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An Overview on Natively Unfolded Proteins
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近年，立体構造をつくらない長大な配列部分をもつタンパク質が真核生物において多数見出され話題をよんでいる．これらの，
いわゆる「天然変性タンパク質」をめぐっては，実験と情報解析の両面からの研究が急ピッチで進んでいるが，まだ不明な点
も多く残されている．これまでの歴史的な経緯と研究の現状について紹介する．
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微鏡の基本的な原理を説明し，実際に構築したシステムをゾウリムシとホヤ精子の運動計測に応用した結果を紹介することで，
運動する対象の観察における有効性を示す．
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新年のご挨拶：
国際化と PPD 問題
巻／頭／言

昨日（12/5/2008）終了したばかりの福岡年会は，参加者 1500
名を超える活気に満ちた大成功の年会でありました．今回の特徴
は予稿集とポスターの全英文化でしたが，これは，私が会長就任
時に表明しました本学会の国際化という方針に年会実行委員会が
応えてくださった賜です．ポスター会場を回って，これまでとは
随分違う印象を受けました．皆さまのポスターを，海外の大会発
表と同じ目線で見比べられるようになったのです．そして改めて
その内容の素晴らしさに感銘しました．数こそ及ばないものの，
米国生物物理学会年会に勝るとも劣らない質の高さであり，この
大会は是非とも海外，特にアジア・オセアニア地区の生物物理学
者が集えるプラットホームにすべきとの感を強くしました．われ
われの力の誇示ではなく，日本の若い生物物理学者がもっている
力と可能性を正当に評価してもらうと同時にわれわれがアジアの
伸び盛りの力を実感し，相互交流するためです．
しかし，国際化にはもう 1 つの狙いがあります．それは深刻化
が増している PPD（ポストポスドク）問題の解決策の 1 つにした
いという考えです．多少政治的すぎるかと思いこれまでは口に出
さなかったのですが，わが政府や行政が何の有効策も提示しない
まま，PPD がまるで棄民扱いされかねない状況では，われわれ
自身が知恵を絞って道を探るしかありません．文科省統計（平成
17 年度実績）によれば，PD の数は約 1 万 5 千，博士課程修了者
が毎年約 1 万 5 千に対して，助手の新規採用数は約 5 千です．隠
れ PD を考慮すれば数万の PD が限られたポストを争っているの
です．このままでは莫大な数の PD が研究職を失うことになりま
す．これまでにかけてきた個人と国の投資，そして何より PD の
志を考えればこれほど馬鹿げたことはありません．この現状が打
破できないのであれば，研究ポストを海外に求めるしかないでは
ありませんか．その第 1 候補はアジアだと思います．特に科学技
術と人材育成に多大な投資を行っている，中国とシンガポールに
大きな可能性があります．彼の国では自前の指導者層が薄く，多
くを欧米から調達しています．そこにわれわれが入り込める可能
性は充分にあるのです．とはいえ，これらの国で日本人研究者の
力は正当に評価されていませんし，人脈も乏しく，存在感に欠け
ています．加えて日本人研究者自身がこれらの市場実態を把握し
ておらず，積極的ではないようです．しかし，今のところこれ以
外に現実的な道は思い浮かびません．このような含みをもって国
際化を提唱していることをご理解ください．
学会の国際化（発表の英語化）には，当然反論もあります．英
文の要旨やポスターでは内容が把握しづらい，学生にまともな英
文の要旨を書かせるのは多大な負担だ，等々です．同じ立場の一
会員・教員から見て，もっともな感想ばかりです．しかし，大会
は老若男女，国内外を問わず，自慢の成果を競い深める真剣勝負
の場です．科学の公用語となった英語を通して腕を磨かなけれ
ば，若い人が世界の市場で勝負することはできません．今後は当
番地区の事情により日英混在のまだら模様になるかもしれません
が，どうか長期展望に立って国際化の試行にご理解とご協力をお
願いいたします．国内諸学会でも国際化が試行されており，数年
経てばずいぶん自然に見聞きできるようになっています． 案ず
るより産むが易し の気持ちでまいりましょう．新年早々から重
い話題になり恐縮です．
末筆ながら，皆さまのご健康と研究のますますのご発展をお祈
りいたします．
曽我部正博，Masahiro Sokabe
名古屋大学大学院・医学系研究科，本学会会長
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解説

天然変性タンパク質とは何か？
西川

建

前橋工科大学

Proteins with wholly or partly denatured structure in vivo are called intrinsically disordered or natively unfolded proteins
(NUPs). Functional importance of NUPs has been revealed by NMR studies as first reviewed by P. Wright in 1999.
Since then, computational analyses on NUPs have also been intensively carried out to predict that about one third of
eukaryotic proteins are occupied by NUPs. I will start my overview with a question why it was historically so late to find
out NUPs as one of important subjects of protein science, and then move on to several issues such as, whether NUPs are
really specific to eukaryotes or not, what means a particularly higher fraction of NUPs existing in the cell nucleus, what
is the evolutionary implications of NUPs and so on. The contents will be described from rather a personal point of view.
intrinsic disorder / structural domain / disorder prediction / transcription factor / eukaryotes

もいわれている．しかし，その一方で，注目されるよ

1.

はじめに

うになったのが比較的最近になってからという事情も

これまでタンパク質といえば，特定の立体構造をつ

あって，天然変性タンパク質をめぐってはまだ不明な

くり，その構造を基盤として特異的な機能を発揮する

点も多い．以下では，何がどこまで明らかにされ，ど

といわれてきた．ところが近年になって，このような

のような問題が残っているかを，私見を交えながら述

通念に反して，立体構造をつくらないタンパク質（あ

べることにするが，そもそもタンパク質の長い研究史

るいは，その部分）が生体内に多数存在することが知

のなかで，なぜ天然変性タンパク質はその存在がこれ

られるようになった ．球状構造をとらないアミノ酸

まで見落とされてきたのか，というところから稿を起

配列部分が数百残基におよぶことも珍しくない．この

したい．

1)

ような配列部分は「本来的に不規則（intrinsic disorder）
」な領域とよばれ，タンパク質分子の全体が不規

2.

則領域からなるもの，または部分的にせよ不規則領域

なぜ天然変性タンパク質の発見は遅れたのか？

をもつものは天然変性（natively unfolded）タンパク質

立体構造そのもの，あるいは，構造をつくらない部

という．イメージとして，これらの不規則領域は変性

分をもつようなタンパク質は，実はずっと以前から知

状態のランダムコイルに似た状態にあると考えられて

られていた．X 線結晶解析の分野では，リボソーム・

いる．そうだとすると，なぜ生体内でたがいに会合し

タンパク質のように結晶化しない（しにくい）ことで

凝集しないのか，あるいは，単独で存在するなら，な

有名なタンパク質がある．あるいは，結晶化に成功し

ぜ各種のプロテアーゼ（分解酵素）によって分解され

て構造決定してみると，タンパク質の一部（100 残基

てしまわないのか，といった疑問が生じる．しかし，

のオーダーにおよぶこともある）が見えないこともあ

このように従来からの通念に一見反して見えるところ

る．見えない部分は結晶中で動きをもつためか，また

が，天然変性タンパク質の最大の特性なのかもしれな

は多型的な構造をもつためと解釈される．そのような

い．

部分は結晶化を妨げる場合が多いので，あらかじめそ

天然変性タンパク質が生体内に多数存在することは

の配列部分を切り取り，短いリンカーなどで置き換え

事実であり，しかもシグナル伝達系や遺伝子発現制御

るといった工夫が加えられたりする．X 線結晶学者に

などに関与する重要なタンパク質のなかに特に多いと

とって，これらの部分は結晶化を妨げるじゃまもので

An Overview on Natively Unfolded Proteins
Ken NISHIKAWA
Maebashi Institute of Technology
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Wright らの論文によると，1990 年代半ば頃には，

しかなかった．一方，情報解析の分野では 1990 年代
になって，タンパク質中に同じアミノ酸の連続や，少

NMR 研究者を中心とする人々の間では天然変性タン

数個のアミノ酸からなる単調な配列が多量に見いださ

パク質の存在がすでに知られていたことがわかる 4)．

れ，低複雑性（low complexity）配列とよばれていた ．

その先行者となったのは，1980 年代という早い時期

このような配列は通常の球状構造をつくる部分には現

に転写因子の異常さを指摘した Sigler 5) かもしれない．

れないため，それ以外の領域と解釈されたが，その形

彼は，転写因子の転写活性化部位（activation domain）

状については推測の域を出なかった．むしろ，低複雑

とよばれる機能部位が，形のない負電荷をおびた

性配列を含むタンパク質のホモロジー検索を行うと多

「ヌードル」のような状態にあると表現した．しかし，

量の不用な配列がヒットするため，それを防ぐための

新しい概念が定着するためには，それにふさわしい名

便法として使われ（あらかじめ低複雑性配列をマスク

称が必要だったようである．本来的に不規則（intrinsic

しておく）
，広く知られるようになった．

disorder）という用語の登場によって，はじめて天然

2)

変性タンパク質の存在が認知されるようになったとい

以上のように，構造をつくらない部分の存在は知ら

える．

れていたが，いずれにせよ否定的な意味合いが強く，
まともな研究対象とされなかった．このようなマイナ
スのイメージを逆転し，不規則領域に積極的な意味を

3.

