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海外だより
日本生物物理学会ニュース
本学会公告／共催・協賛・後援等行事／賞・助成／公募

生物物理トピックス「新進気鋭シリーズ」について
日本生物物理学会は，年会において生物物理学の
発展に貢献しうる優秀な一般演題を若手から募集
し，その中から「若手招待講演者」として招待講
演をお願いしています．
生物物理編集委員会では若手会員の積極的な研究

活動を支援するため，生物物理「トピックス」に
ふさわしい記事の執筆依頼をすることとし，とく
に若手登壇者からの採択原稿については，
「新進気
鋭シリーズ」としてご紹介してまいります．
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およそ 30 年前，私はできたての京大の理学系研究科・生物物
理学専攻を終了し，研修員という経済的に何のサポートもない身
分で研究生活を行っていた．当時「ポスドク（PD）
」という言葉
は海外留学に用いられており，日本では多くの博士号取得者がバ
イトで生活費を稼ぎ，「オーバードクター（OD）
」とよばれる研
究生活を余儀なくされていた．当時，OD 問題は「高度経済成長
政策」により生じた社会矛盾の 1 つとされ，この矛盾に関する
NHK 教育テレビシリーズ番組の 1 つとして取り上げられること
になった．当時京大の理学系研究科は OD のメッカで，恐らくそ
の数は日本一であったと推測され，NHK はさっそく取材を申し
込んできた．理学系研究科から 3 名の OD が選ばれ，約 1 週間に
渡って取材を受けることになり，生物系を代表して私が栄えある
スター？ に選ばれた．丁度，奈良で国際会議があり，ポスター
発表で欧米の研究者とディスカッションをはじめると，テレビク
ルーが光々とライトをつけて撮影をはじめ，後で周囲の研究者か
らなぜおまえの発表がそんなに注目されるのだと質問され，返答

時代はめぐる，
OD と PD
巻／頭／言

に困った記憶がある．取材の最終日に実験室でインタビューが行
われ，とにかく窮状を訴えてくださいといわれた私はカメラ目線
で「もう，XX にでもなるしかないですね」と思わず放送禁止用
語を喋ってしまったが，放送ではこの部分はカットされていた．
番組コメンテーターのロンドン大学経済学部の某教授は番組中で
私のことを，海外留学したほうがよいなどどコメントしていた
が，退路を断って海外留学の準備を始めたときに，ひょんなこと
から，見ず知らずの現岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所
の助手ポジション公募に応募して拾われ，研究分野もテーマも変
わったが，幸いにも研究者として生き残ることができた．
時代はめぐりめぐって，「大学院重点化と PD 1 万人計画」政策
の結果，現在多くの PD が将来に不安を抱いて研究生活を行って
いる．私は最近，植物学関連のある学会の広報委員会にかかわっ
ていて，PD 問題のアンケート調査を行いこれに基づくシンポジ
ウムを行った．紙面の都合で触れることができないが，問題の深
刻さは OD 問題の比ではなく，また，これらの状況を見た学生・
院生が研究生活を回避するということで，日本の基礎研究の将来
を根幹からゆるがしかねない要素も含んでいる．これに対する迅
速かつ適切な対応が望まれる．
徳富

哲，Satoru Tokutomi

大阪府立大学大学院・理学系研究科
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ディジタルシグナル変換場としてはたらく誘導ラフトドメイン
鈴木健一1,2，
楠見明弘1,3
1

京都大学物質―細胞統合システム拠点

2

科学技術振興機構PRESTO

3

科学技術振興機構ICORP膜機構プロジェクト

Hypothetical membrane domains, called lipid raft domains, have been investigated, using single-molecule tracking. Such domains are
formed on-demand upon stimulation-induced clustering of raft-associable receptors. Furthermore, signaling molecules are recruited to
such induced rafts transiently (of the order of 0.1 s). Therefore, we propose that raft-related bulk intracellular signals that tend to last
over 1000 s might be pulse coded or frequency modulated by the pulse-like digital activation of individual molecules, and that the intensity of the bulk signal might mainly be determined by the number of pulses at a given time.
single-molecule tracking / plasma membrane / signal transduction / raft domains

が長い間疑問であった 5)．近年，GPI アンカー型タン

はじめに

1.

パク質のシグナル変換は，ラフトを介して起きている

近年，「ラフト仮説」が大きな注目を集めている．

と考える研究者が増えている．しかし，これがどのよ

細胞膜上には，ラフト領域という特殊な膜領域が存在

うにして起こるのかはまったくわかっていなかった．

し，そこに，さまざまなシグナル分子が濃縮されて相

最近，われわれは，1 分子レベルでの膜分子の運動 6), 7)

互作用を行い，シグナル変換をおこなうという仮説で

や分布・反応 8) を調べる方法を開発し，これを GPI ア

ある

．ラフト領域は，細胞の増殖や接着，免疫な

ンカー型受容体シグナル伝達系に適用し，受容体が生

ど，非常に広範囲にわたる生命現象において，シグナ

細胞中でラフトを介してはらたく仕組みの一端を解明

ル変換のためのプラットフォームとしてはたらいてい

した 9), 10)．本稿では，その研究結果を解説したい．

1)-4)

ることを示唆するデータが蓄積しつつある．
ラフトの構造は，あくまで仮説ではあるが，図 1 に

2.

示すようなものであると想定されている．膜の外層に
はスフィンゴ糖脂質，コレステロール，GPI（glyco-

刺激によって GPI アンカー型受容体は会合し，
誘導ラフトを形成する
具体的な実験系として，CD59 という GPI アンカー

sylphosphatidylinositol）アンカー型タンパク質などが，
内層には Src family kinase（SFK）や Gi, H-Ras などの

型受容体のシグナル変換機構を調べた．CD59 は補体

G タンパク質など，飽和脂肪酸修飾を受けたシグナル

第 8 成分（C8）の受容体で，自己の補体による攻撃

分子が濃縮されているとするものである．

から細胞を守るシグナル経路の最初にある受容体であ

ところで，細胞膜上の受容体のうち約 10% は，細

る．C8 を添加すると CD59 は会合する．他の多くの

胞外にあるタンパク質部分が GPI とよばれるリン脂質

受容体と同様に，ここでも受容体の会合がシグナル伝

に共有結合することにより細胞膜にアンカーされてお

達を誘起する（図 2a(1)）．多数の抗 CD59 抗体を結

り，GPI アンカー型受容体とよばれている．この受容

合させた直径 40 nm の金粒子で CD59 を集合させて

体は細胞膜内側には露出していないので，どのように

も，IP3 信号系路の活性化による Ca2 スパイク，IP3

して細胞外からのシグナルを細胞内に伝えているのか

生成，Src-family kinase（SFK）の活性化などの細胞内

Induced Raft Domains Working as a Platform for Digital Signal Transduction
Kenichi G. N. SUZUKI1,2 and Akihiro KUSUMI1,3
1
Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto University
2
The Dynamic Mechanism of and Fundamental Technology for Biological System, Precursory Research for Embryonic Science and Technology
(PRESTO), Japan Science & Technology Agency (JST)
3
Membrane Mechanism Project, International Cooperative Research Project (ICORP), Japan Science & Technology Agency (JST)
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図1
ラフトの模式図．

シグナルを誘起させることができる．1 個の金粒子直
下には平均 6 個の CD59 分子が集積される条件を用い
た．通常の実験では，このような会合体が，細胞あた
り平均 600 個でき，3,600 個の CD59 分子が信号入力
に参加している条件を用いた．この条件下で，細胞の
シグナルは非常に安定して起こる．
さらに興味深いのは，CD59 会合体にコレステロー
ルやガングリオシドが濃縮されたが，非ラフト分子は
集まってこなかったことである．すなわち，CD59 が

図2
（a）CD59 会合体ラフトにシグナル分子が集まり，STALL が誘導さ
れ， そ こ で，IP3 シ グ ナ ル が 誘 起 さ れ る と い う 作 業 仮 説．（b）
CD59 会合体ラフトの典型的軌跡．時間分解能 33 ミリ秒で 10 秒
間の軌跡．CD59 会合体ラフトは拡散（黒い軌跡）と STALL（軌跡
の赤色部分，青でハイライト）を繰り返す．

会合することで，大きく安定なラフトドメインが初め
て誘導形成されることがわかったのである（図 2a
(1), (2)）
．これを，CD59 会合体ラフトとよぶことに
する．

3. CD59 会合体ラフトの異常な拡散挙動：STALL

（STALL ＝失速の意）と名付けた（図 2a(5)）．さらに，

細胞膜上で個々の CD59 会合体ラフトを観察する

細胞膜からコレステロールを部分除去したり，アクチ

と，単純ブラウン運動と一時停留を繰り返すというき

ン線維を部分破壊したり，SFK や Gi の活性を薬剤

わめて特異な挙動が観察された（図 2a(5)）．この 2

処理により阻害すると STALL が消失すること，しか

状態にある時間は，おのおの指数関数の分布をもち，

も，これと同時に，IP3-Ca2 シグナルも消失すること
がわかった．つまり，STALL は，動態として面白い

寿命はそれぞれ約 1.2 秒と約 0.6 秒であった．つまり，
すべての会合体ラフトは，一時停留と拡散を約 1：2 の

ばかりでなく，CD59 のシグナル変換の根幹に密接に

割合で繰り返すという誰も予想していなかったような

かかわっていることがわかってきたのである．

拡散運動を示したのである（図 2b）．
多数分子の平均運動を調べる方法，たとえば，FRAP

4.

（蛍光退色回復法）や FCS（蛍光相関分光法）などでは，
このような奇妙な運動の発見は難しいであろう．また，

CD59 会合体ラフトへのシグナル分子の
短寿命リクルート
そこで，シグナル分子が CD59 会合体ラフトにやっ

2 次元液体の細胞膜では，分子は運動していてあたり
前であり，その中で拡散運動が停止するというのは，

てくるところを 1 分子観察し，リクルートと STALL

そこできわめて面白い制御機構がはたらいていること

の時間相関を調べることにした．これには，きわめて

を示唆している．そこで，このような一時停留を，

進んだ 1 分子法，すなわち，会合体ラフトと，GFP

Stimulation-induced Temporary Arrest of Lateral diffusion

標 識 し た Lyn（SFK の 1 種）
，Gi，PLC な ど の シ グ
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図3
1 分子同時観察による Lyn-GFP の CD59 会合体ラフトへのリクルートのようす．

ナル分子の同時 1 分子観察法を開発し，それを用いた

分子の平均を見ていたのでは，まったくわからなかっ

（図 3 は，Lyn の会合体ラフトへの短時間リクルート

たであろう．

を示す）．この困難な実験は，収穫も大きく，以下の
ようなめざましい発見があった（図 2，図 3）．拡散

5. 誘導ラフトにおけるディタル式シグナル変換機構

している会合体ラフトには Lyn が頻繁にリクルートさ
れてきている（図 2a(3)）
．そこに，さらに Gi がリ

本研究で調べた 3 種のシグナル分子はすべて，会合

クルートされると（図 2a(3)）
，0.3 秒以内に会合体ラ

体ラフト上での滞在時間は，予想よりもはるかに短か

フトは STALL を起こす．

く，0.1 秒のオーダーであった（図 2a）
．従来のイメー

Gi は Lyn の直接の上流シグナル分子であるので，

ジング法で見られるような，多数分子の合計シグナル

同じ会合体ラフトにリクルートされることで Lyn を活

は 1,000 秒のオーダーで継続するのに比べると，1 万

性化すると考えられる．活性化された Lyn は膜の表裏

分の 1 の時間である．この 2 つの現象は，どのように

をつなぐ未知の膜貫通型タンパク質（図 2a(4) の X）
，

統一的に理解できるのであろうか？
図 4 上のグラフは，イメージング法などで得られ

膜骨格アクチン線維に結合している未知のタンパク質
（Y）などをリン酸化し，これが会合体ラフトのアク
チン線維への結合，すなわち STALL を誘起すると推
定している（図 2a(5)）．
しかも，PIP2 から IP3 を産生する PLC が，会合体

ラ フ ト に STALL 中 に の み リ ク ル ー ト さ れ て き た
（図 2a(5), (6)）．すなわち，STALL 領域でのみ，PIP2

から IP3 が産生されていると考えられる．ところで，
STALL の継続時間は 0.6 秒程度であったので，PLC

の会合体ラフト上での滞在時間はさらに短いはずであ
る．実際に測定すると，平均で 250 ミリ秒であった．
酵素の turnover 速度を考えると，この時間内に，約 50
個の IP3 分子が PLC の 1 回のリクルートで産生され
ることになる．これが ER の IP3 受容体を開いて，カ
ルシウムシグナルを発生している（図 2a(7)）．すな
わち，STALL 領域は，細胞外から CD59 にやってきた
シグナルを細胞内のカルシウムシグナルに変換するプ

図4
細胞内シグナルの構成の概念図．

ラットフォームなのである．このような機構は，多数
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るような，細胞のある領域での合計シグナルの時間変

も り が な さ れ る よ う に な っ た（直 径 が 15-50 nm 程

化で，通常観察されるアナログ的変化を示している．

度）11)-13)．一方，ラフトやラフトに出入りする分子の

このような数分から数十分続くようなシグナルは，

挙動は，FRAP で大雑把に速度を測って意味があるほ

1 分子のレベルで見ても 1 分〜数分間の活性化として

ど単純な過程ではないことは，上述の通りである．確

観察できるものと仮定してきた（モデル A）．しかし，

率過程論的な過程であることに加えて，いくつかの過

個別の分子がモデル A のような活性化パターンを示

程が並行して起こっているので，通常の方法で何が起

すと，それらの分子の合計からシグナル強度も時間も

こっているかを解明することは難しかったのである．

一致する合計シグナルのグラフを作るのは，システム

1 分子法を用いてはじめて，ラフトの形成機構，シグ

制御の観点からいうときわめて難しい．他の分子の不

ナル分子のリクルート機構とシグナル変換機構が見え

活性化時間を予測しながら，次の分子を活性化するタ

はじめたといってよい．

イミングを決めなくてはいけないからである．それ

シグナル伝達を特定の場所で起こさせたり，シグ

を，細胞がどのようにやっているかというのは想像も

ナルを安定して発生させたりするという視点から，

つかなかったのである．

足場タンパク質が注目を集めている．ラフト領域は，

しかし，本研究によって，ラフトにおけるシグナ

似たような機能をもつが，安定した組成や構造をも

ル変換では，1 分子のはたらく時間は 0.1 秒オーダー

たず，ダイナミックな相互作用を行うところが特徴

であることがわかった．つまり，信号系全体の応答

である．そこで，（1）ラフト領域の可塑性を利用し

時間に比べると，1 分子の発生するシグナルは，パル

て，シグナル伝達のパスを変えたり，一気に多くの

ス状であることがわかったのだ（モデル B）．そうす

シグナルパスにシグナルを流したりというようなこ

ると，信号全体のある時間での強度は，大雑把には

とが可能なのではないか？ （2）外部シグナル強度に

パルス数で決まることになり，これなら制御がきわ

応じて，ラフトの数を変えるだけでなく，大きさも

めてやさしい．現在，私たちは「細胞膜でのシグナル

変えてシグナル強度や持続時間を制御しているので

変換の基本はディジタル式」という作業仮説をもと

はないか？

に，研究を進めている．個々のパルスの大きさは，

じて，細胞内シグナル系のシステム論的理解に貢献

実際には，モデル C のように，ばらついているもの

したいと考えている．

と 考 え て い る． こ れ は， シ ス テ ム 工 学 的 に は フ ァ

文

ジー制御とよばれるもので，これらの実態を明らか
にしていきたい．また，他のラフト分子，さらには，
ラフトにかかわらない受容体のシグナル変換につい
ても検討を進めている．

などの疑問にも答えたい．これらを通
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ラフト仮説
raft hypothesis
細胞膜では，GPI アンカー型タンパク質，スフィ
ンゴ糖脂質，コレステロールなどが集まって膜ド
メインを形成することがあり，それが信号伝達

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

のプラットフォームとしてはたらくという仮説．
（320 ページ）
（鈴木ら）
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IscA
ここに描かれたタンパク質の立体構造は，どこ
か妙である．この構造が，同じアミノ酸配列をも
つ 4 個のポリペプチドから形成されていることを
知れば，一段と妙に感じるに違いない．絵の第 1
象限（右上）と第 3 象限（左下）は，どちらも 1
つのポロペプチド鎖が丸まってサブユニットを形
成している．ところが，第 2 象限（左上）と第 4
象限（右下）のポリペプチド鎖は，お互いに  ス
トランドを延ばしあって，絡まり合っている．し
かしポリペプチド鎖のつながりを無視して，第 2
象限の構造あるいは第 4 象限の構造だけをよく見
てみると，それらは第 1 象限や第 3 象限の構造と
そっくりであることに気がつく．ポリペプチドが
立体構造を形成するときに，おもな相互作用を自
分自身の中で閉じるか，あるいは向かいに存在す
る同一ポリペプチドと相互作用するかで，2 種類
の立体構造を形成しているのである．この 4 量体
構造は，機能を発揮するときの構造ではないらし
い．第 2 象限の構造を形成する 1 つのポリペプチ
ドと，第 3 象限のサブユニットが相互作用して 2
量体を形成している構造が，機能を発揮する構造
と考えられている．
IscA とよばれるこのタンパク質は，矢印の先端
にある鉄―硫黄クラスターが生合成されるときに，
足場として活躍するタンパク質である．ここで合
成される鉄―硫黄クラスターは，この補因子を必要
とする電子伝達系タンパク質や DNA / RNA 代謝に
関与するタンパク質に受け渡される．ホモ 2 量体
が 1 つの鉄―硫黄クラスターと相互作用しているの
で，鉄―硫黄クラスターと各サブユニットとの相互
作用様式はほぼ同一と考えるのが普通である．し
かし IscA は，ここでも一般的なタンパク質とは異
なる描像を示す．鉄―硫黄クラスターは，4 つのシ

ステイン残基にある硫黄原子と共有結合するが，
4 つのうち 3 つのシステインは 1 つのサブユニッ
トから供給されている．絵では，第 3 象限のサブ
ユニットが左右下と右上から計 3 本の手を鉄―硫黄
クラスターに伸ばしているのがわかる．第 2 象限
のサブユニットは，鉄―硫黄クラスターの裏側に向
かって 1 本の手を出しているのみである．まった
く同じポリペプチド 4 本が集合して形成されてい
る立体構造にもかかわらず，どうして，こんなに
も非対称性が生み出されているのだろうか（PDB1)
ID: 1x0g2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Morimoto, K., Yamashita, E., Kondou, Y., Lee,
S.J., Arisaka, F., Tsukihara, T. and Nakai, M.
(2006) J. Mol. Biol. 360, 117-132.
(J. K.)
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軸糸ダイニンの構造と仕組み
吉川雅英，八木俊樹

京都大学大学院理学研究科

Eukaryotic cilia and flagella are highly specialized organelles that play important roles in generating motions and sensing flows. Here, we
review recent progresses in cilia / flagella studies, focusing on their structural studies by cryo-electron microscopy.
flagella / dynein / cryo-electron microscopy

きて腎不全を発症する．以上のように，鞭毛・繊毛の

はじめに

1.

