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格子モデル上の生物個体間やコロニー間の競争と進化
Evolutionary or Ecological Dynamics among Individuals or Colonies on a Lattice-Structured Population

中丸麻由子

NAKAMARU, M.

生態学でも，物理学でもよく用いられている格子モデルを用いて，生物個体間の隣接相互作用をモデル化するが，方程式は存
在せず，現象にあわせてモデルを構築する．社会的相互作用と増殖・死亡との関係の違いや，生物間相互作用の単位を個体と
するかコロニー（個体の集合）とするかによって，格子モデル上で空間を巡る競争のダイナミクスが異なってくることを示す．
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生物物理学会に入会したのがいつだったかと手もちの年会予稿
集を調べたところ，1972 年だったようで，もう 35 年以上も前に
なる．因みにそのときの年会に参加した記憶は定かではないので
単に予稿集を買っただけだったのかも知れない（¥700 と表示さ
れている）
．その予稿集を見ると，1 講演に 1 ページが割り当て
られ，内容は手書きのオフセット印刷である．そういえばワープ
ロはなかったなと，当然のことでありながら驚いた．「幻灯映写」
の文字や，新幹線の時刻表まで掲載されている．まさに一昔前で
ある．
さて，現在はワープロも日常使える便利な世の中になったのだ
が，研究の面ではどう変わったのであろう．その当時の私には分
光光度計が必須の装置であった．視物質の分光学的な研究であっ
たのだが，視物質は光感受性であるので，下手をすれば測定前後
で量が変わってしまい，ちゃんとしたスペクトルが測定できない
という，厳密な意味では本来少々無理な実験系である．そこで光
量を減らしフォトマルの電圧を上げ，かなり無理をして測定する
のだと恩師に教わった．実験に応じて装置の改良を考えるのは当
たり前，装置がなければ自分で作れ，というのがわれわれの世代
の受けた教育だったと思う．現在は，確かに便利な装置が作ら

研究の今昔

れ，また，さまざまな試薬キットが作られ，プロトコールにした

巻／頭／言

ケースが増えている．でもそれで満足していてよいのだろうか？

がって操作すれば，ほぼ間違いなく予定する実験は出来てしまう
研究にとっていちばん大事である（と私が考える）工夫や考える
余地が極端に減っているのではないだろうか．プロトコールにし
たがって実験を行い，すばらしい結果が出ればそれはそれで面白
さを実感できるであろうが，研究の面白さは結果だけではないだ
ろうと思う．私事で恐縮だが，これまでに 2 度だけ実に嬉しかっ
た実験上の思い出がある．実験自体はいずれも大した結論の出る
実験ではなかったが，当然うまく行くと考えて行った実験で，起
こりえない結果が再現性よく出てしまい，陰鬱な気分で帰宅し
た．しかし翌日，思いついた考えを試してみたところ，解決にい
たった．嬉しかった．結果の軽重を問わず，自分で考えて問題を
解決する過程こそ研究の醍醐味ではないかと思う．今の時代，わ
ざわざ便利な装置やキットを使うことを放棄するのは難しい．し
かし，特に若い研究者には，実験にあたっては，常に自分らしい
工夫や考えを施すことで，難しい実験に取り組み，研究の楽しさ
を味わいつつ，装置やキットを越えた研究をしてほしいと願う次
第である．それこそ個性的な研究となり得ると信じる．
河村

悟，Satoru Kawamura

大阪大学・大学院生命機能研究科
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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

東京工業大学大学院社会理工学研究科

The lattice model, which has been used in physics, is a convenient model to describe the nearest-neighbors interactions between individuals. The ecological dynamics has no equations like physics and is modeled to fit the real ecological systems. Therefore, different assumptions produce different ecological dynamics, which makes modeling in ecology interesting. Here I show that different birth and death
processes, influenced by social interactions between neighbors, lead to different outcomes of the competition for space in a lattice. Moreover, I show the ecological dynamics caused by the competition for space between individuals is also different from that of colonies.
Lattice model / individual-based model / colony-based model / the score-dependent viability model / the score-dependent fertility
model

すべてのものは原子・分子から成り立つ．原子，分

系全体のダイナミクスが大きく変化する場合もあれ

子 1 つをとってもわかっていない性質なども多いが，

ば，仮定を大きく変更させても系にはまったく影響し

原子や分子 1 つを取り出して研究したからといって，

ない場合など，ケースバイケースであるのだ．このよ

すべてがわかるわけではない．原子間・分子間の物理

うな作業を通しながら，一般性も探っていくのだが，

的相互作用があってはじめて生じる物理，化学現象も

今のところ，生物間の相互作用の一般化や統一原理を

ある．

探ることは難しい．そういう煩雑なところが生態学の

生物も同様である．生物 1 個体の成り立ちを研究す

モデル研究の面白い点でもある．

ることも大切であり，いまだわかっていないことも多

生態系のモデルはケースバイケースと書いたが，時

く，数理生物学の研究テーマでもある．しかし原子・

間軸を通してみると，進化（自然選択，自然淘汰）と

分子と同様，1 個体を取り出してきても，生物社会を

いう共通軸で生物間の相互作用を眺めることが可能と

理解することはできないのだ．生物は集団で生活して

なる．自然選択は変異，選択（淘汰）
，遺伝からなり，

おり，生物間の社会的相互作用があってはじめて存在

進化ゲーム理論はこれをうまく記述するモデルの 1 つ

する生物集団のダイナミクスもある．そしてこれは生

である 2)．しかし，生物個体間相互作用自体は生物種

態学の扱う研究内容である．

によって，または生息環境によってもまちまちであ

物理のさまざまな方程式や数理モデルが原子・分子

り，結局は個別にモデルを作成する必要がある．

間の相互作用の本質を捉えてきた．生態学では汎用さ

本原稿では著者の一連の研究をもとにして，生物間

れているモデルはあっても，物理学における運動方程

の社会的相互作用におけるモデル上の仮定の些細な違

式のような基礎方程式がない．この意味では理論体系

いが，進化・生態ダイナミクスに影響を及ぼすことに

は存在せず，個別にモデルを構築する必要があり，野

ついて，進化ゲーム理論などを用いながら紹介する．

外データや実験データとフィードバックをさせなが

まずは Nakamaru et al.3), 4) および Nakamaru and Iwasa5), 6)

ら，数理モデルの妥当性を検討していく 1)．場合に

を例に，格子モデルや完全混合モデルでの進化ゲーム

よっては，従来よく使われているモデルではうまく説

を紹介する．進化ゲームでは，ある世代での各戦略ご

明できない場合もあり，新しい観点で新たなモデルを

とのゲームの利得にしたがって，次の世代の戦略頻度

構築する必要もある．また，同種個体間の相互作用や

が決まる 2)．いい換えれば高得点をあげた戦略の頻度

異種間の相互作用に関する仮定を若干変えただけでも

は次世代では高くなる．一方で，ゲームの利得が低い

Evolutionary or Ecological Dynamics among Individuals or Colonies on a Lattice-Structured Population
Mayuko NAKAMARU
Department of Value and Decision Science, Tokyo Institute of Technology
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ほど死亡しやすいという仮定も可能であり，生物学的

「相利」
，自分の適応度は上がるが相手の適応度が下が

にも妥当である．この 2 つのモデルの違いはあまりな

る場合は「利己」であり，これらが進化するのは理解

いようでもあるが，今回はこの些細な違いによって進

できる．残りの 2 つは，相手の適応度を上げる（b,

化ダイナミクスが異なってくることを示す．特に，後

b  0）ために自らの適応度を下げてしまう（c, c  0）

ほど詳細を説明する，スパイト行動（嫌がらせ行動）

「利他」
，自らの適応度を下げてまで相手の適応度も下

の進化を考えるうえで大きな違いが生じることを示し

げる「嫌がらせ（スパイト）
」である．スパイトはな

ていく．

ぜ進化の結果存在しているのか謎である．利他行動

また，多くの数理生態学のモデルでは，個体をベー

は，社会性昆虫の自ら繁殖せずに女王のために尽くす

スにしたモデル（個体ベースモデル）が多い．が，ア

行動としてよく知られているが，なぜ存在しているの

リのようにコロニー単位で行動している生物もいる．

か進化生態学の謎の 1 つである．Hamilton は血縁淘

単純化のためにコロニーを 1 つの個体としたモデルも

汰というアイディアによってそれを説明した 8)．つま

多く，それによって生態現象の本質も見えてくる場合

り同じ遺伝子の共有率が高ければ，自ら子供を産んで

もある．コロニーサイズがコロニーの生死に依存し，

遺伝子を次世代に残さなくても，相手の繁殖を手伝う

コロニー間の競争のような社会的相互作用があるよう

ことで，遺伝子の継承という観点では同じかそれ以上

な場合は，単純化のためにコロニーを個体と同じよう

の効果を見込めるのである．一方，血縁関係のない間

に扱うだけでは不十分であり，コロニーダイナミクス

柄でも協力関係は構築されており，それを説明するた

を考慮する必要があるのだ．Nakamaru et al.7) ではコロ

めにさまざまな理論がある．たとえば，表 2 にある

ニーベースモデルと名付け，個体ベースモデルとは挙

ように囚人のジレンマゲームは，お互い協力しないよ

動が異なることを示す．

りお互い協力をしたほうが利得が高いにもかかわら
ず，相手が協力（あるいは非協力）のときには自分は
協力するよりも協力しないほうが利得が高いため，お

進化ゲームと更新ルール

1.

互い協力しなくなってしまうという，協力におけるジ

Nakamaru and Iwasa の協力行動と罰行動の共進化研

レンマをうまく表したゲームである．繰り返してゲー

究をもとに，社会的相互作用によって生じた利得をも

ムを行うと，お互い協力をするようになるといわれて

とに戦略を更新する際のルールを若干替えただけで

おり，協力関係を築きやすい戦略としてしっぺ返し戦

も，進化ダイナミクスが変化してしまうことを示して

略やパブロフ戦略が知られている 9)．また，評判やゴ

いく 5), 6)．

シップを通じて相手に関する情報が得られると，どの

まずは，協力の進化についての進化生態学のバック

程度協力の進化が促進されるのかについての研究があ

グランドを説明し，なぜ協力行動と罰行動に着目した

る 10)．嘘の情報が混入する場合については，著者ら

研究を行ったのか説明する．

がシミュレーションによって協力が進化する条件を調

進化生態学の枠組みで 2 者間の社会的相互作用につ
いて，適応度の観点から 4 つに分類できる（表 1）
．
表2
囚人のジレンマゲームの利得表：2 人の囚人が独立に取り調べを受
けている状況を考えてみよう．取調官より，2 人とも自白した場合
には懲役 10 年，2 人とも黙秘した場合には懲役 2 年，1 人のみが
自白した場合には自供した囚人の懲役が 1 年で黙秘した囚人の懲
役が 15 年，と提示されるとする．すると，相手が自白・黙秘にか
かわらず，自分は自白したほうが刑が軽くなるため，2 人とも黙秘
したほうが 2 人とも自白するよりは刑が軽いにもかかわらず，2 人
とも自白してしまう（ジレンマ）．自白を（相棒への）非協力，黙
秘を協力と置き換え，b は協力からの利益，c は協力コスト（b,
c  0）とすると，囚人のジレンマゲームは以下のような利得表にな
る．表は「本人」の利得を示す．詳細は本文を参照のこと．たとえ
ば，本人は協力で相手が非協力ならば，本人の利得は c となる

適応度とは，生存率と繁殖率をひっくるめた評価関数
であり，次の世代にどの程度戦略が増減するのかを示
す指標にもなる．2 者間の適応度が増加する場合は

表1
2 者間の社会的相互作用：本人の適応度と相手の適応度の増減に
よって社会的相互作用は 4 種類に分けられる．たとえば，本人も相
手も適応度が増える場合の相互作用を相利という．
相手

適応度への影響

利他

嫌がらせ
（スパイト）

本人

利己
本人

相手
相利



協力

非協力

協力

bc

c

非協力

b

0
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べている 11)．生物や人間は社会的相互作用を行う場

なる．

合にランダムではなく，近くの相手や決まった相手，

以下では，Nakamaru and Iwasa5), 6) では，Nakamaru et
にならって更新ルールとして 2 つほど扱った．

社会的ネットワークが沢山ありそうな相手と選択的に

al.

行う．このような構造を入れることによっても，協力

まずは 1 つ目の得点依存増殖率モデルを説明する（こ

の進化が起こりやすくなったり，逆もある．

れは Death-Birth モデル 16） と同じである）．以下では

3), 4)

非協力者へ罰をすると非協力者に罰金コスト（p,

格子モデルを例にして更新過程を説明する．格子点上

p  0）がかかるため，協力が促進されるといわれてい

に個体が並んでおり，個体は 4 戦略のうちの 1 つの戦

るが，罰実行にもコストがかかってしまうことが問題

略を採用する．個体は，2 次元格子点上で最隣接の個

である（q, q  0）
．が，協力者が非協力者へ罰をする

体（今回は von Newmann 近傍を仮定するので，東西

場合には，協力者同士で利得を上げた分でそのコスト

南北の 4 個体とのみ）とそれぞれゲーム（表 3）を行

を穴埋めできる（表 3）
．つまり，協力者が罰をする

う．そして，格子点のうち 1 つをランダムに選んでそ

という可能性があり，実験経済学や行動科学でも実験

の点上にいる個体は死ぬとする．するとそこには空き

的に確かめられたり

13)

格子点が生じる．空き格子点に隣接する 4 つの格子点

がある 14)．著者は，罰行動の罰実行コストをかけて相

上の個体のうち，利得の高い個体ほど空格子点へ子供

手に罰金を与えて相手の利得を下げるという点が，ス

を増殖しやすいとする．

，理論的にもいろいろな研究

12)

パイト行動に似ているということに着目した．また，

もう 1 つの更新ルールである得点依存生存率ルール

著者らが以前行った研究 15) で得られたスパイトが進

は，利得の低いものほど死亡確率が高いとする．死亡

化しやすい条件では，罰行動や協力行動も進化しやす

後は空格子点となるが，隣接格子点上の個体のうちど

いのではないかという予測もあって研究をはじめた．

れかがランダムに選ばれて，その子孫をそこへ産む．

Sigmund et al.

