophys/ ではカラーで掲載）
．

して蓄積されている．このデータの中にイオン透過機

十分な時間トレースすることができるようになっ

構の秘密が隠されているはずであり，あらゆる理論は

た 12)．これにより，実験データとシミュレーション

この実験値を再現できなければならない．イオン透過

結果を比較できる基盤が整った．

過程をモデル化するために，ポア内のさまざまな位置

このような成果を見れば，イオン透過機構の研究に

にあるイオンの分布を少数のイオン占有状態に分類

おいてさまざまな理論的・実験的手法が微視的・巨視

し，状態間遷移速度でイオン透過流束を表すという手

的時間空間領域をカバーしており，すでに完全に解か

法がとられてきた（離散的イオン占有状態モデル；

れたものと考えても不思議ではない．そうでないこと

図 5b 参 照）1), 6), 7)-9)． 速 度 定 数 を 単 一 チ ャ ネ ル 電 流

は現在でも膨大な論文が出版されつつあることから明

データに最適化して具体的な透過モデルが得られる．

らかである．このような状況の中，本稿で述べる流動

このモデルから透過の

過程に対する情報，たと

電位測定とそれから得られる水―イオン流束比には次

えば，ポア内に複数のイオンが存在した場合の相互作

のような意義がある．従来得られてきた，単一チャネ

用，について明らかにされてきた．最近になって，イ

ル電流という巨視的流束情報，結晶構造でのイオン平

オン透過機構を解析する上でまったく新しい観点から

衡分布という静的情報，分子動力学による微視的情報

素

のデータが付け加わった．チャネル結晶構造内のイオ

の中にあって，水―イオン流束比はその中間レベル

ン分布が得られたのである 10)．ポア内のイオンや水

（メソスコピック）のイオン透過過程を反映する実験

分子の平衡分布から，イオンがポア内のどの位置を占

データであり，従来の研究の空白領域を埋める情報を

めやすいか，などきわめて重要な統計的情報が得られ

与えてくれるものである 13), 14)．このような実験的・

た．これは離散的イオン占有状態モデルを構築する上

理論的研究が集積しつつある発展途上の領域がイオン

で，単一チャネル電流データよりも微視的な情報を与

透過機構研究であり，さらに多くの生物物理学者の参

えてくれる．これらの研究と並行して，チャネル分子

入を喚起したい．

の立体構造が決定されて以来，イオン透過の計算機シ

3.

ミュレーションが大きな位置を占めていることはいう
までもない．分子動力学法によるイオン透過の微視的
過程に対する詳細な研究が行われてきた

流動電位の原理

「電気的測定法によって水の流れが測定できる」の

．またブ

が流動電位である．イオンの流れを駆動するのは電気

ラウン動力学法では，チャネル構造を固定することに

化学ポテンシャル差であり，脂質平面膜法・パッチク

より，イオンのポア内での確率過程的軌跡を，透過に

ランプ法での電圧固定実験ではすべてこの電気化学ポ

11)
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図2
カリウムチャネルを介するイオンと水の流束．
（a）等浸透圧条件．両側溶液のカリウム濃度が対称だから平衡電位が 0 mV で，このとき正味
のカリウム流束はゼロ．
（b）浸透圧差負荷条件．膜の右側が高浸透圧溶液に暴露している．ソルビトールなどの非電解質溶質で高浸透圧濃
度となり，膜の両側でカリウム濃度に差はない．浸透圧差が駆動力となってポアを水が流れ，水とイオンが互いに追い越せないポア内（1 列
拡散）ではイオンが押し流される．したがってカリウムの電気化学ポテンシャル差がなくても正味のカリウム流束が起こり，流動電位が発
生する．©Ando et al., 2005, Originally published in The Journal of General Physiology. doi:10.1085/jgp.200509377（本図は，冊子体ではモノク
ロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
．

テンシャル条件をさまざまに変えてチャネル電流を測

ただし

定している．しかし非平衡熱力学の教えるところで

  vw

は，電気化学ポテンシャル差の存在のもと，水が流れ
うる．これを電気浸透（electroosmosis）とよぶ．この

Jc  Jw vw ( Jc  Jw )
J  Jw

 c
1
Jv
vc Jc  vw Jw vc J  J
c
w
vw

  zFJc

逆が流動電位である．水の駆動力（浸透圧差）のもと，
水が流れるとイオンも流れ，電位が発生する（図 2）
．

式（1）から，駆動力は電位差と浸透圧差であり，流

これらの概念の大元になる非平衡熱力学・不可逆過

れは電流と体積流となる．この系の現象論的方程式は

程熱力学では，平衡に近い状態での駆動力と流れの関

 J v   L11
 
 I   L 21

係を線形で近似する．このようにして複数の流れのあ
る系を，流れと駆動力の線型方程式系（現象論的方程

L12    


L 22   

式（）

L11：浸透圧体積流係数，L12L21 平衡近傍での Onsag-

式 15)-17)）として表すことができる．
まず非平衡状態でのエントロピー生成（散逸関数）

er の相反定理による，L22：コンダクタンス

を求める．今，イオンと水分子の流れが存在する場
合を考える．ここでチャネルは選択性が高く，1 種類

で あ る． こ こ で，L11，L22 な ど は 共 役 係 数 と よ び，
L12，L21 などは非共役係数とよぶ．この式で，電位差

のイオンのみを透過させるとする．この系の散逸関
数は

がゼロであっても L21 がゼロでなければ浸透圧差によ
り電流が流れることがわかる．浸透圧差により発生す
  Jc c  Jw w

るイオン流がゼロになる電位差が流動電位である．

 FzJc   vw (Jc  Jw)
 I  Jv

 L 21
 L12
v 
J 
v
  

  w  1  w    w 1  n 

 


L
L
zF
J
zF

I 0
22
22
c 


式（）

式（3）
Jw：水流束，J：
イオン流束，w：水の化学ポテンシャ
c

n：水―イオン流束カップル比

ル差，：イオンの電気化学ポテンシャル差，
：
c
電位差，： 浸透圧差，vw：水のモル体積，v：
イオ
c

実験としては，膜の両側の透過イオン濃度（molal

ンのモル体積，F：ファラデー定数，z：価電数，：

濃 度：mol/kg H2O） を 同 一 に し（平 衡 電 位 が 0 mV），

浸透圧差，J：
体積流，I：電流
v

浸透圧差負荷時の電流 0 での膜電位を測定すれば，こ
れが流動電位である．流動電位と浸透圧濃度差との関
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係を求めれば式（3）のように水―イオンカップル比が

度解析法の開発，電気化学的補正などさまざまな問題

求められる．

を解決し，パッチクランプ下での流動電位測定法を確

4.

従来，流動電位は脂質平面膜法
た

立し，これを浸透圧パルス法と名付けた 13)．図 3a に

流動電位を細胞系で測定する
18)

示すように 3 連管の中央を正常浸透圧溶液，両側を高
で測定されてき

浸透圧溶液（異なる浸透圧濃度）にし，パッチクラン

．それはクロス係数（非共役係数）の絶対値が

プした細胞を中央から両側のどちらかに移動させる

小さいため，測定可能な流動電位を得るためには大き

（実際には 3 連管がシフトする）
．細胞が溶液の界面を

2), 3)

な浸透圧差を負荷しなければならないからである．た

通過するために必要な数ミリ秒で溶液は置換される．

とえば数 Osm の浸透圧差が通常負荷されてきたが，

実験結果を定量的に得るために，高浸透圧液と通常溶

このような条件では細胞は生き残れない．しかし高浸

液の界面に発生する拡散電位などの補正も厳密に行う

透圧溶液への暴露を短時間にして細胞が耐えられれ

必要があったが，詳細は論文にゆずる 8)．

ば，パッチクランプ法で対象となるあらゆるチャネル

5.