与えたのが，1999 年に発表された Wright らの論文 3)

情報解析からのアプローチ

だった．この論文では，NMR 測定によって種々のタ

天然変性タンパク質の研究を，いちはやく情報解析

ンパク質が不規則領域を介して他のタンパク質と相互

の分野にもち込んだのは Dunker であった 6)．Dunker

作用することが示されるなど，多数の実験的事例が集

らが情報解析の基礎としたのは，構造をつくらない不

大成されている．それによると，不規則領域は単独の

規則領域の配列が球状構造の部分とは顕著に異なるア

遊離状態では決まった形をもたない不定形状態に特有

ミノ酸組成をもつという特性だった．球状構造が

の NMR スペクトルを与えるが，相手タンパク質が共

フォールディングのために一定量の疎水性残基を必要

存すると相互作用し， ヘリックスなどの 2 次構造を

とするのに対し，不規則領域は荷電性および親水性の

形成しながら複合体を形成するという．この種のタン

残基に富み，疎水性残基は顕著に少ないという傾向を

パク質―タンパク質（または，タンパク質―核酸）間相

示す．このようなアミノ酸配列における差異を利用す

互作用を示す天然変性タンパク質の事例として，転写

れば，配列データから不規則領域を予測することがで

因子，コアクチベータ，転写終結因子，細胞周期調節

きる．こうして 2000 年前後から始まった情報解析は，

因子，RNA 結合タンパク質など多数が紹介されてい

ゲノム情報の急増する波に乗って，あらゆる生物種の

る．

タンパク質を対象とした解析へと広げられ，やつぎば

上記の Wright らの論文のタイトルは「タンパク質

やに論文が発表されるようになった．

の構造・機能相関パラダイムの再検討」と銘うたれて

その結果，次のような事がらが明らかにされた．1）

いる．かたい球状構造をつくることによってタンパク

不規則領域には短い配列パターンからなる繰り返し配

質ははじめて機能する，と考えるのがわれわれの常識

列が含まれることが多い 7)．これと関連して，先に述

だった．論文ではその常識を見直すべきことが強調さ

べた低複雑性配列は不規則領域の一部に含まれると解

れているが，同じことが，なぜ天然変性タンパク質の

釈されるようになった．2）ドメインと比べて不規則

発見は遅れたのか，という問いに対する答えにもな

領域は大きな進化速度をもち 8)，したがって配列の保

る．常識に反するデータは認めたくないし，無意味な

存性が極端に悪い．この点は天然変性タンパク質に対

ものとして否定したくなるからである．もう 1 つ，遅

して BLAST によるホモロジー検索を行うことで容易

れた原因を求めるとすれば，分子生物学の研究が細菌

に知ることができる．3）ドメインと不規則領域から

から始まり真核生物は後まわしになったという事情も

なる天然変性タンパク質の分子構成を見ると，通常，

無視できない．原核生物のタンパク質は相対的に単純

不規則領域はドメインどうしを連結する部分やタンパ

で上記の意味のパラダイム（常識）に合致するものが

ク分子の両端に存在することが多いが，ときにはドメ

多いのに対し，真核生物では複雑で常識はずれのタン

インの途中に挿入されることもある 9)．この場合，不

パク質が多いからである．後述するように，天然変性

規則配列は球状構造の表面（2 次構造間のループ）に

タンパク質は真核生物において圧倒的に多く見いださ

挿入され，分子表面からとび出した不定形ループを形

れる．

成する．4）比較ゲノム研究によると，天然変性タン


目次に戻る
生

物

物

理

Vol.49 No.1（2009）

パク質の割合は真核生物に多く，原核生物では少な

種類によって転写因子をファミリーに分類することが

い．定量的な値は，予測プログラムによって異なる

できる．

が，Jones ら 10) の値（不規則領域の全長に占める割合

先に述べた Wright らの NMR 研究によって，転写

は真核生物では 16-22%，原核生物では 3-7%）が妥当

因子は不規則領域を含むものが多いことはすでに示唆

だと考えられる．5）真核生物においては，天然変性

されていた．その後，すべてのヒト転写因子を対象と

タンパク質は核内にもっとも多く，ミトコンドリアで

した情報解析の結果が 2 つの研究グループによって同

もっとも少ない 10)．後者は，ミトコンドリアが細菌の

時期に発表された 15), 16)．これらのグループはそれぞ

共生に由来することを考えると 4 番目の点と符合する．

れ異なる予測プログラムを用いているが，転写因子の

一方，機能面においては上述したように，相互作用

全長配列のうち約半分を不規則領域が占めるという点

と同時に一定の形状が誘起されて複合体を形成する，

で一致している．多数のタンパク質の平均値として，

いわゆる「結合と折りたたみの共起」（coupled binding

この割合は非常に高い．転写因子の分子構成を図示し

and folding）する現象が種々の天然変性タンパク質で

てみると，不規則領域と構造領域（ドメイン）の関係

実験的に確認されている．このような相互作用は通常

がよくわかる（文献 17 の図 6 を参照）
．ヒト転写因子

は一過的・可逆的に起こるとされる 11)．不規則領域

では，DNA 結合ドメイン以外はすべて不規則領域

中の相互作用部位は  ヘリックスなどの 2 次構造形

（それと，どちらとも判定できない空白部分）だけか

成能を示すことが多く，配列の特徴に注目した機能部

らなるタイプのものが多い（全体の 6 割）
．転写因子

位予測の試みも始まっている 12)．また同一の相互作

の機能を考えると，このことは重要な意味をもつ．転

用部位が，状況が違えば異なる標的タンパク質と結合

写因子は DNA 2 重鎖に結合する一方で，転写開始複

する，いわゆる多角的（promiscuity）相互作用の現象

合体に転写活性化シグナルを伝えるという機能をも

．これは従来の球状タンパク質どうしの相

つ．このような分子構成からすると，この第 2 の機能

互作用には見られない，天然変性タンパク質だけに特

部位は不規則領域中に存在せざるをえない 17)．かつ

徴的な現象である．このような多角的相互作用の特性

て Sigler が指摘したように，転写因子の転写活性化部

から，細胞内相互作用ネットワークにおけるハブ・タ

位はまさに「ヌードル」のような不定形部分に存在す

ンパク質との関係が注目され，事実，ハブ・タンパク

る．上記の 2 つの論文 15), 16) でも，転写活性化部位は

質は不規則領域を多く含むことが統計的に示されてい

不規則領域として予測されると指摘されている．さら

がある

る

11)

．

に，Wright らが明らかにしたように，これらの転写活

13), 14)

その他に，天然変性タンパク質の不規則領域にはリ

性化部位は 2 次構造を誘起しながら「結合と折りたた

ン酸化やユビキチン化などの翻訳後修飾を受ける残基

みの共起」によって標的タンパク質と複合体を形成す

部位や，核移行シグナルなどのシグナル配列など，広

るわけである．

い意味の機能部位も存在する．

以上のように，ヒト転写因子は不規則領域の大きな
割合から見ても，機能的な重要性から考えても典型的

4.

な天然変性タンパク質であるといえる．このような転
天然変性タンパク質の典型としての転写因子

写因子の特性は，ヒトにかぎらず真核生物一般に共通

転 写 は 遺 伝 子 発 現 の 最 初 の ス テ ッ プ に あ た り，

す る が， 原 核 生 物 に は ま っ た く 当 て は ま ら な い

DNA にコードされた遺伝情報が RNA に写しとられ

（図 1）
．原核生物の転写因子はほぼ完全に不規則領域
を欠いているようである 18)．

る．真核生物において転写を実行するのは RNA ポリ
メ ラ ー ゼ 2（RNAPII） で あ る が，RNAPII を DNA 上
の正しい位置（プロモータ）に導く基本転写因子群と

5.