13)

にならって 4 つの戦略（あるいは，

更新ルールの生態学的な意味を説明する．得点依存

4 つの遺伝子型と解釈しても問題ない）を仮定し，個

増殖率モデルの場合，木や植物がたまたま倒れて死亡

体は生まれてから死ぬまで同じ戦略を採り続けると仮

する．その空き地には種子が新たに入ってくるが，種

定する（表 3 を見よ）
．また子供は親と同じ戦略と仮

子をたくさんまいたものほどその種子が定着しやす

定する．

い，というようなモデルと解釈できる．一方，得点

今回の研究では，格子モデルと完全混合モデルを仮

依存生存率モデルは，木の強さによって倒れるかど

定した．格子モデルは隣接相互作用を表すモデルとし

うかが決まる．そして，その空き地にはランダムに

て非常に有用であり，物理学でも多用されている．完

種子が入って生えるというイメージである．実際の

全混合モデルは集団内で個体がランダムに相互作用を

生物では，倒木も，種子散布も両方ともその生物の

すると仮定したモデルである．この 2 つを比較するこ

利得（適応度）に影響するので，この 2 つの更新ルー

とで隣接相互作用が進化へ及ぼす影響がわかりやすく

ルを一緒にしたほうが現実的というかも知れない．
が，Nakamaru et al.3), 4) や Nakamaru and Iwasa5), 6) で は，
更新ルールの仮定がどの程度進化ダイナミクスに影響
するかを調べるために，敢えて 2 つに分けた．もし最

表3
4 戦略での利得行列：協力的罰（Altruist Punisher, or AP）
，純粋協
力者（Altruist Non-Punisher, or AN），純粋非協力者（Selfish Non，非協力的罰（Selfish Punisher, or SP）の 4 戦略がそ
Punisher, SN）
れぞれ対戦したときの，「本人」の利得表である．b は協力からの
利益，c は協力コスト，p は罰金，q は罰実行コストである（b, c, p,
q  0）．AP は協力するが非協力者には罰をする戦略，AN は協力す
るが罰はしない戦略，SN は協力をせず罰もしない戦略，SP は協力
しないが非協力者へ罰をする戦略である．

初から一緒にしてしまうと，それぞれの仮定の進化動
態への影響の仕方がわかりにくくなることもある．生
態学のモデルでは，生態現象にできる限り忠実なモデ
ルを立てるべきかも知れないが，そうしてしまうと，
1 つ 1 つの仮定とモデルの因果結果がわかりにくくな
る可能性もある．そのため，できる限りシンプルな仮
定を置いて，効果ないと思われる要素は取り除くと，

相手

本人

AP

AN

SP

SN

AP

bc

bc

cq

cq

AN

bc

bc

c

c

SP

bp

b

qp

q

SN

bp

b

p

0

よりその生態現象の起こっているメカニズムがわかり
やすくなるのだ．また，利得が生存率よりは増殖率に
影響を及ぼす場合などは，生存率と増殖率両方に利得
の影響があると仮定するよりは，得点依存増殖率モデ
ルを使っても現実を適切に記述できている場合もある
だろう．
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研究では，完全混合モデルと格子モデル上でそれぞ

協力者のみの集団となる．また，非協力的罰（SP）が

れの更新ルールが進化に及ぼす影響について調べた．

存在するときには，協力者からの利益（b）が比較的

完全混合モデルの場合は微分方程式による解析を行

高いと，平衡点では非協力的罰ばかりになるパラメー

い，2 次元格子モデルはモンテカルロシミュレーショ

タ領域もある．罰金が低いと初期頻度によらずに，平

ンによって解析した．

衡点では純粋非協力者ばかりの集団になり，得点依存

結果を説明する．得点依存増殖率モデル＋完全混合

増殖率モデルとはまったく異なる結果となることがわ

モデルでは（図 1a），c  p のときのみ協力的罰の初期

かる．得点依存増殖率モデルでは利得表（表 3）から

頻度が高ければ，最終的にはそればかりとなる（AP

予測できるとおり，非協力的罰は進化ダイナミクスに

が進化的に安定な戦略）．AP の初期頻度が低いとき

ほとんど影響しない．しかし，得点依存生存率モデル

は，時間がたつと純粋非協力者（SN）ばかりになる．

では，非協力的罰が純粋非協力者よりも利得が高くな

それ以外の条件では，初期頻度に寄らずに純粋非協力

ることがあり，その結果非協力的罰が純粋非協力者の

者ばかりが平衡状態となる．得点依存増殖率モデル＋

増加を抑え，協力的罰や協力者の増加を間接的に助け

格子モデルでは（図 1b），格子モデルは同じタイプの

ることになっている．

戦略を固まらせる（クラスター）傾向があるため，協

では，得点依存生存率モデル＋格子モデルではどう

力同士がかたまって利得を上げ，協力が進化しやすい

だろうか（図 1d）．これも得点依存増殖率モデルとは

といわれているが，今回も同様にクラスターが形成さ

異なる結果となっている．協力からの利益（b）にか

れた．その結果，協力的罰が進化しやすくなってい

かわらずに，罰コスト（p）に依存して進化ダイナミ

る．図 1b によると，協力による利益（b）か罰金コ

クスが決まる．つまり，ある閾値よりも p が高けれ

スト（p）が高い値のときには，初期頻度に寄らずに，

ば，初期頻度によらずに協力的罰は進化するのだ．

時間がたつと必ず協力的罰＋純粋協力者のみになる．

更新ルールによってなぜ格子上のダイナミクスが異

それ以外では純粋非協力者ばかりになる状態が平衡点

なってくるのだろうか？得点依存増殖率モデルでは，

となる．

死亡がランダムに起こり，その空白を巡って競争する

得点依存生存率モデル＋完全混合モデルでは

個体は空白をまたいだ個体である．この研究での設定

（図 1c）
，罰金コスト（p）が比較的高い値のときに，

では，最隣接個体としか相互作用しないために，空白

協力的罰（AP）の初期頻度が非常に低くても，時間

を巡る競争者となる個体とゲームを行う個体は別個体

がたつと協力的罰が増えて最終的には協力的罰＋純粋

となる．そのため，ゲームで利得を上げたほうが競争
に強くなる．つまり，協力からの利得も進化ダイナミ
クスに影響する．一方で，得点依存生存率モデルで
は，得点に応じて死亡率が決まるが，増殖はランダム
であるため，利得は増殖には関係ない．死亡率は最隣
接個体とのゲームで決まるため，最隣接個体との利得
の相対的な大小関係が重要となってくる．すると，相
手の利得を下げるような行動であるスパイトが非常に
効いてくる．得点依存生存率モデルでは，協力者も非
協力者も同じぐらい協力からの利益を得るために，協
力からの利益が進化動態に影響せず，それよりはスパ
イトが効果的になっている．
今回は著者の研究を例に得点依存増殖率モデルと得
点依存生存率モデルを紹介した．最近は他の更新ルー
ルの研究も行われており 16)，ルールの些細な違いが
結果に影響を及ぼすことがわかっている．これらの研
究からわかることは，競争相手の利得を下げたほうが

図1
更新ルールと空間構造の違いによる，協力的罰行動の進化ダイナ
ミクスの違いについて：
（a）
（d）
- ：初期集団が AP と SN のみの進化
動態 5)．横軸は罰金（p）
，縦軸は協力の利益（b）を示す．黒（灰）
は初期頻度に依らず集団が SN（AP）ばかりになることが平衡状態
となる領域，白領域は双安定．パラメータ値は c  q  1.

自分にとってよい場合ではスパイトが効くが，直接利
害関係がない相手との競争では自分と相互作用（ゲー
ム）をする仲間とは仲良くして利得を上げたほうがよ
い，という一般的なことはいえる．
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コロニーベースモデル
前章では，著者の研究をもとに個体ベースモデルの

紹介をした．つまり，個体が単位となって，ある仮定
の下で死亡・増殖していく．生物によっては，個体が
単位というより，個体の集合であるコロニーが単位と
なって行動をしているものもある．コロニー単位で活
動している生物を数理モデルやシミュレーションで研
究を行うとき，シンプル化のために個体単位と置き換
えて仮定を作ることがある．では，コロニーを単位と
してモデル化する必要があるときはどのようなときで

図2
詳細は本文を参照のこと．

あろうか．著者の他の研究である Nakamaru et al.7) の
研究を例にして説明したい．
生態学一般的には，環境撹乱があるとき，つまり自
然災害によって洪水や暴風雨によって生息地が破壊す

略（あるいは，遺伝子型）を仮定する．1 つは長距離

るときやある地域の気候が不安定で成長しにくくなる

分散戦略（L 戦略）
．これは，コロニーが 2 つに分か

とき，その生息地に留まるような形質をもっている

れるときに大きさに偏りがあり，小さいほうが遠くへ

と，一気に全滅してしまう．動物であれば頻繁に移動

（モデル上では，ランダムな場所へ）分散する．分散

する形質であり，植物であれば種子を遠くへ飛ばす

した小さいコロニーの死亡率が高く，せっかく遠くへ

（拡散させる）形質をもっていると，全滅リスクを軽

分散してもすぐに死んでしまう確率も高いため，環境

減できる．つまり，リスク回避の 1 つの方法として，

撹乱下でリスク回避のメリットが薄れてしまうだろ

移動したり拡散したりするといわれている．実際の生

う．しかし，大きいコロニーは死亡率が低くなるため

物をみると，それが当てはまるケースも多く，環境撹

になかなか死なず，すぐに成長して閾値（sth）に達し，

乱と拡散（分散）戦略の研究はさかんに行われている

またコロニーを分割して小さなコロニーを分散させる

テーマの 1 つでもある

ことが可能となる．もう 1 つの戦略である短距離分散

．

17)

戦略（S 戦略）についても説明する．コロニーサイズ

しかし例外もある．放浪種と非放浪種のアリでは，
逆なのである．つまり，環境撹乱による生息地破壊が

が閾値以上になると，均等に 2 つに分巣して，一方が

激しくない環境下に生息している場合は女王が単独で

同じ場所に留まり，もう一方はすぐ隣へ移動する．移

遠くへ飛行（分散）するタイプが観察される．一方で，

動したほうも留まったほうも，コロニーサイズは大き

環境撹乱が激しい環境下では巣を 2 つに分裂させて

くもなく小さくもないため，死亡率も低くもなく高く

（分巣）一方がすぐ隣に移動するタイプのアリが生息

もない．そのため，L 戦略の分散したコロニーに比べ

しているのである．Nakamaru et al. では環境撹乱下で

て，分巣したコロニーの死亡率は低くなる．しかし，

の，巣の動態つまり，コロニー動態とアリの移動・拡

環境撹乱が生じて生息地が破壊されると，近くにいた

散戦略との関係に着目してコンピュータシミュレー

コロニーはすべて消滅してしまうというデメリットが

ション解析を行った．このモデルでは個体ベースモデ

生じてしまう．つまり，分散距離とコロニーの分割比

ルではないため，Nakamaru et al. では「コロニーベー

率のトレードオフが生じるのである．このときに，生

スモデル」とよぶこととした．また，環境撹乱による

息地破壊を引き起こす環境攪乱がある確率（p）で生

コロニー消滅範囲（面積）とコロニーの移動距離が重

じ，攪乱の被害の広がりも確率（q）で生じるときに，

要となるので，格子モデルを用いる．

格子上での空白を巡る競争において S 戦略が L 戦略に

7)

7)

対して有利になる条件は何なのか，シミュレーション

モデルを説明する．コロニー（巣）はあるサイズ以

で調べた．

上は大きくならないと仮定し，ロジスティック関数に
従って成長するとした（図 2）
．コロニーが大きいほ

すると，コロニーベースモデルでは，リスク回避の

どコロニーの死亡率は低くなると仮定する．死亡率は

ために L 戦略が有利になりやすいとはいいにくい結

指数関数を用い，関数上の変数が結果に影響を与える

果となっている（図 3）
．攪乱の広がる確率（q）が高

ことも後から示す．コロニーサイズがある閾値（sth）

いと L 戦略は有利となる傾向はあるので，この点で
はリスク回避と一致する．が，環境撹乱だけではな

に達するとコロニーが 2 つに分かれるとし，2 つの戦
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最後に

3.

本原稿では，更新ルールの些細な違いが，戦略の進
化ダイナミクスに影響を及ぼすことを示した．また，
個体を単位とするか，コロニーを単位とするかで，環
境撹乱下で有利となる拡散戦略が異なってくることを
示した．
イントロでも書いたとおり，生態学は定式がない．
生態学現象を見ながらモデルの仮定を吟味するところ
である．それが生態学を煩雑にしてしまう要因かも知
れないが，生態現象の数理モデル化を興味深く，面白
くしている要因でもある．解明されていない生態現象
も多く，モデルと実験データやフィールドデータをつ

図3
コロニーベース格子モデルの例 [7]：横軸は環境攪乱頻度（p）
，縦
軸は環境攪乱の大きさ（q）を示す．黒は時間が経つと S 戦略の
みになる領域，灰色は L 戦略のみになる領域，白丸は 2 戦略とも
絶滅してしまう領域を示す．薄い灰色はシミュレーション時間内
に 3 つの状態のいずれにも収束しなかったことを示す（2 戦略の
共存ではない）．初期 S 戦略頻度が 0.1，死亡率が 0.7 exp(1 （コ
ロニーサイズ）) のときの結果である．

きあわせながら生態学での謎を解き明かすことは大切
である．研究テーマは山ほどあるので，この原稿を切
掛けに，生態学の数理モデル研究に興味をもっていた
だければと思う．
文
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BchU
光合成の登場は生物進化における一大イベント
であるとともに，地球環境に酸素汚染をもたらし
た一大事件である．この酸素汚染（？）のおかげ
で，われわれを含む生物は地球上で繁栄している
のである．強い光を利用できる水中の光合成バク
テリアは，バクテリオクロロフィル d を光受容体
として利用している．しかし湖の深部には弱い光
しか届かないために，深部に生育するバクテリア
は，バクテリオクロロフィル d をメチル化したバ
クテリオクロロフィル c を合成し，弱い光を集め
て光合成をする．何が何でも生存しようとする生
物の執念が，かいまみえる．
BchU は，S- アデノシルメチオニンを利用して
バクテリオクロロフィル d にメチル基を付加し，
バクテリオクロロフィル c と S- アデノシルホモ
システインを産出するメチル基転移酵素である．
BchU はホモ 2 量体で活性をもつことが知られて
いる．右の絵は 2 量体を左右に配置して描いたも
のである．いちばん左側に，1 つのサブユニット
の丸まった C 末端側ドメインがある．中央では，
両サブユニットから複数のへリックスが供給され
て，サブユニット間に相互作用が形成されている．
右端には，もう 1 つのサブユニットの C 末端側ド
メインがある．両サブユニットは，ほぼ紙面に垂
直な軸に対して 180 度回転した関係にある．左端
のドメインと右端のドメインをよく見比べると，
180 度の回転関係がわかる．
S- アデノシルメチオニンとバクテリオクロロ
フィル d は，どこに結合するのだろうか．結晶解
析の結果，S- アデノシルメチオニンは絵の矢印先
端付近に結合していることが判明した．ちょうど

2 つのドメインの界面付近に相当する．ドメイン
境界に酵素の活性部位が存在するのは，酵素一般
に見られる経験則と合致する．S- アデノシルメチ
オニンが矢印の先端でタンパク質と相互作用する
ならば，バクテリオクロロフィル d もここで相互
作用することが十分期待できる．酵素の構造をみ
ると，この部分にはバクテリオクロロフィルと相
互作用しそうな十分大きなくぼみが存在する．し
かし残念ながら，バクテリオクロロフィルとの複
合体で立体構造は決定されていない．コンピュー
タシミュレーションによって，基質の相互作用プ
ロセスを見せてもらえると，さらに理解が進む気
がする（PDB1) ID: 1x192)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Wada, K., Yamaguchi, H., Harada, J., Niimi, K.,
Osumi, S., Saga, Y., Oh-oka, H., Tamiaki, H. and
Fukuyama, K. (2006) J. Mol. Biol. 360, 839-849.
(J. K.)
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低存在比の状態を解析する新しいNMR技術
―R2分散法の開発―
菅瀬謙治

1.

財団法人サントリー生物有機科学研究所

ということから，R2 分散法を用いると，直接観測不

はじめに

可能な状態の大まかな立体構造まで明らかにできる．

R2 分散法は，生体分子のダイナミクスを解析でき

3.

る，現在，最もホットな NMR 測定法である．従来の

分子間相互作用のダイナミクス解析

手法では観測することすら不可能な低存在比の状態ま

R2 分散法に限らず反応速度の測定では，条件を系

で感知できるため，これまでにもインパクトのある結

統的に変化させることにより，さらなる情報が得られ

果が多数報告されている．たとえば，いくつかの酵素

る．たとえば，温度を変えて測定を行うと，反応に伴

では，基質が結合していなくても，酵素はわずかなが

うエンタルピー変化やエントロピー変化が求められ

ら基質結合型の構造をとっていることが明らかにされ

る．本題である R2 分散法による分子間相互作用の解

た 1)．すなわち，基質結合により酵素の構造変化が誘

析では，異なる濃度比で測定を行うことにより，残基

導されるのではなく，わずかに存在する基質結合型構

ごとの結合速度定数（kon）と解離速度定数（koff）
，ひ

造が，基質により選択されるわけである．欧米におい
ては，このような結果の影響で，タンパク質の機能を
理解するためには，機能とリンクしたダイナミクスも
明らかにすることが必要不可欠と認知されつつある．
しかしながら，日本においては，ダイナミクス研究の
意義に対する理解が，欧米から遅れをとっているとい
わざるを得ない．本稿では，筆者が米国スクリプス研
究所の Wright 研に所属していた際に，実際に測定法
開発にかかわった経験から培った tips を交えながら，
特に R2 分散法による分子間相互作用のダイナミクス
解析について述べる．
2.