で流動電位測定が可能となる．私たちは次のような方

水―イオンカップル比から透過様式へ

法を開発した．パッチクランプ下の細胞を全細胞電流

今回対象としたチャネルは HERG カリウムチャネ

記録しながら，急速溶液置換システムを使い高浸透圧

ル（human ether-à-go-go related gene product）というヒト

溶液（ソルビトール）に短時間（1 秒間）暴露させた．

の心臓や神経にあって活動電位の再分極にかかわる

細胞はこの大きな浸透圧差に耐え，その際の流動電位

チ ャ ネ ル で あ る． こ の チ ャ ネ ル は， 他 の カ リ ウ ム

を正確に測定することができた．実験上の困難，高精

チャネルと相同のポア立体構造をもつと考えられて

図3
流動電位測定のための浸透圧パルス法．
（a）パッチクランプされた細胞が 3 連管からの層流内に置かれている．3 連管の外側 2 本（左の管：
1.0 Osm 溶液；右の管：1.5 Osm 溶液；中央：等浸透圧溶液）から高浸透圧溶液が流されているので，溶液の界面がはっきり見える．3 連管は
ピエゾ素子で駆動させる．
（b）HERG カリウムチャネルの全細胞電流記録．HEK 293 細胞に HERG チャネルを発現させている．電位コマン
ド（上）と電流トレース（下）をしめす．膜電位を 20 mV に脱分極させチャネルを活性化させ，20 mV に再分極させる．ここで 9 個の
ランプ波（20 mV から 20 mV）をかける．4 つ目から 6 つ目のランプが起こっている際に 3 連管をシフトして浸透圧パルスを 1 秒間かけ
る．ランプ波の後，膜電位を 80 mV に再分極する．膜両側のカリウム濃度は 100 mM である．（c）浸透圧パルス前後の電流―電圧曲線．逆
転電位（ゼロ電流電位）は高浸透圧溶液暴露で右にシフトしている．このシフトの程度が流動電位である．©Ando et al., 2005, Originally
published in The Journal of General Physiology. doi:10.1085/jgp.200509377（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.
jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
．
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いるが，ポアの一部（選択性フィルタ，後述）の 1 次
配列が 1 箇所異なる．そのイオン透過機構については
筆者らの報告 19) 以外ほとんどない．HERG チャネル
は脱分極で活性化する電位依存性チャネルだが，不
活性化という過程がきわめて速いのが特徴である．
脱分極させてこのチャネルの活性化ゲートを開き，
再分極によって不活性化を解除した状態でカリウム
電流を記録する（図 3b）．実験上，不活性化から回復
した HERG チャネルは開状態に長くとどまるという
ことを利用し，この間にランプ波電位を数回負荷し
た．ランプ波電位に対するチャネル電流から電流―電
圧曲線をもとめ，それから逆転電位（電流ゼロの電
位）を求めた（図 3c）．この実験は膜両側のカリウム

図4
流動電位．流動電位を浸透圧差に対してプロットした．膜両側の
カ リ ウ ム 濃 度 が 10 mM と 100 mM の 時 の 実 験 結 果 で あ る．
©Ando et al., 2005, Originally published in The Journal of General
Physiology. doi:10.1085/jgp.200509377（本図は，冊子体ではモノ
クロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/
ではカラーで掲載）．

濃度を同一にして行ったので，浸透圧差がなければ
平衡電位はゼロである．浸透圧差負荷時の逆転電位
と等浸透圧時の平衡電位である 0 mV の差として流動
電位を得た．
流動電位から式 2 のように水―イオンカップル比が
得られる．膜両側の K 濃度が 10 mM のときのカップ
ル比は 1.4 であった．同様の測定を膜両側の K 濃度

ことになり，イオンと水が占有する組み合わせは 8 通

100 mM でおこなうと，カップル比が 0.9 と変化した

りとなる．イオン透過はそれら 8 状態の間での可能な
遷移により起こると考えることができる（図 5b）．

（図 4）．このことはいったい何を意味するのだろう
か．定性的には「カリウム濃度が高くなると，イオン

流動電位で得られる水―イオンカップル比は，ある

透過において占有イオン数の多い状態を遷移する透過

イオン濃度のときどのような状態間のルートを通っ

経路が優位に使われる」ということになるがこれには

て透過するのか，そのヒントをあたえてくれるので

説明がいる．

ある．

ここで K チャネルの立体構造について簡単に触れ

6.

ておこう 4)．K チャネルのポアは膜貫通ドメインの中

イオン透過のキネティクス

心を貫くがその内径は均一ではない．細胞質側からみ

単一チャネル電流記録を見ると電流レベルは瞬間

ていくと，膜の厚さの半分あたりまでは比較的大きな

的に変化する．ゲートが開きイオンが流れ始めそれ

内径のポアが続く．その到達点は中心空洞とよぶ直径

が定常状態に達するまでの緩和時間はきわめて速く

10 Å の空間である．その後ポアは狭くなり K の選択

（1010 秒），電気生理学的測定限界（105 秒）を越える

性を担う選択性フィルターを形成する．選択性フィル

ので電流のオン―オフは離散的にみえるのである．つ

ターでは，タンパク質主鎖がカルボニル基を内側に向

まり単一チャネル電流はつねに定常状態でのイオン

けて平行して 4 列ならび，狭いポアを形成する．この

流束を見ていることになる．したがって，上に示し

中 に イ オ ン 結 合 部 位 が 4 箇 所， 連 続 し て 存 在 す る

た透過過程のモデルをチャネル電流量に結び付ける

（図 5a）．フィルターの内径は 1.5 Å であり，K イオン

には，モデルの状態間遷移速度をもとにした微分方

（半径 1.3 Å）が通過するには脱水和しなければならな

程式の定常状態での解を得ればよい．これにより各

い．ただし円筒状のフィルターの中で K イオンの前

イオン占有状態の定常状態での存在確率が求まりこ

後に水分子が存在してもかまわない．もちろんこのサ

れから流束が計算できる 13), 14)．この課題はイオン透

イズのポアではイオンと水は互いに追い越すことがで

過に限らず，化学反応速度の図式解法というトピッ

きない 1 列拡散をおこなう 1)．

クスとして歴史的に何度も独立に
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されてき

この狭い領域での K イオン透過は次のようにモデ

た．Hill はこれら図式解法をさらに発展させ，流れを

ル化できる ．この空間に 2 つのイオンが直接接触し

解析的に求めるための方法を確立した．正味の流束

て存在することは静電的反発力から考えにくい．そう

だけでなく，その部分反応による流束をサイクル流

するとこの 4 つの部位に最大 2 個のイオンが占有する

束（cycle flux）とよび，その解析解を図式解法で求め



1)
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流動電位と K チャネルのイオン―水流束比

図5
チャネルを透過するカリウムイオン．
（a）カリウムチャネルの選択性フィルター付近の構造．イオンと水分子が選択性フィルター内では 1
列に並んでいる．左側が細胞外．いちばん右側のイオンはチャネルポアの中心空洞に位置する．
（b）カリウムチャネルの透過モデル．選択
性フィルターには 4 つの結合部位があり，イオンや水分子が占める．7 つのイオン占有状態と 1 つの遷移状態を示す．これらの状態間を遷
移することでイオンは透過する．濃い矢印はイオン流出の，薄い矢印はイオン流入の 1 方向遷移を表す．実線の矢印はイオンと水分子が一
体となってポアを移動する過程，破線の矢印は選択性フィルター両端の位置でイオンと水分子が交換する過程を表す．
（c）サイクル流束．
サイクル流束はイオンが膜の一方から他方に移動するための基本過程である．正味のイオン移動が起こるように状態間でループを形成させ
る．各サイクルを下段に示す．各サイクルは特定の水―イオン流束比をもつ．サイクル流束は速度定数から解析的に求めることができる．
©Ando et al., 2005, Originally published in The Journal of General Physiology. doi:10.1085/jgp.200509377（本図は，冊子体ではモノクロ，電子
ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）．