多数の補助タンパク質因子（メディエータ）からなる

天然変性タンパク質は真核生物に特有か？

転写開始複合体が，転写因子からの活性化シグナルを

図 1 から明らかなように，転写因子にかぎれば不

受け取ることによって転写が開始する．こうして遺伝

規則領域は真核生物に多く，原核生物（大腸菌）では

子発現のオン・オフを行う転写因子は遺伝子に応じて

少ない．これらの結果は予測プログラムを機械的に適

異なり，高等動植物ではゲノムあたりの転写因子の数

用して得られたものであり，大腸菌転写因子のおよそ

は 1000 種類以上にのぼるといわれる．転写因子は

5% という不規則領域の割合は，ドメインどうしをつ

DNA 2 本鎖に結合するので DNA 結合ドメインをかな

なぐリンカー部分や，配列の両末端に現れる（ドメイ

らずもつという共通性があり，DNA 結合ドメインの

ンに含まれない）テール部分の総和として説明でき
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離精製すると結晶化しないことで有名だが，それゆえ
にリボソーム・タンパク質は天然変性タンパク質だと
見なすべきだろうか．リボソーム・タンパク質は生体
内（in vivo）で遊離した状態にあるわけではなく，リ
ボソーム RNA のつくる巨大な構造のあいだに入り込
み，構造安定化材としてはたらく．全体としてのリボ
ソーム顆粒の結晶構造を見ると，個々のリボソーム・
タンパク質は RNA との複合体のなかで固定化されて
いることがわかる．むしろ，生合成直後のリボソー
ム・タンパク質の示す形態的な柔軟性は複雑な RNA
分子との複合体形成にとって必要であるが，最終的に
は固定した構造をとる．したがって，RNA との複合
体をつくった状態が「本来的」だとすれば，リボソー
ム・タンパク質は天然変性タンパク質とはいえないこ

図1
生物種ごとに見た転写因子の比較．各生物種の多数の転写因子に
ついて，構造ドメイン（緑）と不規則領域（赤）の割合を調べた．
空白部分は，既知の構造ドメインとも不規則領域とも予測されな
かった割合を示す．不規則領域の割合は，真核生物（ヒト，ショ
ウジョウバエ，酵母，シロイヌナズナ）と原核生物（大腸菌）の
あいだで大きな差があることがわかる．（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）

とになる．同様の議論は，細菌の鞭毛タンパク質であ
るフラジェリンにも当てはまる．単離したフラジェリ
ンは柔軟で不定形の状態にある 20) が，最終的にはフ
ラジェリン重合体として鞭毛の中に組み込まれる．フ
ラジェリン単体の柔軟性は重合体形成のさいに鞭毛内
部の筒状の空間を通過するために必要だと考えられて
いる．つまり，生合成後のフラジェリンは一時的にい

る．いいかえると，大腸菌転写因子には（長大な）不

わば疑似変性状態を経験するという点でリボソーム・

規則領域は事実上存在しないと考えられるのである．

タンパク質と似ている．しかし，その後の重合体に組

それでは，同じことが転写因子にかぎらずタンパク質

み込まれた状態こそ本来の姿だとすると，フラジェリ

一般についてもいえるのだろうか？

ンは天然変性タンパク質だとする議論 21) はあたらな

真核生物と原核生物における不規則領域の量的な差
異を明確に示したのは Jones ら

10)

いことになる（ちなみに，DISOPRED 予測によるフ

であった．すでに述

ラジェリンの不規則領域は 6% にすぎない）
．

べたように，天然変性タンパク質の割合は真核生物で

私見によれば，これまで原核生物において見いださ

高く，原核生物では低くて両者のあいだに不連続的な

れた天然変性タンパク質というのは，単純に予測プロ

差異があることを示した．一方，早い時期から情報解

グラムによる過剰予測の結果か，あるいは上記のフラ

析を始めていた Dunker や，Tompa グループは真核／

ジェリンやリボソーム・タンパク質のように生合成後

原核生物を区別することなく，原核生物にもかなりの

の一過的な姿を捉えたものにすぎず，本来の状態とは

割合の天然変性タンパク質が存在すると報告してい

いえない場合が多いと思われる．そうだとすると，原

．ところが，最近では Jones らの論文の影響か

核生物には長大な不規則領域をもつタンパク質は事実

らか，天然変性タンパク質は原核生物よりも真核生物

上存在せず，したがって，天然変性タンパク質は真核

に「相対的に多い」という表現に変わりつつある．解

生物にだけ存在する真核生物特有のものといえるので

析結果のこのような違いが生じる原因には，予測プロ

はないだろうか．

た

6), 19)

グラムの問題がある．Dunker らは PONDR という予
測プログラムを開発し，Jones らは DISOPRED を開発

6.

した．DISOPRED に比べて PONDR が不規則領域を
過剰に予測する傾向を示すことについては，別に記し

細胞内局在性

現在のところ，天然変性タンパク質は真核生物のみ

た 17) のでここでは繰り返さない．

に限られるとはいい切れないまでも，原核生物に比べ

ところで，天然変性タンパク質は原核生物にも存在

て真核生物に多く存在すると見る点では研究者の意見

するか，という上記の問題は「本来的に不規則（intrin-

は一致している．では，真核生物のタンパク質にはあ

sic disorder）
」という定義をどう解釈するかという問題

る割合でまんべんなく不規則領域が存在するのだろう

に関係する．たとえば，リボソーム・タンパク質は単

か？


先に紹介した Jones らは論文 10) では，細胞内局

目次に戻る
生

物

物

理

Vol.49 No.1（2009）

在の違いにしたがって出芽酵母の全タンパク質を分類

インよりも細胞内ドメインで相対的に不規則領域が多

したのち，それぞれの分類カテゴリーごとに予測によ

く存在した 22)．細胞内外でこのような非対称性を生

る不規則領域の割合を解析している．その結果，タン

じる原因は何なのか，これも未解決の問題である．

パク質あたりの不規則領域の割合は，核内タンパク質

ミトコンドリア・タンパク質は不規則領域が相対的

でもっとも多く，逆にミトコンドリア・タンパク質で

にもっとも少ないのは Jones らの結果と一致している

もっとも少ない，などの偏りを示した．ただし，彼ら

が，表 1 の値（9-11%）は期待したほど低い値ではな

の論文では相対的な統計値しか示されていない．

い．ミトコンドリアが細菌由来の細胞内共生体である
ことを考えると，ミトコンドリアで働くタンパク質に

それを補う意味で，Jones らの予測プログラムを用い
てわれわれの追試したヒト・タンパク質に関する同様

も細菌におけると同様に 5% 前後の低い値が予想され

の結果（Minezaki et al. 未発表）を表 1 に示しておく．

たのである．このような定量的なくい違いの裏には何

タンパク質データは Swiss-Prot データベースに記載さ

があるのか，ミトコンドリアと細菌のタンパク質を慎

れたヒト由来のタンパク質を使用し，それぞれのタン

重にくらべてみる必要がある．

パク質の細胞内局在の判定は Swiss-Prot の記載にした
がった．表中のリストのうち 2 番目の「核・細胞質」

7.