R2 分散法の概要

NMR の横磁化は，マイクロ秒―ミリ秒オーダーの
立体構造変化があると緩和が速くなる（シグナルが減
少する）ことが知られている（図 1）
．R2 分散法では，
繰り返しパルスを照射することにより，この横緩和速
度の増加分を抑制することができ，結果として横緩和
速度の特徴的な曲線が得られる（図 1）．そして，得
られた R2 分散曲線は，立体構造変化の大きさと速度

図1
NMR スペクトルと R2 分散曲線：エネルギー安定状態 A と励起状態
B との間の構造変化がない（NMR 測定時間に対して非常に遅い）
場合の NMR スペクトルを左に，ある場合を右に示す．構造変化
がある場合，励起状態 B の NMR シグナルは観測できない．それ
ぞれの状態に対応する R2 分散曲線を下段に示す．立体構造変化に
よる横緩和速度（R2eff）への寄与を Rex で表す．

で定量化することができる．ただし，R2 分散法にお
ける立体構造変化の大きさは，立体構造に敏感な化学

シフトの差で表される．R2 分散法の最も優れた点は，
存在比が 1% ほどの状態でも感知できるということで
ある．このことと化学シフトが立体構造に敏感である

New NMR Technique to Probe Invisible Low-Populated States—Development of R2 Relaxation Dispersion Spectroscopy—
Kenji SUGASE
Suntory Institute for Bioorganic Research
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いては解離定数（KD  koff/kon）を求められる．他にも

では，観測不可能な状態がどのような状態であるのか

分子間相互作用の解析ならではの特徴が 2 つ存在す

を判断できない．しかし，分子間相互作用の解析で

る．1 つ目は，R2 分散法で求めた化学シフト差と直接

は，滴定実験により遊離状態や結合状態の NMR シグ

観測により求めた化学シフト差を比較できることであ

ナルを直接観測できる．この直接求まる化学シフトの

る．どういうことかというと，R2 分散法では直接観

差と R2 分散法で求まる化学シフト差を比較すること

ことができるが，その化学シフト差を眺めているだけ

感知したのかを明らかにできる（図 2c）
．このような

測可能な状態と不可能な状態との化学シフト差を得る

により，R2 分散法でどのような観測不可能な状態を
化学シフト差の解析は，研究結果を一流ジャーナルに
受理してもらうためには必須である．2 つ目の特徴
は，反応速度を容易にコントロールできることであ
る．R2 分散法では，解析する系の反応速度が適切な
値（100-10,000 s1）であることが重要である．タンパ
ク質単体の解析の場合，溶媒や測定温度などに制限が
あると，反応速度を変化させるのが非常に困難であ
る．しかし，分子間相互作用の場合，濃度比を調整す
ることで反応速度をコントロールできるため，実のと
ころ実験系確立が容易である．実際に R2 分散実験を
開始するに当たっては，まずは，ターゲット分子を等
量加えたサンプルと 0.1 等量加えたサンプルを試すと
よい．前者では，KD が 10-1 M の場合に適しており，
観測可能な結合状態の NMR シグナルを R2 分散法で
解析することにより，低存在比の遊離状態（または遭

遇複合体）を感知できる．後者では KD が 1-0.1 M の
場合に適しており，観測可能な遊離状態のシグナルか
ら結合状態を同定できる．筆者は，前者の手法を天然
変性タンパク質である転写因子 CREB の pKID ドメイ
ンと共役因子 CBP の KIX ドメインとの相互作用に適

図2
pKID の共役した結合と折りたたみ：
（a）pKID の天然変性状態と結
合状態．pKID を濃い灰色で，KIX を薄い灰色で表す．
（b）pKID の
pSer133 の 緩 和 分 散 曲 線．500 MHz（〇） と 800 MHz（●） の
NMR で測定を行った．
（c）R2 分散法で求めた化学シフト差（）
と滴定実験で求めた化学シフト差（）の比較．遊離状態と結合
状態の化学シフト差 （ 遊離状態− 結合状態）と  の相関を■で示
し，遭遇複合体と結合状態の化学シフト差 （ 遭遇複合体− 結合状態）
と  の相関を○で示す．後者のほうによりよい相関が見られる．

用し，その結果，pKID は，まず，構造をもたないま
ま KIX と遭遇複合体を形成し，その後，折りたたみ
中間体を経て，最終的な結合状態にいたることを解明
した（図 2）2), 3)．また，後者の手法を，天然変性タン
パク質である転写因子 HIF-1 の C 末端ドメインと
CBP の TAZ1 ドメインとの相互作用に適用し，遊離状

R2 分散曲線の解析に適切でない式が用いられてい
るケースをよく目するため，ここで補足する．2
状態モデルの解析に最も実効的な式を下に示す．
kab と kba は反応速度， は化学シフト差，R20 は
構造変化（厳密には化学交換）がない場合の横緩
和速度，CP は繰り返し照射されるパルスとパルス
の間の時間を表す．ただし，式（1）は発表用で，
解析には，kab と kba の代わりに kex と pap（k
 kba
b
ab
―
―

 kex,kab  kba  kex 14papb）を用いる．このほう
が コ ン ピ ュ ー タ に よ る 計 算 が 安 定 す る． な お，
papb は状態 A と B それぞれの存在比の積を表す．



3 状態モデルに関しては，文献 2) を参考にしても
らいたい．
R2eff  R20 
D 

1
1

cosh 1 D cosh    D cos  
kab  kba 
2
CP


1
  2 2 
 1 

2 
 2   2 

1
   2   2 
2
  kab  kba 2  2
  CP

  2  kab  kba 

(1)
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態の NMR シグナルの R2 分散解析から，直接観測不

文

可能な結合状態の化学シフトを得ることに成功し

Boehr, D. D., McElheny, D., Dyson, H. J. and Wright, P. E. (2006)

2)

Sugase, K., Dyson, H. J. and Wright, P. E. (2007) Nature 447,

Science 313, 1638-1642.

た 4)．
4.

献

1)

1021-1025.

おわりに

3)
4)

R2 分散法は，分子間相互作用の解析のみならず，

菅瀬謙治 (2007) 蛋白質 核酸 酵素 , 945-951.
Sugase, K., Lansing, J. C., Dyson, H. J. and Wright, P. E. (2007) J.
Am. Chem. Soc. 129, 13406-13407.

酵素の構造変化やタンパク質の折りたたみ研究などに
も適用できる．本稿には，R2 分散実験全般にあては
まる事項も含まれているため，参考にしてもらいた
い．なお，R2 分散法は万能ではなく，結合に伴う化
学シフト（構造）変化があまり大きくない系や結合が

強い系（KD  10 nM）の解析には不向きである．ゆえ
に，さらなる方法論の開発も必要といえる．

菅瀬謙治

トピックス
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ゲーム理論
game theory
2 人以上いるとさまざまな社会的相互作用が起こ
り，その結果，金銭上の損得が生じたり，心理状
態や関係性が変化する．生物個体間であれば，社
会的相互作用が適応度（生存率や繁殖率）に影響
を及ぼすこともある．ゲーム理論はこのような状
況を数学的に扱う学問である．
（272 ページ）
（中丸）

遭遇複合体
encounter complex
遭遇複合体とは，非特異的相互作用により繰り返
し形成される過渡的な複合体のことである．溶液
中では，分子は，一旦ターゲットと出会うと遭遇
複合体を形成して長くターゲットの側にとどまり
続ける．そして，複合体形成を繰り返すことによ
り，正しい複合体構造が探索される．
（280 ページ） （菅瀬）

化学シフト
chemical shift
NMR では，観測核の磁気的環境の違いを，シグナ
ルの位置の違いとして観測する．簡単にいうと，
化学シフトとは，このシグナルの位置を意味する．
構造が変化すると磁気的環境も変化するため，化
学シフトも変化する．通常は，基準値からの相対
値（ppm）として表されるが，R2 分散法では絶対
値（rad·s1）を用いる．（279 ページ）
（菅瀬）

天然変性タンパク質
intrinsically disordered protein, or natively unstructured protein
天然変性タンパク質は，遊離状態ではランダムコ
イルであるが，ターゲットの核酸やタンパク質と
結合すると特定の立体構造に折りたたまれる．真
核生物の場合，その割合はタンパク質全体の約 3
割を占め，多くがシグナル伝達やがんに関係する．
（280 ページ） （菅瀬）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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1分子時系列情報から読み解く生体分子の
状態遷移ネットワーク
小松崎民樹

1.

北海道大学電子科学研究所

た時系列データの各時刻における数値から単純に定義

はじめに

すると，状態遷移過程において見掛け上の履歴現象を

現在，報告されているほとんどの生体分子系のキネ

引き起こすことも知られている 4)．それゆえ，分布関

ティクスは，多様な時間・空間スケールに渡り複雑に

数の形状，状態数，ならびに系についての性質（局所

絡み合った個々の分子ダイナミックスの集団平均とし

平衡など）を予め規定するのではなく，状態および状

て観測されている．近年，1 分子計測技術などの飛躍

態遷移を

的な進展により，
「観測」の在り方が大きな変貌を遂

びとる

時系列情報から，できるだけ自然な形で学
方法論が必要となる．

げようとしている．すなわち，サブミリ秒程度の時間

本稿では，われわれが，最近，開発した時系列情報

分解能で，1 分子レベルの大規模構造変形や細胞の分

から階層的な状態遷移ネットワークを構成する新しい

化の計時変化を直接観測することが可能になってき

時系列解析理論 5) を紹介しながら，時系列情報を通

た ．われわれは 1 分子時系列情報から何を学び取る

して導出されるダイナミックス描像を概観し，今後の

ことができるのであろうか？ それに伴ってどのよう

1 分子解析理論のもつ将来性を展望する．

1)

な指導原理が新たに創出されえるであろうか？

現

2.

在，1 分子時系列から構成する記憶地形 2) などが提案

時系列情報から構成される状態遷移ネットワーク

さ れ て い る が， 状 態 そ し て そ れ ら の 間 の つ な が り

紙面の都合上，方法論の詳細は原著など 5), 6) に委ね

（＝遷移のネットワーク）や時間軸の階層性に関する

るが，われわれの方法論では，与えられた時系列をあ

知見がなく，1 分子観察技術の著しい進展に比べて，

る長さの（時系列）断片に分解し，
「与えられた時系列

1 分子時系列の解析理論はほとんど未開拓状態といえ

に沿って次に現れる断片（未来配列）の情報を予測す

る．一般に，観測量から状態遷移ネットワークを構成

るうえで，どれくらいの長さの過去配列の情報を必要

するまえに，観測ノイズの除去，評価したい物理量

とするか？」を問い，その長さを同定し「状態」を同

（たとえば，FRET 効率から色素分子間距離を抽出す

じ遷移確率分布をもつ時系列断片の集合として定義す

る） に 変 換 す る 前 処 理 が 必 要 と な る（た と え ば，

る．定義から，すべての断片は固有の遷移確率分布を

フィッシャー情報基準を用いた方法論

もつ 1 つの状態に帰属することになるので，状態をつ

3)

などがある）

が，本稿では「
（前処理後の）時系列データからいか

なぐ状態遷移ネットワークを構成することができる．

にして背後に存在する系の状態遷移ネットワークを構

これは 1 分子時系列情報から離散的マルコフ確率過程

成できるか」
，また「そこから生体分子系に関するど

を状態空間に構成したことに相当し，種々の関連する

のような動態描像が得られるか」に焦点を絞ることに

物理量を解析的に求めることができる．
図 1 に 1 分子観察されたフラビン還元酵素の構造

する．
どのように 1 分子時系列データから「状態」，そし

ゆらぎの自己相関関数の実測値 7) とわれわれの方法

て「状態間の遷移」を定義するのが自然であろうか？

で構成された，時間スケールに応じて変化する状態遷

時系列データの観測値に対するヒストグラムを正規

移ネットワーク構造ならびにそのマスター方程式から

分布の線形結合でフィットする状態推定が（古典的

評価される理論値（黒色の○）を示した．長時間領域

に）よく用いられているが，局所平衡の成立を陰に前

（ 0.1 s）ではブラウン拡散を呈するのに対し，短時

提としており，かつ，一般に「正規」分布の重ね合わ

間領域（ 0.1 s）では異常拡散を示しているが，各

せで表わされる保証はどこにもない．一方，多次元空

時間スケールの時系列情報から構成された状態遷移

間において定義されるべき「状態」を 1 次元に射影し

ネットワークに基づく理論値は長短の時間領域で実測

State Transition Network Extracted from Single-Molecule Time Series
Tamiki KOMATSUZAKI
Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
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値を正しく再現していることがわかる．

少数の状態から構成され，「過去の履歴を伴う必要の

それでは，各時間スケールにおける状態およびその

ない局所平衡概念に基づく通常の準安定状態」として

状態遷移ネットワークはどのようになっているのであ
ろうか？

解釈されること，などを読み取ることができる 5)．

図中，異常拡散を示す 32 ms，120 ms およ

おわりに

3.

び異常拡散からブラウン拡散に移行する 480 ms にお
ける状態遷移ネットワークを可視化した．円は時系列

図 1 に示されるように，状態遷移のネットワーク

から抽出された各状態を示し，円の大きさは時系列に

は観測する時間スケールに応じて変化する．局所平衡

沿ってその状態にどれくらい頻繁に滞在したか，換言

に依拠する自由エネルギー地形 8), 9) も，本来，時間ス

すると，その状態がどれくらい安定であるかを表して

ケールに応じてその地形や次元は変化するが，このよ

いる．円の色は各状態から（有意に）遷移している状

うな時間スケールに応じて変化する動態構造はほとん

態（ノード）の数を表し，黄色から赤色になるにつれ

ど理解されていない．今後，階層的な自由エネルギー

て，より多くのノードとつながっていることを意味す

地形の存在，「自由エネルギー地形」概念そのものの

る．可視化方法の詳細は原著

妥当性の再考，生体分子系ダイナミックスと熱ゆらぎ

5)

に委ねるが， 横軸

は各状態の平均色素分子間距離を， 縦軸

はある

の拮抗関係，時空間スケールの異なる階層間の情報伝

ノードからその他のノードへの（遷移確率分布で比べ

達，環境に適応しながら時々刻々変化する階層ネット

た）相対距離の期待値を表している． 縦軸

に対す

ワーク構造の遍歴現象，タンパク質の構造空間におけ

る分散が小さいほど，各状態からの遷移確率分布が類

る遷移ネットワークがもつ（といわれる）スケールフ

似していることを意味する．図から①ブラウン拡散の

リー性 10) などの魅力的な研究が 1 分子計測と理論が

時間領域に近づくにつれて，ネットワークがコンパク

融合することで展開されてゆくものと期待される．共

トになるとともに，ノード（状態）あたりのリンク数

同研究者の Chun Biu Li および Haw Yang らに感謝する．

が増大し，状態遷移ネットワークのもつ多様性が減少

本研究は JST/CREST，特定領域「生命システム情報」
，

すること，②異常拡散を示す時間領域において，状態

科研費基盤 B などから財政的支援を受けており，あ

間遷移をマルコフ過程と見なすために，ある有限の長

わせてここに感謝する．

さの時系列断片から状態を定義する必要があること，

文

すなわち，局所平衡に基づくマクロな意味のネット
ワーク描像はこの短時間領域においては成り立たない
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図1
フラビン還元酵素 1 分子計測の蛍光寿命ゆらぎの自己相関関数と
各時間スケールにおける時系列情報から構成された状態遷移ネッ
トワークから見積もった自己相関関数（○）
．理論的に時間無限大
の極限で状態は 1 つに収束する．
（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）

小松崎民樹
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粘土でロドプシンをつくる

古谷祐詞，神取秀樹

名古屋工業大学大学院工学研究科・未来材料創成工学専攻

はじめに

1.