ることができる 9), 20)．

げるのではなく，むしろサイクル流束というメソスコ

図 5c にサイクル流束の例を示す．私たちは各サイ

ピックレベルの透過過程として疎視化する視点を与え

クル流束がそれぞれ異なる水―イオンカップル比を示

ることにその存在意義がある．これにより透過過程を

すことに思いいたった．正味のイオン流束はこれらサ

より直感的に把握することができ，実験のデザインや

イクル流束の重みづけ和であるのと同じように，正味

結果の解釈が容易になる．

の水―イオンカップル比は各サイクル流束の水―イオン

「ポアを流れるイオン」という見えないものを見る

カップル比を重み付け平均したものである．したがっ

ために人はさまざまな工夫をこらしてきた．30 年前

て実験で得られた高カリウム濃度での水―イオンカッ

の Levitt ら と Finkelstein ら の 流 動 電 位 測 定 を め ぐ る

プル比の減少は，
「カリウム濃度が高くなると，イオ

丁々発止の議論は 2 つの論文からうかがい知ること

ン透過において水―イオンカップル比の低いサイクル

ができる．彼らの独創的な研究は今も息づいている

流束が優位に使われる」，ということを示す．逆に，

のである．

正味の水―イオンカップル比から各サイクル流束の重
みを推測することができるのである．各サイクルの重

文

みを決めているのは状態遷移図の中の特定の速度定数
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理論／実験 技術

温度磁場可変MCDによる金属酵素活性中心の評価
秋津貴城*

慶應義塾大学理工学部化学科
（兼・スタンフォード大学化学科）
*現 東京理科大学理学部第二部化学科

VIS や CD スペクトルでは吸収帯が重なり合い帰属が

1. はじめに

困難なときに MCD が有力で，次のような特長があ
金属タンパク質を対象とする生物無機化学では，活

る 3)．（1）一般に金属酵素水溶液の吸収スペクトルで

性中心の金属イオンの電子状態の情報を得るために，

は低感度な NIR 領域で高感度信号が得られる．（2）

種々の分光法や物性測定法が併用される（表 1） ．さ

遷移金属活性中心のサイト選択性．（3）温度，磁場，

らに，金属イオンの配位子場（d-d）遷移だけでなく，

波長を変数にした多次元測定が可能．（4）57Fe メスバ

タンパク質残基の -* 遷移，残基と配位子との相互

ウアー分光法では必要な同位体置換が不要．（5）偶数

作用を反映する電荷移動遷移をエネルギー波長領域や

電子数（non-Kramers）系にも適用可能．（6）他の部

測定原理によって使い分ける．いずれも，低分子遷移

位や成分により，吸収バンドが重なる波長領域でも，

金属錯体や生物無機化学的な研究アプローチであるモ

一般に高感度測定が可能．（7）上述のように通常の分

デル錯体を用いた物理無機化学による蓄積を，独自の

光法では一方の情報が得られるのに対し，MCD では

実験や解釈のノウハウを要する金属酵素の系に適用す

基底状態・励起状態両方に関する情報が得られる．

1)

ることで発展した．

（8）理論的に MCD パラメータが行列要素の結合で記

MCD（Magnetic Circular Dichroism） は， 円 二 色 性

述され帰属に有用．（9）凍結溶液中では配向試料の異

（CD）を光の伝播と平行な磁場中で測定する分光法で

方性が観測可能．

ある．詳細な原理や測定例は，最近の成書に譲る ．

本稿では，E.I. Solomon 教授のグループを中心とす

2)

CD がタンパク質などのキラル分子や，場やマトリク

る，温度磁場可変 MCD（VTVH-MCD）分光法による

スに誘起された光学活性な系に対象が限定されるの

金属酵素活性中心の研究の理論的背景や研究例を紹介

に対して，MCD は磁場による Zeeman 効果で左円偏

する．紙面の都合で，VTVH-MCD の吸収強度の理論

光（LCP）と右円偏光（RCP）の準位を分裂させるた

や A, B, C 項の温度磁場依存性による金属イオンの基

め，CD と異なりアキラルな分子でも信号が観測でき

底・励起状態や分光学的諸情報の解釈原理をおもに記

る．また，EPR が不対電子の磁場中で Zeeman 分裂準

述する．

位間の遷移を測定するので，不対電子のない系や不

2. VTVH-MCD の原理と分光学的情報 3)-6)

対電子がカップリングした系では信号が観測できな
図 1 に示すように，左右で速度が異なる円偏光と，

いのに対して，MCD では常磁性・反磁性いずれも測
定可能であり，特に常磁性金属サイトでは詳細な分

角運動量 J  1/2 の分子の基底状態 |A と励起状態 |J

光学的情報が得られる．さらに，タンパク質の UV-

を考える．この分子に磁場 H を印可すると，2 重縮

Measurement of Active Sites of Metalloenzymes by VTVH-MCD
Takashiro AKITSU
Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University
(Concurrent: Department of Chemistry, Stanford University)
*Present Address: Department of Chemistry, Faculty of Science, Tokyo University of Science
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表1
さまざまの分光法や磁性測定から得られる情報
測定法

電子状態

得られる情報

指標やパラメータ

EPR

基底状態

基底状態の電子スピン，
核スピン

g値，
超微細分裂（A，
金属，配位原子）
，
零磁場分裂
（D,
E）

基底状態

基底状態の電子スピン，
核スピン，
酸化状態

同位体シフト
（），
四極子分裂
（EQ）
，
超微細分裂
（A，金
属）
，
零磁場分裂
（D, E）

磁性測定

基底状態

基底状態の電子スピンと相互作用

UV-VIS

励起状態

選択律
（電子双極子遷移）

遷移エネルギー，
振動子強度，
線幅，高対称の選択律
（
偏光・異方性）

CD

励起状態

選択律
（磁気双極子遷移）
，吸収帯分離

遷移エネルギー，
回転強度，
線幅

MCD

励起状態・
基底状態

選択律
（磁気双極子遷移）
，吸収帯分離，
温
度・磁場とA,B,C項

遷移エネルギー，
吸収強度
（A, B, C項），
線幅

57

Feメスバウアー

モル磁化率
（M）
，
有効磁気モーメント
（）
，
零磁場分裂
（D, E）
，
交換相互作用
（J）

重した電子状態 (MJ  1/2) が giH（gi は基底状態と

を，それぞれ A, B, C 項とよぶ．A1 項と B0 項は磁場（B）

それぞれ副準位を生じる．円偏光の方向に磁場 H が

A 項は，（2）式で表され，第 1 項は基底状態 |A と

励起状態の g 値）のエネルギーだけ Zeeman 分裂して

に依存し，C0 項は，磁場と温度（B/T）に依存する．

かかるとき，図 1c に記すように遷移の選択律は，左

励起状態 |J の Zeeman 項の差を，第 2 項は LCP(m)