というカテゴリーは，核と細胞質の両方に分布するも

コンピュータ予測の問題点

天然変性タンパク質のなかには，全長が不規則領域

のを指し，
「その他」は複数のカテゴリーに分類され
るなど帰属が不明確なものを意味する．表 1 を見ると，

からなる例外的ものがあるが，転写因子で見たよう

核タンパク質は群を抜いて不規則領域の割合が高いこ

に，ドメイン（単数または複数）と不規則領域の両方

とわかる．すでに述べた転写因子も核タンパク質に含

を同時にもつのが通例である．したがって，ごく自然

まれるが，転写因子は核タンパク質全体の約 3 割を占

に考えると，ドメインに含まれない部分は不規則領域

めるので，残りの 7 割の核タンパク質も不規則領域を

であり，逆に不規則領域でなければドメインというよ

多く含むことになる．なぜ核タンパク質は不規則領域

うに，1 個のタンパク質は 2 種類の領域に分割される

を多くもつのか，という点は興味深い問題である．

はずである．ところが奇妙なことに，これまでに開発

次に見方をかえて，タンパク質を細胞内（細胞質と

された不規則領域の予測プログラムは不規則領域か否

核）と細胞外（分泌性と小胞体（ER），ゴルジ体）に

かを予測するものばかりで，ドメインに対しての不規

わけて考えると，不規則領域は細胞内タンパク質に多

則領域という発想は見られない．たとえば，この研究

く，細胞外タンパク質で少ないことがわかる．膜タン

分野のリーダである Dunker らは，予測プログラム

パク質の平均は細胞外に近い値を示しているが，膜タ

PONDR を用いておびただしい量の論文を発表し続け

ンパク質を細胞内外のドメインにわけて不規則領域の

ているが，予測された不規則領域の多少に言及するの

割合を調べた結果によると，予想どおり，細胞外ドメ

みで，ドメインとの関係については一切触れようとし
ない．仮に，球状構造をつくるドメインの領域が（部
分的にしろ）不規則領域と予測された場合は明らかに

表1
ヒト天然変性タンパク質の細胞内局在

予測エラー（過剰予測）というべきだが，ドメイン領

タンパク質数

不規則領域の
残基割合

域を明示しなければ予測の成否はうやむやに終わる．

1374

42%

の蓄積がある．ドメインはタンパク質の構造単位とい

核・細胞質

257

32%

うだけでなく，フォールディングの単位でもあり，有

細胞質

750

25%

限 個 の 基 本 形（フ ォ ー ル ド） に 階 層 分 類 さ れ て い

細胞膜

2161

14%

る 23)．ドメイン構造は安定であり，進化的な保存性

細胞外（分泌性）

813

13%

が高く，原核／真核生物にまたがって共通に保存され

小胞体（ER），ゴルジ体

124

13%

ミトコンドリア

276

11%

ミトコンドリア膜

131

9%

その他

371

̶

6257

23%

分類カテゴリー
核

合計／平均

一方，タンパク質のドメインについては長年の研究

るドメインも多い．したがって，ドメインという安定
要素に注目した情報解析はゲノム規模の比較解析に有
効であり，多くの研究が行われてきた 24)-27)．ところ
が奇妙なことに，ドメインを重視する研究者たち
（Koonin24)，Orengo25)，Teichmann26)，Elofsson27) など）
は天然変性タンパク質についていまだにまったく触れ
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ようとしない．つまり，タンパク質の情報解析の現状

して注目されてきた．この現象は遺伝子（DNA）側

をあえていうなら，不規則領域に注目する人はドメイ

から見ると一見何の問題もないように見える．しか

ンに一切触れようとしないし，反対に，ドメインを重

し，タンパク質側から見ると「信じられないほど無謀

視する人たちは不規則領域を完全に無視する，といっ

な」現象に感じられる．なぜなら，タンパク質はドメ

た世にも不思議な構図が成立しているのである．

インを単位とする立体構造をつくるからであり，遺伝

このような不自然な状況を打破するためには，ドメ

子のエクソン単位でアミノ酸配列が脱落するなどの変

インと不規則領域の両方を同時に見る視点が重要であ

化が起れば，もはや立体構造は維持できないはずだか

ると考える．たとえば，「不規則領域予測」という発

ら 29)．ところが，天然変性タンパク質の登場によっ

想がすでに誤解のもとかもしれない．その点を説明す

てタンパク質はドメインだけでなく，不規則領域をも

るために，われわれが実際に行った対処法を述べるの

つことになった．選択的スプライシングに伴う配列変

が一番わかりやすいと思うので，以下に手短に記して

化がおもに不規則領域の範囲内で起きるなら立体構造

おく．もともとわれわれはドメインを重視し，ゲノム

との齟齬は生じないだろう．

にコードされたすべてのタンパク質について，構造既

Dunker らは，まさにこのような予想を裏付ける統

知のドメインに対する相同ドメインを同定し，GTOP

計解析の結果を発表した 30)．それによると，選択的

データベース 28) として公開してきた．その後，Jones

スプライシングによって変化する配列部分は不規則領

らの予測プログラム DISOPRED によって得られた不

域を期待値よりも高い割合で含んでいる，いいかえる

規則領域を GTOP に加えた．しかし，これではドメ

と，選択的スプライシングは不規則領域と「相性が好

インと不規則領域を正しく考慮したことにはなってい

い」ことを示した．ただし，彼らはドメインを考慮し

ない．転写因子について述べたように，予測プログラ

ないので，選択的スプライシングのうち立体構造と抵

ムは不規則領域のほかに未判定の空白領域を生じるか

触するものがどのくらいあるか，といったことは判ら

らである．空白領域には構造未決定の未知ドメインが

ない．この点は，前節で述べたドメイン／不規則領域

含まれている可能性があるので，空白部分をさらに不

の二分法を適用すれば明らかにできると思われるが，

規則領域と（未知）ドメインに判別する必要がある．

これは今後の課題である．

この問題は，いいかえると，不規則領域か否かという

さらに進化的観点から考察するとどうなるか？

選

予測法の代わりに，タンパク質の全長をドメインと不

択的スプライシングと天然変性タンパク質はともに真

規則領域に 2 分する方法が必要なことを意味してい

核生物に特有の現象であり，たがいに相性が好い関係

る．このような二分法は現在開発中なのでまだ最終的

にあるとしても，それぞれの進化的由来に関連性があ

なことはいえないが，これが可能になれば未知ドメイ

るかどうかは判らない．たがいに強め合う関係にある

ンの所在とその割合を知ることができるし，不規則領

なら共進化したという可能性もあるが，そう単純には

域の範囲をより正確にいうことができるだろう．こう

判断できないだろう．この問題に対する 1 つの手がか

して，ドメインと不規則領域の両方を同時に（かつ同

りは，細胞内局在性にあると考えている．表 1 の数

等に）取扱うことができれば，上記の問題は解消でき

値は暫定的なものにすぎないが，天然変性タンパク質

るだろうと考えている．

が核に多いといった局在性の偏りがあること自体はま
ちがいない．一方，選択的スプライシングがどのよう

8.

な種類のタンパク質に多い（少ない）か，といった統

残された問題

計データの有無に関しては知らないが，仮に表 1 と

真核生物は，一般にエクソン／イントロンからなる

平行関係にあるような細胞内局在性を示す場合は，両

遺伝子構成をもつという点で，原核生物と大きく異な

者の共進化を裏づける有力なデータとなるだろう．だ

る．転写の過程でイントロンは切り落とされ，エクソ

がそうではなく，選択的スプライシングはタンパク質

ンどうしがつなぎ合わされて（スプライシング）
，次

の細胞内局在とはまったく無関係に起きている可能性

の翻訳の過程（タンパク質合成）へ進む．ところが，

もある．その場合は，両者が独立の現象であることを

スプライシングは常に同じように起るとはかぎらず，

示唆するが，それでは，なぜ期待値よりも高い頻度で

エクソンのつなぎ換えを伴う「選択的スプライシン

選択的スプライシングが不規則領域で起るのかという

グ」が生じることがある．その場合，スプライシング

疑問が残ることになる．いずれにせよ，解析すべき新

異性体とよばれる産物（タンパク質）が得られるため，

たな事象は次々と現れ，その結果はまた新たな疑問を

同一の遺伝子から複数のタンパク質を産生する機構と

生じて尽きることがないのである．
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ホモロジー検索
Homology search
あるタンパク質のアミノ酸配列に対し，類似の配
列をもつタンパク質をデータベースから検索する
こと．通例，検索結果はスコアの高い順に出力さ

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

れ，スコアとともに 2 つの配列の対応関係（アラ
インメント）も示される．（5 ページ）
（西川）
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総説

高速ビジョンによる微生物トラッキング顕微鏡
奥

寛雅1，尾川順子2，石川正俊1

1

東京大学大学院情報理工学系研究科

2

宇宙航空研究開発機構

月・惑星探査プログラムグループ

This paper describes a noble microscope system that can track a swimming microorganism in the center of view field using high-speed
visual feedback. The target specimen was tracked by moving its container by a computer controlled XYZ-stage. Target position was
extracted from images captured at 1000 fps by a high-speed vision system mounted on the microscope.
In this paper, the reason why such high-speed visual feedback is essential for the visual tracking function is discussed. Successful tracking
of a freely swimming paramecium and a spermatozoa demonstrated validity of the tracking microscope.
tracking / motile cell / visual feedback / high-speed vision / microscope

1.

これまで遊泳するゾウリムシやホヤ精子の運動計測に

はじめに

応用してきた．本論文では，トラッキング顕微鏡の仕

光学顕微鏡は，微小な空間で起こるダイナミックな

組みとその計測可能性について，ゾウリムシとホヤ精

生命活動を観察できるという大きな利点をもってお

子に適用した実例を交えて紹介する．

り，生命研究において重要な計測手段の 1 つである．
しかし，計測範囲に以下で述べる制限があるため，そ

高速ビジョン

2.