タンパク質のさまざまな機能を人工的に再現するこ
とは，実用化をめざすだけでなく，その機能発現機構
の本質を見きわめるためにも重要である．
「百聞は一
見に如かず」といわれるように，光は生物にとって最
も重要な外部刺激の 1 つである．その情報処理の入り
口を担っているのが視物質ロドプシンである．われわ
れの視覚では，色覚ではたらく赤，青，緑の 3 色の光
をそれぞれ吸収する錐体視物質が存在するが，これら
はすべて光受容分子として 11-cis 型レチナールを結合
している（図 1a, b）．レチナールは，タンパク質中の
リジン側鎖とプロトン化シッフ塩基結合を形成する
と，吸収極大波長が紫外部から可視部にシフトする

図1
（a）ウシロドプシンの結晶構造の全体像 （b）発色団レチナール
の周辺構造．Glu113 は脱プロトン化し，プロトン化シッフ塩基の
対イオンとしてはたらく．
（c）粘土鉱物モンモリロナイト（d）粘
土層および層間イオンの模式図．粘土層の負電荷は SiO2 層に遮蔽
されており，弱い対イオンとしてはたらくものと思われる．

（有機溶媒中では酸を加えることにより 380 nm から
450 nm 程度にシフトする）．しかし，同じ色素分子を
結合しているにもかかわらず，なぜ 3 色の色を呈する
ことができるのであろうか？

これまでの研究によ

り，レチナール周辺のアミノ酸残基や塩化物イオン
が，レチナールの電子状態の制御に関係していること
が明らかにされてきている 1)．このような精妙な波長

する．粘土層における Al3 の置換率や置換される元

制御は生物が進化の過程で獲得したものであるが，タ

素，層間陽イオンの組成については，粘土鉱物が形

ンパク質以外の物質を用いて再現した例は皆無であっ

成された場所（産地）によって異なるため，同じモン

た．

モリロナイトであっても産地によって物性は異なる．
層間陽イオンは交換することが可能であり，また，

粘土鉱物とは

2.

粘土層間にさまざまな有機分子をインターカレート

粘土とは，水を含むと粘りけを示す土であり，身近

することも可能であるため，有機・無機ハイブリッ

な例では湯飲みやお茶碗などの陶磁器の原料として知

ドによる新しい光・電子材料の開発が試みられてい

られる．粘土を構成するのが粘土鉱物であり，層状珪

る 3)．われわれは，粘土層間がもたらす特異な反応場

酸塩鉱物ともよばれ，Si-O 4 面体や Al-O，Mg-O など

に着目し，レチナールシッフ塩基の波長制御を試み

の 8 面体が平面上に連なった層状の化合物からなる ．

た．

2)

粘土鉱物の 1 種であるモンモリロナイトは Si-O 4 面

3.

体シート 2 枚が Al-O 八面体シート 1 枚を挟んだ構造
のものである（図 1c, d）．また，Al3 の一部が主とし

モンモリロナイト粘土鉱物を利用したレチナー
ルシッフ塩基の波長制御

これまで錐体視物質におけるレチナールの吸収波長

て Mg （Fe の場合もある）に置換されることにより，

制御については，タンパク質部分のアミノ酸配列の違

粘土層は永久負電荷を帯びる．そのため，粘土層間

いや塩化物イオンの結合により説明されてきた 1)．そ

には Na ，Ca などの陽イオンが対イオンとして存在

の本質となるのは，レチナールの構造，シッフ塩基と

2

2
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Creation of Rhodopsin-like Materials by Use of Clay
Yuji FURUTANI and Hideki KANDORI
Department of Frontier Materials, Nagoya Institute of Technology
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対イオンとの距離，レチナール周辺の静電場などと考

長制御が可能であることから，両者に共通するメカニ

えられている．タンパク質以外のモデル系を用いて，

ズムが存在するのかもしれない．層間陽イオンを Ca2

錐体視物質のような色制御はこれまで不可能であった

に統一した粘土試料でも，産地による吸収極大波長の

が，今回紹介する論文は，米国，日本，中国産の 3 種

違いがみられたので（未発表データ），タンパク質中

類のモンモリロナイト粘土鉱物を利用して 11-cis 型レ

のような粘土層の微細構造が関与しているのであろ

チナールシッフ塩基の吸収波長制御に成功したもので

う．また，粘土試料は乾燥させた後にベンゼン中に懸

ある 4)．これまでに佐々木らは界面活性剤で修飾した

濁するため，水分子はほとんど含まれていないが，粘

粘土層間に，レチナールシッフ塩基を取り込ませる

土層に吸着した微量の水分子がレチナールシッフ塩基

と，その吸収極大波長が 530 nm にシフトすることを

のプロトン化状態の安定化や吸収波長制御に関与して

報告している 5)．本研究では，粘土鉱物そのものにレ

いる可能性も考えられる．実際に粘土の乾燥状態が波

チナールシッフ塩基を取り込ませることに成功しただ

長制御に関与しているらしく，そのような特異的な水

けでなく，産地の違いにより 479, 503, 532 nm に吸収

分子の存在を明らかにしたいと考えている．われわれ

極大波長を示した結果，錐体視物質同様，3 種類でわ

は，脊椎動物由来のウシロドプシン，無脊椎動物由来

れわれの可視光線の波長領域をカバーしたのである

のイカロドプシン，レチノクロムなどの赤外分光計測

（図 2）
．

により水分子の水素結合構造の解析を行い，ウシロド

波長制御に関するメカニズムの解明は今後の課題で

プシンでは強い水素結合を形成した水分子が存在せ

あるが，タンパク質とまったく異なる基本構造をもつ

ず 6)，イカロドプシン 7) およびレチノクロム 8) には存

モンモリロナイトによってレチナールシッフ塩基の波

在することを見いだし，プロトン化シッフ塩基安定化
機構の多様性を明らかにしてきた．今回紹介した粘土
ロドプシンに対しても，高精度な赤外分光計測を行う
ことによって，レチナールシッフ塩基近傍の詳細な水
素結合構造を明らかにすることができるものと考えて
いる．
今後，粘土を用いたロドプシンモデル系の研究を深
めることにより，タンパク質，粘土双方に共通するレ
チナールシッフ塩基の吸収波長制御メカニズムの解明
が可能になるものと期待される．シッフ塩基と対イオ
ンの距離が無限に離れた状態と見なされる真空中での
プロトン化レチナールシッフ塩基の吸収極大波長は
610 nm であることが報告されている 9)．われわれの
視覚が 400-700 nm の波長領域であることを考えると，
タンパク質によるレチナールの波長制御はすでに可能
な限り実現しているといえるかもしれないが，粘土層
間の改質を含めたさらなる挑戦によりタンパク質の能
力を超えた制御をいつか実現したいと夢見ている．
謝

辞

本研究を始めるにあたっては佐々木政子教授に有益
なご助言をいただきました．また，早稲田大学の小川
誠教授には粘土試料を提供していただきました．本研
究は，当時，修士課程の大学院生であった井戸一智君
の昼夜にわたる努力なしには実現できなかったことで
す．以上の方々に，この場を借りて感謝申し上げま

図2
（a）産地の異なるモンモリロナイト（左から米国産，日本産，中
国産）に 11-cis 型レチナールシッフ塩基を懸濁することにより発
色した．
（b）対応する可視吸収スペクトル（青：米国産，緑：日本
産，赤：中国産）

す．
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1510-N プロテアーゼ
高い対称性ゆえに安心して見ていることができ
るこのタンパク質は，Pyrococcus horikoshii 由来の
膜タンパク質 PH1510 の N 末端側ドメインである．
このドメインは，セリン（空間充填モデル）を活
性部位とするタンパク質分解活性をもつ．このプ
ロテアーゼのターゲットは，ストマチンとよばれ
るタンパク質らしい．ストマチンはヒトの赤血球
膜にも存在するタンパク質で，このタンパク質
の異常がストマトサイト増加症とよばれる貧血の
1 種につながることが知られている．
単量体の構造は，アミノ酸配列に沿って  へ
リックスと  ストランドがほぼ交互にあらわれる
繰り返し構造である． ストランドが 6 本集まっ
て，図の奥に存在する 1 枚のシートを形成する
（図は 2 量体構造）
．図の手前には，3 本の  スト
ランドからなる  シートがもう 1 枚存在する．2
つのシートはほぼ直行している．これらのシート
のまわりを 8 本の  へリックスが取り巻いている．
右側の単量体のセリン残基（空間充填モデル）の
上方で，ループがとぎれている．この部分には，
実際には約 20 残基から構成されるループが存在
し，右端のへリックスにつながっている．結晶の
中でこのループが一定の構造を取らなかったため，
この部分の構造解析はできなかった．このループ
にもう 1 つの活性残基リシンが存在する．図の中
央にある 2 量体界面は， ストランドと  へリッ
クス 1 本ずつから構成されている． ストランド
は，逆平行に相互作用し，その結果それぞれの単
量体に存在する  シートがあたかも 1 枚の大きな
シートになっている． へリックスは，お互いに

向き合って相互作用している．
この 1510-N プロテアーゼドメインと共通祖先
をもつタンパク質に，ClpP プロテアーゼがある．
ClpP の単量体構造は，大まかには 1510-N プロテ
アーゼと類似だが，ClpP には上であげた 2 量体相
互作用に関与する 2 次構造がない．そのかわりに
N 末端側に  へリックスが余分に存在し，この 
へリックスが相互作用して 7 量体の環状構造を形
成する．さらに 2 つの環が上下に重なり合って，
14 量体を形成する．環状構造が重なりあうときに
は，構造が定まらない 1510-N のループに相当す
る部分が相互作用する．進化的に類縁のタンパク
質でも多量体構造はずいぶん違っているようであ
る（PDB1) ID: 2deo2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Yokoyama H., Matsui, E., Akiba, T., Harata,
K. and Matsui, I. (2006) J. Mol. Biol. 358,
1152-1164.
(J. K.)
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花芽形成ホルモンの同定
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奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科植物分子遺伝学講座

1.

として，非誘導条件に置かれている植物を台木として

はじめに

両者を接ぐと，台木において花成誘導が起きる．この

生物は 1 日の日の長さ（日長）を認識し，その変化

ことは，花成誘導条件下におかれた葉において作られ

を感じ取ることで環境の変化を予測し，それに応じた

たフロリゲンが，接木処理面を越えて非誘導条件下に

生理反応を示す．この反応は光周性反応とよばれ植物

置かれた植物の茎頂分裂組織に到達し花成を誘導する

で は じ め て 明 ら か と な っ た．1920 年 代，Garner と

ことが可能であることを示している．また長日植物お

Allard は栽培していた植物を用いた研究から，植物が

よび短日植物で作られるフロリゲンは共通である可能

日長の変化を認識し花をつけていることを明らかにし

性が高いこと，葉で作られた後はおもに植物内で光合

た．植物の地上部の大部分は茎先端の分裂組織から作

成産物を輸送する組織である師部を通じて茎頂分裂組

られている．花をつけるにはそれまで葉などを作って

織まで運ばれていることも接木により明らかとなっ

いた分裂組織が花芽を作るようにならなければいけな

た．フロリゲンの性質は明らかとなっていったが，そ

い．この葉から花芽へと分裂組織において作られるも

の実体はこれまで不明のままであった．

のが変化することを花成とよび，光周性反応により誘

3.

導される花成を光周性花成とよぶ．その後 Garner と
Allard は，多くの種類の植物の光周性花成反応を調べ，

イネの光周性花成

われわれの研究対象であるイネは短日植物に属す

長日条件で花成が促進される長日植物，短日条件で花

る．イネの光周性花成経路において機能する遺伝子が

成が促進される短日植物，日長に花成が影響されない

い く つ か 明 ら か と な っ て い る が， そ の 1 つ で あ る

中性植物に大別した 1)．植物が日長の変化を認識して

Hd3a はイネの花成を促進する機能をもち，短日条件

花をつけるということは，植物はどこかで日長の変化

の明期開始時に特異的に高い発現を示すことが明らか

を感じ取る必要がある．植物の日長の変化を感じ取る

となっている．また Hd3a を恒常的に発現させると早

場が明らかとなったのは 1930 年代のことであった．

咲き表現型が，発現抑制体は短日条件においても花成

2.

の遅延が観察された 3), 4)．これらの結果から，Hd3a

フロリゲンの存在の提唱

は短日条件におけるイネの花成促進の分子スイッチと

1936 年に Mikahail Chailkhyan は短日植物のキクを用

して機能していると考えられる．Hd3a はホスファチ

いて，茎頂を遮光し葉でのみ短日条件を感じ取れるよ

ジルエタノールアミン結合タンパク質ファミリーのタ

うにした処理区と，葉を遮光し茎頂でのみ短日条件を

ンパク質をコードしており，分子量が約 20 kDa と非

感じ取れるようにした処理区，どちらの処理区で花成

常に小さいことは明らかとなっているが生化学的な機

が誘導されるかを確認した．その結果，葉で短日を感

能は不明な点が多い．長日植物シロイヌナズナの FT

じ取れるようにした処理区でのみ花成が誘導される結

は Hd3a と非常に似たアミノ酸配列をもち花成促進の

果が得られた．この結果から彼は，植物は葉で日長を

機能も高く保存されている．この FT は詳細にその機

感じ取ると結論づけた．さらに彼は刺激を受け取る葉

能および性質が解析されている．長日条件下の葉の維

と花成が起こる茎頂分裂組織が時空間的に離れている

管束でのみ発現する FT は茎頂分裂組織で転写因子で

ことから，花成に適した日長条件におかれた植物の葉

ある FD とタンパク質レベルで相互作用し下流の遺伝

において作られた花成を誘導する物質が茎頂分裂組織

子の発現を制御することで花成を促進していることが

に運ばれることにより花成を促進していると考え，こ

明らかとなっていた 5), 6)．

の物質を花成ホルモン―フロリゲンと名付けた 2)．光
周性花成誘導処理を行った植物の葉もしくは茎を穂木
Identification of Florigen
Ko SHIMAMOTO and Shojiro TAMAKI
Laboratory of Plant Molecular Genetics, Nara Institute of Science and Technology
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Hd3a 遺伝子

われわれは，Hd3a がどのようにイネの花成を促進
しているかを明らかにすることを目的として解析を
行った．まず短日条件の明期開始時におけるイネの各
組織の Hd3a mRNA 量を解析しところ Hd3a は葉にお
いて高い検出量を示し，茎頂分裂組織ではほとんど検
出されなかった．次に Hd3a プロモーターが機能する
部位を調べたところ，今回用いたプロモーターは維管
束でのみ活性をもつことが示された．これらの結果は
Hd3a が葉の維管束で特異的に発現していることを示
唆している．次に Hd3a の挙動を調べるために Hd3a
の C 末端側に GFP をつなげ，それを Hd3a プロモー
ターの下流につなげてイネに導入した．この形質転換
体は，短日条件下において野生型よりもわずかに開花
が早くなった．このことは導入した遺伝子が，花成促
進機能をもつことを示している．これまでの Hd3a の
解析と FT の解析の結果からイネにおいて Hd3a は維
管束で発現しその産物が茎頂分裂組織において花成を
促進していると推測された．そこでこの形質転換体の
茎頂分裂組織をレーザー蛍光顕微鏡で観察したところ
Hd3a-GFP の 蛍 光 が 観 察 さ れ た． こ の Hd3a-GFP は，

図1
Hd3a プロモーターにより Hd3a-GFP を発現させた形質転換体の茎
頂分裂組織の縦断切片および模式図．（a）レーザー蛍光顕微鏡を
用いて茎頂分裂組織の縦断切片を観察した．矢印で示した茎頂分
裂 組 織 周 辺 に Hd3a-GFP タ ン パ ク 質 の 蛍 光 が 観 察 さ れ る．
（b）
Hd3a タンパク質―フロリゲンのイネにおける動きを模式図で示し
た．葉で発現，翻訳された Hd3a タンパク質は，維管束を通じ茎
頂分裂組織へと運ばれ，イネの花成を誘導していると考えられ
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）

維管束で発現翻訳された Hd3a-GFP が何らかの方法で
茎頂分裂組織まで運ばれた結果だと考えられた
（図 1）．さらに，維管束特異的な活性をもつプロモー
ター（rolC, RPP16）の下流に Hd3a-GFP をつなげたも
のを導入した形質転換体を用いて解析を行った．これ
らの形質転換体も早咲き表現型を示し，さらに茎頂分
裂組織において Hd3a-GFP の蛍光が観察された．以上
の結果から，まずイネ花成促進遺伝子 Hd3a は短日条
件の明期開始時に葉の維管束特異的に発現翻訳され，

動し，茎頂分裂組織において FD などと相互作用する

維管束を通じて茎頂分裂組織近傍まで運ばれる．その

ことで花器官の形成にかかわる遺伝子の発現を調節し

後何らかの方法で茎頂分裂組織へと到達しイネの花成

植物の花成を促進していることを示している．この

を促進していると考えられた ．

Hd3a/FT 遺伝子ファミリーの花成促進の効果は，他に

3)

5.