円偏光（LCP）では M  1，右円偏光（RCP）では

と RCP(m) 電子双極子の差を表している．第 2 項か

−

M  1 となり，Mx, My, M  12(Mx  My) は磁場（z）

ら MCD の選択律 ML  1 と，基底・励起の両状態

に垂直な x, y 方向の直線偏光に対応する．

が縮重しともに軌道角運動量をもつことが要請され

基底状態の Zeeman 分裂の大きさが線形となる温度

る．

領域では，基底状態 |A から励起状態 |J への遷移の
MCD 強度は（1）式で表される．

A1(A → J)  1/|dA|(|J|Lz  2Sz|J||A|Lz  2Sz|A|)
 (|A|m|J|2|A|m|J|2)

（2）

A/E  ALCP  ARCP/E
 B[A1df(E)/dE  B0f(E)  C0f(E)/kT]

（1）

B 項は，磁場に誘起される，基底状態 |A や励起状
態 |J と中間の非縮重励起状態 |K との混合により生

ここで，A は左右の円偏光（LCP, RCP）の吸光度

じる．式（3）中で，右の第 1 の和は励起状態 |J と

（ALCP，ARCP）の差，E は放射エネルギー， は定数，

中間の励起状態 |K の Zeeman 混合を，第 2 の和は基

はボーア磁子，B は印加磁場，f(E) は遷移バンド形状

底状態 |A と中間の励起状態 |K の Zeeman 混合を与

の関数である．係数 A1（1 次摂動）
，B0，C0（0 次摂動）

える．B 項の信号は，温度に依存しない吸収バンドの

図1
（a）速度の異なる右偏光 E (RCP) と左偏光 E (LCP) の結合の直線偏光 E．（b）楕円偏光 E．
（c）磁場 H 中で分裂した基底状態 |A 励起状態
|J と MCD 遷移の選択律．
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波形を示す．中間の励起状態 |K と励起状態 |J のエ

移双極子モーメントの成分である．例として，C0 項

ネルギー差が減少するほど，吸収強度は増大する．

に寄与する，おもな 1 つの遷移状態とスペクトルの模
式図を図 2 に示す．
しばしば，MCD スペクトルの特定波数のピークを

B0  2/|dA|Re[(J|Lz  2Sz|K/EKJ

「相対吸収強度 対 H/2kT」のプロットをして議論す

(A|m|JK|m|AA|m|JK|m|A)

る．低温・高磁場の場合には，最後の C0 項の寄与が

 (K|Lz  2Sz|A/EKA
（3）

(A|m|JJ|m|KA|m|JJ|m|K)]

大きい．金属イオンの電子スピンが S  1/2 の系では，
一定温度での MCD 強度の磁場依存性は，低磁場では

C 項は，高次の MJ 副準位に Boltzmann 分布の占有

直線的に強度が増大して，高磁場になるにつれて頭打

数が低温になるほど減少し，2 つの遷移が観測されな

ちになり，ついには飽和する挙動を示す．この飽和挙

くなる結果に影響され， は吸収バンドの形状をと

動の原因は，磁場 H がないとき Ms  |1/2,|1/2 の副

り，温度が低くなるほど吸収強度が増大する．低温・

準位は縮重して，左右の円偏光の遷移がキャンセルさ

高磁場で測定すると吸収強度が飽和する挙動をする．

れるためである．磁場がかかると，この縮重が解け，

C 項は縮重した基底状態の g 値に依存する．基底状態

副準位は Zeeman 項（gH）だけ分裂する．さらに低

|A から励起状態 |J へのスピン許容遷移の C0 項は，

温・高磁場になるにつれて，基底状態の Ms  |1/2

（4）式で表される．

の副準位が支配的に Boltmann 分布で占有されはじめ，
この準位がいっぱいに占有されるまでになる．このよ

C0 (A → J)  1/|dA|A|z|A(|A|m|J| |A|m|J| )
2

う に，MCD 強 度  の 磁 場 依 存 性 は， 等 方 的 な

2

（4）

S  1/2 の系では，
（7）式のように表される．

ここで，|dA| は基底状態 |A の縮重度，z は磁気双

  定数 tanh(gH/2kT)

（7）

極子演算子の z 成分，m と m は左右の円偏光（LCP,

RCP）電気双極子モーメントを示す．実際の系では分

3. マルチ銅酸化酵素での研究例 6)-8)

子さらには双極子モーメントの配向による z 成分だけ
でなく，ランダムな配向をしているので，異方性を考

以上のような原理により，VTVH-MCD スペクトル

慮して，式（5）

の挙動から，銅 (II) サイト (S  1/2) の電子状態の情
報を分光学的に得ることができる．マルチ銅酸化酵素

C0(A → J)  i/3|dA|A||A(|A|m|J|  |J|m|A|)（5）

（multicopper oxidase）ファミリーは，Eukarya，Bacteria，
Archea のゲノムによってエンコードされるが，4 当量

と記述できる．そして，基底状態 |A と励起状態

基質の 1 電子酸化を伴い分子状酸素を水まで 4 電子還

|J は，スピン―軌道相互作用により中間の励起状態

元する反応を触媒する（式 8）．

|K と混合するから，
O2  4H  4（基質）→ 2H2O  4（基質） （8）
|A   |A  iLKA/KA|K
基質特異性に基づき，酵素分子外圏における有機小

|J   |J  iLKJ/KJ|K
KJ

K

分子の酸化を触媒するものと，結合した金属イオンを

A

L  ImKStotMS |(riN)lN,w(i)sw(i)| AStotMS 
上記のように摂動として取り扱うと，結局スピン許
容遷移の C0 項は，（6）式で表せる．
C0(A → J)  1/6gw[KJ1LwKJ(DuKADvAJDvKADuAJ)
 KA1LwKA(DuAJDvJKDvAJDuJK)]

（6）
図2
励起状態 |J と中間の非縮重励起状態 |K がスピン―軌道相互作用
して基底状態 |A からの垂直な遷移ある，任意の温度での C 項の
メカニズムの例．

ここで，gw は w 方向の 2 重項の有効な g 値，LwKJ と

LwKA は w 方向のスピン―軌道相互作用行列要素，DuAJ
(AStotMS|mv|JStotMS) は u 方向の |A と |J の間の遷
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体）構造から，反応機構サイクルの理解につながる．
4. おわりに

本稿では，金属酵素の活性中心の電子状態につい
て，VTVH-MCD 分光法から得られる情報を分光学的
な原理に中心に述べた．例として，マルチ銅酸化酵素
の 3 核クラスターサイトに関して触れたが，非ヘム鉄
酵素や低分子モデル金属錯体などに関する研究も報告
されている 4)．したがって，基底・励起電子状態とも
に劇的に変化する光応答性タンパク質などの可視・紫
外光照射下での測定 9) や，室温でも異方性のある結