の操作は簡単ではない．
顕微鏡が計測できるのは，顕微鏡視野内で，かつそ

最初に，ダイナミックイメージコントロールを支え

の被写界深度内の領域であり，物体空間中でこれに対

る基盤技術として高速ビジョンについて紹介する．高

応するのは，直径数百ミクロン，厚み数ミクロンとい

速ビジョン 1) は，画像センサの後段に画像処理部を

う非常に微小な円柱状領域の内部である．その微少さ

直結したもので，センサにより取得した画像から対象

ゆえに人間が見たい対象をこの領域内に移動させるこ

の位置などの特徴を瞬時に抽出する装置である．画像

とは簡単ではない．特に対象が遊泳などにより移動を

の取得から処理・結果の出力までを 1/1000 秒で行う

伴う場合には，対象が容易に計測範囲から外れてしま

ことができ，これまでロボット制御 2) や 3 次元計測 3)

うため，継続的な計測はほぼ不可能になってしまう．

などでその有用性が実証されている．類似の装置とし

筆者らは，画像情報に基づいて光学系などを制御

て，高いフレームレートで動画像計測を行う高速度カ

し，人間が観測しやすい映像を動的に生成するダイナ

メラがあげられるが，これは記録した画像を後から人

ミックイメージコントロールを提唱している．これを

間が観察するためのものであり，画像処理部分がない

応用することで，顕微鏡計測範囲の制限はシステムと

点が高速ビジョンとは異なる．

して解決できることが見込まれる．そこで，これまで
顕微鏡応用を 1 つの主要なテーマとして研究してき

運動対象とトラッキング

3.

た．中でも特に，運動する対象を継続的に観察可能な

遊泳する細胞など，移動を伴う対象を顕微鏡で計測

トラッキング顕微鏡を開発している．この顕微鏡は視

する場合，対象が視野を占める割合と，対象を継続的

野中心に運動対象を捕捉する機能をもつものであり，

Microorganism Tracking Microscope Using High-Speed Vision System
Hiromasa OKU1, Naoko OGAWA2 and Masatoshi ISHIKAWA1
1
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
2
JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency
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に計測できる時間との間には，図 1 に示すトレード

構成と外観写真とを示す．このシステムは光学顕微鏡，

オフの関係が存在する．対象を詳細に計測するために

高速ビジョン，XYZ 自動ステージ，市販の PC 2 台か

は， 対 象 を 視 野 全 体 で 捕 ら え る こ と が 重 要 だ が

らなる．高速ビジョンとステージの詳細は表 1 に示す．

（図 1a）
，従来は視野の一部での計測（図 1b）を余議

対象は遊泳可能な状態を保つような容器に入れら

なくされていた．この問題は対象を常に視野中心に補

れ，その容器は XYZ 自動ステージに固定される．対

足することで解決できる．これを実現する顕微鏡をト

象の像は顕微鏡上の高速ビジョンで毎秒 1000 枚取得

ラッキング顕微鏡とよんでいる．

され，画像処理用 PC に転送される．この像から対象

このような顕微鏡システムは今から 40 年近く前の

の位置が 1 ms 以内で抽出され，制御用 PC に転送さ

1971 年に H. C. Berg によってすでに発表されている ．

れる．同時に，画像処理用 PC は画像を記録すること

これは E. coli を対象としたもので，顕微鏡に光ファイ

もできる．制御用 PC は対象が常に顕微鏡視野中心に

バと光電子増倍管，電動ステージを組み合わせ，対象

くるようにステージを制御する．ステージの位置と

を 3 次元的に追従するものであった．しかし，固定さ

視野内の対象の位置から，対象がプレパラート上の

れた 6 点の明るさのみで対象位置を計測していたため

座標系でどのように動いたかがわかるため，対象の

に，対象が複雑な形状であったり高速に動いていると

軌跡も記録される．

4)

対応できないなどの問題点があった．

なお，ビームスプリッターを用いて他のカメラで同

これに対し，画像センサを利用すると，大きさや形

時に対象の像を計測することも可能である．

状・速度が異なる対象について同一のシステムでト

トラッキング顕微鏡は対象の運動に従って視野を移

ラッキングを実現でき，汎用性に優れる．また 1 枚の

動できるため，ステージの可動範囲内すべてを高い解

像から対象の位置と画像とを同時に計測でき，微弱に

像度で計測可能である．たとえば光学倍率が 20 倍の

なりがちな光量を有効に利用できる．さらに高速ビ

ときには高速ビジョンは実空間で 1 m の解像度があ

ジョンを用いると，短時間でトラッキングに必要な情

るので，ステージの可動範囲である 25 mm 平方の領

報を計測できるため，対象を視野全体で補足すること

域を 25000  25000 画素，1000 fps のビジョンセンサ

ができる ．

で計測していることと等価である．

5)

4.

トラッキング顕微鏡
以上の考察に基づき，これまで数種類のトラッキン

グ顕微鏡を構築してきた．ここでは最新の例として，
後述するホヤ精子トラッキングを目的として構築した
トラッキング顕微鏡の構成を説明する 6)．
図 2a，b にそれぞれトラッキング顕微鏡のシステム

図2
トラッキング顕微鏡システム接続図（a）と外観写真（b）．文献 6
の図を改変．（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）
表1
高速ビジョンとステージの仕様
図1
運動対象が視野を占める割合と観察時間との間のトレードオフ．
（a）対象を視野全体で詳細に計測可能だが，ごく短時間後に視野
から外れてしまうために継続的な計測はできない．（b）対象が視
野を占める割合を小さくすることで継続的な観察が可能になる
が，その代わり詳細な計測はできなくなる．



高速ビジョン
Profile Imager[12]
（浜松ホトニクス）

−画素数 232  232 (@1000 fps)
−グレースケール，8-bit 階調

XYZ 電動ステージ
特注
（ヒーハイスト精工）

−ストローク 25 mm (X, Y), 10 mm (Z)
−繰返位置決め精度  1 m
− AC サーボモータ駆動
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約 50 m，頭部長さ 2-3 m であり，鞭毛を 1 秒間に

実際のトラッキング結果の例

5.
5.1

約 50 回という速い周波数で振りながら 300 m/s 程の
速度で泳ぐ．この遊泳速度は，頭部長さの 150 倍もの

ゾウリムシの運動計測

遊泳するゾウリムシ（Paramecium caudatum）を 2 次

距離を 1 秒間に移動するということであり，仮に体長

元的に追跡した結果 * を図 3 に示す ．ゾウリムシ

1.8 m の人間で考えると，ジェット旅客機並みの速度

は 150 m 程度の体長をもち，1 mm/s 程度の遊泳速度

である 972 km/h に相当する．

1

5)

で泳ぐ．この実験では 20 倍の対物レンズを用いてお

このように高速な対象もトラッキング顕微鏡で計測

り，このときの高速ビジョンの視野幅は 256 m で

することができる．ここでは実際に走化性を計測した

あったが，およそ 6000 m 平方の領域の運動を約 80

例を示す．図 4a に示すような，誘引物質（SAAF）を

秒間にわたって計測できた．照明条件や光学倍率の変

含んだ寒天が容器の側面をなし，精子媒質中に誘引物

更にもソフトウェアの変更のみでトラッキングできる

質の 1 次元的な濃度勾配が形成されるようにしたプレ

ことも確かめられている ．

パラートを用い，位相差法（20 倍）を用いて精子の

5)

運動をトラッキング顕微鏡により計測した *2．誘引源
5.2

に向かって運動している精子の軌跡を図 4b に，計測

カタユウレイボヤ精子の走化性計測

現在，東京大学大学院理学系研究科附属三崎臨海実

した精子像を図 4c に示す．

験所の吉田学講師，柴小菊研究員と共同で，カタユウ
レイボヤ（Ciona intestinalis）精子の走化性の計測を目

6.