構造と機能を理解することは生物の仕組みや病気のメ

筆者（吉川）は教養の生物学の講義で，馬渕一誠先

カニズムを理解する上でも重要になってきている 4), 5)．

生（現・学習院大学教授）が鞭毛の中の 9＋2 という

鞭毛 / 繊毛の内部には軸糸（axoneme）とよばれる

構造を黒板に描いたときに「生物の中にも，こんなに

共通の構造があり，微小管が周辺に 9 本（A 小管と B

整然とした綺麗な構造ができるのか」と驚かされたこ

小 管）， 中 央 に 2 本（中 心 微 小 管） が 収 ま っ て い る

とを今でもよく覚えている．なぜ，外側の微小管の数

（図 1a）．周辺微小管上には 2 種類の軸糸ダイニンが

は 8 本でも 10 本でもなく 9 本なのか？

あ る（内 腕・ 外 腕 ダ イ ニ ン 図 1a, b）． ダ イ ニ ン は，

微小管と微

小管の間にあるダイニンはどうやって動くのか？

ATP の加水分解で得られるエネルギーを使って A 小

その講義から 20 年以上経つが，上に述べたものを

管とこれに隣接する B 小管の間に滑り運動を起こす．

含め鞭毛 / 繊毛に関しては今でも解決していない疑問

鞭毛の波動運動は，微小管の間の滑りによって生じ

が多い．本稿では軸糸ダイニンに関する研究の最近の

るタイミングのずれた 2 種類の屈曲が軸糸の根本から

進歩について電子顕微鏡による構造解析を中心に解説

先端に向かって伝搬していくことで生じている．はじ

する．なお，細胞質ダイニンの構造とモーター活性に

めの屈曲（Principal bend）は，中心小管からみて軸糸の

ついては文献 1 が詳しいのでそちらも参照されたい．

片側に並ぶダイニンが力を発生し，それとは反対側の
ダイニンは微小管と結合しない状態（リラックス状態）
にある．一方，反対方向への屈曲（Reverse bend）のと

鞭毛 / 繊毛のはたらきと構造

2.

きには，先の力発生状態・リラックス状態が逆転する．

鞭毛 / 繊毛は，精子やゾウリムシなどの運動器官と

したがって軸糸には，滑り運動が決まったタイミング

して古くから知られている．さらに，それらがさまざ

で決まった場所にだけ起こる，というような精巧な仕

まな生命現象にかかわっていることが最近明らかにさ

組みが備わっている筈である．

れてきた．たとえば，マウス初期胚のノードには繊毛
があって，その動きにより体の左右性が決定されてい

3.クライオ電子顕微鏡による軸糸とダイニンの観察

る 2)．ヒトにおいても同様の仕組みで左右が決定され
ており，ノードの繊毛の異常による内臓逆位が起こる

最近のプロテオミックスやゲノムの情報から，軸糸

代表的な病気としてカルタゲナー症候群がある．ま

には数百ものタンパク質が関係していることがわかっ

た，腎臓の上皮細胞に 1 本ずつ生えている原始繊毛

てきた 6)-8)．しかし，多数のタンパク質が，決まった

（primary cilia）は水流を感知するセンサーとして働いて

場所，決まったタイミングで働く仕組みを調べるため

おり ，その機能が失われると，腎臓に嚢胞が多数で

には，今までとは違ったアプローチを必要とする．こ

3)

Structure and Mechanism of Axonemal Dyneins
Masahide KIKKAWA and Toshiki YAGI
Graduate School of Science Kyoto University
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図1
軸糸の（a）根本側から見た断面図，
（b）周辺微小管上の外腕・内腕ダイニンの配列 18)．DRC: dynein regulatory complex（ダイニン制御複合
体）
（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）

の数年で進歩したアプローチの 1 つに，クライオ電子

た 11)（図 2c）
．ここでは，外腕ダイニンと精製した

顕 微 鏡 に よ る 軸 糸 の 観 察 が あ る． 軸 糸 の 直 径 は 約

チューブリンを混ぜて重合させることで，微小管上に

200 nm で，光学顕微鏡の解像度と同程度である．軸

ダイニンを規則正しく並べた．面白いことに，この複

糸の中の個々の分子のようすを明らかにするために

合体の中では，2 つの微小管がねじれながら絡み合い

は，光学顕微鏡よりもはるかに解像度の高い電子顕微

その内側に外腕ダイニンが結合しているので 12)，1 枚

鏡による観察が必要となる．ただし，タンパク質分子

のクライオ電子顕微鏡像の中で外腕ダイニン―微小管

を重原子で染色して観察する従来の方法では，生体分

複合体をいろいろな角度から観察することが可能であ

子自身を観察しているわけではないので，その内部構

る．そのため，らせん対称性と単粒子解析の方法を組

造を解析することは難しい．この問題は，試料を急速

み合わせることにより，外腕ダイニン分子をトモグラ

凍結して分子そのものを観察するクライオ電子顕微鏡

フィー法よりも高解像度の 2.7 nm で 3 次元再構成す

法によって解決される．さらに画像処理を組み合わ

ることに成功した．このような高解像度が得られたの

せ，目的分子の 3 次元構造を観察することも可能と

は，われわれの方法では，試料が電子線に曝されるの

なってきた．

が 1 度だけで損傷が少なかったことも理由の 1 つであ

2006-07 年に，緑藻クラミドモナス鞭毛軸糸の 3 次

ろう．

元構造がクライオ電子線トモグラフィー法を用いて解
析された（文献 9, 10，図 2a, b）
．この方法は，多方

外腕ダイニン分子の構造

4.

向から撮影した像をコンピュータで処理することで 3
次元像を再構成するというもので，病気の診断に使わ

上記の 3 つの論文から得られた最も重要な知見は，

れる X 線 CT（Computed Tomography）と同じ原理を用

ATP 加水分解活性をもつ外腕ダイニン重鎖と微小管の

いている．この方法の利点は，1 つの分子または複合

位置関係である．クラミドモナスの外腕ダイニンは分

体からでも 3 次元像が得られることであり，生体内の

子量 2MDa の大きなタンパク複合体で，3 つの重鎖と

構造のように試料によって形に違いがあるものの観察

2 つの中間鎖，10 ほどの軽鎖からできている．重鎖の

に適している．ただし，さまざまな方向から撮影する

4500 ア ミ ノ 酸 の う ち，C 末 端 側 3 分 の 2 は 6 つ の

ために必然的に多くの電子線を試料に当てることにな

AAA ドメインからなる頭部と，微小管結合部位であ

り，電子線が試料を「焼いて」しまうという副作用が

る ス ト ー ク が 占 め る（図 3a）．AAA ド メ イ ン と は

ある．そのため，電子線強度をあまり上げられず，細

ATPases Associated with diverse cellular Activities を意味し，

かな構造は見えづらい．実際，上記の文献で得られた

このファミリーに属するタンパク質は一般に円盤状の

軸糸の解像度はそれぞれ，4 nm 程度にとどまり，2 次

構造を取る．

元結晶（0.2 〜 1 nm）や単粒子解析（0.4 〜 2 nm）と

ダイニン重鎖の円盤構造が微小管に対してどのよう

いった他のクライオ電子顕微鏡像からの 3 次元再構成

な向きかという情報は，動作機構を理解する上で重要

法に比べると解像度が低い．

である．ダイニンと同じ AAA ドメインをもつシャペ

一方，われわれは別のアプローチでクラミドモナス

ロンやタンパク分解酵素の多くは，AAA ドメインの

のダイニンと微小管の複合体の 3 次元構造を観察し

円盤に対して基質が垂直に位置するが，ダイニンの場
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合はどうなっているのだろうか？

図 2 に示すよう

5.

に，外腕ダイニン重鎖の頭部を形成する 3 つの円盤構
造はそれぞれ，A 小管に対して円盤面を微小管に向け

ダイニン分子間に新たに見いだされた
リンカー構造

て重なり合っている．他方，この外腕ダイニンは隣接

また，クライオ電子顕微鏡による解析によって軸糸

する B 小管（紙面手前に外腕ダイニンと重なるよう

の中ではダイニン同士が機械的につながっていること

に存在する）にも，それぞれの頭部から突き出すス

もわかってきた．各文献で共通に観察されているもの

トークを介して ATP 依存的に相互作用している．し

は， ダイニン重鎖と隣の外腕ダイニンとの間に見ら

たがって，ダイニン頭部の円盤は，B 小管と平行，か

れる「リンカー」である（図 2）
．さらに，文献 9 では，

つストークとも平行になるような位置関係にある．わ

外腕ダイニン間だけでなく外腕ダイニンと内腕ダイニ

れわれは，細胞質ダイニンにおいても同様の結合様式

ンの間にもリンカーが観察されている．

をクライオ電子顕微鏡法により観察しており

，軸

このリンカーの働きについては 2 つの可能性が考え

糸ダイニンと細胞質ダイニンの動作機構は共通である

られる．1 つは，外腕の構築時の働きである．外腕ダ

ことが示唆されている．

イニンは軸糸の中で 24 nm の周期で並んでいる．こ

13)

れは，われわれが再構成した外腕ダイニン―微小管複
合体でも保たれている．24 nm の周期は微小管自身に
はないので，この外腕ダイニン間リンカーによって規
定されているのかもしれない．ただし，ダイニン重鎖
の N 末端側が結合する A 小管上ではダイニンが結合
するための docking complex（DC1-3 の 3 つのタンパク
質からなる）が 24 nm を規定しているのではないか
とも考えられており 14)，複数の「分子の定規」が存
在している可能性がある．
さらに，リンカーはダイニンの軸糸の中での協調運
動に関与する可能性がある．鞭毛は 60-120 Hz の周期
で波打っている．このためには，ダイニンが根本から
先端に向かって一定の位相差で協調的に動く必要があ
る．60-120 Hz という速い周期でのスイッチングを必
要とすることを考えると，化学的なシグナルよりも機
械的なシグナルで活性化されている可能性が高い．外
腕ダイニン間リンカーは，この機械的なシグナルを伝
える上で重要な働きをしているのではないだろうか？

6.

ダイニンの力発生メカニズム
さて，それではダイニンは ATP の化学エネルギー

をどのように滑り運動に変換しているのだろうか？
現在のわれわれの知見は，大きくわけて 2 種類のアプ
ローチで得られた実験結果に基づいている．
図2
外腕ダイニンの 3 次元構造の比較：いずれもクラミドモナスの外
腕ダイニンの 3 次元構造．図 1b とほぼ同じ向きから見ている．
左側が根本側，右側が先端側．（a）文献 9 より．（b）文献 10 より．
（c）文献 11 より．いずれの場合も，，， の 3 つの重鎖の頭部
が斜めに重なりあっているのがわかる．また，a, b では赤い矢印
で示された部分が隣り合った外腕ダイニンをつないでいるが，c
にはそれがない．この部分は試験管内で外腕ダイニンと微小管の
複合体をつくる過程で失われたのではないかと考えられる．
（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）

1 つは，遺伝子を改変したダイニンの動きを見た
り，その活性を調べることによって得られたものであ
る．詳しくは，総説 1) に詳しい．単純化すると，ダ
イニン分子を構成する頭部と尾部のうち，頭部と尾部
の接合部位が重要であるらしい．頭部にある 6 つの
AAA ドメインのうち，もっとも尾部寄りの AAA ド
メイン（AAA1）が ATP を加水分解する活性をもつ．
この接合部が，AAA1 と結合するヌクレオチドの状態
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に応じて構造変化しているのではないかと考えられて

おわりに

7.

いる（図 3a）．
もう 1 つの知見は，異なったヌクレオチド状態にあ

デカルト主義的にいえば，鞭毛・繊毛は自然が作り

るダイニン分子を電子顕微鏡観察して得られたもので

上げた数百種類の部品からなる精巧な「機械」である．

ある．急速凍結ディープエッチング法による軸糸その

今までの多くの研究が，その複雑さと大きさゆえに

ものの観察

，ネガティブ染色による軸糸内腕ダ

「機械」を細かく分解せずに調べてきた．しかし，本

イニンの観察 17)，そして最近のわれわれによるクラ

稿に述べたような構造生物学に加え，ゲノム，プロテ

イオ電子顕微鏡による外腕ダイニンの観察

オミックス，遺伝学や生化学の進歩により 19)-21)，よ

15), 16)

11)

など，

それぞれ違った方法でダイニンの構造変化が観察され

うやく部品を 1 つ 1 つ個別に取り出して分解し，網羅

ている．以下では，われわれのクライオ顕微鏡による

的に調べる段階に達したといえるだろう．

結果を紹介する．

1 つ 1 つの部品（タンパク質）を調べる技術は非常

われわれの観察により，ヌクレオチド状態によっ

に進歩しつつある．生化学を基盤にして，X 線結晶解

て， 重鎖の頭部と B 小管の間の距離が変化すること

析や NMR でダイニンをはじめとする部品についての

が わ か っ た．rigor 状 態（no-nucleotide） で は，14 nm

定量的な性質を調べていく必要がある．1 つの重要な

であったものが，リラックス状態（ADP・vanadate）

問題は，ダイニン重鎖の構造がいまだ解かれていない

では 10 nm となった．興味深いことは，この構造変

ことであるが，すでにその発現系が確立されたことを

化が微小管の滑り運動の方向とは垂直であるという点

考えると，結晶化により構造が解かれることもそう遠

である．われわれはこのような運動方向の変換をなし

い話ではないのかもしれない．

うる機構としてパワープル仮説を提唱している．ここ

しかし，鞭毛を「理解」するためにはそれだけでは

では，ストークの長さを 15 nm で一定だと仮定する．

不十分だろう．時計の仕組みが歯車だけを調べてもわ

この仮定のもとではリラックス状態ではストークは微

からないように，1 つ 1 つの部品が，どうやって組み

小管に対して 40 の角度をなす（図 3a）．この状態か

上がり，全体の中でどんな働きをしているのかがわか

ら rigor 状態（図 3c）に移行すると，4 nm の距離の変

らなければ鞭毛を理解したことにはならない．再度，

化は微小管に結合しているストークの角度の変化とな

デカルトの言葉を借りれば，
「分解し，網羅的に調べ，

り，微小管に結合した先端は 7 nm プラス方向に引っ

後に統合する」必要がある．そのためには，本稿で紹

張られるはずである．ただし，現在のクライオ電子顕

介したようなクライオ電子顕微鏡を使った 3 次元構造

微鏡観察ではストークが見えていない．この仮説を検

の理解は欠かせない．また，実際に動いている鞭毛の

証するためには，将来，重鎖の頭部およびストークを

中で分子がどのように動くのかを光学顕微鏡などを

抗体などでラベルし，ストークの動きをみる必要があ

使って調べる必要もあり，多くの分子が存在する中で

ると考えている．

のナノメートル計測という技術のさらなる発展を必要
とする．

図3
軸糸ダイニンのパワープルモデル：軸糸ダイニンの力発生を説明する「パワープル」モデル．ここでは，3 つあるダイニン重鎖の内， 重鎖
だけを示してある．
（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）
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単粒子解析
Single particle analysis
2 次元の電子顕微鏡像から 3 次元像を得るために
使われる画像解析法の 1 つ．同一の形をした分子
複合体が，ランダムな方向から撮影されていると
仮定することで，3 次元再構成ができる．分子の
結晶化は必要はないが，リボソームのような大き
な分子複合体の解析に適している．
（326 ページ）
（吉川ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