図3
マルチ銅酸化酵素モデル錯体の VTVH-MCD 飽和曲線の例 4)．

晶構造既知の配向性単結晶試料の測定 10) など，著者
が遷移金属錯体試料を用いて各種分光法や磁性などで

酸化するものに分類される．生理的機能には，植物の

行ってきた，特殊条件下の実験との組み合わせが，生

リグニン生成，色素生成，デグラデーション過程，

物学的意義のある金属酵素試料の VTVH-MCD 分光法

イーストでの鉄の代謝，ほ乳類での鉄の代謝，バクテ

でも今後期待できる．

リアでの銅の恒常性維持，バクテリア中のマンガンの
酸化などがある．いずれも，少なくとも 1 つの Type 1

謝

辞

(T1) ブルー銅サイトと，Type 2 (T2) ノーマル銅サイ

文部科学省平成 19 年度研究拠点形成費など補助金

ト と 反 強 磁 性 的 相 互 作 用 す る OH 架 橋 複 核 Type 3

（大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究実

(T3) 銅サイトの 3 核クラスター活性中心（3 つの銅

践支援）
，スタンフォード大学化学科 Edward I. Solo-

イオンが三角形に配列），すなわち，少なくとも 4 つ

mon 教授に感謝する．



の銅イオンを含み，このうち，T1 サイトで基質から
の電子が移動した，3 核クラスター銅サイトで酸素が

文

還元される．
T2 と T3 銅の 3 核クラスター銅サイトの酸素結合

献

1)

Solomon, E. I. (2006) Inorg. Chem. 45, 8012.

2)

Mason, W. R. (2007) A Practical Guide to Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New

中間体（NI）の，低温における磁場変化 VTVH-MCD

Jersey.

は，磁化曲線の飽和挙動が S  1/2 基底状態の Brillouin

3)

Neese, F. and Solomon, E. I. (1999) Inorg. Chem. 38, 1847.

関数で，よくフィッティングできる（図 3）4)．これは

4)

Solomon, E. I. et al. (1995) Coord. Chem. Rev. 144, 369.

5)

Solomon, E. I. et al. (2004) Chem. Rev. 104, 419.

6)

Yoon, J. and Solomon, E. I. (2007) Coord. Chem. Rev. 251, 379.

7)

Solomon E. I. et al. (2007) Acc. Chem. Res. 40, 581.

8)

Quintanar, L. et al. (2007) Acc. Chem. Res. 40, 445.

この活性中心に特有な異常な g 値とも関連している．
さらに，一定高磁場の温度変化 MCD も，温度上昇に
伴い最初減少した後増加するといった，励起状態の

9)

Boltzman 分布を原因とする珍しい挙動を示す．通常

10)

S  1/2 の常磁性金属活性中心の MCD 強度は，1/T に

Akitsu, T. et al. (2007) Polyhedron 26, 2527.
Akitsu, T. et al. (2001) Bull. Chem. Soc. Jpn. 74, 851.

依 存 し て 減 少 す る．S  1/2 の 基 底 状 態 の 上 に，
S  1/2, 3/2 を生じる S  1 とカップルした S  1/2 の励
起状態があるためである．NI では，すべての銅 (II)
イオンが酸素原子で架橋されることによって，S  1/2
のスピンが反強磁性的相互作用して，スピン・フラス
トレーションの状態にあることが，g 値の議論からも
明らかになっている．この 3 核クラスター銅サイトの

秋津貴城

電子状態を明らかにすることで，式 8 の生理的な化学
反応の際，酸素に電子を供給する活性中心の（中間

秋津貴城（あきつ たかしろ）
慶應義塾大学理工学部化学科助教（兼・スタン
フォード大学化学科 visiting scholar），現・東京理
科大学理学部第二部化学科講師
大阪大学大学院修了．月原冨武教授の PD 後，慶
応大，E. I. Solomon 研究室へ留学を経て，現職．
研究内容：金属酵素や金属錯体や有機・無機複合
材料の構造や物性（物理無機化学）
連絡先：Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA
E-mail: akitsu@stanford.edu
理論／
実験 技術
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す．ご興味のある方は，北海道支部の HP をご覧くだ
さい．2009 年 1-3 月に北海道支部例会の案内を掲載
する予定です．（北海道支部の HP は生物物理学会の
ホームページからリンクされています．URL は次ペー
ジをご覧ください）
．

支 部 だより

2007 年度

北海道支部からのたより

北海道支部（支部長：郷原一寿

北海道支部例会プログラム
日時：平成 20 年 3 月 18 日 10:00 〜
場所：北海道大学・工学部 B31 室
1）培養ニューラルネットワークにおける活動電位伝播経路の同
定法 ○伊東大輔，玉手宏基，永山昌史，内田努，郷原一寿
（北大・院工）
2）真空紫外光エッチングによるパターニングを用いた細胞配列
○山口宗宏 1，鈴木正昭 1，池田光二 1，工藤卓 2，清原藍 2，
平敏夫 3，水恭子 3，内田努 4，郷原一寿 4（1 産総研・ゲノム
ファクトリー，2 産総研・セルエンジニアリング，3 株式会社
プライマリーセル，4 北大・院工）
3）Xe 加圧下におけるラット心筋細胞の形態的・電気的拍動観測
○腰原由公 1，谷脇伸也 1，内田努 1，永山昌史 1，平敏夫 2，
1 1
清水恭子 2，郷原一寿 （
北大・院工，2 株式会社プライマリー
セル）
4）ウシ毛様体筋収縮調節に関与する複数の Gq/11 依存性信号伝達
経路 宮津基，安井文智，○高井章（旭川医大・生理）
5）筋芽細胞における細胞内張力の履歴効果：パルス刺激に対す
る硬さの応答 ○三井和香 1，田村和志 2，水谷武臣 2，芳賀
永 2，川端和重 2（1 北大・理，2 北大・院理）
6）ストレスファイバー形成におけるアクチン架橋タンパク質
フィラミン A の働き ○加藤幸作，水谷武臣，小山芳一，大
橋一世，伊藤忠直，川端和重，芳賀永（北大・院理）
7）ライブセルイメージングにより発見された領域依存的な細胞
骨格の形状変化：細胞内部の構造体に対する空間座標解析
○土肥謙一 1，田村和志 2，水谷武臣 2，芳賀永 2，川端和重 2
（1 北大・理，2 北大・院理）
8）細胞皮層においてストレスファイバーに沿って運動するアク
チンクラスターの高速 SPM 観察 ○田村和志，水谷武臣，芳
賀永，川端和重（北大・院理）
9）リン脂質／コレステロール 2 成分系の単分子膜における相挙
動について ○日比野政裕，林和也（室蘭工大・応用化学）
10）磁性細菌のマグネトソーム収量増加のための培養条件の検討
○渡辺真悟，高橋信恵，澤田研，岩佐達郎（室蘭工大・材料
物性工）
11）イモリ嗅上皮で発現する Cp-Lipocalin タンパク質の機能解析
○満都拉，澤田研，岩佐達郎（室蘭工大・創成機能）
12）生 命 情 報 学 的 ア プ ロ ー チ に よ る ロ イ シ ン リ ッ チ リ ピ ー ト
（LRR）蛋白質の Island ドメインの研究 ○三上智子 1,3,4，田
4 1
中剛範 2，黒木由夫 3，山田恵子 4，松嶋範男 （
札市大・看護，
2
一橋大・経済研，3 札医大・生化，4 札医大・保健医療）
13）Mulitscale complex network of protein conformational fluctuations in single-molecule time series
○ Chun Biu Li，Haw
Yang，小松崎民樹（北大・電子研）
14）1 分子時系列から抽出する複雑ネットワーク ○清一人 1，小
松崎民樹 2（1 北大・院生命，2 北大・電子研）
15）黄色ブドウ球菌の細胞表層に存在する巨大蛋白質 Ebh の構造
解析 ○田中良和 1,2,5，坂本壮 2，黒田誠 3，郷田秀一郎 4，高
永貴 5，津本浩平 2，柊弓弦 6，姚閔 5，渡邉信久 5,7，太田敏子
8
5 1
，田中勲 （
北大・創成研，2 東大・院新領域創成，3 国感研，
4
長崎大・工，5 北大・院先端生命，6 関西医大，7 名大・院工，
8
筑波大・基礎医）
16）放線菌由来 TetR ファミリー転写因子の転写制御機構の解明
○岡田有意 1，林毅 2，渡邉信久 1,3，姚閔 1,3，田中勲 1,3（1 北