的として，トラッキング顕微鏡による精子運動の計測

3 次元トラッキング
これまで 2 次元でのトラッキングを紹介したが，

実験を進めている．
従来は走化性誘引物質を保持したキャピラリーを視

3 次元的に運動する対象の場合はすぐに焦点面から外

野内に固定して，その周辺での精子の運動を計測して

れてしまって像がぼやけてしまい継続的な観測はでき

が，これだと誘引物質から遠方でどのような

ない．この問題を解決するためには，画面奥行き方向

いた

7)

挙動をしているのか，遠方から誘引源までどのように

へもトラッキングをすることが必要になる．

遊泳してきているのか，などの点が不明であった．そ

これを実現する 1 つの手法として，ビームスプリッ

こで，トラッキング顕微鏡によって精子個体をトラッ

ターで像を分割し，光軸方向に位置をずらした複数の

キングすることで，より広い空間における詳細な挙動
を計測する試みを進めている 6), 13)．ホヤの精子は全長

図4
（a）走化性計測に用いたプレパラートの構造 13)，（b）誘引物質に
対する応答の計測結果．Y が負の領域に誘引物質を含む寒天が存
在する．比較のために視野の大きさを FOV と記した四角で示し
た．（c）トラッキングした状態で、高速ビジョン（1000 fps）に
より計測された精子像．コントラストを強調してある．頭部が常
に画像中心に捕捉されていることがわかる．像の 1 辺は 90 m に
相当する．（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）

図3
計測されたゾウリムシの像（a）とその軌跡（b）．軌跡中の円は 1
秒毎の位置を示す．この実験で用いた高速ビジョンは画像処理前
の画像を外部に出力できなかったので，対象の像は顕微鏡に取り
付けた CCD カメラで計測した．文献 5 の図を改変．（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）
*1 実験結果の動画は次の URL で公開されている．
http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/mvf/MicroorganismTracking/index-j.html

*2 http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/mvf/SpermTracking/index-j.html，
http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/mvf/3dTracking/index-j.html
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撮像面でのぼけ量の相違から対象奥行き位置を計測す

謝

辞

や微生物の 3 次

本研究の実施にあたっては，基礎的な生物の知識の

元トラッキング 10) への応用例が報告されている．こ

ご教示から試料のご提供まで多くの生物系研究者の

の方法は汎用性が高いが，像を分割するために撮像素

方々に大変お世話になりました．この場を借りて改め

子あたりの光量が減ってしまうという欠点がある．像

て感謝の意を表します．

る方法があり，1 分子の運動計測

8), 9)

を分割せずに奥行き位置を推定する手法として，われ
われは Depth From Diffraction（DFDi）という手法を開
発した

11)

文
1)
2)

．ケーラー照明などの平行光照明で球に近

い形状の細胞を観察すると，焦点面から外れている細

石川正俊 (1998) 応用物理 , 33-38.
Senoo, T., Namiki, A. and Ishikawa, M. (2004) Proc. IEEE Int.
Conf. on Robotics and Automation 1191-1196.

胞の周囲に回折縞が現れる．図 5 にゾウリムシの例

3)

渡辺義浩，小室

4)

文誌 D J90-D, 3233-3245.
Berg, H. C. (1971) Rev. Sci. Instrum. 42, 868-870.

を示す．この縞は細胞と焦点面との位置関係が反転す
ると明暗が反転し，また，細胞と焦点面との距離に応

5)

じて縞の幅が太くなる．つまり回折縞には細胞の奥行

孝，石川正俊 (2007) 電子情報通信学会論

Oku, H., Ogawa, N., Hashimoto, K. and Ishikawa, M. (2005) Rev.
Sci. Instrum. 76, 034301.

き位置情報が含まれている．DFDi は高速画像処理に
より細胞奥行き位置情報を回折縞から抽出すること
で，対象位置を推定する手法である．

6)

Oku, H., Ogawa, N., Shiba, K., Yoshida, M. and Ishikawa, M.

7)

(2008) Proc. Int. Conf. IEEE EMBC 125-128.
Yoshida, M., Murata, M., Inaba, K. and Morisawa, M. (2002) Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 99, 14831-14836.

実際に遊泳するゾウリムシにこの手法を適用して

8)

3 次 元 的 に ト ラ ッ キ ン グ す る こ と *2 も 成 功 し て い

Watanabe, T. M., Sato, T., Gonda, K. and Higuchi, H. (2007)
Biochem. Biophys. Res. Commun. 359, 1-7.

る 11)．この手法は通常の光学顕微鏡にカメラを 1 つ

9)

載せるだけで適用できるところに優位性があるが，照

Toprak, E., Balci, H., Blehm, B. H. and Selvin, P. R. (2007) Nano
Lett. 7, 2043-2045.

10)

明方法が限定されてしまうところが難点である．

7.

献

島津宝浩，辻

徳生，山本健吉，石井

抱 (2006) 日本機械

学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’06 講演論文集
11)

おわりに

2A1-C11.
Oku, H., Ishikawa, M., Theodorus and Hashimoto, K. (2006) Opt.
Express 14, 3952-3960.

12)

本論文では高速な画像処理技術に基づくトラッキン

Sugiyama, Y., Takumi, M., Toyoda, H., Mukozaka, N. and Ihori, A.
(2005) IEEE ISSCC Digest of Tech. Papers 1, 360-361.

グ顕微鏡の原理とその応用としてゾウリムシとホヤ精

13)

子への適用を例にあげて紹介し，大域的な運動と詳細

柴

小 菊， 奥

寛 雅， 尾 川 順 子， 石 川 正 俊， 吉 田

学

(2008) 第 60 回日本動物学会関東支部大会 36.

な像とを同時に計測できることを示した．
高速な画像処理技術は従来の顕微鏡では不可能な計
測を可能にするものであり，本稿で紹介したような運
動する細胞の計測の他にも，動く対象像のぶれ補正な
どさまざまな応用用途の可能性があるため，今後も積
極的に顕微鏡応用の研究を進めていく予定である．
奥

図5
細胞の焦点面からのずれに伴う回折縞の例．細胞膜の屈折率が周
囲の媒質に比べて特に大きいために，細胞の焦点面からの変位と
その方向に依存した明暗の縞が発生する．（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）

寛雅

奥 寛雅（おく ひろまさ）
東京大学大学院情報理工学系研究科助教
研究内容：ダイナミックイメージコントロール，
特に顕微鏡の高機能化と高速光学デバイス開発．
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail: Hiromasa_Oku@ipc.i.u-tokyo.ac.jp
尾川順子（おがわ なおこ）
宇宙航空研究開発機構月・惑星探査プログラムグ
ループ宇宙航空プロジェクト研究員
研究内容：バイオロボティクス，宇宙機の航法誘
導制御．
連 絡 先：〒 229-8510 神 奈 川 県 相 模 原 市 由 野 台
3-1-1
E-mail: naoko.ogawa@isas.jaxa.jp
石川正俊（いしかわ まさとし）
東京大学大学院情報理工学系研究科教授
研究内容：超並列・超高速ビジョン，センサフュー
ジョン，メタ・パーセプション．
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail: Masatoshi_Ishikawa@ipc.i.u-tokyo.ac.jp
URL: http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/
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イカロドプシンの結晶構造と無脊椎動物の視覚
村上

1.

緑

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻（物理系）

はじめに

3.

イカロドプシンの結晶構造

図 1a に C 末端を切除したイカロドプシンの 2.5 Å 分

視物質ロドプシンは網膜視細胞に存在する光受容膜
タンパク質で，G タンパク質共役型受容体（GPCR）

解能での立体構造を示す 5)．イカロドプシンは，7 本

の 1 種として知られる．ロドプシンが光を吸収すると

の膜貫通ヘリックス（I 〜 VII）
，膜面に横たわるヘ

発色団レチナールが光異性化し，その反応がトリガー

リックス VIII，C 末端領域に新たに見いだされたヘ

となってタンパク質部分の構造変化が起こる．いくつ

リックス IX からなり，11-cis 型レチナールが Lys315

かの中間体を経た後に生成する光活性型メタロドプシ

とシッフ塩基結合を介してタンパク質部分とつながっ

ンでは，共役した G タンパク質が活性化され，その

ている．予想外であったのはその細胞質側の構造で，

後ロドプシンから解離した G タンパク質を介して光

7 本の膜貫通ヘリックスのうちヘリックス V と VI が

情報が細胞内情報伝達系へと受けわたされる 1), 2)．

膜面からおよそ 25 Å 細胞質に突き出していた．親水

脊椎動物と同様，無脊椎動物にも高度な視覚をもつ

性のヘリックス IX は，膜面の短いヘリックス VIII と

ものが多い．頭足類のイカは頭部に発達した大きな眼

ともにその側面に位置し，それらは荷電性残基により

をもち，脊椎動物に匹敵するほどの視覚を獲得してい

強く相互作用しているために，イカロドプシンの細胞

る．このロドプシンは Gq 型の G タンパク質サブタイ

質側はヘリックス束の後ろ側に壁がそびえ立つような

プと共役し，真核細胞に普遍的に存在する細胞内情報

構造となっている．細胞質側第 2 ループ付近，ヘリッ

伝達経路である IP3 カスケードを活性化すると考えら

クス IX にはそれぞれ正負電荷が局在しており，Gq 型

れている．また，光活性型アシッドメタロドプシンは
G タンパク質活性化能を保持したまま安定に存在する
という利点がある．本稿では，最近筆者らが解析した
スルメイカロドプシンの結晶構造と，それに基づいた
無脊椎動物の視覚機能について概説する．
2.