らせん対称性
Helical symmetry
生体分子の中には，DNA，アクチン繊維，微小管
など，分子がらせん状に並ぶものが多い．このよ
うな分子は，1 枚の電子顕微鏡像から，3 次元構
造を解くことができるものが多い．
（326 ページ）
（吉川ら）
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トピックス

ぞくぞくとわかってきた膜を隔てたイオン輸送
装置の構造
杉田有治

理化学研究所基幹研究所

生体膜を隔てたイオンの輸送はあらゆる種において

オン結合部位が細胞質側にのみ露出しており，能動輸

重要な生命現象の 1 つである．生体内でおもにみられ

送するイオンに対する結合能が高い状態であり，E2

る Na, K, Ca2 や Cl などのイオンは水中で安定に存

状態は，結合部位におけるイオン親和性が低く，小胞

在する一方で，生体膜を構成する脂質 2 重膜の疎水性

体内腔（Ca2 ポンプ）あるいは細胞外（Na, K ポンプ）

部位に安定に存在することはできない．したがって，

に露出している状態である．ATP 加水分解の際に生じ

生体膜を隔てたイオン輸送を行っているのはチャネル

るリン酸化中間体を経て，E1 状態から E2 状態へと構

やポンプとよばれる膜輸送タンパク質である．濃度勾

造変化することにより，イオンポンプは濃度勾配に逆

配にしたがったイオン輸送（受動輸送）を行う膜タン

らった 1 方向性のイオン輸送を実現している．

パク質をチャネルとよび，濃度勾配に逆らった輸送

イオンポンプの X 線結晶構造解析は，豊島らによ

（能動輸送）を実現する膜タンパク質をポンプとよぶ．

る筋小胞体 Ca2 ポンプの E1 ･ 2Ca2 状態の構造解析か

チャネルによる受動輸送は非常に効率がよく，1 秒間

ら 始 ま っ た 2)． そ の 後，E2 状 態，E1 ･ ATP 状 態，

に 108 個ものイオンを輸送するが，ポンプによる能動

E1~P ･ ADP 状態，E2~P 状態，E2 ･ Pi 状態などの構造

輸送を実現するためには ATP の加水分解による外部

を経て，昨年末（2007 年 12 月）に，小胞体内腔側の

エネルギーを必要とする．ATP 加水分解の際に生じる

ゲートが開いた状態である E2P 状態の立体構造 3), 4)

リン酸基のタンパク質への結合と離脱が，その輸送活

がついに解かれた．これにより合計で 9 つの状態の立

性を制御しているタイプのイオンポンプを P 型イオ

体構造が明らかになり，その構造比較から，図 1 に

ンポンプとよぶ．このトピックスでは，近年，飛躍的

示すような 4 つの基本構造が存在することが明らかに

に進歩しつつある P 型イオンポンプの X 線結晶構造

なった．初期の X 線結晶構造解析は，東大分生研の

解析に焦点をあてて，その構造の概略を紹介するとと

豊島研究室の独壇場であったが，2004 年くらいから

もに，その機能を理解するための今後の課題に関して

はデンマークの Aahrus 大学の P. Nissen らのグループ

議論したい．

も多くの構造を解いており，非常に厳しい競争が繰り

P 型イオンポンプの代表例としては，細胞質内オル

広げられている．Ca2 ポンプの構造は，（i）ATP やリ

ガネラである小胞体膜中に存在し，細胞質中に放出さ

ン酸化の本質的な役割は何か，
（ii）なぜ，このような

れた Ca を小胞体内腔へと輸送し，逆方向へプロト

大きな構造変化がイオン能動輸送を実現するためには

ンを輸送（対抗輸送）する Ca2 ポンプや，細胞膜中

必要なのだろうかといったイオン能動輸送にかかわる

に存在し，Na を細胞外へ輸送し，K を対抗輸送する

本質的な問いに対する解答を与えた．その詳細に関し

Na , K ポンプなどが存在する．これらの機能は生命

ては，原著論文 2)-4) および最近の総説 5), 6) を参照して

の維持に必須である．Na, K ポンプなしではわれわ

いただきたいが，ごくごく簡単にまとめると以下のよ

れの脳，心臓，神経や筋肉などにおける電気信号を伝

うなシナリオである．（a）E1 状態と E2 状態における

えることができないし，Ca ポンプなしでは筋肉の弛

Ca2 に対する親和性の変化を生み出すためには，膜貫

緩がおこらない．P 型イオンポンプによるイオン能動

通ヘリックスの大規模な再配置を必要とする．（b）そ

輸送を説明する分子機構としては，Post と Albert らに

の再配置（実際には M1 から M6 までの 6 本のヘリッ

よって提唱された E1/E2 反応機構が有名である ．こ

クスの再配置であった）は，細胞質ドメインである A

の反応機構では，イオンポンプには

2









2

1)

少なくとも E1

ドメインの回転によって制御されている．
（c）ATP お

状態と E2 状態とよばれる 2 つの異なる構造が存在す

よびリン酸化は，ランダムな熱運動に逆らって，1 方

ることを示している．E1 状態とは，膜に埋もれたイ

向に細胞質ドメインの構造変化（および膜貫通へリッ

Atomic Structures of Ion Pumps
Yuji SUGITA
RIKEN, Advanced Science Institute
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ンの構造は結晶構造から大きく変化していたし，E2
状態においても，閉状態から開状態への大きな変化が
観察された．また，イオン結合部位においては，プロ
トンの結合と脱離が膜貫通部位の安定性に必須である
ことが分子動力学計算と連続体モデルを用いた静電エ
ネルギー計算から明らかになった 7)．この計算結果
は，イオン能動輸送における本質的な問いの 1 つであ
るプロトン対抗輸送はなぜ必要かという問いに関する
解答を与えた．すなわち，Ca2 脱離後の E2 状態の膜
貫通部位を安定化するためには余分なプロトンが必要
であり，Ca2 の結合に伴い，そのプロトンは細胞質中
へと放出されるのである．
Ca2 ポンプ以外にも，昨年末（2007 年 12 月）に P.
Nissen らのグループにより Na, K ポンプ 8) と植物由

図1
3 つのイオンポンプの立体構造．Na, K ポンプ（E2 ･ Pi）
，H ポン
2
2
プ（E1 ･ ATP）
，Ca ポンプ（E1 ･ 2Ca , E1~P ･ ADP, E2P, E2）の
結晶構造を示す．基質結合部位を点線で囲った．Ca2 ポンプにお
けるイオン侵入と排出経路を矢印で記した．また，Na, K ポンプ
の  サブユニットは  サブユニットの裏側に位置している．
（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）

来の H ポンプ 9) の立体構造が明らかにされた（図 1）．
Ca2 ポンプの E2P 構造 4) も含めて，3 つの P 型イオン
ポンプの結晶構造が同じ号の Nature に掲載されたこ
と は， イ オ ン ポ ン プ の 研 究 者 に 大 き な 衝 撃 を 与 え
た 10)．Nissen らによって明らかにされたブタの腎臓由
来の Na, K ポンプ 8) は  サブユニットのみならず，，
 といった 3 つのサブユニットの構造を含んでいた．

クスの再配置）を実現するために必要である．

しかし，驚くことに，Ca2 ポンプの構造とそれに対応

このように，結晶構造解析が明らかにした Ca2 ポ

する  サブユニットの立体構造はほとんど同じであっ

ンプの 9 つの異なる状態の立体構造は，Ca2 ポンプに

た．H ポンプ 9) に関しては，ATP 結合ドメインであ

よるイオン能動輸送という生命現象を理解するための

る N ドメインの構造が Ca2 ポンプと比較して小さい

基本的な問いに答えるだけでなく，この膜タンパク質

ものの，その膜貫通部位の構造は非常に類似してい

の機能を理解するためになされた膨大な生化学的実験

た．それでは，これらのイオンポンプはどのようにし

データ（おもにアミノ酸変異体を用いて行われてお

て輸送すべきイオンを厳密に識別しているのだろう

り，Aahrus 大の J. P. Andersen によりデータベース化さ

か？

れている：http://www.fi.au.dk/smd/）のほとんどを説明

るイオンの数と種類は決まっているが，これらはどの

することができた．しかし，細胞質中における Ca2

ように制御されているのだろうか？このような問いに

ポンプの構造は熱運動により大きくゆらいでいるはず

答えるためには，Ca2 ポンプで行われたように反応中

であり，その効果を見積もることが今後，Ca2 ポンプ

間体の結晶構造解析がなされる必要があるだろうし，

の機能を理解する上で本質的になっていくだろう．実

それに続く分子動力学計算などの理論解析も本質的な

際，執筆者らによって行われた溶媒と脂質 2 重膜を露

貢献をするだろうと期待している．

に含んだ全原子モデルでの Ca ポンプの分子動力学
2

計算によると，E1 ･ 2Ca2 状態における細胞質ドメイ



さらに，1 回の ATP 加水分解あたりで輸送でき
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連続体モデルを用いた静電エネルギー計算
Continuum electrostatic calculation
タンパク質の原子における電荷は露わに取り扱
い，溶媒は大きな誘電率をもつ連続体として近似
し，Poisson 方程式あるいは Poisson-Boltzmann 方

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

程式を数値的に解くことにより静電場を求める．
この計算により，荷電アミノ酸残基のプロトン
化状態などを予測することができる．
（331 ページ）
（杉田）
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6- アミノヘキサノアート 2 量体ヒドロラーゼ
合成繊維としておなじみのナイロンは，その合
成過程でわれわれが必要としない副産物を生み出
している．ナイロン 6 は，非常に多くの 6- アミ
ノヘキサノアートが重縮合してできあがる．その
合成過程で形成される 6- アミノヘキサノアート
-2 量体の中には，さらなる重合をしないでそのま
ま 2 量体で残ってしまうものがある．驚くべきこ
とは，この人工合成された副産物を分解する好気
性細菌が存在することである．アルスロバクター
（Arthrobacter）は，この 2 量体をナイロン 6 の原
料である単体に分解することができる．この細菌
は今までに遭遇したことがないはずの人工合成物
質を，なぜ分解できるのだろうか．
ここに示す絵は，アルスロバクターがもつ 6- ア
ミノヘキサノアート 2 量体を単量体に分割する酵
素タンパク質の構造である．このタンパク質は矢
印の部分で左右のドメインに分かれている．左側
は  へリックスが多いので  ドメイン，右側は 
へリックスと  ストランドが交互に出てくるので，
 /  ドメインとよばれている．矢印の先端あたり
のドメイン界面が，酵素活性部位である．ここに
6- アミノヘキサノアート 2 量体が入って 2 分割さ
れる．矢印の先端左側にあるチロシンと，そのさ
らに左側にあるチロシンが 6- アミノヘキサノアー
ト 2 量体との相互作用に重要であることがわかっ
てきている．このタンパク質の構造を今までに判
明している他のタンパク質と比較すると，ペニシ
リンと結合するタンパク質の立体構造とそっくり
であることがわかる．この構造をもつタンパク質
はいろいろな分子を加水分解する酵素であり，加
水分解する相手分子はタンパク質ごとに異なって
おり，非常に多様である．しかし，各酵素は相

手分子に対して高い特異性をもっている．活性部
位を形成するアミノ酸残基がいろいろな種類にか
わっているにもかかわらず，立体構造は活性部位
のアミノ酸残基の多様性を許容することで，いろ
いろな分子に特異性をもつ一群の酵素が出現して
きたようである．ドメイン界面部分のアミノ酸残
基がいろいろと異なっているにもかかわらず，タ
ンパク質全体をほぼ類似な構造で維持し続けるた
めには，いったいどのような立体構造構築原理が
働いているのだろうか（PDB1) ID: 1wyc2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Negoro, S., Ohki, T., Shibata, N., Sasa, K.,
Hayashi, H., Nakano, H., Yasuhira, K., Kato, D.,
Takeo, M. and Higuchi, Y. (2007) J. Mol. Biol.
370, 142-156.
(J. K.)
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抗HIV活性をもつDNAデアミナーゼの
立体構造
松尾

1.

浩

ミネソタ大学

インは A3G のカルボキシル末端に位置しアミノ酸配

HIV-1感染を抑制するヒトAPOBEC3Gタンパク質

列のほぼ半分に相当する（アミノ酸残基 198 番から

ヒト APOBEC3G タンパク質（A3G）は 1 本鎖 DNA

384 番）．A3G（198-384）を可溶化するためにプロリ

上のシトシンをウラシルに変換するデアミネース酵素

ンを除くすべての疎水性アミノ酸残基の点変異体を作

であり，その酵素活性を用いて HIV-1 の遺伝子を改

成し，その酵素活性を測定した 7)．酵素活性を示した

変しウイルスの感染を妨ぐことができる（e. g.,1), 2)）
．

変異体の可溶性を測定し，可溶性が向上した点変異同

しかし，HIV-1 は A3G に対抗する手段としてヒト細

士を組織的に組み合わせ，最終的にリジンへの変異

胞内のプロテアソームを使って A3G を分解する仕組

2 ヵ所とアラニンへの変異 3 ヵ所，計 5 ヵ所の変異を

みを構築した（e. g.,

）．この A3G の分解には HIV-1

も つ 可 溶 な 分 子 を 作 成 し た（A3G2K3A）．A3G2K3A

の Vif タンパク質が A3G と直接相互作用することが

は A3G（198-384）に比べて 4 倍可溶であり，2 倍以上

必須である．したがって，この A3G-Vif 相互作用を薬

酵素活性が強かった．大腸菌を用いた迅速で感度のよ

物を使って弱めることができれば，A3G の抗 HIV-1

いデアミネーション活性測定法が，大量の点変異体の

活性によって HIV-1 を感染を防ぐことができる．Vif

組織的な解析を可能にした．
（e. g.,8)）

3)-5)

をもたない HIV-1 は A3G の存在下では感染すること

3.

ができないことがこの仮定が正しいことを証明してい

A3G2K3A の 3 次元構造

る（e. g.,2)）．図 1 に A3G が DNA デアミネーション活

A3G は核酸を基質とするデアミネースファミリーに

性を使って HIV の遺伝子上に G → A 変異を引き起こ

属する．このデアミネースファミリーの酵素活性中心

すようすを示した．A3G は HIV ウイルス粒子に取り

は Zn2 に結合する 2 つのシステインと 1 つのヒスチジ

込まれて標的細胞に運ばれる．逆転写酵素によって新

ン，酵素反応に重要なグルタミン酸残基より構成さ

たに合成された HIV 遺伝子のマイナス鎖上のシトシ

れ，3 次元構造的にもよく保存されている（図 2）
．ヒ

ンが A3G によってウラシルに変えられる．この変異

スチジンとグルタミン酸はへリックス 1，2 つのシス

が HIV 遺伝子のプラス鎖上に G → A 変異として保存
され，HIV 遺伝子はその正常な機能を失いウイルス
の感染が抑制される．
2.