も果樹である柑橘類やポプラでも確認されており，そ

植物における Hd3a/FT 遺伝子ファミリー

の機能と効果が広く保存されていることも明らかと

われわれがイネを用いて得られた結論と同様の結論

なってきている．以上の結果から，われわれは Hd3a/

が，シロイヌナズナの FT からも報告された．これら

FT 遺伝子がコードしているタンパク質こそが 70 年前

のことは短日・長日両植物において Hd3a/FT の機能

に存在が強く示唆された後，長年にわたりその実体が

と性質は保存されているものと考えられる

不明であったフロリゲンである可能性が高いと結論づ

7)-9)

．さら

けた 3), 7)．

に，シロイヌナズナを用いた解析結果から FT はタン
パク質としてシロイヌナズナの接木処理面を越えて伝
わることも確認され，カボチャを用いた解析のからも

注

．以

特に表記している場合を除いて本文では遺伝子名の

上のことから Hd3a/FT 遺伝子ファミリーは，タンパ

イタリック体の表記は遺伝子を，通常体はタンパク質

ク質として葉から茎頂分裂組織へと維管束を通じて移

を示している．

同様の結果が得られることが報告されている

7), 10)
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蛍光相互相関分光法を用いた抗原の検出
藤井文彦1,2，
坂田啓司2，金城政孝2

社団法人日本食品衛生協会
北海道大学大学院先端生命科学研究院先端細胞機能科学分野
1

2

を計算したものである（式 1）
．

1. はじめに

Gc ( )  I g (t )I r (t   )

蛍 光 相 互 相 関 分 光 法（Fluorescence Cross Correlation

（1）

Spectroscopy; FCCS）は，蛍光相関分光法（Fluorescence

得られた相互相関関数に対して，以下のモデル式

1)
Correlation Spectroscopy; FCS）
を発展させた計測法であ

（式 2）でフィッティングし，相互作用した分子の数

る．FCS と異なり，2 つの検出器を用いて試料中の 2

と分子の大きさに関係した値を得ることができる．N

種類の蛍光強度のゆらぎを計測している ．このゆら

は相互相関関数の Y 切片の逆数，s は共焦点領域の軸

ぎは相互相関関数を用いて解析され，2 種類の信号の

長（2Z） と 直 径（2Wxy） の 比（s  Z/Wxy），D は 相 互

2)

相関を評価することができる．FCCS は 1990 年代初め

作用している蛍光分子種が共焦点領域内を通過するの

に提案されたが，実行されたのは 1997 年である．それ

に要する時間（拡散時間）を示している．

以来，in vitro のみならず ex vivo への応用もさかんに行
われている 3)．in vitro での測定に必要とする試料体積

Gc (  )  1 

は数十 l 以下，濃度は pM 程度でよく，分離精製を経

1
N

1

  
 

1    1  2 
s D 

D  

1/ 2

（2）

ずに相互作用した分子の数を導くことが出来る．本稿

以下の式 3 で示したように，相互相関関数の Y 切

では，特にプリオン病（BSE など）の関連タンパク質

片（  0）は相互作用した分子の数（Ngr）に比例する．

であるプリオンタンパク質の in vitro での検出法を例に，

したがって，相互作用する分子の濃度が高くなったと

FCCS を用いた抗原の検出法とその注意点を述べたい．

きは，相互相関関数の Y 切片が上がる．Ng と Nr はそ
れぞれ緑と赤の分子の数を示している．

2. FCCS の原理

FCS および FCCS の測定は，レーザーを光源とした

Gc (0)  1  Cc (0) 

共焦点光学系を用いて行われる．走査型の共焦点レー
ザー顕微鏡と異なり，微小な観察領域（共焦点領域）

N gr
1

N N g  Nr

（3）

以上の詳細は，文献 2，3 を参照されたい．

を固定し，その領域を出入りする分子を待ち構えて計

3. FCCS を用いた抗原の検出

測するのが特徴である．FCCS では，通常は重なり
合った 2 つの共焦点領域を用いて，分子の出入りにと

FCCS を用いて抗原を検出するには，蛍光スペクト

もなった 2 種類の蛍光強度のゆらぎを計測する．2 種

ルの重なりがない 2 種類の蛍光色素で標識した 2 種類

類の分子が相互作用している場合には，2 つの蛍光強

のモノクローナル抗体（mAb）を用意する必要がある．

度のゆらぎは同期し，そうでない場合には同期したも

試料中の抗原の濃度が高くなるにしたがって，抗原と

のとならない．これを定量的に解析するために，相互

2 種類のモノクローナル抗体の複合体（3 量体）の濃

相関関数を用いる．

度が増し，相互相関関数の切片が上がる．この原理を

相互相関関数（Gc）は，ある時間 t におけるある分

用いて，抗原を定量的に検出することが可能である．

別の分子種（ここでは赤色）の蛍光強度 Ir(t  ) の積

（mAb44B1 と mAb72）を用いて，組換え牛プリオンタ

子種（ここでは緑色）の蛍光強度 Ig(t) と， 時間後の

以 下 で 示 す 実 験 で は，FCCS と 抗 プ リ オ ン 抗 体

Detection of Antigen using Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy
Fumihiko FUJII1,2, Hiroshi SAKATA2 and Masataka KINJO2
1
Japan Food Hygiene Association
2
Laboratory of Molecular Cell Dynamics, Faculty of Advanced Life Science, Graduate School of Life Science, Hokkaido University
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ン パ ク 質（rBoPrP） の 検 出 を 試 み た 4)．mAb44B1 と
mAb72 の標識には，それぞれ Alexa Fluor-488 tetrafluorophenyl ester（Ex/Em: 495/519） と Alexa Fluor-647 succinimidyl ester（Ex/Em: 650/668）
（ともにインビトロジェ
ン）を用いた．実験では，所定の濃度の rBoPrP を含
む試料に最終濃度が 0.2 nM になるように抗体を加え，
60 分間室温に放置した後，約 10 L の反応溶液を測定
用チャンバーに入れて FCCS 測定を行った．測定に用
いた FCCS 装置（プロトタイプ，浜松ホトニクス社製）
は，2 本の LD 励起固体レーザー（473，635 nm）と，
水浸対物レンズ（U-Apochromat, 40x, 1.15NA, オリンパ
ス）
，2 つの検出器 ( 光電子増倍管，H8631-40，浜松
ホトニクス ) からなる．2 種類の蛍光は 570 nm のダ
イクロイック・ミラーで分離し，バンドパス・フィル
タ（495-575 nm）とロングパス・フィルタ（650 nm）
を通した後，2 つの検出器で受光した．検出した 2 種
類の蛍光強度のゆらぎは，相関ボードによって相互相

図1
FCCS による抗原の検出．2 種類のモノクロナール抗体（mAb44B1
と mAb72）を 2 種類の蛍光色素（Alexa488 と Alexa647）で標識し，
抗原（rBoPrP）を検出した（挿入図）
．グラフの横軸は相関時間，
縦軸は相互相関の度合いを示す．Y 切片は相互作用した分子の数
に比例するため，抗原の濃度が高くなるにしたがい Y 切片が上昇
する（点線矢印）
．

関関数が計算され，1 つの試料に対して図 1 に示した
ような相互相関関数のラインが 1 本表示される（図 1
は 4 つ の 試 料 の 測 定 結 果）
． 図 1 に 示 し た よ う に，
rBoPrP の濃度が増加するにともなって相互相関関数の
切片が上昇していくことがわかる．これは，挿入図で
示したような抗原と抗体の複合体の濃度が増加したた
めである．実験では試料間の抗体濃度を完全に揃える

2 量 体（mAb44B1-rBoPrP， あ る い は mAb72-rBoPrP）

ことは不可能であるため，実際には 3 量体の数（Ngr）

の 濃 度 が 増 え，3 量 体（mAb44B1-rBoPrP-mAb72） の

を 片 方 の 抗 体 の 数（こ こ で は Nr） で 規 格 化 し た 値

濃度が下がるためである．試料中の抗原濃度が不明な

限界のカットオフ値は，rBoPrP を含まない試料（0 nM）

に，通常は多くの希釈系列を用意して測定しなければ

を 3 回測定し，その平均値に標準偏差の 3 倍を加えた

ならない．

場合は，高濃度の試料を偽陰性としてしまわないため

（Ngr/Nr  Cc(0)/Cg(0)）を抗原検出の指標とする．検出

値とした．各濃度の試料に関して 3 回以上の実験行っ

これに対して，①試料に標識抗体のみを加える系列

た 結 果， 緩 衝 液 中（PBS, pH 7.4） で は，rBoPrP を

と②標識抗体と所定の濃度の抗原を加える系列の結果

0.13  0.03 nM まで検出することが可能であった．

を比較することで，わずか 2 系列で偽陰性をなくすこ

実際の BSE 検査で測定する試料には，動物組織に

とができる判定方法を図 2 に示した．試料に標識抗

由来する夾雑物が混入している。したがって，それを

体 の み を 加 え る 系 列 で は（① 黒 い バ ー），rBoPrP が

模擬した非感染牛の脳抽出液中に rBoPrP を添加した

2.42 nM 含まれている試料は陽性（）となるが，含

試料と，さらにプリオン病に感染した動物からの異常

まれてない場合（0 nM）あるいは高濃度（48.3 nM）

型プリオンタンパク質の検出を試みた．その結果，緩

の試料は陰性（）となる．そこに所定の濃度の抗原

衝液中と同様の検出限界値であり，その値は欧州協議

を加えると（②白いバー），もともと 2.42 nM 含まれ

会が BSE 診断用として認可している BSE 検出用 ELI-

ていた試料は陽性（）のままであるが，ともに陰性

SA キットと同程度であった．

だ っ た 0 nM と 48.3 nM の 試 料 は そ れ ぞ れ 陽 性（）
と陰性（）を示す．なぜならば，本当に濃度が低く

4. FCCS を用いた抗原検出の注意点

て陰性であるならば，さらに抗原を加えることで 3 量
本手法のような 2 種類の抗体で抗原を挟み込む方法

体が増加し信号強度が増加するが，高濃度で陰性を示

（図 1 の挿入図）を用いた場合には，試料中抗原の濃

した試料では，さらに抗原を加えても 3 量体が増加し

度が抗体濃度を大幅に上回る際は，相互相関の信号

ないからである．この方法を用いて，抗原が高濃度の

が減少することに注意しなければならない．これは，

場合に偽陰性としてしまうことを回避できる．


目次に戻る
生

物

物

理 Vol.48 No.5（2008）

5. SL-FCCS を用いた抗原の検出

FCCS では，相互相関関数の Y 切片の高さは相互作
用した分子の数に比例するが，それは 2 つの共焦点領
域の重なりの程度にも規定される．したがって，少し
でも感度を向上させるためには 2 つの共焦点領域を一
致させなければならないが，完全な重ね合わせは難し
い．この問題点を解決できる技術が，1 つのレーザー
光源を用いた 1 波長励起の FCCS (Single Laser FCCS; SLFCCS) である．以下では，通常の 2 波長励起の FCCS
(Two Laser FCCS; TL-FCCS) と SL-FCCS の検出感度の差
について述べたい．
SL-FCCS を実現するには，1 つの波長で励起したと

図2
偽陰性を回避する判定方法．例として，3 種類の濃度（抗原なし，
抗体と同濃度の抗原，過剰量の抗原）に対する判定例を示した．
縦軸は 3 量体の数（Ngr）を片方の抗体の数（ここでは Nr）で規格
化した値（Ngr/Nr  Cc(0)/Cg(0)）を示している．rBoPrP（5 nM）を添
加する前後で FCCS 測定し，カットオフ値より高い値を陽性（）
，
低い値を陰性（−）とした．判定では，陽性（）と陰性（−）を
示した場合は「Negative」
，陽性（）と陰性（）を示した場合は
「Positive」
，陽性（）と陰性（）を示した場合は「Positive」とする．

きに重なりのない蛍光波長をもつ 2 つの蛍光プローブ
を選ぶ必要がある．その候補として，Alexa Fluor-488
と半導体量子ドット（QD）655 の組合せを用いた．
QD は近年注目されている新しい蛍光プローブであ
り，高輝度，光安定性など優れた光学特性をもってい
る．同一の材料であっても，サイズを変えることで蛍
光波長を変えることが可能である．構造的には，半導
体結晶のコア部分とそれを保護するシェル部分からな
る．その外部に機能性分子を付加することで，望まし
い生物活性をもたせることも可能である 5)．QD のエ
ネルギー準位はバンド状になっているため，短波長領
域に広範囲の吸収域をもつ．したがって，短波長の光
源で励起しても長波長に発光極大をもつため，SL6)
FCCS が可能となる（図 3）
．

TL-FCCS と SL-FCCS の検出感度を比較するために，
標識した以下の抗体のペア 2 種類を調製し，rBoPrP
の 検 出 を 試 み た 7)．TL-FCCS 用 と し て，Alexa Fluor-488 tetrafluorophenyl ester と Alexa Fluor-647 succinimi-

図3
Alexa488 と QD655 を 用 い た SL-FCCS．Alexa488 と QD655QD を
用 い る こ と に よ っ て，1 波 長 励 起（こ こ で は 473 nm） の FCCS
（SL-FCCS）を実現できる．それぞれの色素からの蛍光は，バンド
パス・フィルタ（495-575 nm）とロングパス・フィルタ（650 nm）
を 通 し て 検 出 し た．Ref. 6, Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH &
Co. KGaA. Reproduced with permission.

dyl ester を用いて，抗プリオン抗体 mAb44B1 と mAb72
にそれぞれ標識を行った．SL-FCCS 用として，Alexa
Fluor-488 tetrafluorophenyl ester と QD655 (Em: 655) を
用いて，抗プリオン抗体 mAb44B1 と mAb72 に標識を
行った．測定には，先に述べた FCCS 装置を用いた．
先の実験と同様，所定の濃度の rBoPrP を含む試料に
最終濃度が 0.2 nM になるように抗体を加え，60 分間

であり，SL-FCCS の方が約 5 倍感度が高かった．ま

室温に放置した後，約 10 L の反応溶液を測定用チャ

た，SL-FCCS では光源を 1 つにできるため，装置の簡

ンバーに入れて FCCS 測定を行った．その結果が図 4

素化・低額化が可能となり，TL-FCCS 装置で必要な

である．同濃度の rBoPrP で TL-FCCS と SL-FCCS の Y

定期的な光軸の調整も不要となる．これは，FCCS 装

切片を比較した場合，TL-FCCS よりも SL-FCCS の値

置を臨床あるいは検査場で簡便に使用するための大切

が大きかった．これは，TL-FCCS では共焦点領域が

な条件となる．

幾分ずれているのに対して，SL-FCCS では 1 つだから

6. まとめ

である．TL-FCCS の検出限界値が 0.13  0.03 nM だっ
本 稿 で は， プ リ オ ン タ ン パ ク 質 の 検 出 を 例 に，

たのに対して，SL-FCCS の検出感度は 0.029  0.00 nM
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蛍光相互相関分光法を用いた抗原の検出

図4
TL-FCCS と SL-FCCS の相互相関関数の比較．（a）44B1-Alexa488 と 72-Alexa647 を用いた 2 波長励起の FCCS（TL-FCCS）．
（b）44B1-Alexa488
と 72-QD655 を用いた 1 波長励起の FCCS（SL-FCCS）
．rBoPrP が同濃度での相互相関関数の Y 切片を比較した場合，SL-FCCS の値のほうが大
きい．したがって，SL-FCCS はより感度よく抗原を検出することができる．Ref. 6, Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproduced with permission.