北大・院工）は，

北大のある札幌を中心に，2007 年度からは室蘭，旭
川に地区委員を設けて，連携して活動しています（地
区委員：岩佐達郎

日本生物物理学会

室蘭工大・材料物性工学，高井章

旭川医大・生理）
．
北海道支部の会員が一堂に会するのは，春まだ浅い
3 月に開催される支部例会で，当日は，午前中からの
口頭発表，昼食時の支部総会，再び口頭発表，そして
懇親会と続きます．年度末の忙しい時期ながら，これ
ら一連の会は多数の会員が参加する一大恒例行事とし
て定着しています（既に 35 年程の歴史がある．Vol.
47-1（269 号）参照）．
2007 年度の支部例会は平成 20 年 3 月 18 日に札幌の
北大・工学部 B31 講義室で開催され，右のプログラム
のとおり 23 件の講演がありました．卒業研究を終了し
はじめて学会発表される学部学生や，ドクターコース
の若手研究者による多数の発表があり，活発な討論が
なされました．X 線構造解析や生細胞のマニピュレー
ション，細胞骨格のライブイメージング，1 分子計測
データに対する新しい解析法（次ページの新しい研究
室紹介をご覧ください）
，情報生物学的解析，嗅覚分
子，イオンチャネルなど，話題は多岐にわたりました．
また，2006 年度の支部例会から発表賞が創設され，
優秀な発表を行った若手研究者（学生・大学院生・ポ
スドク）に授与されることになりました．2 回目の
2007 年度の受賞者は，伊東大輔（北大・院工）
，加藤
幸作（北大・院理），田母神淳（北大・生命科学院）
の 3 名で，生物物理学会の次代を担う若者の代表と
して，懇親会で表彰がなされました．
2008 年度の支部例会は平成 21 年 3 月に開催され
る予定です．北海道支部の会員の方はもちろんのこ
と，他支部の会員の方の参加も熱烈歓迎しておりま
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わが支部では，北海道分子生物学研究会，日本生化

大・院理，2 別府大・食物栄養，3 北大・院先端生命）
17）古細菌リボソームストークタンパク質複合体 P0-L12 の機能・
構造解析 ○野村直子 1，長沼孝雄 2，姚閔 1,2，内海利男 3，
田中勲 1,2（1 北大・理，2 北大・院先端生命，3 新潟大・理）
18）A new method for searching pockets and cavities of protein
○于健 1，姚閔 2，田中勲 1,2（1 北大・院生命，2 北大・院先端
生命）
19）ヒト Toll-like receptor 細胞外領域の調製方法 ○喜多俊介 1，
渡邉信久 1,3，松本美佐子 2，瀬谷司 3，田中勲 3，姚閔 1,3（1 北
大・院理，2 北大・院医，3 北大・院先端生命）
20）ウシ胃リゾチームの酸耐性獲得に関する立体構造解析からの
考察 ○野中康宏 1，秋枝大介 1，渡邉信久 2，田中勲 3，神谷
昌克 3，相沢智康 1，出村誠 3，河野敬一 1（1 北大・院理，2 名
大・工，3 北大・院生命）
21）
「SnO2 透明電極を用いた古細菌型ロドプシンの光誘起プロト
ン移動についての解析」 ○田母神淳 1，菊川峰志 2，加茂直
樹 1（1 北大・院生命，2 北大・創成研）
22）膜タンパク質ハロロドプシンの膜外ループ構造の役割 ○山
下泰崇 1，菊川峰志 2，神谷昌克 3，相沢智康 3，河野敬一 4，
加茂直樹 3，出村誠 3（1 北大・理，2 北大・創成研，3 北大・
院生命，4 北大・院理）
23）Haloarcula marismortui 由来のセンソリーロドプシン III（HmSRIII）における光化学反応に関する研究 ○中尾雄高 1，下野
和実 1，菊川峰志 2，井原邦夫 3，加茂直樹 1（1 北大・院先端
生命，2 北大・CRIS，3 名大・遺伝子）

学会北海道支部と連携し「合同シンポジウム」を毎年
開催しています．昨年度の本シンポジウムは平成 19
年 11 月 28 日に，
「生命現象の分子レベルでの解明」
をテーマとして開催され，北海道内の生物科学分野の
若手研究者を中心に 200 名程の参加者が集い分野を
超えて交流しました．この他，2007 年度の支部講演
会は海外を含め日本全国から講師を迎え，札幌，旭
川，室蘭で計 11 回開催され，今年度も継続していま
す（平成 20 年 5 月末現在で 2 回実施済）．
上記日本生物物理学会北海道支部の活動の詳細は
HP からご覧になれます．http://altair.sci.hokudai.ac.jp/
biophy/
新しい研究室〜小松崎研究室〜紹介
北海道大学電子科学研究所分子生命数理研究分野
私たちは，平成 19 年 10 月 1 日に始動した電子科
学研究所でいちばん新しい研究分野です．現在，教授
1 名， 准 教 授 1 名（外 国 人）， 助 教 2 名， 秘 書 1 名，
博士研究員 3 名，大学院生 3 名（うち，1 名は外国人）
の総勢 11 名から構成されています．研究テーマは多
岐にわたり，現在，化学反応や生体分子の構造転移な
どの状態変化における「偶然と必然」
，「統計性と選択
性」，
「部分と全体」の基本原理や細胞や組織などのさ
まざまな環境の中での生体分子の挙動が 1 分子レベ
ルで

見えてしまっている

時代における新しいシス

テム構成論の開発などを研究しています．生体分子，
細胞，組織，そして個体に至る生命システムは常に外
界に晒されながら，ミクロレベルでの

刺激

がマク

ロレベルまで伝達し頑健な機能を作り出しています．
われわれは 1 分子観察時系列データを凝視し，でき

懇親会のようす
支部例会終了後，工学部特別食堂にて

るだけ自然な形で，ミクロからマクロを，そして，分
子から生命を橋渡しする複雑系としての新しいシステ
ム生物学を基礎と実践から構築したいと思っていま
す．研究も日本語と英語が飛び交う自由な雰囲気のな
かで日々行っています．興味のある方はぜひ研究室ま
でお訪ねください．心よりお待ちしています．
北海道大学電子科学研究所 小松崎民樹
URL: http://mlns.es.hokudai.ac.jp
われわれ北海道支部の会員は，夏の暑さにも負ける
ことなく，北の大地からクールな情報を日々発信して
まいります．
生物物理編集地区委員（北海道地区）旭川医科大学
生理学講座 宮津 基