可溶な A3G デアミネースドメインの作成

生物化学的，ウイルス学的な観点からこのヒトと
AIDS ウイルスの拮抗する機構があきらかにされてき
た．しかし，新しい抗 HIV 薬剤の創造には原子レベ
ルの A3G-Vif 相互作用情報が不可欠である．これまで
A3G が水溶液に不溶なタンパク質であることが構造

図1
A3G がデアミネーション活性によって HIV の遺伝子を変異させる
機構．APOBEC3G（赤色）が逆転写酵素によって造られた HIV 遺
伝子のマイナス鎖（青色）上の C を U に変異させている．HIV の
Vif タンパク質は黒色で示す．
（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）

学的な手法を用いる妨げになってきたが，ミネソタ大
学の松尾とハリスの共同研究により DNA デアミネー
ス 活 性 を も つ 可 溶 な A3G 変 異 体 が 作 成 さ れ， 抗
HIV-1 活性に必須の A3G デアミネース酵素ドメイン
の NMR 構造が決定された 6)．デアミネース酵素ドメ

Structure of the DNA Deaminase Domain of the HIV-1 Restriction Factor APOBEC3G
Hiroshi MATSUO
Department of Biochemistry, Molecular Biology & Biophysics, University of Minnesota
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図3
A3G2K3A-DNA 相互作用モデル．
（a）酵素反応中心部位は紫色，
DNA によってシフトしたアミノ酸残基は緑色で示す．
（b）A3G2K3A-DNA 複合体モデル．核酸は 5 端から C1,C2,T3 と表示されて
いる．黄色は燐酸，赤は酸素，青は窒素原子を表す．Zn2 結合ア
ミノ酸 H257 を紫で表示．文献 6，Fig. 4 を改変．
（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
A3G デアミネースドメインの NMR 3 次元構造．Zn2 は紫のボー
ル，へリックスは赤，ベータストランドは黄色で示す．（a）10 個
の NMR 構造の重ね合わせ （b）A3G2K3A の構造をリボンで模式
的に表したもの．a と同じ方向から分子を見ている．
（c）ベータ
シートとへリックス 4，へリックス 5 の間の疎水的相互作用．疎
水アミノ酸側鎖と残基番号を示す．Zn2 結合アミノ酸（H257,
C288, C291）の側鎖が紫色で図の右斜め上に表示されている．
（PDB コード 2jyw）文献 6，Fig. 2 を改変．（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 た．R215 と R313 に 加 え て W285，R213，R320 も
DNA と相互作用していることが示唆された（図 3b）．
これらのアミノ酸残基の点変異体をつくりその酵素活
性を測定した結果，R215，R313 および W285 は酵素
活性に不可欠であること，R213 と R320 側鎖のポジ
ティブチャージが重要であることがわかった 6)．
文

献
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Harris, R. S. et al. (2003) Cell 113, 803-809.

2)

Sheehy, A. M. et al. (2002) Nature 418, 646-650.
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Sheehy, A. M. et al. (2003) Nat. Med. 9, 1404-1407.

4)

Yu, X. et al. (2003) Science 302, 1056-1060.

乗っており，ベータシート構造はへリックス 4 とへ

5)

Conticello, S. G. et al. (2003) Curr. Biol. 13, 2009-2013.

リックス 5 を含む疎水的な相互作用により安定化され

6)

Chen, K. M. et al. (2008) Nature 452, 116-119.

7)

Chen, K. M. et al. (2007) FEBS Lett.

8)

Hache, G. et al. (2005) J. Biol. Chem. 280, 10920-10924.

テインはへリックス 2 のアミノ末端にそれぞれ位置す
る．この 2 本のへリックスはベータシート構造の上に

ている（図 2）
．へリックス 4 と 5 に含まれる疎水性
残基の点変異体のほとんどは酵素活性をもたないこと
からもこの疎水的相互作用の重要性が示されている 7)．
4.

DNA 結合モデル

A3G は 1 本鎖 DNA 上の 5-CC-3 配列にほぼ選択的
な酵素活性を示す（下線の C が標的シトシン）
．この
標的配列を含む 1 本鎖 DNA を滴定し，A3G の NMR
化学シフトの変化を観察した結果，R215 と R313 の周

松尾 浩

辺に DNA が結合することがわかった（図 3a）．結合
エネルギーが最大になるような A3G-DNA（5-CCT-3）
複合体モデルをコンピュータプログラムを用いて探索
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GPCR研究の新展開：
新しい立体構造間の比較から見えてきたこと
諏訪牧子

1.

産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター

1，2AR を比較すると，主鎖構造はほとんど一致

はじめに

していた（図 1a）が，これはお互い 67% 以上の配列

2007 年 〜 2008 年 は G タ ン パ ク 質 共 役 型 受 容 体

類似性を示す 4) ため納得できる．次に 1，2AR をウ

（GPCR）の研究分野にとり記念すべき年になった．

シロドプシンと比較すると共通点は，保存 Pro の位置

GPCR は，多様なリガンドと結合して G タンパク

で膜貫通ヘリックス（TM2, 5, 6, 7）が同様な曲がり

質を活性化することで細胞内へ情報を伝える．市場の

方をし，TM7 に続く領域にヘリックス（H8）が存在

薬剤の約 40% 近くがこの制御を狙うため，重要な創

するなどである 2), 3)．一方異なる点は，細胞外第 2

薬標的として精力的に研究されてきた．従来，立体構

ループ（EL2）にはウシロドプシンの  ストランドに

造が解かれたのは，唯一ウシロドプシン

代わりヘリックスが存在すること（図 1b）
，細胞外側

1)

のみで，

これを鋳型にしたモデリング構造を解析することが当

で受容体の中心から，より外側に開いていることであ

然視されていたが，この年，新たに  アドレナリン

る（図 1b）
．多くの GPCR の TM3 で強く保存されて

受容体

が立て続け

いる Asp-Arg-Tyr（DRY モチーフ）の挙動は 3 者とも

に決定されたため，従来の研究法を急速に，大きく変

異なる．ウシロドプシンでは Arg と TM6 が，2AR で

えることになると予想される．本稿ではこれら新構造

は Tyr と TM6 が相互作用するが 2)-4), 7)，一方で 1AR

を概観し，GPCR 研究の展開などに言及する．

のみ DRY 中の Asp と Tyr が結合して短いヘリックス

2.

2)-4)

や，イカロドプシンの構造

5), 6)

を形成していた 4)．

アドレナリン受容体の構造

ウシロドプシンと 2AR のリガンド結合部位を比較

アドレナリン受容体（以下 AR）は，喘息，高血圧，

すると，レチナールの  イオノン環は，膜内深くに

心臓病などに関連する GPCR として，長い研究背景

潜り込み，Phe212 と Tyr268 に囲まれ，Trp265 と相互

のもと，立体構造解明に向けて以下の課題が克服され

作用している（図 2a）2)．それによる Trp265 の構造変

てきた 2)-4)．1. 機能する受容体の大量発現（遺伝子を

化が活性，不活性状態間の切り替えスイッチとなって

昆虫の細胞膜に導入するなど）
．2. 結晶化促進のため

いる 8)．一方，カラゾロールは膜内奥には潜りこま

の安定化（変異体作成，細胞内第 3 ループ（以後 IL3）

ず，切り替えスイッチ Trp286 と直接は相互作用しな

への水溶性タンパク質の挿入や抗体による複合体形成

いが，Phe289，Phe208 に囲まれた Phe290 がレチナー

など）
．3. 天然に近い環境での結晶化（溶液に脂質を

ルの  イオノン環を模倣して Trp286 と相互作用して

混入するなど）
．4. 微細結晶からのデータ取得（X 線

いる 2)（図 2b）．1AR においても，これら残基は保

幅が 10 m 以下の高輝度ビームラインを用いるなど）
．

存 さ れ， シ ア ノ ピ ン ド ロ ー ム の 配 置 は 酷 似 し て い

これらにより，ヒト 2AR の IL3 に T4 リゾチームを

る 4)．ロドプシンでは，光がレチナールを異性化する

挿入した構造（Cherezov ら，2.4 Å 解像度，2RH1（PDB

ことで不活性型から活性型に速やかに転移するが，カ

コ ー ド）
） と 抗 体 Fab5 と 複 合 体 形 成 さ せ た 構 造

ラゾロールはインバースアゴニストとはいえ，2AR

（Rasmussen ら，3.4 Å 解像度，3D4S） ，さらに七面鳥

を不活化せず常に約 50% の基礎活性を残す 2), 3)．図 2

2)

3)

の 1AR の残基変異による熱安定化構造（Warme ら，

は，その違いを示唆しているのだろう．

2.7 Å 解像度，2VT4） が解かれた．いずれも 1，2
4)

3.

それぞれのインバースアゴニスト（シアノピンドロー
ル，カラゾロール）を含んだ膜内構造はよく見える

イカロドプシンの構造

イカロドプシンの構造は，無脊椎動物で初めて決定

が，N，C 末端側はディスオーダー化していた．

された GPCR 構造として大きな意義をもつ（村上らに

The New Paradigm of the GPCR Analysis: The Knowledge that We Obtained from Comparison of New Structures
Makiko SUWA
Computational Biology Research Center (CBRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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図1
立体構造の重ね合わせ図．Pymol（http://pymol.sourceforge.net/）で作成した．（a）1 アドレナリン受容体（PDB コード：2VT4，肌色）と 2
アドレナリン受容体（PDB コード：2RH1 濃い桃色）
．
（b）2 アドレナリン受容体（PDB コード：2RH1，濃い桃色）とウシロドプシン（PDB コー
ド：1F88，紫色）．2RH1 では，IL3 に挿入された T4 リゾチーム構造は省いてある．
（c）イカロドプシン（PDB コード：2Z73，緑色）とウシロ
ドプシン（PDB コード：1F88，紫色）
．

よる構造，2.5 Å 解像度，2Z735) および島村らの構造

できるが 9)，仮に IL3 領域のアミノ酸の変異により同

3.7 Å 解 像 度，2ZIY6)）
． ウ シ ロ ド プ シ ン と 同 様 に，

様の条件の環境を作り出し，長いヘリックスができや

TM3 と EL2 の 間 に SS 結 合 が あ り，TM7 以 降 に は，

すくなると Gq 型の選択性を獲得するのかも知れない．

ヘリックス（H8）が存在した．一方，ウシロドプシ

リ ガ ン ド 結 合 部 位 で は， レ チ ナ ー ル は TM7 の

ンとは異なり，細外側に短いヘリックス，H8 以降に

Lys305 とシッフ塩結合し， イオノン環は TM6 上の

新たに明確なヘリックス（H9）が存在した 5), 6)．興味

切り替えスイッチ：Trp274 の近傍で，芳香族残基によ

深いのは，TM5 と TM6 が細胞質側に長く伸びている

る疎水性領域で囲まれている 5)．ウシでシッフベース

ことである（図 1c）
．この構造は TM6 が H9 と相互作

の対イオンの役割をする Glu は Asn87/Tyr111 に変化

用することで安定化している

していた．また，膜内での大きな水素結合クラスター

5), 6)

が，ウシロドプシン

や AR では見られない．G タンパク質選択での，ウ

は，ウシロドプシンとは異なるものだった 5)．

シ（Gt 型）とイカ（Gq 型）の違いは，この領域の構

4.

造差に関係する可能性もある．ウシロドプシンの IL3
領域は，実験条件によっては，長いヘリックスを形成

GPCR 解析研究の今後は？

構造比較でわかったことは，細胞外側の SS 結合，
膜貫通へリックス中の Pro，C 末端側の H8 など，主
鎖の基本骨格はおおむね保存されるが，リガンド，G
タンパク質結合にかかわる領域には，個別に特有な構
造が見られたことである．
創薬の観点からいえば，これは無視できない．ウシ
ロドプシンを鋳型にした 2AR の予測構造は 10), 11) ど
れも本物の 2AR よりロドプシンに近いことがわか
り 2), 7)，予測したい受容体には，同一ファミリーの構
造 を 鋳 型 に す る 重 要 性 を 示 し て い る． 創 薬 標 的 の
GPCR は，AR 同様，アミン系低分子が結合する場合
が多いため，しばらくの間は AR を鋳型にする研究
が急増するだろう．しかし，別のファミリーに対して

図2
（a）ウシロドプシン（PDB コード：1F88，空色）と（b）2 アドレ
ナリン受容体（PDB コード：2RH1，桃色）の膜貫通へリックス
（TM5, 6） 上 の リ ガ ン ド 結 合 ポ ケ ッ ト．Pymol（http://pymol.
sourceforge.net/）を用いて作成した．

もこれが妥当か否かは不明であるため，理想的には各
ファミリーの代表について立体構造を決めることが望
まれる．さらに同じ受容体でも活性化作用の異なるリ
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ガンドと結合した構造や，G タンパク質との複合体構

6)

Shimamura, T. et al. (2008) J. Biol. Chem. 283, 17753-17756.

造を決定したい．長いループ部分は大部分がディス

7)

Kobilka, B. and Schertler G. F. (2008) Trends in Pharmacological

8)

Schwartz , T. W. et al. (2006) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 46,

9)

Li, J., Edwards, P. C. et al. (2004) J. Mol. Biol. 343, 1409-1438.

Science 29, 79-83.

オーダー化していたが，イカロドプシンのように安定
因子（H9 へリックス）により構造化する可能性が示

481-519.

唆されたので，ループ部分も無視できない．
以上の目的には発現と結晶化がボトルネックになる
ため，2 節で示した技術の改良，高速化研究が加速さ

10)

Zhang, Y. et al. (2006) PLoS Comput. Biol. 2, 0088-0099.

11)

Freddolino, P. L. et al. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101,
2736-2741.

れるだろう．しかしまだ膨大な時間とコストがかかる
ため，立体構造とは別の切り口の情報を得ることも重

注）最近の GPCR 構造の研究の進展は実に速い．本トピックの校

要だ．まず，動的な構造情報として NMR シグナルを

正段階で以下の論文が発表された．本文に内容を書き加える時間
はすでに取れないので以下に論文のリストをあげるにとどめる．

使うことが提唱されている ．また，バイオインフォ
7)

A1) A2A アデノシン受容体の立体構造

マティクスにより，あらかじめ配列レベルでファミ

Jaakola, V. P. et al. (2008) Science, in press (Science Express Research

リー全体を概観するのも重要である．私たちは現在，

Articles, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/1164772/

この目的でさまざまな生物種のゲノム配列から GPCR

DC1).
A2) オプシンと G タンパク質の結合状態の構造

遺伝子を網羅的に同定し DB 化しており（SEVENS:

Scheerer, P. et al. (2008) Nature , 497-503.

http://sevens.cbrc.jp），約 60 種のファミリーそれぞれに
ついて構造特徴を整理している．
GPCR の構造決定は，今後ますます重要なプロジェ
クトになると考えられるが，その際，生化学実験，構
造生物分野，理論計算分野の密な連携が不可欠であ
る．
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用
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解
説

プロテアソーム
Proteasome
プロテアソームは巨大な酵素複合体である．プロ
テアソームは目的タンパク質を特異的に分解し細
胞内から除去する．細胞内のさまざまな働き（細
胞周期，代謝調節，免疫応答，転写制御，DNA 修
復など）において重要な役割を果たしている．
（333 ページ）
（松尾）
Vif
Virion Infectivity Factor
Vif は HIV のアクセサリータンパク質の 1 つであり，
ウイルスが感染性をもつために必要である．近年
の研究により，Vif が細胞のユビキチン―タンパク

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

質リガーゼと結合して複合体を作り，APOBEC3G
をプロテアソームを用いて分解する機構が明らか
になりつつある．
（333 ページ）
（松尾）
HIV 遺伝子のマイナス鎖
Minus-strand of the HIV genome
2 重らせん構造をとる DNA または RNA において
遺伝子をコードしているほうをプラス鎖，もう一
方のプラス鎖とは相補性のあるほう（遺伝子発現
の際に鋳型となるほう）をマイナス鎖という．HIV
のウイルス中の RNA はプラス 1 本鎖であるため，
逆転写酵素によってマイナス 1 本鎖 DNA が造られ
る．
（333 ページ）
（松尾）
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代謝型グルタミン酸受容体の細胞質領域の
構造変化
山下高廣

1.

京都大学大学院理学研究科生物物理学教室

ことも，この構造変化モデルを支持する．

はじめに

一方，代謝型グルタミン酸受容体（mGluR）は，細

細胞外からの多様な刺激は，細胞膜にある G タン

胞外に大きなリガンド結合ドメインをもち，また 2 量

パク質共役型受容体（G protein-coupled receptor; GPCR）

体を形成していると早くから報告されていた．これま

により受容される．ヒトやマウスの全遺伝子の約 3%

でに，このリガンド結合ドメインの詳細な立体構造解

が GPCR をコードし，現在臨床応用される薬剤の半

析から，2 量体を構成する 2 つの細胞外領域の配置の

数近くが GPCR をターゲットしているともいわれる．

変化と活性化とのかかわりが報告されている 1)．さら

そのため，GPCR がいかにして刺激を受容し後続の

に細胞質領域に蛍光物質を導入し FRET を観測した研

3 量体 G タンパク質を活性化するのか，その分子メカ

究からも，膜貫通領域でも 2 量体を構成する 2 分子間

ニズムの解明は重要である．GPCR はそのアミノ酸配

の配置の変化が報告されている 2)．そこで，立体構造

列からいくつかのグループに分類できるが，構造機能

の情報がない膜貫通領域や細胞質領域の構造変化にお

相関の研究ではロドプシンやアドレナリン受容体を含

いて，2 分子間の配置の変化だけでなく，ファミリー

むファミリー 1 で研究が進んでいる．私は，GPCR

1 で見られるような 1 分子内でのヘリックスの再配置

ファミリー 3 に属し脳神経系で機能する代謝型グルタ

が起きているのかどうか解析を行った．

ミン酸受容体（mGluR）を対象として G タンパク質

3.