FCCS を用いた抗原の検出法を紹介した．市販の BSE

文

検査用 ELISA と比較して，特に SL-FCCS はより感度
の高い簡便な抗原検出法であった．ただし，試料中に
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高濃度の抗原がある場合は，相互相関の信号の低下に
注意しなければならない．この問題は，試料に標識抗
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体のみを加える系列と所定の濃度の抗原を加える系列
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を比較することで，多くの希釈系列を測定することな
く偽陰性を避けることができる．FCCS は，おもに基
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礎研究の場で細胞内の生体分子の相互作用の検出や，
製薬の場での薬効のスクリーニングに応用されてい
る．原理は複雑であるが計測手法は簡便であることか
ら，今後は臨床や検査場でのさまざまな抗原検出にも
用いられるべきである .
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ファージディスプレイによる分子デザイン
―抗体から低分子ペプチドまで―
伊東祐二，坂元孝太郎，
前田政敏，村岡
鹿児島大学工学部生体工学科

賢，杉村和久

可能にするディスプレイ技術として，リボソームディ

1. はじめに

スプレイ 3)，バクテリアディスプレイ 4)，酵母ディス
医薬品の開発者のみならず広く一般の科学者に

プレイ 5) などがあるが，それぞれに特徴と異なる有

とって，思い通りの活性をもつ分子をデザインする

用性をもつので詳細に関しては論文 6) を参考願いた

ことは 1 つの夢であろう．特に，生命反応にかかわる

い．
ファージディスプレイによく用いられるバクテリオ

さまざまなレセプターやリガンドに特異的に結合し，
その作用を阻害したり，あるいは逆にシグナルを入

ファージには大きく分けて 2 種類ある．1 つは，最も

れることによって，生物活性をコントロールするよ

よく使われている繊維状ファージ（fd ファージ，M13

うな分子は，まさに，ドラッグデザインのための貴

ファージ）で，もう 1 つは，溶菌性の T7（あるいは

重なシーズとなるものである．とりわけ，機能性の

T4）ファージである 7)．われわれの研究室では，これ

ペプチドやタンパク質の設計において，ペプチド・

らの 2 種類のファージを使い分けながら，ファージラ

タンパク質の分子ライブラリを構築し，その中から

イブラリを用いた分子の探索・デザインを行っている

目的の機能をもった分子を単離することによって，

のでそれらの特徴を含め，紹介したい．

標的分子のデザインを達成するアプローチは，この

fd ファージの構造を図 1a に示した．fd ファージは

ような分子設計において有用な方法である．本稿で

細長い筒状の構造をしており，その筒の表殻は，g8p

は，このようなアプローチの 1 つとして，ファージ

（gene 8 protein）が約 2700 分子規則正しく並ぶことに

ディスプレイ技術を用いた分子ライブラリの構築と

よって形成される．このファージの表面に外来性のタ

それを用いた機能性分子の単離手法の原理と応用に

ンパク質を提示する技術であるファージディスプレイ

ついて，われわれがおもに行っている抗体と機能性

は，ファージ表面タンパク質（提示用タンパク質）と

ペプチドの結果を中心に解説する．

外来タンパク質をリンカーを介して融合タンパク質と
して発現することによって達成される．この提示タン

2. ファージディスプレイの原理

パク質として最もよく使われるのが，ファージ形成の
ファージディスプレイとは，バクテリアに感染する

際，終端のキャッピングに必要であり，また大腸菌へ

ウイルスであるバクテリオファージの表面に，他の分

の F（性繊毛）を介した大腸菌への感染分子としても

子と相互作用できるような形で，ペプチドあるいはタ

重要な g3p（gene 3 protein）である．

ンパク質を提示する技術である 1)．この手法を用いれ

繊維状ファージを用いたファージディスプレイに用

ば，たとえば表面にさまざまな分子を提示したファー

いられる DNA ベクターには，大きく分けて 2 種類あ

ジの集団（ファージライブラリ）の中から，標的とな

る 8), 9)．提示分子がペプチドなどの比較的小分子の提

る分子に対して特異的に相互作用する分子を見つけ出

示に用いられるのが，ファージベクター（たとえば，

すことが可能である 2)．さらに，この技術の優れた点

M13KE ベクター）であり，この場合，g3p の N 末端

は，提示分子のアミノ酸配列情報が分子を提示するバ

側（遺伝子上では 5 側）に組み込まれた外来ペプチ

クテリオファージ DNA の中に組み込まれており，容

ドは，生成したファージ上の 5 分子の g3p すべてに提

易に DNA シークエンスによって解読できる点にある．

示される（図 1b）
．しかし，提示分子が大きい場合，

ファージディスプレイ以外にもこのような分子選別を

上述したように g3p は感染因子としても機能するた

Molecular Designs of Antibodies and Peptides by Phage Display
Yuji ITO, Kotaro SAKAMOTO, Masatoshi MAEDA, Satoshi MURAOKA and Kazuhisa SUGIMURA
Department of Bioengineering, Faculty of Engineering, Kagoshima University
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め，ファージ上の 5 分子の g3p すべてに大きな分子が

3. ファージライブラリの構築

提示されると，感染能を失い増殖できなくなる．そこ
で，感染能を維持しながら大きな分子の提示も可能に

ファージディスプレイシステムを用いて構築した，

するファージミドベクター（たとえば pCANTAB5E な

タンパク質・ペプチドの分子ライブラリをファージラ

ど）が開発された．ファージミドベクターは，通常，

イブラリとよぶが，われわれの研究室では，おもに，

外来遺伝子と融合した g3p 遺伝子と薬剤耐性遺伝子を

ヒト抗体あるいはランダムペプチドを提示したファー

もつが，ファージを形成するために必要な他のファー

ジライブラリを用いて研究を行っており，それらの概

ジタンパク質遺伝子をもたずそれ自身ではファージ粒

略を以下に記した．

子を形成できない．そのため，野生型 g3p とその他

抗体は，免疫システムにおいて主要な役割を果たす

ファージ形成に必要なファージタンパク質を供給する

だけでなく，近年，高い分子標的機能をもった抗体医

ヘルパーファージ（たとえば，M13KO7 など）を感

薬品としても注目されている．この抗体，典型的に

染することによって，提示する 5 分子の g3p のうち 1，

は，イムノグロブリン G（IgG）は，標的とする抗原

2 分子に外来タンパク質を提示したファージを形成す

に特異的に結合することで，抗原の除去や無毒化を行

ることができる（図 1c）．

うが，その抗原に対する結合部位は，Fv 領域に局在

もう一方の提示用ファージである T7 ファージは，

し，抗体の H 鎖（重鎖），L 鎖（軽鎖）由来の VH と

約 36 kbp の直鎖状の 2 本鎖 DNA のゲノムをもつバク

VL のポリペプチドから形成されている．さまざまな

テ リ オ フ ァ ー ジ で あ る． 図 2 に 示 す よ う に，T7

抗原に結合できる多様な抗体のレパートリは，抗体産

ファージの頭部は，G10 キャプシドタンパク質が 415

生細胞である B 細胞（B リンパ球）の抗体遺伝子（特

個アセンブリすることによって形成され，その他の

に Fv 領域）の多様性に依存しているため，たとえば

ファージタンパク質によって尾部などが構成されてい

末梢血 B リンパ球の cDNA から PCR にて増幅した Fv

る．この G10 遺伝子の 3 末端（C 末端側）に，外来

もしくは Fab 領域の抗体遺伝子をファージミドベク

遺伝子を融合することによって，頭部の表面に，タン

ターに導入することによって，天然のレパートリをも

パク質・ペプチドの提示が可能である

．この T7 の

つ抗体をファージ表面に提示した抗体ファージライブ

デ ィ ス プ レ イ ベ ク タ ー は，Novagen 社 か ら T7 select

ラリ（自然抗体ライブラリ）を構築できる．また，抗

vector として市販されており，415 個の G10 のうち，

体の抗原への結合部分において直接，接触して結合の

すべてに外来タンパク質を提示するものから，10 個

特異性を決めている VH，VL 上の CDR（Completemtary

程度，1 個程度提示するものまで用意されている．

Determining Region; 相補性決定領域）に人工的なアミ

10)

ノ酸変異を導入することで作成された抗体ライブラリ

図1
fd ファージの模式図（a）と，ファージベクター，ファージミド
ベクターの違い（b，c）説明は本文を参照．

図2
T7 ファージの模式図（a）と T7 ファージのゲノム DNA（b）
．
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細胞への供給に関与すると考えられてきたが，近年，

（人工抗体ライブラリ）も利用が可能である．このよ
うな抗体ファージライブラリのメリットとして，1）

抗菌活性，抗炎症活性，抗ガン転移活性などさまざま

ハイブリドーマ法による抗体作製のように動物免疫を

な生理活性が明らかになるにつれ，多機能性タンパク

行う必要がなく短期間での抗体の取得が可能なこと，

質として考えられるようになった．しかし，その活性

2）抗体の単離には，後述する in vitro での選別手法

発現の作用機構については一致した見解が得られてお

（バイオパンニング）を用いるので，動物免疫では得

らず，その受容体はいまだ明らかでない．そこで，ヒ

られにくい標的分子（たとえば，糖や核酸，人工ポリ

トラクトフェリン（hLF）の活性発現機構の解析を目

マーなど）に対する抗体の単離などにも応用できるこ

指して，hLF に対して特異的なペプチドの単離を試み

とがあげられる．

た．図 3a に示したように，T7 ファージを使ったラ

一方で，ランダムペプチドライブラリは，ランダム

ンダムペプチドファージライブラリを用い，hLF に対

なアミノ酸配列を有するペプチドの集団をファージ表

するバイオパンニングを 4 回繰り返すことにより，

面に提示させたもので，われわれは T7 ファージを用

hLF に対する特異的ファージを濃縮した．最終的に

いて，直鎖状のペプチド（(Xaa)n, n:6-12, Xaa は 20 種

hLF 特異的結合クローン（LF1, LF7）を得て，それら

のアミノ酸を NNK などの混合オリゴヌクレオチドを

の結合特異性を ELISA によって確認した結果を図 3b

用いて発生させたもの）や，2 つの Cys によるジスル

に示す．さらに，これらのファージ溶液を，表面プ

フィド結合で環状化されたペプチド（Cys-(Xaa)n-Cys,

ラズモン共鳴（Surface Plasmon Resonance, SPR）分析機
（BIAcore2000）において hLF を固定化したセンサー

n:4-12）を提示したライブラリを用いている．

チップ上に流し結合解析を行ったところ，外来のペプ

4. 目的分子の単離，選別

チドを提示していない野生型のファージではシグナル
このようなファージディスプレイによる分子ライブ

の増加が観察されないが，LF1，LF7 のファージでは，

ラリ（ファージライブラリ）の中から，標的分子に特

結 合 に 由 来 す る SPR の シ グ ナ ル の 増 加 が み ら れ た

異的に結合するファージを単離する手法をバイオパン

（図 4c）
． こ れ ら の 結 果 か ら， 得 ら れ た ペ プ チ ド

ニング（あるいは単にパンニング）とよぶ．バイオパ

ファージは，特異的に hLF に結合活性することがわ

ンニングの手法は，さまざまなものが報告されている

かった．興味深いことに，LF1 ファージが提示するペ

が，基本的には，以下のステップによる．1）固相表

プチドには，細胞接着モチーフとして有名な RGD

面に固定化した標的分子とファージライブラリとの反

（Arg-Gly-Asp）配列が含まれていたことから，RGD 配

応，2）非結合ファージの洗浄による除去，3）標的分

列を有するフィブロネクチン（FN）やビトロネクチ

子に結合したファージの回収，4）大腸菌へのファー

ン（VN）との相互作用が示唆された．さらに検証し

ジの感染と増幅によるファージライブラリの再構築．

たところ，hLF はこれらの細胞外マトリックスタンパ

この 1 ― 4 のステップを 3 ― 5 回程度繰り返すことで，

ク質に結合するだけでなく，これらのタンパク質と細

標的分子に結合するファージクローンの濃縮を行う．

胞表面上のインテグリンとの相互作用による細胞接着

特異的なファージが得られているかどうかの評価は，

に対して，阻害活性を有することがわかった．この結

バイオパンニングのファージの回収ステップで得られ

果は，hLF が，細胞接着阻害能を介してさまざまな生

るファージ個数の増加や回収後のファージの標的抗原

理活性をもつことを強く示唆するものである．

に対する結合活性で行う．最終的には，ファージをク
ローン化し，各ファージクローンについて結合活性並

4.2

びに DNA シーケンスによる配列情報からの分子の同

特異的に結合するファージの単離

ヒト抗体ファージライブラリからの特定の細胞に

定を行う．実際の例として，ランダムペプチドライブ

われわれは，ヒト抗体ファージライブラリを用いた

ラ リ か ら の ヒ ト ラ ク ト フ ェ リ ン（Human lactoferrin,

バイオパンニングによって，種々のヒト抗原に対する

hLF）に対する特異的なペプチドと，ヒト抗体ファー

抗体の単離に関する研究を行っている 12)-14)．バイオ

ジライブラリを用いた標的細胞に対する特異的なヒト

パンニングのもう 1 つの例として，フローサイトメー

抗体を単離した結果について，紹介する．

タを用いた細胞に対するバイオパンニング（細胞パン
ニング）について紹介する．特定の細胞に特異的に結

4.1 ヒトラクトフェリンに対する特異的ペプチド

合する抗体は，特に，ガン治療のための抗体医薬開発

11)

ラクトフェリンは，母乳中に存在する非ヘム性の鉄

や細胞工学のツールとして有用である．このような標

結合タンパク質で，トランスフェリンと同じく鉄分の

的細胞に特異的な抗体を単離する場合，細胞に特異的


目次に戻る
ファージディスプレイによる分子デザイン

図3
ランダムペプチド T7 ファージライブラリから得られた hLF に対する特異的な結合ペプチドファージ（a）ランダムペプチド T7 ファージラ
イブラリを用いたバイオパンニングの概略，
（b）得られたファージクローン LF1，LF7 の hLF に対する ELISA での結合特異性，
（c）BIAcore2000 を用いた hLF 特異的ファージクローンの SPR 解析．
（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4
フローサイトメータを用いた細胞パンニングによる標的細胞特異的抗体ファージの単離法（a）とフローサイトメータによる各ラウンドのパ
ンニングで得られたファージの標的細胞に対する結合解析（b）
（b）の抗体ファージの結合は，蛍光試薬でラベルした抗ファージ抗体によっ
て検出した．横軸は蛍光強度，縦軸は各蛍光強度をもつ細胞の個数を示す．（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）

に発現している遺伝子を DNA チップなどにより特定

ファージを単離した結果を示す．

し，その遺伝子産物である組み換えタンパク質分子に

今回用いたフローサイトメータによる細胞パンニン

対して特異抗体を作製することが一般的であるが，分

グの流れを図 4a に示した．まず，標的細胞を蛍光ラ

子マーカーの判別や組み換えタンパク質の調製に時間

ベル化しておき，これに一定量のコントロール細胞を

がかかることも多い．ここでは，分子マーカーに関す

加え，この混合物に抗体ファージライブラリを反応さ

る情報がなくても，短期間で標的細胞に特異的な抗体

せる．どの細胞にも存在する構成的に発現しているタ
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ンパク質に結合する抗体ファージは，コントロール細

進めていくことが，ディスプレイテクノロジーによっ

胞に吸着され，標的細胞に特異的なファージのみが効

て最適な機能性分子を迅速にデザインするために重要

率よく標的細胞に結合する．これをフローサイトメー

であろう．

タにかけて標的細胞を分取することで，標的細胞に特
異的なファージを得ることができる．このパンニング
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違う特徴をもつため，提示するタンパク質によって使
い分ける必要がある．fd ファージを用いたファージ
ディスプレイでは，提示タンパク質として用いられる
g3p は，分泌シグナルにより大腸菌のペリプラズム空
間側に透過するため，この空間に存在する種々の酵素
によって，ジスルフィド結合形成などによるフォール
伊東祐二