イカロドプシンの結晶化・構造解析

スルメイカロドプシンは分子量約 50 kDa，448 アミ
ノ酸残基からなり，ウシロドプシンと比較して 100 残
基長い．C 末端領域はプロリンに富む反復アミノ酸配
列を含み，細胞骨格との相互作用にかかわっている
が，G タンパク質の活性化には直接関与しない 3)．本
研究では，スルメイカの眼球から視細胞の微絨毛膜を
単離し，V8 プロテアーゼ処理によって C 末端を切除
した．均質なロドプシンを含む微絨毛膜から界面活性

図1
イカロドプシンの結晶構造．（a）全体構造．主鎖を虹色のワイヤ，
レチナールと K315 をそれぞれピンク色と橙色の球，水分子を水
色の球で表した．（b）微絨毛膜に埋め込まれたロドプシンの 4 量
体モデル．主鎖をリボン，レチナールと K315 をピンク色の球，
脂質を黄色の棒で表した．（本図は，冊子体ではモノクロ，電子
ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラー
で掲載）

剤と亜鉛により高純度のロドプシンを抽出した．硫安
を沈殿剤に用いて EDTA 存在下で結晶化を行うと，
結晶化ドロップ中で激しい相分離が生じ，タンパク質
と脂質（および界面活性剤）の混合相の中でイカロド
プシンの六方晶結晶が生成した 4)．
Crystal Structure of Squid Rhodopsin and Invertebrate Vision
Midori MURAKAMI
Department of Physics, Nagoya University
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G タンパク質はイカロドプシンの特徴的な表面電荷を

る 9)．視細胞から突き出た微絨毛は長軸方向を揃えて

認識すると考えられる．

配向しており，その構造基盤として膜間のロドプシン

4.

2 量体に見られたような強い相互作用が寄与すると考

レチナール近傍の構造

えられる．実際，結晶中に見られるイカロドプシン 4

イカロドプシンの活性部位にある Glu180（図 1a 桃

量体は，発色団の吸収双極子モーメントがほぼ平行に

色の側鎖）は，シッフ塩基近傍で唯一の陰イオンであ

存在する．したがって，ロドプシン間のこの強い相互

ることから対イオンと考えられていた．結晶構造で

作用により積層する微絨毛膜が配向し，個々の視細胞

は，プロトン化シッフ塩基と Glu180 のカルボキシル

が特定の偏光面に鋭敏に応答することが可能になった

基は 5 Å 離れており，直接塩橋を形成しない．シッフ

のであろう（図 1b）
．

塩基と Glu180 の間には Asn185 の側鎖が位置しており，

おわりに

6.

ポリエン鎖に沿って Glu180 や近傍の残基と水素結合
ネットワークを形成している．一方，プロトン化シッ

無脊椎動物と脊椎動物のロドプシンが 6 億年以上も

フ塩基はヘリックス II と III の方向へ傾き，Tyr111 ま

前に分岐し独自に進化を遂げた結果，無脊椎動物はわ

たは Asn87 の側鎖と水素結合を形成し安定化されてい

れわれにはない優れた偏光視能を手に入れた．ただ

る．光活性化時も Tyr111 は中性に保たれており ，

し，膜貫通領域の主鎖構造は両者ともよく似ており，

レチナールの異性化によりシッフ塩基の向きが反転し

G タンパク質活性化の鍵となる共通の機構が存在する

ても，Glu180 を含む水素結合ネットワークがシッフ

と考えられる．光活性型が安定なイカロドプシンを用

塩基を安定化すると考えられる．

いて，GPCR 一般の G タンパク質活性化機構を明ら

6)

また，レチナール結合部位の細胞質側ヘリックス間

かにできれば，と思っている．

に大きな空洞が存在し，9 個の水分子が詰まってい

最後に，本研究は名古屋大学物理学教室 J 研の皆さ

る．これらの水分子は互いに水素結合しネットワーク

まから長きにわたって温かいご支援，ご協力をいただ

を形成し，GPCR によく保存された残基（図 1a，黄

いています．この場を借りまして心より御礼申し上げ

色の側鎖）を伴ってレチナール結合部位から細胞質側

ます．

表面までをつないでいる．イカロドプシンを用いた赤
文

外分光実験ではバソ中間体形成に伴い水分子による振

1)

動数の変化が 8 個以上観察されており ，この水分子
7)

Hubbard, R. and St. George, R. C. (1958) J. Gen. Physiol. 41,
501-528.

のネットワークが分子内信号伝達を担うことを示唆し
ている．
5.

献

2)

Shichida, Y. and Imai, H. (1998) Cell. Mol. Life Sci. 54, 1299-1315.

3)

Ashida, A., Matsumoto, K., Ebrey, T. G. and Tsuda, M. (2004)
Zoolog. Sci. 21, 245-250.

ロドプシンが担う無脊椎動物の偏光視能

4)

Murakami, M., Kitahara, R., Gotoh, T. and Kouyama, T. (2007)
Acta Crystallogr. F 63, 475-479.

イカロドプシン結晶の非対称単位中にはロドプシン
2 分子が含まれ，それぞれの N 末端領域をつき合わせ
て結晶格子を形成する．N 末端領域には連続した正負
電荷の残基（図 1a，黄緑色の側鎖）が分子間で互い
に塩橋を結ぶ．これらの荷電性残基はイカと類縁なタ
コなど頭足類のロドプシンはもちろん，ミツバチやア
リなど節足動物の複眼に存在するある種のロドプシン

5)

Murakami, M. and Kouyama, T. (2008) Nature 453, 363-367.

6)

Nakagawa, M., Iwasa, T., Kikkawa, S., Tsuda, M. and Ebrey, T.

7)

(1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 6189-6192.
Ota, T., Furutani, Y., Terakita, A., Shichida, Y. and Kandori, H.

8)

(2006) Biochemistry 45, 2845-2851.
GPCRDB (http://www.gpcr.org/7tm/)

9)

Saibil, H. and Hewat, E. (1987) J. Cell Biol. 19-28.

村上 緑（むらかみ みどり）
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻（物理系）助教
連絡先：〒 464-8602 名古屋市千種区不老町
E-mail: midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp

でも保存されている 8)．これらの無脊椎動物は偏光視
能をもつことで知られ，網膜中の微絨毛の高次構造体
であるラブドームの形態に起因するといわれてい
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折りたたまっていないポリペプチド鎖に
構造はあるか
大西

1.

哲

理化学研究所生命分子システム基盤研究領域

えば，Wüthrich らは，7 M 尿素水溶液中の 434- リプ

ランダムコイルモデル

レッサーの N 末端ドメイン（63 残基）について，最

タンパク質の天然構造は，ポリペプチド鎖内の疎水

大で 4 残基離れたプロトン間の核オーバーハウザー効

性相互作用，水素結合，静電相互作用などのエンタル

果（nuclear Overhauser effect: NOE）を観測し，天然構

ピーの総和と，ポリペプチド鎖および水和に関するエ

造様のターン構造が残っていることを報告した 3)．そ

ントロピー損失のバランスによって保たれている．変

の後，同様の残余構造がいくつものタンパク質につい

性剤の添加，温度や圧力の上昇などの条件変化が起き

て報告されてきている．

ると，そのバランスが崩れ，タンパク質の構造は変性

NOE，化学シフト，3J カップリングから得られる

する．通常，その様式は協同的で，変性条件を強めて

構造情報は，空間的に近隣にある局所的なスピン間の

いく過程において，ある閾値を超えると一気に変性が

相互作用によって与えられる．したがって，NMR 法

進む．慣習的に，それ以上変性の条件を強めても協同

を用いても，コンパクトな折りたたみをもたない変性

的な構造変化が見られなくなった状態を完全変性状態

タンパク質から構造情報を引き出すことは，そう容易

とよぶ．本稿では，完全変性状態およびそれに準ずる

ではない．これまでに報告されてきた残余構造は，ほ

程度に高度に変性した状態を高変性状態と定義し，焦

とんどが局所構造であり，グローバルな構造情報を得

点を当てる．このような状態では，ポリペプチド鎖は

ることは難しい．
Gillespie と Shortle は，遺伝子操作により変性させた

ヘテロなコンフォメーションのアンサンブルとみなす

ブドウ球菌ヌクレアーゼの 131 残基断片（131）に

ことができる．
1960 年代後半，完全変性したタンパク質の挙動を

ニトロキシド・スピンラベルを導入し，このラジカ

描写するために，Flory は高分子物理化学のランダム

ルからの常磁性緩和効果（Paramagnetic Relaxation Ef-

コイルという概念を導入した．直鎖高分子の慣性半径

fect: PRE）を調べた 4), 5)．ニトロキシド・ラジカルの

Rg は，鎖長 N と鎖分子の剛直性を現すパラメータ R0

不対電子とプロトン間の磁化相互作用は約 20 Å 程度

を用いて，

の範囲内に及ぶと見積もられ，14 種類のスピンラベ
ル体について約 700 のロングレンジの距離制限情報が

Rg  R0N v

（1）

得られた．この距離情報を使って計算された 131
の構造アンサンブルには，明白に収斂した部位は見

と表記できる．理想的なランダムコイルは   0.5 で

られなかったが，2 次構造領域の相対的なジオメト

あるが，分子体積などの非理想性を考慮したモデルに

リーはヌクレアーゼの天然構造のそれとよく一致し

おいては，  0.538 という値が推定されている 1)．一

ていた（図 1）5)．

方，実験的には，高変性状態におけるさまざまなタン

3.