活性化にかかわる構造変化を解明し，ロドプシンなど
の知見と比較することにより，共通点と相違点を抽出

まず mGluR の細胞質領域でどのアミノ酸が G タン

することを行っている．
2.

mGluR の細胞質領域の構造変化解析

パク質の活性化にとって重要であるか，網羅的に変異
を施し解析した．その結果，ヘリックスⅡとⅣの細胞

GPCR の構造機能相関の研究

質側に構成的活性化変異部位を見いだした 3), 4)．この

GPCR は  ヘリックスが 7 回細胞膜を貫通する構造

ような変異は多くの GPCR で同定され，ヒトの疾患

を共通に有し，タンパク質全体の立体構造解析はこれ

の原因になっているものもある．また，GPCR の活性

までにロドプシン， アドレナリン受容体，A2A アデ

状態を模倣しているとして，構造変化部位の解析にも

ノシン受容体で報告されているが，アゴニストを結合

利用されている．つまり，mGluR の両ヘリックスの

した活性状態や G タンパク質との複合体の構造はこ

細胞質側の構造変化が活性状態形成にかかわる可能性

れまでに報告がない．活性状態の形成にどのような構

が考えられた．そこで，この両ヘリックスの細胞質側

造変化を伴うかについては，特にウシロドプシンで研

が活性状態形成においてお互いの距離を変えるかを検

究が進み，膜貫通ヘリックスⅢとⅥの細胞質側にジス

討した．そのため，それぞれにシステイン残基を導入

ルフィド結合を形成したり亜鉛イオンで架橋したりす

し酸化剤処理することにより，ジスルフィド結合を形

ると G タンパク質の活性化能が減少することから，

成し構造変化が阻害できるか調べた．両ヘリックスの

これらヘリックス間の距離が変化し再配置することが

細胞質側にシステイン残基を導入した変異体を多数作

活性化にとって重要であると考えられている．実際

製し解析したところ，いくつかの変異体で酸化剤処理

に，不活性状態の構造では，両ヘリックスの細胞質側

により G タンパク質の活性化能が減少した 4)．また，

が近接し水素結合ネットワークを形成することで構造

どちらかのヘリックスのみにシステインを導入しても

変化にロックをかけていて，これにかかわる残基を変

活性の減少は見られなかった．つまり，導入したシス

異すると刺激なしに活性化する（構成的活性化変異）

テイン同士でジスルフィド結合を形成することによ

Conformational Changes in the Cytoplasmic Domain of Metabotropic Glutamate Receptor
Takahiro YAMASHITA
Department of Biophysics, Graduate School of Science, Kyoto University
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れている．この両受容体グループは，互いにアミノ酸
配列に類似性がないため構造変化にかかわる重要な部
位の場所は違うが，ヘリックスの位置変化が活性状態
形成にかかわる点では共通している可能性がある
（図 1）．最近，多くの GPCR で 2 量体の形成が報告さ
れているが，2 量体を構成する 2 分子のそれぞれの構
造変化と 2 分子間の構造変化とがどのようにかかわる
のか興味深い．
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図1
ファミリー 1 の GPCR と mGluR の細胞質領域における構造変化比
較のモデル．

りて深く感謝いたします．
文
1)

り，構造変化を阻害したと考えられた．また，どちら

Kunishima, N., Shimada, Y., Tsuji, Y., Sato, T., Yamamoto, M.,
Kumasaka, T., Nakanishi, S., Jingami, H. and Morikawa, K. (2000)

かのヘリックスのみにシステインを導入した変異体を

Nature 407, 971-977.

共発現させると酸化剤の影響が見られなかったため，

2)

Tateyama, M., Abe, H., Nakata, H., Saito, O. and Kubo, Y. (2004)

3)

Yamashita, T., Kai, T., Terakita, A. and Shichida, Y. (2004) J. Neuro-

4)

Yamashita, T., Terakita, A., Kai, T. and Shichida, Y. (2008) J. Neuro-

このジスルフィド結合は 2 量体のそれぞれの分子内で

Nat. Struct. Mol. Biol. 11, 637-642.

形成されている可能性が高い．このように，mGluR

chem. 91, 484-492.

2 量体を構成する 2 分子それぞれにおけるヘリックス
の構造変化が重要であると考えられた．
4.

献

chem. 106, 850-859.

GPCR の構造変化の普遍性と多様性

これまでに mGluR では，ヘリックスⅢとⅣをつな
ぐ細胞質第 2 ループ領域が G タンパク質の結合・活
性化に重要であると報告されている．本研究の結果と
あわせると，ヘリックスⅡとⅣの距離の変化が，この
ループの構造変化にかかわると考えられた．ファミ
リー 1 の GPCR では，ヘリックスⅢとⅥの細胞質側

山下高廣

の位置変化により，おもに細胞質第 3 ループにある G
タンパク質結合サイトの構造変化を誘起すると考えら
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タンパク質誕生の1分子可視化法
上村想太郎

1.

東京大学大学院薬学系研究科 / JSTさきがけ研究員兼任

合成系からリボソームのみを除去した溶液系を用いる

はじめに

ことにした 6)．

近年，1 分子計測による生命科学の研究がさかんに

次に GFP を可視化するためにプラスミドを設計す

行われるようになってきた．その研究対象は分子モー

ることにした．GFP が蛍光を発するためには 65 〜

ターだけでも多岐にわたるが，遺伝子発現系への応

67 番目のアミノ酸により形成される発色団が酸化さ

用

だけでなく細胞内 1 分子計測にいたるまで多種

れることが必要である．この過程（成熟過程）は天然

多様である．われわれは遺伝子発現系の中でも特に本

GFP では数時間と長いため，比較的成熟過程の早い

質的であるタンパク質翻訳過程に着目し，翻訳機能を

GFP 変異体（GFPuv3; F64L/S65T/F99S/M153T/V163A）

保ったまま 1 分子レベルで可視化することに成功し

を用いることにした 7)．さらに GFP の蛍光イメージ

た． こ れ は タ ン パ ク 質 が mRNA か ら リ ボ ソ ー ム に

ングには基板に固定されたリボソームによる翻訳サイ

よってペプチド鎖に翻訳され，さらに折りたたまれ，

クルを 1 回で停止させ，新生 GFP をリボソームに捕

成熟過程を経て機能をもつまでの一連のタンパク質の

捉した状態にしておく必要がある．さもないと翻訳さ

誕生を可視化したものである．この可視化法の開発に

れた GFP はその蛍光を発する前にリボソームから解

より，タンパク質翻訳メカニズムだけでなく翻訳され

離して基板から離れてしまうため，イメージングには

たペプチドがどのような過程を経て機能をもつように

適さない．そこでリボソームトンネル内でペプチドが

なるのかを明らかにできる可能性がある．

捕捉されることが知られているアレスト配列の SecM

1), 2)

2.

配列とリンカーを GFP 配列の後ろに導入した 6)．

実験系の構築

3.

われわれは，翻訳後の新生タンパク質を可視化する

GFP の 1 分子イメージング

ために GFP 変異体をガラス基板上に固定したリボ

基板上でのリボソームの翻訳活性及びアレスト配列

ソームに翻訳させ，その GFP のイメージングを行っ

の効果を調べるために，まず無蛍光リボソームを高濃

た．

度で基板上に固定させ，翻訳反応を開始させた上で

まず，1 分子蛍光イメージングには測定したい分子

GFP のイメージングを行った．するとアレスト配列

の機能活性を損なわないような基板上への特異的な結

を含まない GFP プラスミドを導入した場合は GFP の

合が必須である．そこでわれわれはリボソーム 30S 小

蛍光が時間とともにほとんど変化しないのに対し，ア

サブユニットの 16SrRNA にオリゴ RNA を付加した変

レスト配列を含むプラスミドでは時間とともに GFP

異体を用いた

．3 末端にビオチンが付加された相

の蛍光輝点の数が上昇した．この結果からアレスト配

補的な DNA オリゴを介して基板に特異的に固定する

列により新生 GFP が基板に固定されたリボソームと

ことができ，固定リボソームの位置をオリゴの 5 末

安定した複合体を形成していることが示唆された．

3), 4)

端に付加した Cy3 で確認することもできた（図 1a）
．

GFP の輝点が固定されたリボソーム分子による翻

さらに翻訳に必要な因子をすべて含んだ翻訳系が必須

訳であることをさらに証明するために，固定するリボ

であるため，われわれは商品化された無細胞合成系

5)

ソーム分子を低濃度にすることでリボソームと GFP

を用いることにした．無細胞合成系とは転写と翻訳を

の輝点の位置が一致するかどうかを確認した．Cy3 蛍

含むタンパク質合成系で，目的のタンパク質がコード

光色素が導入された相補的なオリゴを用いることでリ

されたプラスミドを導入すると目的のタンパク質を溶

ボソームを蛍光標識することができた．

液系で合成することができる．われわれは基板に固定

同様に GFP の合成を顕微鏡下で行ったところ，Cy3

したリボソームによる翻訳を可視化するため，無細胞

と GFP の輝点の位置が一致しただけでなく，一致率

Single Molecule Imaging of Protein Birth
Sotaro UEMURA
Laboratory of Bio-Analytical Chemistry, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, the University of Tokyo
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過程に加えて折りたたみの時間も含まれており，正確
な翻訳時間を算出することはできなかった．
おわりに

4.

これらの手法は翻訳メカニズムだけでなく，翻訳と
同時に起こるタンパク質の折れたたみメカニズムの解
明に貢献するであろう．しかし，1 分子蛍光イメージ
ング法によるさらなる翻訳の解析には翻訳速度に比べ
て十分早い成熟過程をもつ蛍光タンパク質を用いる必
要がある．
さらにこれらの手法を応用すれば，単量体で機能し
無細胞合成系で合成及び折りたたみが起こるタンパク
質に限り，この系でプラスミド DNA さえあればタン
パク質精製及び基板固定法が不要になり，早急に 1 分
子計測の実験系ができると考えている．
謝
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域創成科学研究科），Joseph, Puglisi 教授（スタンフォー
ド大学医学部）らの共同研究の成果である．
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5) （株）ポストゲノムから PURESYSTEM という商品名で市販
図1
基板固定リボソームによる GFP 翻訳の 1 分子蛍光イメージング法
（a）および GFP とリボソーム -Cy3 の輝点位置の一致による評価
（b）
．（a）リボソームの基板固定法の模式図．
（b）反応開始から
の経過時間（分）による GFP（左列）と Cy3（右列）の蛍光像の比
較．白丸で示した輝点は位置がそれぞれ一致したもの．

6)
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（GFP と一致した Cy3 分子数 /Cy3 分子数）が時間経
過とともに上昇した（図 1b）．これら一致した分子は
蛍光強度分布からそれぞれ 1 分子であることも明らか

上村想太郎

になった 6)．
これらの一致率は約 20 分の時定数で指数関数的に
上昇することがわかり，溶液系における GFP の蛍光
強度とほぼ変わらない値を示した．この 20 分は成熟
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分子シミュレーションと中性子散乱で探る
タンパク質ダイナミクスの水和依存性
城地保昌

1.

東京大学分子細胞生物学研究所

がある．タンパク質の場合，軽水素原子からの非干渉

はじめに

性散乱が，その他の原子からの散乱に比べて支配的で

タンパク質は，ゆらぎを効率的に利用して機能す

あるため，以下では非干渉性散乱のみを扱う．

る．タンパク質のゆらぎは，環境媒体である水中で起

3.

こるため，タンパク質の機能を理解するには，ダイナ

弾性散乱解析：ガラス性転移と水和の役割

弾 性 非 干 渉 性 散 乱 強 度 の Q 依 存 性 か ら は， 平 均

ミクスに対する水和の役割を研究することが不可欠で

2 乗原子ゆらぎをタンパク質中の軽水素原子で平均し

ある．
分子シミュレーションは，フェムト秒からマイク

た値を，見積もることができる．1989 年，Doster ら

ロ秒の時間領域で起こる立体構造ダイナミクスを追

は重水で水和した myoglobin の中性子弾性散乱測定か

跡するのに最適な手法であり，タンパク質の機能研

ら， 平 均 2 乗 原 子 ゆ ら ぎ の 温 度 依 存 性 を 調 べ， 約

究において重要な役割を担っている．一方，実験手

200K 以下の低温では温度に比例するのに対し，それ

段としては，中性子散乱が有効である．散乱実験で

以上の温度では急激にその傾きが増加することを示し

は，中性子のエネルギーが，タンパク質のゆらぎと

た 2)（図 1）
．これが，タンパク質のガラス性転移とよ

同程度であるため，中性子とタンパク質の間でエネ

ばれるタンパク質に普遍的な現象であり，中性子散乱

ルギーのやり取りが起こる．散乱前後の，中性子の

のみでなく，Mössbauer 分光 3)，X 線結晶回折 4) など

運動量変化（Q）とエネルギー変化（）を解析する

の実験により観測されている．この現象は，タンパク

ことで，フェムト秒からナノ秒の時間領域で起こる

質のエネルギー面には多くの準安定構造が存在し，転

ダイナミクスの情報を抽出できる．これまでは，中

移温度以下では，準安定構造内での調和的運動が支配

性子の強度が弱いために，大量のサンプルと長時間

的なのに対し，転移温度以上では，準安定構造間を

の測定が必要で，中性子散乱は広くは利用されてい

ジャンプする運動が現れるために起こると考えられて

ない．しかし，2001 年から茨城県東海村に大強度陽

いる（図 1）．興味深いことに，この転移温度以上で

子加速器施設の建設が進められ，本年 5 月には，遂に

のみ機能するタンパク質の報告もある 4)．また，乾燥

陽子ビームを用いた核破砕中性子が発生した 1)．今後

状態ではガラス性転移が観測されないタンパク質の報

は，強度の問題が解消され，中性子散乱は，タンパ
ク質の機能研究において重要な役割を担っていくと
期待される．
筆者らは，分子シミュレーションと中性子散乱を相
補的に利用して，タンパク質研究を行っている．本稿
では，タンパク質ダイナミクスに対する水和の役割に
ついて，筆者らの研究成果を交えて紹介する．
2.

中性子散乱の種類

中性子散乱は，エネルギーのやり取りがある非弾性
散乱と，やり取りがない弾性散乱に分類できる．ま
た，原子の自己相関運動の情報を与える非干渉性散乱

図1
タンパク質のガラス性転移と水和効果（模式図）
．

と，原子間の相互相関運動の情報を与える干渉性散乱

Hydration Effect on Protein Dynamics Observed in the Calculated Neutron Scattering Spectra
Yasumasa JOTI
Institute of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo
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告もあり 5)，水和は，機能とかかわるタンパク質ダイ
ナミクスに重要な役割を果たすと考えられる．
筆者らは，Staphylococcal nuclease（SNase）の水和状
態（h  0.49 g D2O/g protein） と 乾 燥 状 態（h  0.09）
の分子動力学計算により，タンパク質のガラス性転移

の水和依存性を調べた 6)．平均 2 乗原子ゆらぎの温度
依存性を，水和状態と乾燥状態で比較した結果，ガラ
ス性転移は，水和状態のほうが顕著であった．この結
果は，筆者らの行った SNase の中性子散乱実験 7) と一
致する．水和状態では，水分子の大部分が水分子同士
図2
SNase の中性子非弾性散乱スペクトルの計算値．横軸ωはエネル
ギーのやり取り．1 THz  1 ps1

で水素結合している．また，300 K での水分子のゆら
ぎが，タンパク質と比べて 2 桁も大きい．つまり，転
移温度以上では，水和水（水分子の集団）がタンパク
質ダイナミクスに対して潤滑油の役割を果たしている
と考えられる．一方，乾燥状態では，水分子はおもに

によりボゾンピークが観測されないのに対し，乾燥状

タンパク質分子と水素結合し，タンパク質間をつな

態では，ボゾンピークが観測される 9)（図 2）
．つま

ぎ，常温でも互いのゆらぎを制限しているため，ガラ

り，水和状態では，準安定構造間のジャンプが頻繁に

ス性転移が阻害される．このように，ガラス性転移に

起こっているが，乾燥状態では，先述の分子間相互作

は，タンパク質間相互作用と水分子の動きやすさが重

用のため，300 K でもダイナミクスの一部が準安定構

要な役割を果たす．

造にトラップされていると考えられる．非弾性散乱ス
ペクトルの計算結果は，低温・常温とも，筆者らの

4． 非弾性散乱解析：ボゾンピークと水和の役割

行った実験 7) とよく一致する．

低温で測定したガラス状物質の非弾性散乱スペクト

おわりに

5.