ディングの促進形成が可能である．一方，T7 ファー
ジの場合には，細胞内で形成されたファージが溶菌に
よって比較的短時間で細胞外へ放出されるため，膜透
過やペリプラズム酵素の作用を受けにくい．よって，
たとえば，抗体のような分子内ジスルフィド結合の形
成が必須のタンパク質には，fd ファージによる提示
のほうが機能性分子の提示率が高くなる．一方で，細
胞質内で十分構造形成が起こるタンパク質の場合に
は，T7 ファージディスプレイでも十分対応が可能で
ある．もう 1 つの両者の違いとして，バイオパンニン
グの速度にも 2 者の間では大きな開きがある．ファー
ジの増幅，回収方法の違いから，fd ファージの場合 1
回 の ラ ウ ン ド で 最 低 1 日 か ら 2 日 は か か る が，T7
ファージの場合には 1 日に 2 回から 3 回のパンニング
を行うことも可能である．このような提示プロセスの
違いやパンニングの速度，さらには使用するパンニン
グの手法に対して，提示するタンパク質の向き不向き
がある．先に述べた別のディスプレイ技術を含め，目
的に応じてこれらのシステムを使いわけながら実験を
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理系応援キャラバン隊～女子中高生の理系
進路選択支援の取り組み
神谷昌克
北海道大学大学院先端生命科学研究院先端生命科学部門助教

立 案・ 推 進 を 行 う 北 海 道 大 学 女 性 研 究 者 支 援 室

はじめに

（http://freshu.ist.hokudai.ac.jp/index.php） が 主 催 す る 活

2000 年に男女共同参画社会基本法が施行されて以

動で，室長の有賀早苗先生を中心に活発に行われてき

降，社会における男女共同参画や機会平等の流れが強

ました．理系であれば学部や研究内容を問わず北大の

まるなか，その流れは学術分野においても例外ではな

10 数の研究室が自分たちの研究内容に関連する実験

く，女性研究者支援のためのさまざまなプログラムが

を中学生や高校生に実際に体験してもらい，理科に興

打ち出されてきました．日本生物物理学会も早くから

味をもってもらおうという活動です．昨今の若者の理

男女共同参画への取り組みを始めており，昨年の年会

科離れが深刻となっているなか，このような活動に

においても女性研究者による市民講演会や男女共同参

よって少しでも多くの中高生，特に女子学生の理系進

画シンポジウム（生物物理 (1), 56-57 (2008)，生物

学を促すことを目的に掲げています．また，スタッフ

物 理 (1), 58-59 (2008) 参 照） が 開 催 さ れ ま し た．

として参加する大学の学生にとっても，このような活

また，一昨年の 10 月から最近まで男女共同参画学協

動の参加を通して多くのことを学ぶことも期待されて

会連絡会の幹事学会にもなっており，生物物理学会は

います．私が参加した平成 19 年度は，実験機材とお

男女共同参画の意識が高い学会であり，会員の皆様の

よそ 100 名のスタッフを 2 台の大型バスに載せ，札幌，

意識も高いのではないでしょうか．

北広島，帯広，函館と北海道の各地をおとずれ，中高

北海道大学でも男女共同参画の実現を目指して，さ

生を中心とした一般市民の方にさまざまな実験を体験

まざまな取り組みがなされてきました．そのような取

してもらいました．

り組みの 1 つとして，平成 18 年度から行われている

キャラバンの準備

「理系応援キャラバン隊」があります．学生を中心と
したスタッフと実験器材を載せた大型バスで北海道の

昨年の 5 月に女性研究者支援室の方から各部の教員

各地に遠征し，中高生に自分たちの研究や実験を体験

へ向けてキャラバン参加のよびかけがあり，所属する

してもらうというものです．私は昨年行われたこの活

研究室内に周知したところ，1 人の女子学生が興味を

動に一員として参加しましたので，会員の皆様に活動

もち，彼女を中心にキャラバンに参加することになり

内容，実際に参加してみての感想などを書きたいと思

ました．キャラバンには教員 1 人を監督責任者として

います．

付けなければならず，私が監督責任者となりました．
私は今までそのような活動に参加したことはありませ

理系応援キャラバン隊とは

んでしたが，若者向けの理科教育に興味をもっていた

理系応援キャラバン隊は平成 18 年に開設された女

こともあり，監督を引き受けました．研究室内の学生

性研究者に特化した諸問題に対応した支援策の企画・

に声を掛け，9 名の学生が参加してくれることになり

Report of the Caravan “Girls, Be Ambitious and Cheered!”
Masakatsu KAMIYA
Division of Molecular Life Science, Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University
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ました．その年の最初のキャラバンは北広島でした

な内容でブースを出すこととなりました．

が，キャラバンへの参加を決めたのが 6 月末というこ

・抗菌タンパク質「リゾチーム」を用いた溶菌実験

ともあり，最初の北広島は見学のみで帯広から参加す

・光駆動性膜タンパク質「ロドプシン」の変色実験

ることとなりました．帯広の参加に向けて週 1 回の

・パソコンによるさまざまなタンパク質の立体構造

ミーティングを 10 回程度行い，実験や展示の内容を

の表示

つめていきました．私たちの研究室はタンパク質を対

・分子模型を用いたアミノ酸分子の組み立て

象としているため，キャラバン隊においてもタンパク

・ポスターによるタンパク質の基本的な知識の説明

質を主題とした実験内容にしようというのは全員一致

上記内容を私も含めて役割分担をし，8 月 23 日の

していた点でありました．ミーティングの中で私たち

キャラバン（帯広）の参加を目指し準備を進めました．

の展示ブース名を「No Protein, No Life」とし，タンパ

キャラバンの参加

ク質とはどのようなもので，生命にとっていかに重要
な物質であるかを実験や展示を通して中高生の皆さん

本当であれば，各地での詳細について書きたいので

に知ってもらおうという大枠が決定されました．次に

すが，紙面の都合もありますので，ここではキャラバ

実際にどんな実験・展示を行うかについて議論しまし

ン全体について書きたいと思います．キャラバンに参

た．見た目のわかりやすさ，時間，スペース，経済

加してみて，各ブースが実験や展示内容に工夫を凝ら

性，安全性などを考慮しどのような内容の実験を行う

しており，この活動に対するスタッフの熱意を感じま

かについての議論はたいへん白熱しました．学生が積

した．参加した中高生も元気がよく，各ブースの実験

極的に議論するのを見ながら教員として嬉しい反面，

や展示に積極的に参加するようすが見られ，多くの参

ふだんの研究の議論より白熱することもあり心中は多

加者が各ブースを楽しんでくれたのではないかと思い

少複雑な気持ちになりましたが，最終的に以下のよう

ます．
自分たちについて書きますと，今回，私たちの研究
室は帯広，函館，札幌のキャラバンに参加しました．

平成 19 年度の理系応援キャラバン隊のスケジュール
キャラバンのようす（実験）

キャラバン隊メンバー

キャラバンのようす（分子模型）
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帯広，函館はどちらも札幌から車で片道 4 時間ほど掛

はないかと思います．

かるためバスでの移動は少々疲れました．現地では，

今回のブース出展で私も学生も自分たちの研究内容

複数の中学・高校を 1 日で回るため，最初のうちはた

をわかりやすく人に伝えることの難しさを改めて実感

いへんでしたが，段々と慣れていき，札幌のキャラバ

するとともに，実験や展示に素直に興味をもってくれ

ンでは私も学生も余裕をもってこなせるようになって

る中高生に喜びを感じました．イベントの準備に約

いました．

3 ヵ月間費やしたのは正直それなりの負担でありまし

実験では，リゾチームの溶菌活性により白濁した菌

たが，非常に有意義な日々を過ごすことができまし

液が透明になっていくようすやロドプシンが pH や塩

た．

濃度の変化によって色が変化するようすを観察しても

おわりに

らいました．実験自体は多くの方に楽しんでもらえま
したが，それとタンパク質の構造や機能との関連性を

女性研究者の割合が低い日本において，女子中高生

理解することは難しかったようです．パソコンを使っ

の理系進路選択支援は男女共同参画において非常に重

たコーナーでは身近なタンパク質の立体構造を表示

要な活動です．キャラバン隊は中高生の理系への興味

し，マウスを使って動かしてもらいました．参加者が

を促すという点で効果がありますが，このような試み

タンパク質の構造の多様性に驚き，形の美しさに感激

が始まったばかりということもあり実際の進路選択に

していたのは印象的でした．また，ヘモグロビンを例

おける効果は未知数です．しかしながら，このような

にタンパク質の構造と機能のかかわりを説明し，こち

活動が継続的に行われることにより，女子中高生の理

らは実際にパソコンで構造を見てもらいながらの説明

系進学率を上げる効果をもたらす可能性があるのでは

であったため，比較的理解してもらえた印象をもちま

ないかと今回の参加を通して感じました．この記事が

した．アミノ酸の分子模型の作成では，分子模型が小

皆様の男女共同参画の活動の参加を考える一助になれ

さいお子さんのおもちゃになっていたこともありまし

ば幸いです．

たが，そのようすは微笑ましく，学生も笑顔で対応し
ていました．

謝

辞

参加者のアンケートを見てみますと，「ふだんでき

キャラバン隊を主催された室長の有賀早苗先生をは

ないような実験ができてよかった」
，「イベントの参加

じめとした北海道大学女性研究者支援室のスタッフの

によって理科に興味をもった」などの感想が多く，多

皆様に感謝いたします．また，キャラバンの参加にご

くの中高生に理科に対する興味をもってもらえたよう

協力いただきました北海道大学の河野敬一先生，出村

です．しかしながら，
「将来理系の学部に進もうと思

誠先生，相沢智康先生に深く感謝いたします．図の作

いますか？」というアンケートには「進まない」また

成と写真撮影は塚本卓君と杉田圭太郎君に行っていた

は「わからない」との回答が非常に多く，1 回の参加

だきました．最後に，リーダーの久保恵美さんをはじ

で理系の進路選択に結びつけるのは難しいとも感じま

めとしたキャラバン隊の学生に感謝いたします．

した．また，「理系なのに学生スタッフに女性が多い
ことに驚いた」という感想が多く，
「理系は男子」の
イメージがいまだ根強く，このようなイメージを払拭

神谷昌克（かみや まさかつ）
北海道大学大学院先端生命科学研究院先端生命科学部門助教
連絡先：〒 060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目
E-mail: mkamiya@sci.hokudai.ac.jp
URL: http://lfsci.sci.hokudai.ac.jp/labs/infana/

することだけでも女子学生が理系へ進学しやすくなる
のではないかと思います．キャラバン隊で，女性ス
タッフを多くしたことは，この点で効果があったので

談
話
室
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学会のために使える日程と場所を大学で確保するのは
非常に困難になってきましたし，素人集団で学会の事
業を遂行する非効率は避けざるを得ないと思われま
す．それを思えば，第 40 回年会を名古屋大学で開い
たときには，まだこれほど忙しくなっていなかったの

支 部 だより

かとも思われます．このときの年会は主として名古屋
大学情報文化学部（旧教養部）で行われましたが，会

中部支部からのたより

期日の朝早くに，分散した多くの教室の鍵を開けて回
り，夜には手分けして各教室の机の整理整頓と戸締ま
りや，ゴミの回収・湯茶のサービスの後始末など国際
会議場を使えばしなくて済むことをたくさんやりまし
た．しかし，同じ大学，同じ地域にいても普段はほと
んど接触のない多くの人たちが協力して，手仕事で年
会をやり遂げたことはその後の財産になりました．

生物物理誌の編集委員から中部支部設立の経緯と現

第 40 回年会終了後，多くの人たちが年会を準備し

状などを書くように頼まれましたので，少し古いこと

遂行した情熱を継続させ，今後も研究教育に活かした

ですが，思い出しながら概観してみたいと思います．

いという思いを抱きました．日常的に交流する機会を

今私の手元に残っているわずかな資料を紐解いてみ

もっと多くもとうという機運の高まりから中部支部創

ますと，中部支部設立総会が平成 15 年 4 月 2 日名古

設にいたりました．幸いこの年会を実施する中である

屋大学理学部 C 館 4 階会議室（通称物理会議室）で

程度の剰余金が生まれ，半分を学会に寄付し，残りの

行われています．このとき支部規約を定め，その第 1

半分を中部支部創設の基金としました．

条に「この団体は中部地区における日本生物物理学会

支部がある程度の基金をもつことによって，支部活

員同士の交流を深め，研究教育の活性化を行うことを

動を積極的に行うことができます．これまでに行って

目的とする」としました．

きた活動として，特別講演（おもに外国人）の謝金，

なぜ中部支部を作ろうとしたかについて説明するた

若手活動の援助，研究会開催の援助などがあり，支部

めには，名古屋大学で開催された日本生物物理学会第

員からの応募に基づいて選考してきました．年に 1 度

40 回年会（平成 14 年 11 月）までのことを述べる必

支部の研究グループの発表を中心とした討論会を行い

要があります．歴史的に名古屋大学は日本の生物物理

ます．これは生物物理学会が年に 1 回（9-12 月頃に）

学発祥の地の 1 つとして，多くの人材を輩出してき

しか開かれないので，それを補完する意味をもたせま

ました．また，名古屋は地理的にほぼ日本の中心に位

した．ここでは討論会を研究交流の場とするととも

置し，交通の便がよいので数多く生物物理学会を開い

に，特に若手を中心に口頭発表（近年はポスター発表

てきました．そして中部地区の各大学・各部局に生物

に慣れているので口頭発表の緊張感を経験させる）を

物理の研究室が多数創設されました．かつての生物物

行い，教育的効果を狙いました．修士論文や博士論文

理学会はほとんど大学で開催されていました．ただ

を書き終えている 3 月に討論会を行うことが多くな

1 つの例外として第 37 回年会に理化学研究所で開催

ります．発表件数は 20-30 程度で，発表者は博士課

されたことがあります．しかし生物物理学会の発表数

程 3 年，修士課程 2 年，博士課程 2 年，博士課程 1 年，

と規模がだんだん大きくなり，大学で学会を開くのは

ポスドク，助手，助教授，教授の順で多くなっていま

大変な労力がかかることになってきていました．実

す．討論会参加者は 60-80 名程度です．毎年優秀な

際，第 40 回年会を名古屋大学で開いたあと，日本生

発表を 2 件選び賞状と商品を贈呈します．この討論

物物理学会は国際会議場などの施設で学会屋さんの協

会とドッキングして，総会をもち，1 年間の活動報告

力のもとで行うようになってきました（第 41 回朱鷺

と会計報告がなされます．講演発表後に懇親会をもち

メッセ新潟コンベンションセンター，第 42 回国立京

親睦をはかります．この討論会には名古屋大学の各部

都国際会館，第 43 回札幌コンベンションセンター，

局の研究室のみならず，名古屋工業大学，名古屋市立

第 44 回沖縄コンベンションセンター，第 45 回パシ

大学，藤田保健衛生大学，岡崎国立共同研究機構，三

フィコ横浜）
．法人化後の国立大学では研究者も院生

重大学などからの発表と参加者があります．支部の活

もまあたいへんに忙しい時代になってきましたから，

動として，このほか支部のホームページを常設し，規
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図 1 第 1 回討論会発表風景

図 2 第 2 回討論会懇親会風景

約や討論会や総会などの情報を流すとともに，特別講

周辺の地域を指す」とあります．ところが，生物物理

演会等の援助申請のフォームなどを掲載しています．

誌 2008 年 6 月号に「支部だより：北陸地区からのた

図 1 は名古屋大学野依カンファレンスホールで開催

より」の記事が出ていました．内容は福井県，石川県

された第 1 回討論会（平成 16 年 3 月）の発表会風景

にある研究室の紹介です．しかも北陸地区編集委員

を示します．図 2 は第 2 回討論会（平成 17 年 3 月）

が集めた記事でした．生物物理誌には中部地区と北

の懇親会風景を示します．最後まで残ってくれて，懇

陸地区から編集委員が選ばれています．このときの

親会の片付けを手伝ってくれた人々です．

中部地区は中部支部の範囲より小さい．たぶん生物

現在中部支部の範囲について少し問題が起きてい

物理誌の地区編集委員の分け方のほうが早くから行

ます．中部支部設立当初，どの範囲の県を中部支部

われていたので，中部支部の地区の分け方のときに

としてカバーするかについてかなり議論をおこない

それを考慮すべきであったかもしれません．しかし

ました．結局，地理学的な中部地区のよび方を参考

最近の生物物理学会ホームページの「支部活動」の中

にして中部支部に含まれる県を定めました．中部支

では中部支部の範囲が中部支部規約第 3 条に対応す

部規約第 3 条（構成員）には，「この団体の構成員は，

る形になっています．現在特に具体的な支障がある

中部地区に在住する日本生物物理学会員とする．こ

というわけではないようですが，このような齟齬の

こで中部地区とは，愛知県，三重県，岐阜県，静岡

あることを述べておきます．

県，長野県，福井県，石川県，富山県の 8 県とその

（名城大学理工学部
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若 手 の 声
第 48 回生物物理夏の学校を終えて 校長挨拶
副校長挨拶
08 年度・第 1 回若手の会全体会議報告