第 2 回北海道支部例会発表賞の表彰式
郷原一寿支部長より表彰される受賞者
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たい！」という情熱的な方もいらっしゃり，心強い限
りです．このように，横のつながりだけでなく縦のつ
ながりも強いのが，若手ネットワークの特徴です．
実質的な運営は，代表の伊東大輔（北海道大学大学
院工学研究科）をはじめとする 4 名の役員が行って

若 手 の 声
北海道支部

若手ネットワーク

います．そのうち，私，田村を含む 3 名は博士課程
の大学院生で，1 名は PD です．発足してからまだ 2

より

年程度しか経っておらず，ここ最近はメンバー数の急
激な増加があり，会の運営は手探りでなかなか大変で
すが，この若手ネットワークが若手研究者のコミュニ
ティとして北海道を代表する団体に成長することを目
指し，熱意をもって意欲的に取り組んでいます．
若手ネットワークの過去

若手ネットワークとは

若手ネットワークは日本生物物理学会北海道支部の

日本生物物理学会北海道支部・若手ネットワーク

ご後援の下で 2006 年に発足しました．北海道という

は，学生や PD が主体となってイベントを企画し，若

土地柄が影響して，北海道の若手生物物理学会会員は

手研究者の交流を推進する団体です．2006 年から活

本州の若手と疎遠で，活躍の機会が少なかったのです

動を開始し，2007 年からは生物物理若手の会・北海

が，その状況を憂えた先生方が「若手を元気にさせよ

道支部としても活動しています． 生物物理

という

う！」と一念発起してくださったことが，若手ネット

名を冠してはいますが，生物物理に限らず幅広い研究

ワーク発足のきっかけでした．初期のメンバーは，半

領域からメンバーを募集し，分野横断的な交流の場に

ば強制的に集められたまったく見ず知らずの学生・

なることを目標として活動しています．2008 年 5 月

PD たちでしたが，ほどなく打ち解けあい，若手ネッ

現在のメンバー数は 50 人弱です（表 1）．そのうち，

トワークの発展に向けて前進を始めました．2006 年

主要なメンバーは北海道大学の大学院生で，修士課

7 月 31 日に行われた

程・博士過程を合わせると約半数の 25 人に達します．

りに活動を開始して以来，定期的にセミナーを開催し

また，13 の研究室から参加者がおり，異分野間の交

てきました．研究室紹介セミナーだけでなく，ライフ

流がさかんです．さらに，参加者の年齢層が幅広く，

サイエンス分野の企業から講師を招聘してのセミナー

上は教授から下は学部 2 年生まで，非常にバラエティ

を行うなど，新しい試みにも挑戦してきました．ま

に富んでいます．教員では特に助教の方が多数ご参加

た，2007 年に生物物理若手の会の一員となってから

くださっており，中には「若手と何か大きなことをし

は，若手の会最大のイベントである

研究室紹介セミナー

を皮切

夏の学校

に若

手ネットワークのメンバー数名が参加し，本州の若手
の方々と交流してきました．
若手ネットワークの現在
今年度第 1 回目の活動として，若手ネットワーク
は 2008 年度の活動内容

を議題とした会議を 5 月

16 日に開催しました．参加者はこれまで以上にバラ
エティに富み，学生・PD はもちろんのこと，北海道
大学の教員や知財本部のスタッフの方もお見えになり
ま し た． 会 議 で は 活 発 に 議 論 が 交 わ さ れ ま し た
（図 1）．いただいたご意見の一部を紹介しますと「若
手が口頭発表の練習をする場になるような研究発表会

表 1 参加者の職の内訳（単位：人）
前回の活動（5 月 16 日）における参加者のデータです．総数
は 47 人です．若手ネットワーク参加者の半数を占めるのは
大学院生ですが，学部生や教職員も多数参加されております．

をやってほしい．」「セミナー形式だと一方向的な情報
提供になってしまうので，双方向的なコミュニケー
ションができるような企画を設けてほしい．」「北海道


目次に戻る
若

手 の

図 1 会議の様子
5 月 16 日に行われた会議で，役員がプレゼンテーションを
行っているときに撮影された写真です．皆さん真剣に聞き
入っています．

声

図 2 懇親会の様子
北海道大学近辺の居酒屋にて懇親会を行いました．この後，
2 次会も行い，宴会は午前 2 時まで続きました．

の夏にジンパ（ジンギスカンパーティ；野外でジンギ
スカンを食べるバーベキュー形式のパーティのこと）
は欠かせない．
」などがあげられます．もちろん，会
議の後は盛大に懇親会を行い，研究内容や進路などに
ついておのおのが大いに語り合っていました（図 2）
．
今年はセミナー型のイベントだけでなく，会議で出
されたアイデアをもとに，ワークショップ型のイベン
トやフィールド型のイベントも開催していく予定で
す． ホ ー ム ペ ー ジ（http://altair.sci.hokudai.ac.jp/biophyy/）にて連絡を行っていますので，ぜひ一度ご覧

図 3 北海道を代表する食べ物（懇親会のメニューから）
左に見えるのはカニです．このような海の幸を楽しめるのも
北海道の魅力です．その食べにくさから，懇親会では放置さ
れてしまっていました…．また，右に見える鉄板の上にはジ
ンギスカンがありました．こちらは，撮影の前にほぼ食べ尽
くされてしまいました．

ください．ほぼ毎月何らかの活動を行う予定ですの
で，若手ネットワークの活動にご興味をおもちで，北
海道にいらっしゃる予定の方がおられましたら，ぜひ
ご連絡ください．
若手ネットワークの未来
生物物理若手の会

様のご協力とご理解が必要です．夏の学校は，先述の

を主催する予定です．夏

とおり，生物物理の若手にとって最大のイベントで

の学校を北海道で開催することは，若手ネットワーク

す．若手研究者の活躍，生物物理若手の会の発展，そ

設立当初からの目標でした．北海道は，大自然と食べ

して若手ネットワークの成長のためにも，私たちの活

物（図 3）に恵まれており，そして何といっても

動を暖かく見守っていただき，応援していただければ

2009 年，若手ネットワークは
第 49 回夏の学校 in 北海道

涼

冷

幸いです．

です．したがって，北海道は夏の学校に非常に適

した環境であると考えています．その念願が叶い，伝

最後になりましたが，メンバー一同頑張って参りま

統ある夏の学校を私たちが主催できることは大変光栄

すので，今後とも若手ネットワークをよろしくお願い

でありがたいことです．しかしながら，歴史の浅い私

致します．

たちが，果たして夏の学校をうまく運営できるのかど

北海道大学大学院理学院生命理学専攻細胞ダイナミクス科学研究室

うか，何しろはじめての取り組みですので，正直なと

博士 1 年 田村和志
tam@mail.sci.hokudai.ac.jp

ころ不安です．そこで，今後の私たちの活動には，皆
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性状態や他のタンパク質との相互作用の分光学的研究
における，世界的な研究者の 1 人です．その脇を Dr.
O. P. Ernst が生化学的側面から，Dr. F. J. Bartl が分光
学的側面から支えています．Hofmann 研のメンバー

海 外 だより

は常時 20 名ほどおります．日本人がきたのは IMPB

ベルリン・フンボルト大学シャリテ
Klaus Peter Hofmann 研究室

す．私は現在 Dr. Ernst のプロジェクトに参加して私

はじまって以来とのことで，身が引き締まる思いで
に足りなかった生化学的技能を修得すると同時に，ラ
ボの生物物理研究設備をフル活用して研究を行ってお
ります．他に外国人はアメリカ人と韓国人がいるだけ
で，技術員を含めた研究所構成員の大多数はドイツ人
のため，IMPB の公用語は実質ドイツ語です．研究者
間では英語も通じますが，研究室秘書，技術員の方々
にはほぼドイツ語しか通じません．彼らは長い経験に