ルには，ボゾンピークとよばれる 1 THz 付近のブロー
ドなピークが観測される．筆者らは，タンパク質のボ

分子シミュレーションと中性子散乱実験は，タンパ

ゾンピークは，ダイナミクスの一部が低温で準安定構

ク質ダイナミクスを研究する相補的な手段である．双

造にトラップされるために現れることを，分子シミュ

方から得られる情報を総合的に解釈することで，機能

レーションから明かにした 8)．上記 SNase の分子シ

とかかわるタンパク質ダイナミクス研究を促進してい

ミュレーション結果から計算される非弾性非干渉性散

きたい．

乱スペクトルを，水和状態と乾燥状態で比較したとこ
謝

ろ，100 K では，タンパク質のボゾンピークが水和に

辞

より高エネルギー側にシフトした （図 2）．水和状態

本稿の内容には，東京大学の北尾彰朗准教授，日本

では，水分子の水素結合ネットワークにより，乾燥状

原子力研究開発機構の郷信広先生，中川洋博士，奈良

態と比べて，タンパク質と水の運動が強くカップル

先端科学技術大学院大学の片岡幹雄教授との共同研究

し，エネルギー面の底がよりシャープになり，このよ

成果を含む．共同研究者の皆さまに深く感謝いたしま

うなシフトが起こると考えられる．

す．

9)

一方，300K では，水和状態では，強い準弾性散乱
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ボゾンピーク
Boson peak
ガラス状物質の非弾性中性子散乱やラマン散乱ス
ペクトルに観測される，低振動数領域（約 1 THz）
のブロードなピーク．物質の種類や状態によって

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

そのピークの位置は異なるが，低分子ガラス，合
成高分子，タンパク質などに普遍的に観測される．
（343 ページ）
（城地）
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質量分析法による巨大タンパク質複合体
ダイナミクスの研究
山本竜也

1.

理化学研究所播磨研究所

質量分析法と構造生物学

3.

質量分析法によるリボソームの H/D 交換測定

近年のタンパク質研究における質量分析法は，同定

現在リボソームを中心として巨大タンパク質複合

技術を生かしたプロテオーム解析や MS/MS による壊

体ダイナミクスの研究を行っている 2)．大腸菌由来の

裂を利用した翻訳後修飾の解析にて大きな成果を上げ

70S リボソームは，1 つの RNA 分子に 22 種類のタン

ている一方，構造生物学的な情報を得るための研究も

パク質（以後 S1, S2,… とラベルされたタンパク質）

進んでいる．質量分析法で構造生物学的な情報を得る

が非共有結合した 30S と，2 種類の RNA 分子に 34 種

ためには，構造情報を質量情報に変換する必要があ

類のタンパク質（以後

る．最もシンプルな実験例は，エレクトロスプレーイ

ンパク質）が非共有結合した 50S の 2 つのサブユニッ

オン化型の質量分析計を用いて複合体と各タンパク質

トからなる超巨大複合体（2.3 MDa）である．2000 年

を直接検出し，化学量論的な観点から複合体の自己組

以降，高熱菌由来のリボソームを中心として X 線結

織化過程や親和力などの情報を得るというものであ

晶構造解析により原子座標が続々と決定され，近年

る．とはいえ，一般には化学修飾や加水分解を用いて

はクライオ電子顕微鏡との組み合わせで新たな知見

構造情報から質量情報への変換を行っている．たとえ

が次々と得られているが，溶液中でのダイナミクス

ば膜表在性タンパク質のアミノ酸側鎖を化学修飾し，

の情報を直接的に得る方法はこれまでなかった．そ

その修飾箇所と程度を質量分析計で検出することで，

こで，われわれは MALDI-TOF 型質量分析計を用いて

タンパク質がどの向きにどの程度埋もれているかを観

H/D 交換測定を行うことにより，70S リボソームのダ

察できるようになってきた ．

イナミクスを各タンパク質ごとにいっせい解析する

1)

2.

L1, L2,…

とラベルされたタ

実験系を開発した．まず，ゲノム配列や翻訳後修飾

質量分析法とタンパク質のダイナミクス

情報をもとにスペクトル上のピークの同定を行い，

NMR や X 線結晶構造解析で観察される構造ダイナ

56 種類のタンパク質のうち 55 種類の情報を 1 つのス

ミクスの情報は原子座標分解能で得られるため理想

ペクトル上に記述することに成功した（図 1）．その

的な手法であるが，ケミカルシフトの帰属や結晶化
の難しさなどから巨大分子や多分子系の溶液構造ダ
イナミクスなどは未開拓な領域として残されている．
現在われわれは H/D 交換と質量分析を組み合わせた
方法を用いて，これらのダイナミクス情報を得る研
究を手法開発と応用の両面から行っている．H/D 交
換実験はタンパク質を重水環境に移した際，解離性
プロトン（おもに主鎖のアミドプロトン）が重水素に
置き換わる速度や程度を定量することにより，溶媒
露出度やダイナミクスを定量的に扱う実験手法であ
る．一般に分子表面やダイナミックに動いている部
分は交換されやすく，分子内部や硬い構造をもつ部

図1
軽水中でのリボソームの MALDI-TOF MS スペクトル．S1 タンパク
質由来のシグナルは 100 倍に拡大している．

分は交換されにくい．

Mass Spectrometry of Protein Dynamics in Macro Complexes
Tatsuya YAMAMOTO
RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute
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同定結果をもとに H/D 交換実験で得られた結果の考
察を行った．
得られた質量経時変化は 2 つのフェーズをもつ 1 次
反応型を示していた（詳細は現在研究中）．交換が飽
和する t  ∞ での各タンパク質の交換割合は図 2 のよ
うになっており，その結果を X 線結晶構造上に色付
けした H/D 交換マップが図 3 である．機能と関連す
るタンパク質を中心に考察すると，50S と 30S サブユ
ニットいずれにおいても，活性部位やリガンド結合
部位が集中している図 3 上側のほうが下側に比べよ
く交換されており，溶媒露出度とは関係なく，構造
ゆらぎと機能との間に相関があることが示唆された．
特に tRNA の導入口（S12，L16，L25），排出口（L31，
L33），フレームシフト関連タンパク質（S13）や，伸

図3
H/D 交換マップ．灰色は rRNA，カラーはリボソームタンパク質を
表し，タンパク質の色は重水素交換割合を示している．

長因子と相互作用するタンパク質（L11）は，すべて
交換率が 0.8 以上と高い値を示すのに対し，mRNA の
導入口（S3，S4，S5）や排出口（S7，S11）に位置す
るタンパク質は平均的な値であった．これらのこと

進むときのラチェットモーションを制御していると

から，リガンド結合に関与するタンパク質は基本的

考えられている L7 と L12 の交換率はそれぞれ 0.90 と

に柔軟な構造をしているが，GTP の加水分解により

0.91 と高く，X 線構造解析でも原子座標が決定できな

エネルギーを得ている mRNA の導入や排出に対して

いほど大きく動いていることがわかった．また，リ

は，出入口のタンパク質が大きくゆらぐ必要はない

ボソームの構造ゆらぎは複合体の形成過程とも密接

ことが推察される．また，リボソームが mRNA 上を

な関係にあることがわかった 2)．
現在リボソームの転移過程中間体で同様の実験を行
うことで，フレームシフト時の動きについて興味深い
知見が得られており，論文執筆中である．さらに，方
法論においてもフラグメント化による分解能の向上や
マイクロリアクターを用いた時間分解能の向上に成功
しており，今後はその他の巨大複合体や膜タンパク質
への展開を通じて生命現象における複雑なタンパク質
のやり取りを解明していきたい．
文

献

1)

Izumi, S., Kaneko, H., Yamazaki, T., Hirata, T. and Kominami, S.

2)

(2003) Biochemistry 42, 14663-14669.
Yamamoto, T., Izumi, S. and Gekko, K. (2006) FEBS Lett. 580,
3638-3642.

山本竜也

図2
t  ∞ での各リボソームタンパク質の重水素交換割合．
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執筆技術

分野の違う人に伝わる文章を書くために
青山聖子

サイエンスライター / 早稲田大学大学院政治学研究科客員教授

属機関の広報誌などで広く一般に向けて研究内容を伝

1. はじめに

えるときにも，参考にしていただければ幸いである．
1999 年 8 月の 224 号から 2008 年 2 月の 275 号まで，

2. 文章の目的と相手をはっきりさせる

本誌の編集委員長補佐をさせていただいた．といって
も，各号にどんな記事を掲載するかという企画は編集

高校までの国語の授業ではあまり習わなかったと思

委員の先生方が決めて下さるし，原稿の査読も丁寧に

うが，日記などの個人的な文章を除けば，文章には必

して下さる．誌面の制作は，現在の編集室がある中西

ず目的があり，読んでほしい相手がいる．原稿を書く

印刷の方も，以前に編集室のあったサイペックの方

ときのいちばん大切な心構えは，
「どういう目的で，

も，とてもきちんとやって下さる．そのため，筆者の

誰に向けて書くのかを意識すること」である．

仕事は，科学の世界の表記の細かい約束事を守り，図

『生物物理』は 1 次論文誌ではなく，学会誌である．

と本文の整合をとることが中心だった．ただ，僭越な

したがって，本誌に掲載される記事の最大の目的は，

がら文章の手直しはかなりさせていただいた．
「こう

「生物物理のある分野でこんな研究成果が得られた」

すれば，もっと読者に伝わりやすくなるのでは」とい

という情報を，広く会員に伝えることだろう．この目

う気持ちからである．

的をはっきり意識することが，原稿を書くときの出発
点となる．

編集者やライターとして科学のさまざまな分野の研
究を紹介してきたが，なかでも生物物理は，研究内容

生物物理の研究対象は，タンパク質やゲノムから脳

を伝えるのが格段に難しい分野だと思う．個々の実験

神経系，生物集団までと幅広く，研究手法も，分子生

結果よりも，それを通じてどういう概念が導かれたか

物学的手法，イメージング，種々の分光法，構造解

に重点を置く学問だからかもしれない．編集委員の先

析，計算機シミュレーションなど実にさまざまだ．こ

生方も，本誌の記事は難しくてわかりにくいものが多

のため，自分の分野での常識が，同じ生物物理学会員

いと感じておられ，それを改善するための方策をいろ

でも違う分野の研究者には通じない可能性は非常に高

いろ考えてこられた．

い．そこで，出発点においては，自分の常識が読者に
は通じないかもしれないと意識することもとても重要

最近，執筆依頼の際に，わかりやすく書かれている

である．

過去の記事を見本として添付することにしたのも，そ
の 1 つである．筆者も「原稿執筆のヒント」というコ

『生物物理』は学会誌だから，同じ分野の人も読む

ラムを書くことでいくらかでもお手伝いをと思ったの

し，偉い先生も読んでくれるかもしれない．そう考え

だが，事情があって編集委員長補佐を降板させていた

て，1 次論文と同じ調子で張り切って書くと，分野の

だくこととなり，中途半端に終わってしまった．

ちょっと違う人には読むのがたいへんな記事になって

今回，編集委員長の七田先生から執筆の機会をいた

しまう．どんなにすばらしいことを書いたつもりで

だいたので，お詫びの気持ちも込め，改めて，生物物

も，読者が途中で読むのをあきらめたり，読んではみ

理の研究者が自分の研究について書くときの心構えと

たがわからなかったというのでは，文章を書いた意味

留意点を書いてみたい．特に，専門の違う読者にわ

がない．

かってもらうにはどうしたよいかを中心に述べるの

さまざまなバックグラウンドをもつ会員が読むこと

で，ヘテロな分野の集まりである生物物理学会の中で

を考えると，本誌の記事は，総合科学雑誌の記事や新

情報を発信するときにも，研究室のホームページや所

聞の科学面の記事のレベルで書くのがちょうどいいの

How to Write an Article Friendly to Readers in Different Fields
Seiko AOYAMA
Science Writer / MAJESTy, Waseda University
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ではないだろうか．とはいっても，どのように書いた

といえども，広範な分野の基礎知識をすべてもってい

らよいのかわからないという方は，異分野の友人や研

るとは限らない．筆者のような素人を相手にするつも

究室に入ったばかりの学生など具体的な個人を思い浮

りで，自分の研究が分野の中でどういう位置にあるの

かべて，その人に通じるかどうかを考えながら書くと

か，対象としているものが分類の中（あるいは細胞の

いい．

中）のどこにあるのかを，最初にきちんと書いていた

青少年や一般の方の科学離れがよく問題になるが，

だくと，読者は話に入っていきやすくなると思う．た

「最近は，研究者の科学離れのほうが深刻だ」という

だし，このとき，研究の歴史を詳しくたどるような書

意見を，ある教授から聞いたことがある．研究分野が

き方だと，話がごちゃごちゃしてかえってわかりにく

細分化し，研究の進展も速いため，研究者といえど

くなる．現時点でわかっていることを，簡潔なプロッ

も，極端な場合は隣の研究室で何をやっているかさえ

トで示すのがいちばんだ．

わからない．だが，研究者は多忙で，自分の分野以外

我田引水で恐縮だが，1 つ例を挙げさせていただ

の情報を得るために割ける時間はほとんどないという

く．文部科学省のタンパク質関連研究プロジェクトを

指摘であった．これを裏返して考えれば，そういう状

紹介するパンフレットの冒頭に掲載した図である

況だからこそ，学会誌などの場を通じて，自分とは違

（図 1）．このパンフレットは，研究者でない人への説

う分野の人たちに向けて情報を発信することには大き

明にも使うということだったので，まず「タンパク質

な意義があるし，その情報が伝わりやすいものである

がどこにあって何をしているか」というイメージを

ことは重要だということになる．ぜひ，このことを念

もってもらえるようにと，こういう図を考えてみた．

頭に置いて原稿を書いていただければと思う．

本誌の場合は，ここまで基礎に立ち返る必要はないだ
ろうし，「プロ」の皆さまの目から見ればいろいろ不

3. まず研究の位置づけをわかってもらう

備もあるだろうが，対象に応じて入口を工夫するとい
文章を書くときに，次に大事なのは構成をよく考え

う「心意気」を感じていただければ幸いである．

ることである．研究内容を紹介する文章は，①背景と

4. 細かい事実よりもストーリーを伝える

目的，②手法，③結果，④議論と展望という順序で書
かれる場合がほとんどで，大まかな構成は決まってい

研究者なら，②手法と③結果については，有り余る

る．問題は，それぞれの部分に何をどれだけ書くかで

ほどの情報をもっていることだろう．1 つの研究成果

ある．

の陰には，手法を確立するまでの試行錯誤があり，思

分野の違う読者にとってわかりやすい記事にするた

うような結果が得られなかった実験の数々があったは

めには，まず，話の入口である①を工夫する必要があ

ずだ．そうしたいきさつを書きたいという気持ちに駆

る．筆者は化学科の出身で，細胞生物学の教科書の一

られるかもしれない．だが，わかりやすい文章を書こ

部を翻訳したことはあったが，生物物理にはなじみが

うと思ったら，あまり細かい話には立ち入らないほう

なかった．そのため，最初は，記事の入口でつまずく

がよい．

ことが多かった．
「ポストゲノム研究として重要」と

読者が知りたいのは，「何をどのように研究したら，

か，「病気の発症機構の解明につながる」といった大

どんな結果が得られたのか」という大きなストーリー

きな意義の説明はよくわかるのだが，実際に研究対象

である．そのストーリーがストレートに伝わるように

としているものについての基礎知識がないため，話の

するには，つらいだろうが余分な情報は捨てること

具体的な位置づけがわからなかったのだ．

だ．

たとえば，細菌の中には細胞膜の外側に外膜をもつ

もしも，話がいくつかに枝分かれしている場合は，

ものがあるということを知らなかったので，研究対象

その全体像を示した上で，各部分を書く最初に，その

のタンパク質がどこにあるのかわからなくて最後まで

部分が全体像のうちのどこにあたるかを示す一文を添

悩んだこともある．神経系の細胞について書かれた記

えるとよい．小見出しの立て方や階層を工夫すること

事では，たくさんの種類の細胞が出てきて，どれがど

も有効だ．

れなのか区別がつかなくなってしまった．バイオイン

書くべきストーリーが明確になったら，次は，その

フォマティクスの研究の記事では，用語も概念も見知

ストーリーをどのように伝えるかである．一般に，文

らぬものばかりで，どういう成果が得られたのかすら

章で記述する内容は，「事実」「伝聞」「推定」「意見」

つかめないこともあった．

に分けられると思う．それらを，伝聞なら「〜だとい

筆者の浅学非才がいけないのだが，生物物理学会員

う」，推定なら「〜らしい」などのように語尾で区別
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図1
タンパク質がどこにあってどんなはたらきをしているかをわかってもらおうという意図でつくった図．（文部科学省タンパク質関連研究プ
ロジェクト紹介パンフレット『タンパク質研究が切り拓く世界』p. 2 より許可を得て転載）