図1

第 48 回生物物理夏の学校を終えて 校長挨拶
若手の会で毎年開催している合宿型シンポジウム
「夏の学校」も今年で 48 回目となりました．今年は
関東支部が主催して，7 月 19-22 日の間，東京都の八
王子セミナーハウスにて第 48 回生物物理若手の会夏
の学校を開催致しました．生物に興味をもつ総勢約
90 名（男：女＝ 3：1）の若手研究者が，全国各地から
参加しました．生物物理夏の学校では，昼間は講師の
先生方による講義，夜は参加者による口頭・ポスター
発表を例年行っています．
19 日のオープニングは，大西俊一先生（京都大学
名誉教授），22 日のクロージングは，郷通子先生（お
茶の水女子大学学長）よりご講演いただきました．
20 日の分科会は並行して 2 つの講義を行う形態を取
り，『生体膜』と『システム生物学』というサブテー
マを設けました．生体膜では，楠見明弘先生（京都大
学），中野明彦先生（理化学研究所）
，山崎昌一先生
（静岡大学）をおよびしました．またシステム生物学
では，上田泰己先生（理化学研究所），大浪修一先生
（理化学研究所）
，斎藤成也先生（国立遺伝学研究所）
をおよびしました．21 日の分科会では，天羽優子先
生（山形大学），郡司ペギオ―幸夫先生（神戸大学）を
およびしました．さらに夏の学校の顔となる 21 日の
メインシンポジウムでは，テーマに『脳の階層構造
―細胞／神経回路／行動―』を掲げ，それぞれの階層
で，川戸佳先生（東京大学）
，深井朋樹先生（理化学
研究所）
，多賀厳太郎先生（東京大学）よりご講義い
ただきました．このように，今年の夏の学校ではテー
マを設けることで，系統的に深く学習できるよう企画
しました．実際に，講演中や講義後に非常に多くの質
問が投げかけられ，ご講演いただいた先生からも深く
理解している人が多いとの嬉しいコメントをいただき
ました．

約 40 名による白熱したポスター発表

図 2 郷通子先生（中央）と最終日参加者

初日（19 日）の夜は，参加者全員による研究交流
会と約 40 名によるポスター発表を行いました．研究
交流会では，参加者を 8 人程度の小さなグループに
分け，自分の研究について 5 分程度で紹介し，それ
に他の参加者が質問するスタイルを取りました．事後
アンケートによりますと，この交流会とその後引き続
き行なわれたポスター発表によって，一気に仲よくな
れたというコメントを多々いただきました．また 20
日夜には，事前に選考を行った 6 名の参加者による
口頭発表を行い活発な議論がなされました．
今年は特にはじめての参加者が多く，これまで会う
ことのできなかったさまざまな背景をもつ若手研究者
同士が交流できたのではないでしょうか．こうした人
脈が今後も支部セミナーなどを通じて広がることを，
われわれスタッフ一同願っております．
夏の学校の講義ノートや写真は，夏の学校のホーム
ページに掲載しました．どうぞご覧ください．
http://www.bpwakate.net/summer2008/
夏の学校を開催するにあたり，日本生物物理学会お
よび多くの企業の皆さまから援助をいただきました．
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認しました．
3）夏の学校運営方法について
提案者：西方公郎，柳澤実穂
夏の学校の開催地および運営は，来年度より，これ
までの 4 支部から北海道支部を含めた 5 支部でのも
ちまわりに変わります．開催地の支部スタッフだけで
は情報がきちんと伝達しないため，開催地以外の支部
からもスタッフ経験者や，スタッフとしての参加を希
望する若手がサポート役として運営に参加できるよう
提案しました．また事後アンケートによると，自費参
加が 67% を占めることから，特に遠方からの参加者
に若干の金銭的援助を出せるよう提案しました．
4）各支部近況報告
報告者：伊東大輔（北海道），柳澤実穂（関東）
，根
岸瑠美（中部），貞包浩一朗（京都・奈良），山本香織
（大阪）
，栗崎以久男（兵庫）
今年度は北海道と中部で支部セミナーが開催されま
した．北海道支部は来年度夏の学校初開催を前に，支
部活動も盛り上がりを見せており，スタッフの士気が
高まっています．また中部支部では，生化学若い研究
者の会・名古屋支部との共同開催で支部セミナーを行
い，長年活動が途絶えていた生化学若手・名古屋支部
の活動の立ち上げをサポートしました．
5）異なる夏の学校間の交流について
報告者：柳澤実穂
昨年末立ち上がった，夏の学校交流会についての報
告がありました．異なる夏の学校のスタッフ同士で交
流会を行い，互いの特徴を把握することで，よりよい
運営を行うことを目指します．今回の夏の学校開催前
には，生物物理夏の学校と生命科学夏の学校との間で
お互いのメーリングリストを用いて宣伝し合い，参加
を促しました．
6）2010 年度夏の学校
第 50 回記念特別企画の提案
提案者：西方公郎
開催回数を同じくする生命科学夏の学校との共同開
催を，第 50 回記念特別企画として行う案が出されま
した．今後，生化学若い研究者の会にも積極的に働き
かけて行きます．
7）大沢文夫氏講義文章化プロジェクトについて
報告者：豊田太郎，正木紀隆
これまでの夏の学校で，大沢文夫氏によって行われ
た講義を文章化するプロジェクトが推進されていま
す．進行現状の報告と，でき上がった講義録をどのよ
うに発表するかについて議論が行われました．

この場をお借りしてお礼申し上げます．
第 48 回生物物理若手の会夏の学校長関東支部長
お茶の水女子大学大学院今井研究室博士後期 2 年 柳澤実穂

yanagi@sweetcream.phys.ocha.ac.jp

副校長挨拶
夏の学校で副校長を務めました，西方公郎です．私
は，4 年前に関東支部で開催された第 44 回夏の学校
以来毎年参加しており今年で 5 回目となりますが，ス
タッフとしての参加は今回がはじめてでした．参加者
側では得られないさまざまな経験を積むことができま
した．しかし博士 3 年ではじめてスタッフをするこ
とは予想以上に負担が大きく，もっと早い時期にス
タッフができればと強く思いました．生物物理夏の学
校は，4 支部（来年度からは 5 支部）でもちまわり開
催しているため自由にスタッフとして参加することが
できません．この教訓から，各支部の特徴を出すこと
ができる支部運営制のよさを残しつつ，開催地以外か
らもスタッフ経験者やスタッフとしての参加に意欲的
な若手が，サポート役として夏の学校の運営に参加で
きるよう働きかけて行きたいと思います．
08 年度・第 1 回若手の会全体会議報告
第 1 回若手の会全体会議報告をさせていただきま
す．夏の学校開催中に，全国の支部スタッフが集まり
若手の会全体会議を行いました．今回も若手の会の将
来や，夏学の運営方法にかかわる重要な議題が多く提
案され，長時間にわたる話し合いが行われました．ま
た当会議において，来年度第 49 回生物物理若手の会
夏の学校の開催地が「北海道」に決定いたしました！
会議報告
全体会議日時：7 月 19-20 日
参加者：約 20 名
〈会議概要〉
1）夏の学校中間報告および会計報告
報告者：柳澤実穂，田村美恵子
講師は計 13 名，参加登録者は合計 89 名に上りま
した．また広告協賛は 20 社でした．例年に比べて広
告収入は少なかったのですが，今年は広報費用を徹底
的に削減しました．HP・ポスターは自主制作，予稿
集の印刷費用は半減することで，赤字を出すことなく
運営できました．
2）2009 年度夏の学校北海道開催に向けて
第 49 回夏の学校長：田村和志
この会議をもって，正式に 2009 年度第 49 回生物
物理若手の会夏の学校の北海道開催が決定しました．
夏学成功に向けて，北海道支部スタッフと全国のス
タッフ経験者，意欲的な若手が協力していくことを確

横浜市立大学大学院国際総合科学研究科生体超分子科学専攻
生体超分子情報科学研究室 博士後期 3 年 西方公郎

koro@tsurumi.yokohama-u.ac.jp
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話題はいつも盛り上がります．あるとき「今度寿司を
握って来て」と頼まれたのですが，大抵の日本人は自
分では寿司は握らず，私も握れないということをわ
かってもらうのに苦労しました．また，私は昼食用に
家から弁当をもってきているのですが，おかずがきち

海 外 だより
Yale 大学

ん と 分 け て 詰 め ら れ て い る こ と が 珍 し い ら し く，
「Fumi のランチはいつもよくオーガナイズされていて

Charles Greer 研究室

素晴らしい！」と予想もしなかったポイントで褒めら
れたこともありました．その他の話題では政治の仕組
みや歴史のことが多く，海外にいるからこそ日本のこ
とをきちんと見直す必要性を感じています．年齢も国
籍も違うさまざまなバックグラウンドをもつ人たちと
一緒に研究できるのはアメリカならではだと思いま
す．このような環境を体験できただけでもこちらに来

はじめに

て得るものはあったと感じています．

2004 年 7 月に国際学会で日本に来られた Greer 教

「嗅上皮や嗅球などの嗅覚系器官の発達機構の解明」

授と直接話ができたことをきっかけに Yale 大学で研

が研究室の中心テーマであり，このテーマに沿ってお

究を行うことになりました．実際に Connecticut 州

のおのが独自の研究目標をもっています．ちなみに私

New Haven に私が引っ越したのは 2005 年 10 月のこ

は嗅球の投射ニューロンである僧帽細胞の樹状突起の

とですが，最初の 1 ヶ月は本当にたいへんでした．住

発達を制御する分子機構の解明を目標に研究していま

む家も車もない．家がやっと決まっても電気やガスの

す．各自の研究の進め方については Greer 教授が細部

契約は自分が電話で行わなければなりません．思い

まで指示されることはあまりありません．基本的には

切って電話をかけるのですが，相手の英語は半分も聞

個人のやり方，考え方が尊重されています．各個人が

き取ることができず，こちらのいうこともなかなか理

きちんと考えながら研究を進めていくというのは

解してもらえません．何とか契約はできたのですが，

Greer 教授が大切にされていることの 1 つらしく，実

後日届いた請求書で私の名前が正しくスペルされてい

験結果について議論するときも必ず私たちの解釈や意

るものは 1 つもありませんでした．最初のうちこそ

見が先に求められ，その後で教授自身も意見されさら

こんな感じで本当にやっていけるのか不安でしたが，

に深く議論を進めていきます．このような研究室です

研究室メンバーや周りの友達に助けられて早くも 3 年

ので，教授がいない場所でも得られた結果の解釈や実

が経とうとしています．今ではアメリカ生活を楽しめ

験がうまく行かなくて困っているなどの話がポスドク

るほどにまでなりました．本稿では，アメリカでの研

や学生の間で自然に交わされ，研究室内の雰囲気も非

究や生活について私が実際に体験したことや感じたこ

常に活発なものとなっています．それでも，研究を進

とを少しでも皆さまにお伝えできればと思います．

める上で大事なことは日本でもアメリカでも同じで，
国の違いによる大差はないというのが率直な感想で

Greer 研究室での生活

す．研究生活という点で私が日本にいた頃といちばん

私が所属している Greer 研究室は現在 5 名のポスド

変わったのは朝が早くなったということでしょうか．

ク，1 名の学生，2 名のテクニシャンを中心に研究が

日本にいた頃の私を知っておられる方にはとても信じ

進められています．この他にもサマープログラムや

てもらえないかもしれませんが．

ローテーションなどで実験を学びに来ている学生が常
に数名はおり，いつも非常に賑やかです．その中でも

New Haven での暮らし

テクニシャンをしてくれている Doroles はなんと 70

Yale 大 学 の あ る Connecticut 州 New Haven は New

歳を超えているのですが，研究室の中でもいちばん元

York と Boston のほぼ中間に位置しており，それほど

気で，みんなの人気者です．各人の出身はアメリカの

大きくはないので街の北にある East Rock とよばれる

他にアルゼンチン・スペイン・フランス，そして日本

小高い崖の上から眺めると一望できます．アメリカ

と多岐に渡っていますので，研究以外ではやはりそれ

でもこの地方ははっきりとした四季があり，春には

ぞれの国のことがよく話題になります．特に食べ物の

桜，秋には紅葉が楽しめます．特に桜はこちらには
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ないかもしれないと考えていたので，近くの公園に

を満喫するためのポイントといえるかもしれません．

とても綺麗に咲いているのを見つけたときは本当に

車で 2，3 時間も走れば大きなスキー場がありますし，

嬉しかったです．しかも周りに人がほとんどいな

ワカサギ釣りのようなものも楽しめるようです．ま

かったので，しばらく独り占めしていました．夏は，

た，隣の Massachusetts 州には温泉ではないのですが

気温は高くても乾燥しているので過ごしやすく，サ

日本的な銭湯があるらしく，この冬はぜひ行ってみ

マータイムの影響もあって夜 9 時くらいまで明るい

ようと思っています．

です．仕事が終わった後に自宅の庭でバーベキュー

New Haven は一昔前までは全米でも有数の治安の

している人をよく見かけます．また街の中心にある

悪い都市として有名でしたので，今でもそういった

広場では野外コンサートも開催されます．ただ残念

印象をもっておられる方も多いのではないでしょう

ながら冬は寒く長く，夏とは逆に 5 時くらいにはも

か．確かに治安の比較的よくない地域というのは今

う真っ暗になってしまいます．それでもクリスマス

でもあります．しかし，そのような地域に行かない

シーズンは多くのパーティーが開催されて楽しいの

ように気を付けている限り歩いていても危険はまっ

ですが，その後春が到来するまでがとても長く感じ

たく感じません．私の家は前述した East Rock の麓に

ます．5 月になっても街には枯木が多く，このまま春

あるのですが，通勤には大学が運行するシャトルバ

が来ないのではないかと不安になるくらいです．こ

スを使っています．このシャトルバスは Yale 大学関

の時期をいかに楽しむかが，New Haven での暮らし

係者なら無料で利用できます．しかも 24 時間運行し
ていて午後 6 時以降は家の前まで送ってくれますの
で，夜中に帰ることになっても非常に安全です．不
安を口にされる方に私はいつも「ぜひ一度訪れてみて
ください．きっと印象が変わります．」といっていま
す．そして実際に訪れてくださった方は皆，歴史を
感じさせる街並とそこに溶け込んだ Yale 大学の雰囲
気を褒めてくださいます．
おわりに
私が渡米前にいちばん心配していたのはやはり英
語でした．しかし一旦こちらに来てしまうと，英語
が話せないことを不安に思っている余裕すらありま
せんでした．完璧な英語を話そうとすればするほど

図 1 現在の Greer 研究室のメンバー．後列中央が Greer 教
授で，右隣が筆者．Photo credit: Harold Shapiro

言葉が出てきませんので，とにかく思いつく単語を
つなげて話す毎日でした．それでも何を伝えたいの
かを明確にしている限り，相手は理解してくれます．
もちろん間違った英語を使い続けることがよいこと
だとはいいませんが，英語が不安ということで留学
をためらっている方がいらしたらそれはとても勿体
ないことだと思います．
本稿のおわりにあたり，慣れないアメリカ生活を助
けてくれている研究室メンバーや友人，家族，そして
日々の生活をとても充実したものにしてくれている妻
の百可と猫のバンバンに感謝します．

図2

Department of Neurosurgery, Yale University School of Medicine

East Rock から眺めた New Haven

今村文昭