はじめに

基づく非常に高いスキルをもっているばかりか，物品

私は昨年の春，ドイツに渡りました．すぎてしまえ

の発注や保守管理も司っているため，彼らの協力なし

ば早いもので，もう 1 年が経ったことになります．さ

に研究することは事実上不可能です．したがって，否

て，研究留学の本場といえば米国が代表的ですが，欧

応なくドイツ語を学ぶことになります．

州など非英語圏の国々にも当然，立派な研究機関は存
在します．しかし，米国に比べて国情や生活習慣など

非英語圏での意思疎通 TIPS

の情報が少なく，言葉に不安を抱かれる向きも多いで

私の場合は必要に迫られた経緯もありましたが，ド

しょう．本稿では私のきわめて個人的な非英語圏での

イツ語が理解できるようになってから，研究活動のみ

経験を述べさせていただきますが，これが皆様の海外

ならず日常生活におけるストレスが格段に軽減されま

行の一助となれば幸いです．

した．生活にかかわる大切な書類も当然現地語で書か
れているわけですが，読めない．また，生活必需品す

シャリテと Hofmann 研究室

ら入手が難しい．さらに言葉がわからないとみるや

そもそもシャリテについてご存知の方自体少ないと

困った顔でため息をつかれる．こういった有形無形の

思います．シャリテ（仏語：慈善）は今から約 300 年

プレッシャーがわれ知らずに精神を苛むのでしょう．

前に設立されたペスト対策の研究所を母体とする，現

実際，長期の滞在で地域社会に馴染むためには現地の

ベルリン・フンボルト大学医学部，大学病院および関

言葉が不可欠で，欧州に行く日本のサッカー選手が真

連研究施設の総称です．ベルリン市に広大な敷地面積

剣に現地語を学ぶのもむべなるかな，という実感で

を有する，欧州最大級の医学研究センターです．私の

す．とはいっても，特殊な言語能力でもない限り，わ

所属する Hofmann 研究室は，シャリテの研究所の 1

れわれが英語以外の言語を研究の傍らに習得するのは

つ，Institut für Medizinische Physik und Biophysik（以

容易ではありません．そこで，ろくに勉強もできず渡

下 IMPB）に含まれます．研究室には，一般的なタン

独してしまった私が経験によって見いだした打開策と

パク質の発現精製や遺伝子操作設備はもちろん，結晶

しては，1．「〜がほしい」「〜をしたい」という文法

化設備，FPLC，光散乱測定装置，可視・赤外・蛍光

を最優先で身に付けること，そして，2．ほしい物品

分光装置といった多様な生物物理学研究装置が設置さ

を説明するために形容詞を覚えることです．大抵の用

れています．その他の測定装置も市内の他研究所で自

事はそれで片付きます．その後，3．相手の回答内容

由に使うことができます．IMPB の建物は過去，シャ

で理解できなかった部分を重点的に学びます．たとえ

リテの眼科・耳鼻科病院でした．レンガ造りで，18

ばドイツ語の場合，名詞の性と格で冠詞が変わると

世紀から営々と続くシャリテの歴史を物語るたいへん

か，語尾の複雑な変化といった嫌になるほど多くの規

に瀟洒で趣深い建物です．外壁のところどころ，銃撃

則がありますが，そのような詳細にこだわるのは後に

で欠けたようなところがあるのもまた，長い歴史を実

すべきです．要求を伝え，返答を解するという意思疎

感させる興趣といえるでしょう．IMPB のトップも兼

通は実際に必須であり，なおかつ非常に有効な学習手

ねる Prof. K. P. Hofmann は，光受容体ロドプシンの活

段だからです．
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ベルリンとドイツ人
ドイツといえば医学，文学や法学というイメージを
もちますが，ベルリンは複雑な歴史的経緯から大きな
大学が複数共存し，首都機能に加えてそれらの学問の
中心としての役割も担っています．日本人にとっては
森鴎外の医学留学が有名で，彼の下宿は現在記念館に
なっています．またご存知のように，ベルリンは歴史
上でも稀有な大都市の分断と統合という経緯をもちま
す．そのため，いまださかんに都市建設が進行中で，
大都市であるのに大都会の雰囲気があまりない街で
す．さらに，戦後失われた労働力確保のためきわめて
多くのトルコ移民を受け入れており，私の住むクロイ
ツベルグ地区などは小イスタンブールとよばれるほど

図 1 IMPB 外観．建物が大きすぎてまったく収まりません．
Hofmann 研は写っている範囲の地下 1 階から地上 2 階を占
めています．

トルコ人が多いです．加えてベルリン自体が観光地で
あることや東欧諸国やロシアからも多数の移民がいる
おかげで，外国人に対する風当たりは決して悪くあり
ません．日用品の物価はユーロ高のせいか日本の 1.5
倍くらいとかなり高めで，1 ユーロ 100 円と考えると
丁度よいくらいです．しかしビールやワイン，ジャガ
イモやニンジンなどは極端に安く，日本の 4 分の 1
くらいの値段で買えます．単に需給の問題なのか低所
得者対策なのかはわかりませんが，いろいろと助かり
ます．ところが，キリスト教系政党肝煎りの政策によ
り，商店は夜 8 時にほぼすべて閉まりますし，日曜
日には営業すら禁じられています．これは非常に不便
です．交通網も実に緻密に整備されており便利なので
すが，労働運動がさかんなため，結構頻繁に数日間完

図 2 Hofmann 教授（右）と私．とても気さくで温厚な人格
者ですが，研究に関しては一切妥協しない厳しさももってお
られます．

全運休とか本格的なストライキがあり困ります．
われわれはまた，ドイツ人といえば杓子定規で質実
剛健で謹厳実直なイメージを抱きがちです．確かに自
転車やアウトドアを好むあたりはそんな感じで，合理

おわりに

性にこだわる性格もイメージ通りです．しかしベルリ
ンのドイツ人はマイペースで鷹揚で，日なたがあれば

正直はじめは不安だらけだった私も，今ではすっか

皆で寝転がり，勤労よりも休暇への意欲のほうがはる

りベルリンに慣れ，日用品の入手に四苦八苦すること

かに高い，人間的な人々が多数派です．労働時間も短

もなくなりました．そして気づくとこの街が好きに

く，社会全体がひとことで言えばのんびりしていま

なっていました．なにより幸せなことは，自分がこの

す．先日など私の住居の下階で 1 部屋が全焼する火

生活を非常に楽しめていることです．もちろん何かに

事がありましたが，私には火事が起きている警告すら

つけ日本より不便な点ばかりですが，それを差し引い

ありませんでした．構造上延焼しにくいとは言え，こ

てもあまるほど貴重な人生経験ができ，肉体的にも精

れは暢気すぎます．しかしなによりも驚いたのは，そ

神的にもたくましくなることができた実感がありま

んないかにもドイツ的といえる状況にすっかり慣れて

す．ですから，特に若い方に，海外に飛び出してみる

いる自分自身に対してでしたが．

ことも研究人生の選択肢の 1 つとしてぜひお薦めし
たいと，今では思っています．
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