することも大切だが，研究についての記事はほとんど

5. 用語の壁を意識する

が「事実」だろう．この事実を淡々と書くだけでは，
読者にはストーリーが伝わりにくい．

専門の違う読者に向けて書くとき，大きな壁となる

「ABC というタンパク質の○○を測定したところ，

のは分野独特の用語である．文例 1 を見てほしい．こ

××という値が得られた」と事実だけを書くと，よそ

れは，愚娘があるところに書いた文章である．何の話

よそしい感じがするし，門外漢にはどういう意味があ

だかわかるだろうか．実は，これはヨット部で艇の操

るのかわからない．そもそも，ABC というタンパク

作を練習したときの反省文で，ヨットの専門用語がた

質の名前自体が読者にはなじみのないものかもしれな

くさん出てくる．日本語として難しいわけではない

いし，文中に似たようなアルファベットの名前がいく

が，部外者にはなんのことだかさっぱりわからない．

つも出てきてどれがどれだかわからなくなっている場

これと同じようなことが，研究について書くときに

合もあるだろう．

も起こる．同業者の間なら用語の説明は必要なく，説

「細 胞 膜 に あ っ て 受 容 体 の は た ら き を し て い る

明したり言い換えたりすればかえって話がわかりにく

ABC」というように，ABC という名称に性格づけを
するような形容をつけると，読者はイメージもわく

文例 1
この文は何について書いたものかわかるだろうか．専門用語は仲
間内でしか通じない．

し，似た名前の他のタンパク質との区別もつく．同様
に，○○という物性値から何がわかるのか，××とい
う値は既知のタンパク質と比べてどうなのか，それは

トラッピーズの姿勢を意識してみた．姿勢が良かったかどう
かはわからないけど，フラットを維持できていたようなので
良かった．on デッキのときと景色の見え方が違うので，そこ
は早く慣れて，斜め前のブローをさがす．トラッピーズタッ
クは焦らないで手トラで粘ってからデッキに入る．タック
後，アジャスターがフルトラのままでリングがかけづらく
て，なかなかフルトラに出られなかったので，タック準備の
時に短くしようかな．ジブがちゃんとカムできてないことが
あったからそこは要確認．正直，他艇・ブローを見る余裕は
ゼロだった．

どういうことを意味しているのかといったことを少し
丁寧に説明していただくと，「事実」がストーリーと
して生き生きと伝わるようになる．数式や，計算機に
よる解析についても，変数や操作の意味のイメージが
わくように説明を工夫していただければと思う．
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くなるが，少し専門の違う読者に向けて書く場合は，

れまでリガンドとの結合状態の立体構造が不明だった

どこまで専門用語を使うか，専門用語の説明をどのぐ

ため，反応機構の解明が進んでいなかった」と書いた

らいするかをよく考えたほうがよい．最初にも書いた

ほうが読みやすいと思うのだが，いかがだろうか．

ように，自分にとっては常識でも，読者にとって見知

形容がたくさんかかっていると，誤解を招きやすい

らぬ言葉はたくさんある．肝心の言葉の意味がわから

という問題もある．「透明な楕円形の枠のついたプラ

ないために，文章全体がわからなくなってしまうかも

スチック製の窓」と書いてある場合，たぶんプラス

しれない．専門用語は慎重に使うことだ．

チックが透明なのだろうとわかるが，枠が透明だと誤

用語については，同じものは同じ言葉で示すという

解を招かないためには「楕円形の枠のついた透明なプ

ことにも留意してほしい．そんなことは当たり前と思

ラスチック製の窓」としたほうがよい．形容するもの

われるかもしれないが，意外に統一されていないこと

とされるものをなるべく近くに置くと，誤解が生まれ

が多い．たとえば，タンパク質の複合体は X/Y/Z と書

にくくなる．動詞と，それを形容する副詞についても

こうが，Y/X/Z と書こうが，本質的に違いはない．だ

同様である．

が，X，Y，Z ではなく，それぞれがもっと長い名前

さて，論文英語風の日本語のもう 1 つの特徴は，無

だったら，順序が入れ替わっていると別物に見えてし

生物主語や受動態がたくさん出てくることだ．翻訳調

まう．手法の略称や，変数の添え字なども，統一され

で読みにくくなるだけでなく，受動態にすると，行為

ていないと混乱する．

の主体がはっきりしなくなるという弊害もある．たと

ついでに言うと，略称を元の言葉の初出の際に示す

えば，自分の研究成果なのに「△△という結果が報告

ことや，変数を最初に定義することも，意外に忘れが

されている」と書いてあるのをときどき見かける．こ

ちである．こうした点に注意することは，読者を想定

れは研究者の謙譲の美徳なのかもしれないが，参考文

して書くようにすれば自然にできてくると思う．

献の著者名を見ないと誰の成果なのかわからない．不

用語と並んで「わかりにくさ」の原因となるのは，

便だし，話の展開がわかりにくくなる場合もある．主

長い文だ．1 つの文が長いと，節と節の間の関係がね

語はぜひ明示していただきたい．

じれやすくなり，何を書いてあるのか読み取りにくく

3 つめは，漢字の熟語を「の」で次々につないだ表

なる．1 つ 1 つの文は短くし，それぞれの間を適切な

現だ．英語では，動詞を名詞化した単語を of

でつ

接続詞でつなぐと，書くほうは楽だし，読むほうはわ

なぐことに相当する．これも，たとえば「この事象の

かりやすくなる．書いていてごちゃごちゃしてきたぞ

出現確率の計算の結果」と書くよりも，「この事象が

と思ったら，文を切ることを検討してはどうだろう

現れる確率を計算したところ」と書いたほうが読みや

か．

すいと思う．このようないい換えを，ある研究機関の
広報担当者が，「漢語ではなく大和言葉を使うように」

6. 翻訳調の日本語と決別しよう

と表現していて，なるほどと思った．ぜひ心に留めて
生物物理に限った話ではないが，研究者の書く日本

おいてほしい言葉だ．

語の文章は，英語の論文の表現に引きずられているこ

7. 図のパワーを最大限に生かす

とが多い．英語での発表の機会も多いことだろうし，
英語の表現に従ったほうが便利な場合もあるだろうと

読者に研究内容のイメージをもってもらうために，

拝察するが，すんなりわかってもらうためには，日本

「たとえ」を上手に使うことも考えてほしい．研究者

語として読みやすいに越したことはない．

はたとえを嫌う方が多い．たとえを使うとどうしても

論文英語に引きずられた悪しき日本語の特徴は 3 つ

不正確になる部分が出てくるためだと思う．だが，上

ある．1 つは，名詞にかかる形容が非常に長くて重い

手なたとえを使えば，たくさんの言葉を費やさなくて

ことだ．名詞の後ろに関係代名詞で延々と説明をつけ

も，読者にぱっとイメージを与えることができる．自

る英文をよく見かけるが，それの日本語版であり，と

分が研究している対象の運動のようすとか，細胞内で

ても読みにくい．たとえば，「今回われわれは，これ

の役割，あるいは分子の大きさのスケール感などを表

までリガンドとの結合状態の立体構造が不明だったた

現するのに，いいたとえがないか，日頃から考えてお

めに反応機構の解明が進んでいなかった ABC という

くことを勧める．

タンパク質の結晶化に成功した」と書くよりも，形容

たとえよりももっと有効なのは，図や写真である．

されている名詞を主語にして「今回われわれは ABC

図をつくるのはとても手間がかかるが，一目でわかる

というタンパク質の結晶化に成功した．ABC は，こ

図は雄弁である．どういう要素をどのように配置した
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分野の違う人に伝わる文章を書くために

らわかりやすいかをよく考えて，用意するとよいと思

表1
科学の文章を書くときのチェックポイント．
（蛋白質 核酸 酵素
53(1), p. 83 (2008) より転載）

う．それが難しい場合でも，いろいろな機会につくっ
た図をそのまま流用することはなるべく避ける．別々

大前提
⓪

につくった図は，同じものが違う色やテイストで描か

文章の目的と相手ははっきりしているか

れていたり，スケールや向きがちがったりすることが

基本中の基本
①
②

多い．そういう図を見た読者は，図 1 のどこが図 2 に

タイトルは魅力的か

相当するのだろうかと悩まなければならない．繰り返

「だ，である」と「です，ます」が混じっていないか

③

主語と述語は呼応しているか

④

係り結びを守っているか
たとえば，「なぜなら」は「○○だからである」で受け
ているか

しになるが，研究者本人にとっては，何がどこにある
かは常識なので，図の向きや大きさが違おうが，色が
違おうが，問題ない．だが，図を初めて見る読者に
とっては，そうしたことがハードルとなる．そのこと

⑤

読点（
「，
」または「、
」
）の位置は適切か
意味の切れ目に入っているか，誤解を招かないか

を十分に意識し，図を上手に利用してほしい．

⑥

段落はつけてあるか

どうかを確認することも重要だ．さらに，図の中の何

⑦

1 つの文が長すぎないか

をどのように見たらよいかを本文か図の説明文の中で

⑧

接続詞の使い方は適切か

説明することも忘れてはならない．

図については，本文と用語や記号が一致しているか

あいまいさを避けるために

8. 生物物理学の発展のために

⑨

同じものはいつも同じ言葉で示しているか

⑩

指示語が何を指しているのか明確か

⑪

名詞にたくさんの形容がかかっていないか

で こ ま ご ま と 書 い て き た． こ れ ら を 別 の と こ ろ で

⑫

形容するものとされるものは近くにあるか

チェックポイントとしてまとめたので，それを載せて

⑬

比喩と否定を組み合わせて使っていないか
×動物の体のつくりは植物のように単純ではない
○動物の体のつくりは植物ほど単純ではない

おく（表 1）．ただし，この表は，これまでの記事に

⑭

書くときの心構えから，図をつくるときの注意点ま

けちをつけることが目的ではなく，これから記事を書
く方の参考にしていただければというものだ．

「事実」
「伝聞」
「推定」
「意見」を区別しているか

最初は話題についていけなかった筆者も，50 号余

書き方を吟味しよう
⑮

受動態や無生物主語を多用していないか

⑯

たくさんの名詞を「の」で重ねていないか

⑰

りの記事をすべて読ませていただいたことで，生物物
理という学問の魅力がおぼろげながらわかってきた．
お世話になった生物物理学会がますます発展すること

「業界」の言い回しを使っていないか

⑱

TPO にあった形容を使っているか

⑲

説明は必要かつ十分か

⑳

説明は具体的か

を願っている．今回の拙文がきっかけとなって，本誌
の記事が読みやすくなり，学会員の間の情報交換がス
ムーズになれば，本望である．

図を使う場合
21

一目でイメージがわくか

22

要素が整理され，わかりやすく配置されているか

23

本文と用語が一致しているか

24

本文の説明と図の対応がすぐにわかるか

25

複数の図を使う場合，共通の要素は同じ色・形か

26

複数の図を使う場合，図同士の関係がすぐにわかるか
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サイエンスライター，早稲田大学大学院政治学研
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ろん，教科書にも必ず取り上げられ， 高エネルギー
リン酸結合 なる言葉を使っている教科書も多数あり
ます．しかし，
「ATP のどこにエネルギーが蓄えられて
いるの？」
，
「そのエネルギーをどう使うの？」という
具体的なイメージはほとんどの方が漠然としかもって

支 部 だより

いないのではないかと思います．さらに，
「生体分子
周囲の水をどう扱うか」
，というのも非常に重要な問

東北支部からのたより

題です．水はあたり前のように存在していますが，生
体分子を扱うときには，その存在自体を無視したり，
非常に単純化しているなど，あまり直接的に生体分子
の機能と結びつけて考えられていませんでした．しか
し，水分子そのものが生体分子の機能に重要な役割を
果たしていることはおそらく間違いないでしょう．そ
ういう漠然とした思いをもちながら長く研究生活をし

日本生物物理学会東北支部会の活動の一環として，

ていたのですが，ちょうど児玉さん，鈴木さん（東北

2008 年 8 月 30 日に生物物理学会・東北支部シンポ

大）らがその問題をテーマにしたシンポジウムを今年

ジウムが開催されました．ATP 加水分解の問題や生体

の年会（福岡）で開催することになりました．ATP，

分子を取り巻く水の働きなどの魅力的な話を聞くこと

水の問題は熱力学が重要にかかわってきますので，年

ができ，非常に有意義な時間でした．そこで東北支部

会シンポジウムの時間内ではなかなか十分に理解でき

会の活動内容として，現東北支部長およびオーガナイ

ないと思われましたので，東北支部会シンポジウムで

ザーである石島秋彦先生に今回のシンポジウムについ

はその予習，として基礎からじっくりと児玉，鈴木，

てご執筆いただきました．
（東北地区編集委員）

田中（さきがけ，JST）の各先生にお話ししてもらうこ
とになりました．日程は各先生の都合のいい時間，と

2008 年度の東北支部会シンポジウムに関して，ご

いうことで 8 月 30 日（土）になりました．あとでわ

報告させていただきます．本来は，樋口さんがもう

かったことですが，翌日は東北大学片平キャンパスで

1 年支部長を勤め上げる予定でしたが，今年 4 月より

は停電断水であり，その準備のためにシンポジウムに

東大に移籍しましたので，そのピンチヒッターとして

参加できない，というおしかりもいただきました．ま

私が支部長を勤めることになりました．支部長の仕事

た，会場のお隣では別の生命系のシンポジウムがかぶ

の 1 つは， 年に 1 度の支部会を開催すること です．

る，ということも当日になってわかりました．こちら

昨年は 6 月に開催されたのですが私の怠慢で遅れて

の確認不足でした，反省事項です．

しまい，8 月末に開催することになりました．最近は

さて，プログラムは，一般講演・特別シンポジウ

多数のシンポジウム，セミナーが開かれております．

ム，という形で，行うことにしました．メール，ホー

このこと自体は，滅多に聞けない話を聞けたり，自分

ムページでのよびかけ，さらには会長室から全会員へ

の研究成果を発表する機会が増えたりといい面もある

のアナウンスもしていただき，まずほとんどの会員の

のですが，あまりにもその回数が多くなり，逆に忙し

方には連絡を送ることができたと思っています．一般

くなりすぎ身動きがとれないなどの面も感じられま

講演も締めきりまでに定数集まり，まずはほっとした

す．そんな中で，さらにシンポジウムを 1 つ増やす

状況です．しかし，問題は当日いったいどの程度集ま

わけですから，なにか別の魅力を盛り込まなくては，

るか，ということ．一般講演に関しては事前申し込み

と思っていました．

を行っていたので，人数の確認はできていたのです

そんな中，以前からいろいろとディスカッションを

が，当日の参加人数に関してはまったく読めませんで

させていただく機会の多かった児玉先生（九工大）と

した．関係者だけしか集まらないのか，それとも会場

私の間での今いちばんホットな話題である， ATP 加水

に入りきれないほど満員になるのか…．午後 1 時か

分解とは何か？ という問題をメインにしたシンポジ

らシンポジウム開始ということで，スタッフは 11 時

ウムをしてみようか，と思いたちました．皆さんご存

には準備を始めていました．さて，開始 30 分前であ

じのように，ATP は生体中の通貨の役割を果たし，ほ

る 12 時半の状況は…というと，会場には 3 人…．不

とんどの生命現象に重要な役割を担っています．もち

安 が 募 る ば か り で す． し か し， 開 始 直 前 に な る と
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図 1 特別シンポジウムで講演いただいた先生方．左から，児玉先生，鈴木先生，田中先生．

後の問題提起という意味でも大きな役割を果たした
と思います．
また，今回は参加に関しては，生物物理学会の会員
でなくても，参加可能としました．東北地区は多数の
生命科学の研究者がおりますが，会員でない方も多数
おられますので， 生物物理でなくても ATP，水の問
題は普遍的に重要である

という観点からオープンと

しました．さらに，生物物理学会の宣伝にもなったと
思います．結果的には参加者の内訳は，
参加者：60 名
生物物理学会会員：27 名，非会員：33 名
図 2 シンポジウム中の風景．

東北地区：53 名，非東北地区：7 名
教・准教・助：28 人，学生・PD・その他：32 人

20 名程度となり，まずは一安心．結局，最終的には，

でした．詳しい内容，写真などは，ホームページに

60 名ものの方に参加していただきました，大盛況で

アップしておきますので，見てください．

す．一般講演には東京からも参加していただき，兵

http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/ishijima/Tohoku-

庫，名古屋，秋田，山形，などからの参加もありまし

080830.html

た．現会長である曽我部さん（名古屋大）もわざわざ

東北地区は，北から青森，岩手，秋田，宮城，山

このシンポジウムのために仙台にきていただきまし

形，福島と広がっていますが，その中での交流がさか

た．ありがとうございました．

んである，とはなかなかいえない状況です．そういっ
た状況下でのこの東北支部会シンポジウムはそれなり

さて，一般講演も終わり，特別シンポジウムです．
3 人の先生には，くれぐれも， 導入編でお願いしま

の重要な役割を果たしていると思います．支部長の任

す ， 初心者にもわかりやすく，ゆっくりと ， 議論

期は 2 年ですので，来年ももう 1 回東北支部会シン

できるよう時間に余裕をもたせて ，とお願いしてい

ポジウムを開催する予定です．来年度はまた新しい企

たのですが…やはり…話し出すと止まらなくなるのが

画を盛り込んで，今度は仙台以外の東北地区で開催し

研究者…．予定の時間もあっという間に超えていく

たいですね．研究室訪問，実験のデモンストレーショ

…．最後の講演者である田中さんには時間調整役を

ンなど，いろいろ可能性があると思います．

担ってもらい，申し訳ないことをしました．講演者

最後に，参加していただいた皆さま，講演をしてい

の先生方にはかなり気を遣われた講演をしていただ

ただいた方々，今回のシンポジウムを手伝っていただ

き，ATP，水，というものの重要性が参加者にも届い

いた石島研の皆さま，そして，快く宣伝広告に賛同し

たものと感じました．今回の特別シンポはこの ATP，

ていただいた，KS オリンパス，WDB の方に深く感謝

および水という問題を理論家からどう説明していく

します．
（東北大学多元物質研究所

のか，実験家からどう検証していくのか，という今


石島秋彦）
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若 手 の 声
2008 年度若手の会支部セミナー開催報告

図 1 第 1 回関東支部セミナー・第 1 部研究紹介のようす．
発表者の話を真剣に聴く参加者．発表後の質疑応答では白熱
した議論が繰り広げられた．

2008 年度・第 1 回関東支部セミナー開催報告
はじめまして，関東支部スタッフの西方公郎と申し
ます．関東支部では，8 月 24 日（日）に今年度第 1 回

学若い研究者の会と合同開催いたします．また，昨年

目の支部セミナーを開催しました．初回ということで

も参加した 11 月に開かれるサイエンスアゴラに他の

顔合わせを兼ねた研究紹介と，7 月に行われた「夏の

若手の会と合同で出展し，研究生活上の悩みまで含め

学校」の打ち上げを目的とした懇親会という 2 部構

た幅広い問題を共有して解決できるように協力してい

成で行い，中部・京都支部を含む 13 名の方にご参加

く所存です．

いただきました．第 1 部の研究紹介では，各自で用

3．スタッフ後継者の育成

意した紹介資料を用いて 1 人 15 分程度のグループ・

運営者の高齢化が叫ばれて久しい生物物理若手の会

ディスカッションを行いました．単なる自己紹介にと

ですが，後継者が育つためには，支部セミナーを定期

どまらず熱い議論が交わされました．第 2 部の懇親

的に開催し，若手が参加できる機会を増やすことが重

会では，夏の学校に残念ながら参加できなかった方も

要だと考えています．

参加していただき新たな交流が生まれたのではないか

関東支部では今後も，支部セミナーを 3 回，4 回と

と思います．第 1 回関東支部セミナーは盛況のうち

続けて行こうと考えております．関東支部の活動につ

に終わり，10 月 4 日（土）には第 2 回関東支部セミ

いては，以下の HP に随時情報を掲載・更新して行き

ナーを開催する運びとなりました．

ますので，ご覧ください．
関東支部 HP ⇒ http://bpwakate.net/kanto/

われわれ関東支部スタッフは，支部セミナーのメ

皆さまのご協力とご参加を，関東支部スタッフ一同

リットやその役割として以下のことを考えておりま

心よりお待ちしております．

す．

（横浜市立大学大学院

1．学生主体のセミナー

西方公郎）

支部セミナーの特色の 1 つとして，先生方だけで
生物物理若手の会・関西 3 支部合同セミナー 2008

なくわれわれ若手研究者の中で活躍されている方を講
演者としておよびし，アットホームな雰囲気の中で参

お世話になっております，去年の 7 月から今年の

加者と議論できることがあげられます．世代の近い若

9 月まで兵庫支部の支部長を務めさせていただいてお

手同士で議論することによりお互いに刺激し合い，活

りました神戸大学の栗崎以久男と申します．去る 8 月

発な学生が育成されることを期待しています．また，

30 日，神戸大学発達科学部におきまして，生物物理

セミナーを主催するスタッフが毎回セミナーのテーマ

学会・若手の会のモチベーションでもある， 異分野

や目的を具体的に決め，より内容の深い会になるよう

交流 を目的に京都・大阪支部と合同で 実験屋とシ

努めています．

ミュレーション屋の邂逅 2008

2．さまざまな若手との交流

今回の関西 3 支部合同セミナーでは 実験・シミュ

を開催いたしました．

レーション両分野間によこたわる自然記述の齟齬を解

現在関東支部では，他の若手の会との交流を積極的

く！

に行っています．第 2 回関東支部セミナーは，生化


を目標に掲げ，関西圏から延べ 17 名の若手の
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方々にご参加いただき，研究方法論の紹介 4 件，研究
紹介 8 件を行いました．研究紹介は勿論のことです
が，方法論の紹介にも重点を置くことで 実験は，シ
ミュレーションは，そしてバイオインフォは何を視て
いるのか？ を明らかにし，異分野間の自然記述に対
する溝を埋めていくことを試みました．実験は X 線，
NMR，中性子散乱や 1 分子測定，シミュレーション

図 2 昼食時の 1 コマ．お弁当に注文した本格インドカレー
は想像以上に辛かった模様．

では分子動力学計算，量子化学計算，さらにバイオイ
ンフォマティクスによる構造ゲノム情報解析の若手研
究者の皆さまにお集まりいただき，文字通り 異文化
交流会 となりました．また，ゲストスピーカーとし
て生体系高分子への非経験的量子化学計算方法・フラ
グメント分子軌道（FMO）法の開発・実装に携わって
おられる神戸大学発達科学部教授・田中成典先生をお
招きし，シミュレーション研究の最先端のみならず先
生の研究遍歴，そして研究者哲学についても語ってい
ただきました．セミナー当日は朝から生憎の雨でした
が，若手研究発表では他分野からの質問が制限時間一
杯まで飛び交い，田中先生の御講演では用意してくだ

図 3 田中先生（中央）と参加者の皆さん．遠方からの参加
者も多い中，この後の懇親会は 10 時近くまで続きました．

さったスライドが全部紹介しきれず，懇親会まで議論
がもち越されるほど熱気あふれるものになりました．
その一方，専門外の分野の考え方や研究内容の理解
に苦労されたという声も聞かれ，やはり異分野間の理

体モデリング ，などとテーマを絞った異分野

解は一朝一夕にはいかないものと実感しました．セミ

ボレーション

コラ

ナーを主催するスタッフとして，アブストラクトの内

おります．今後の関西 3 支部の活動にご期待を，そ

容などを充実させ，より異分野の前提や知識を理解し

してなにより皆さまの参加をお待ちしています！

交流会も行なっていければ，と考えて

若手の力で異分野交流を，そして生物物理を盛り上

やすくするように前もって情報提供をするといった，

げていこうではありませんか！！

創意工夫を重ねることが必要なことを痛感しました．
今回の反省を踏まえ，今後もこのような異分野間の交

最後になりますが，今回，セミナーを開催するにあ

流を繰り返すうちに参加者銘々が徐々に言葉や概念に

たり，ご意見をくださった生物物理若手の会の皆さ

慣れ，知識が定着し，本質の理解にいたることができ

ま，実行まで支えてくださいました関西 3 支部の皆

るのではないかと考えています．毎年開かれる

生物

さま，ご多忙の中，講演の依頼を即時快諾してくださ

はさまざまなバックグラウ

いました田中成典先生，そして今回のセミナーに参加

物理若手の会・夏の学校

ンドをもった若手研究者が集まる
会

ならではの

し，盛り上げてくださった皆さまに感謝します．あり

生物物理若手の

異文化交流の大祭典

がとうございました．生物物理若手の会という場を

ですが，もし

縁

異分野の知識や研究手法・自然観を知り，自分の専門

にして出会った仲間たちと共に研鑽を積んでい

分野との差異を比較し，共通部分をある程度理解して

くことができるのであれば，これに勝る喜びはありま

いれば，より一層有意義なものになるのではないで

せん．まだまだ若輩ですが，これからもよろしくお願

しょうか？

いします．

今後，支部セミナーを利用して草の根の

（神戸大学

異分野交流を続けていくことは必ず，異分野に対する

栗崎以久男）

より深い理解の一助になると信じております．因みに
関西 3 支部の場合は，実験，理論，シミュレーショ

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 博士後期課程 3 年 西方公郎

ン，バイオインフォ，互いに相性がよい研究室が集

koro@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp

まっております．今回のような広い分野を網羅するセ
ミナーのみならず，今後は

神戸大学自然科学研究科地球惑星システム科学専攻
田中成典研究室 博士後期課程 3 年 栗崎以久男

X 線による電子状態解析

と量子化学計算 ， 計算機シミュレーションと抗原抗

kurisaki@insilico.h.kobe-u.ac.jp



目次に戻る
生

物

物

理 Vol.48 No.6（2008）

2 人ずつ研究発表を行う）
．驚いたのは人数の多さだ．
ボスを始めとして，ポスドク・学生が 40 人位も，ず
らりと集まっていた（その他，テクニシャン 3 名，計
算機セットアップ要員が 2 名いる）
．これだけの人数
がいると，まとまりなく発散していきそうな気がする

海 外 だより
ワシントン大学

が，ボスが強烈なリーダーシップを発揮してまとめて
いる．ボスがオフィスにこもって仕事をしている姿は

Baker 研究室

あまりなく，何か研究結果はないかと研究室をふらふ
らと歩き回っている．飴とムチの使い分けが上手で，
ときに厳しくダメ出しをし，うまく結果の出たときは
子供のように喜んで誉める，誉める，誉める．それか
ら，研究室の核となっている Rosetta とよばれる構造
予測・デザインソフトウェアがある．この Rosetta は
構造予測・デザインのツールであると同時に，研究室

それは思いもよらずやってきた．日本学術振興会，

を う ま く ま と め る 働 き を し て い る．Rosetta ソ フ ト

海外特別研究員の補欠合格通知があってから数ヵ月，

ウェアは常に，誰かによってアップデートされてい

もう合格することはないと諦め，途方に暮れながら次

て，誰かが開発したプロトコルやツールは，すぐに反

の行き場所を探していたときだ．ぼんやりとメール

映されるようになっている．そして，すべての人が

ボックスを眺めていたとき，合格を知らせるメールが

Rosetta ソフトウェアの開発または使用しながら研究

送られてきた．まったく予期しないことだったので，

を進める結果，自然と研究者の間で会話や相互作用が

実際に手続きの書類が送られてくるまで，嬉しさ半

生まれる（ボス自身も，誰かと誰かをくっつける，と

分，あれは偽メールかもしれないと不安半分だったの

いうことを意識的に行っている）
．
「新しくこんなもの

を覚えている．それからあっという間に 1 年が過ぎ，

を作ったのだけど，使ってみない？」
，
「使ってみたの

今この文章を書いている．自分がシアトルで暮らして

だけれど，ここが変だよ．こうしたほうが，もっとよ

研究している姿は，あのころは想像もできなかった．

くなると思うよ．
」などと，あちこちでディスカッ

私のいる Baker lab は，計算機を用いたタンパク質

ションしているようすが見られる．1 人で研究してい

の構造予測および構造デザイン（最近では酵素デザイ

ると，すべて自分で調べて道具をそろえなければなら

ンがさかん）を通して，タンパク質の折れたたみや機

ない．しかしここでは，上手に研究の分業がなされて

能の原理を明らかにすることを目的としている．私は

いる（もちろんこれには弊害があって，研究者という

学生のとき，この研究室から生産される論文に大きく

より，単なるプログラマーや実験するだけの人になっ

影響を受けた．現象を説明するだけでなく，その知見

てしまっている人も少なくない）
．また，疑問があっ

を応用し，実際に使えるレベルにまで研究をもってい

たり研究に行き詰まったりしたら，誰かと話せばよ

こうとする姿勢に，あこがれていた．2 年に 1 度の構

い．答えが出なくても，方向性が見えたりする．そう

造予測コンテスト：CASP では毎回トップクラスの成

いったことがうまく絡み合って，研究室全体にスピー

績を残し，日本はいつも数年遅れで Baker lab の後を

ド感みたいなものが生まれ，毎年の生産力を支えてい

追っているかのような気がしていた．また，思い付い

る．さらに Rosetta の開発は，Baker lab のみで閉じる

た実行可能なアイデアはすべて研究され，毎年それな

ことなく，Baker lab から独立して自前の研究室をもっ

りのクオリティで論文が大量に生産される，そのタフ

た P.I. も加わっている．毎年夏には Rosetta 会議とよ

さとスピードに「どうやれば，こんなに生産できるの

ばれるものがあって，Rosetta のライセンスを買って

だろうか？」と不思議に思っていた．そんな驚きの研

いる企業や，Baker lab からの分派が合わせて百人以上

究量の謎も，ここシアトルにある Baker lab にやって

も集まって親交を深めている．

くれば，一目瞭然だった．

シアトルは水と緑に囲まれた都市だ（図 1）．車で

ワシントン大学は湖に隣接しており，夏にはたくさ

数時間のところに標高の高い山がたくさんあり，夏は

んの人がヨットで水とたわむれる姿が，秋には鮭が

登山（テントと食料をもって山に入り，数日間出て来

帰って来るのが見える．Baker lab を訪れた最初の日

ない人も多い），冬はスキーが盛んだ．ボスは特に山

は，グループミーティングの日だった（毎週月・金，

登りが好きで，週末になるとどこかの山に登り，「山
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図1

シアトルの町並み．

図 2 シアトル近郊の山に登ったとき．左から 3 番目が私，
後列右から 2 番目が David Baker．

登りと研究は同じだ」，というような発言までしてい

なり大きいし，仮想の世界がリアルな世界と結びつい

る．スキーも，とてもうまいらしい．いちど一緒に山

た，という確かな感覚を感じることができる．日本で

に登ったことがあるが（図 2），トレイルでないとこ

はコンピューターとピペットとを両方使える人は稀だ

ろを登るし，朝 10 時に山に入ったのに下山したとき

が，Baker lab では，どちらもできる人が多い（もち

は夜の 11 時だった．シアトルの夏はとても快適で，

ろん彼らも，もともとは実験または計算出身の人で，

夏といっても気温が 30C に達することはめったにな

Baker lab に来てから学んでいる）．実験や研究に疲れ

く，とても涼しい．蚊も，シアトルにはいない．夜は

たときに行くのが寿司屋だ（シアトルには日本人が多

10 時くらいまで明るいので，仕事が終わった後に公

く住んでいるため，日本食料品を専門に扱うスーパー

園などに散歩にでかけることができる．ボスも 1 ヵ

マーケットや，日本人が経営する料理屋が多くある）
．

月ほどバケーションに行くので，全体的にリラックス

そこで握ってくれる鮨はとてもおいしく，特にシアト

した雰囲気になる．ところが冬になると，夏が嘘のこ

ル名物の鮭は脂がよくのっていて抜群にうまい．

とみたいに，どんより空が曇る．毎日シャワーのよう

言葉の壁はあるけれども，海外で生活し研究するこ

な雨が降り続き，5 時頃に日が沈む．1-2 月の頃は，

とで，日本では決して得ることのできない経験がで

終わることのない暗黒の世界に住んでいるような気が

き，視野が広がったと思う．このような機会を与えて

してくる．雨で遊びに行けないので，研究しかするこ

くれた日本学術振興会，海外特別研究員制度に感謝し

とがない．そう思っていると春になり，なんと大学に

ます．多くの人がどんどん海外に出て行き，いろんな

は桜が咲く．その頃，私に起きた大きなことの 1 つ

人と相互作用することが，これからの科学技術立国日

は，実験をするようになったことだ（最近は，ほとん

本を支えるのに重要ではないかと思う．

ど妻（彼女もタンパク質の理論分野出身）が実験して
いるけれど）．これまで，キーボードしか触ったこと

その他

がなかったけれども，たくさんの人に教えられて，そ

Baker lab で 開 発 さ れ た Fold it（http://fold.it/portal/

れなりにできるようになった．私の研究テーマは新規

adobe_main/）という名前の，フォールディングゲー

構造デザインだ．だから，デザインしたタンパク質を

ムがある．タンパク質の主鎖，側鎖を動かしながら，

実際に精製して実験で確かめることは必須である．実

どれだけ Rosetta のエネルギー関数の値を下げられる

験をやってわかったことは，実験結果はシビアだ，と

かを競う．ゲームを通して，人間の直感を構造予測や

いうことだ．コンピューター上で，うまくいっている

デザインにフィードバックするのが目的だ．また教育

かのように見えても，駄目なものはダメ，と実験結果

的な目的もあって，学生や子供が遊ぶことで，折れた

は残酷に教えてくれる．私の友人も，彼のデザインし

たみ問題を知ってもらうことができる．ビジュアルや

た配列がすべてゴミであることがわかって，疲れきっ

効果音が洗練されているので，親しみやすい．

た顔でプレゼンしていた．しかしその分，コンピュー
ターで予想した通りに実験結果が出たときの喜びはか
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