パク質について   0.57 程度の値が報告されており 2)，

残余双極子カップリング（Residual Dipolar Coupling:

Flory の提案の妥当性が支持されてきている．
2.

残余双極子相互作用で見えた残余構造

RDC）は，水溶液中でわずかに配向させたタンパク

高変性状態における残余構造の検出

質において，注目する各双極子ベクトルの，静磁場に

1980 年代以降，溶液 NMR 法を用いたタンパク質

対する角度の関数として表記できる 6)．RDC 値は双

構造研究がさかんになると，しばしば高変性状態にお

極子間の距離に依存しないので，結果として，タンパ

ける残余構造の存在が報告されるようになった．たと

ク質のグローバルな構造情報が反映される．

Do Unfolded Polypeptides Have Structures?
Satoshi OHNISHI
Systems and Structural Biology Center, RIKEN
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図1
PRE 法により得られた 131 の主鎖アンサンブル（線）と，ヌク
レアーゼの天然構造（ネオン）の重ね合わせ．天然状態の 2 次構
造領域に対応する領域を同色で描写．（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）

Shortle らはこの点に着目し，131 について，アミ
ノ酸配列に対して特徴的なジグザグをもつ RDC プロ
ファイルを得た（図 2）7)．理論的には，ランダムコイ

図2
（a）131 の水中における RDC プロファイル．（b）140 残基のラ
ンダムコイルについて計算された理論的 RDC プロファイル．（c）
131 の水中の RDC プロファイルと 8 M 尿素水溶液中のそれの
相関図．

ル鎖は単調なベル型の RDC プロファイルを示すが，
131 の特徴的なプロファイルは，PRE 研究によって
示されたヌクレアーゼの天然構造似の構造特性 5) を
反映していると考えられる．興味深いことに，この
RDC のパターンは 8 M 尿素を加えても失われなかっ

4.

た 7)．つまり，高度の変性状態においても天然構造似

残余構造をもたらす要因

「Anfinsen のドグマ」によれば，タンパク質の立体

のグローバルな構造特性は持続することが示唆された

構造を決定しているのは，相互作用する残基の組み合

のである．
筆者と

わせを規定しているアミノ酸配列である．変性タンパ

Shortle らは，セリン・プロテアーゼの阻害タンパク質

ク質においては，そのような残基間の相互作用が失わ

他 の タ ン パ ク 質 で は ど う で あ ろ う か？

である eglin C について，その天然状態における RDC

れ，ポリペプチド鎖の自由度が著しく増す．それでも

プロファイルと高変性状態にあるそれの相関を調べ，

観測される「残余構造」とは，どのようなものであろ

微弱ながら統計的に有意な類似性（相関係数 r 約 0.5，

うか？

8)

p 値約 0.008）を見つけた ．また，文献で公表され

ポリグリシンに注目し，ポリグリシン鎖には伸長した

ている，タンパク質の高変性状態における RDC デー

コンフォメーションを好む傾向があることを発見し

タを，その立体構造から計算される RDC 値と比較す

た 9)．つまり，アミノ酸側鎖間の相互作用以外に，ポ

ると，プロテイン G B1 ドメインで r  0.37（p  0.05）
，

リペプチド鎖の構造自由度を制限している要因がある

ユビキチンで r  0.41（p  0.08），アシル CoA 結合タ

ことが示唆される．水溶液中では，露出した残基の主

ンパク質で r  0.55（p  0.001）という相関が得られた．

鎖や側鎖は水分子と水素結合を介して水和するが，結

このように，タンパク質の高変性状態におけるアンサ

合した水和層がポリペプチド鎖の構造自由度に与える

ンブル平均としての残余構造には「天然構造似」の特

制限は意外に大きい 10)，ということが報告されてい

徴がある，とする議論に，RDC の相関係数がおよそ

る．ポリグリシンに比べ大きな側鎖が並ぶ通常のタン

0.4 〜 0.5 程度，という準定量的な指標が与えられた．

パク質ポリペプチド鎖は，アミノ酸配列特徴に応じた
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可変圧力NMR法によるユビキチン様
タンパク質に保存された構造ゆらぎの発見
北原

1.

亮

立命館大学薬学部薬学科

Parkin-UBl）6), 7) について，可変圧力 NMR 測定を行っ

揺れ動くタンパク質構造

た． 図 1a に 配 列 相 同 性 58% の NEDD8 に つ い て
NMR スピン―スピン緩和速度定数（15N 核 R2）を示

生理条件下のタンパク質は，基底構造から変性構造
までの広い構造空間をダイナミックに構造変化してい

した．

多くの部位で R2 値は一定であるが，33-42 番と 68，

る．しかしながら，これまでの結晶構造解析，核磁気

70，72 番残基で高い R2 値が観測された．15N-R2 値が

共鳴解析，電子顕微鏡解析により得られたタンパク質

高い部分は，基底構造と準安定構造間でマイクロ〜

構造の多くは基底構造に限られていた．基底構造を逸

ミリ秒程度の構造転移があることを意味する．この

脱した準安定構造の研究が，タンパク質の機能発現，

結果は，ユビキチンの R2 値とよい一致をしている

異常構造への転移といったタンパク質科学の諸問題に

（図 1b）
．ユビキチンの場合，低圧（30 気圧，黒丸）

新たな情報を提供する．
筆者らは，分布率が低く捉えることが困難な準安定

では，C 末端の数残基を除いてほぼ一定の値を示した

構造を，加圧下で分布率を増加させ，立体構造解析や

が，高圧（3000 気圧，棒グラフ）では，28-42 番の多

熱力学解析することを可能にした

1), 2)

．これは，タン

くと 70 番残基で R2 値の顕著な増加が観測された．加

圧により R2 値が増加したのは，準安定構造の分布率

パク質構造が壊れるほど，その部分モル体積が小さく
なる性質に起因する（タンパク質の体積原理）．すな

が増加したことと構造転移速度が減少したためと考え

わち，高圧下ほどタンパク質の変性が進み，系の体積

られる．詳細な化学シフトとスピン緩和の解析は，原

は小さくなるのである．可変圧力 NMR 法では，加圧

著論文 3), 4) を参照されたい．この結果から，NEDD8

による準安定構造，変性構造の分布率の変化を，化学

でもユビキチンの N2 構造と同様な準安定構造が存在
すると考えられる．

シフト変化や信号強度の変化として観測するため，幅

図 1c は，NEDD8 の 1000 気 圧（30C） に お け る

広い時間域の構造転移を捉えることがでる．
ユビキチンについては，2 つの準安定構造（N2，I）

NMR 信号強度を示す．加圧により，33-42，68，70

の存在を発見し 3)-5)，3000 気圧下での距離情報の測定

番残基の信号強度が顕著に減少した．同時に，NMR

（NOE 測定）にもとづいて N2 構造の原子座標の決定

スペクトル上に変性状態由来の新しい信号が出現し

に成功した ．これはゆれ動くタンパク質の「動的描

たことから，これらの部分がミリ秒より十分遅い反

像」を，はじめて原子レベルの分解能で示したもので

応速度で変性状態に転移していることが分かった．

ある．この N2 構造は，関連酵素群（E1，E2）との相

この結果は，加圧下で局所変性構造（I 構造）の分布

互作用部位を含むタンパク質の C 末端側部分が開い

率が増加したことを意味し，ユビキチンの結果と良

た構造をとっており，環境に応じて形をかえて働くユ

い 一 致 を 示 し た（図 1d）． 図 2 は 加 圧 下 で 変 性 状

ビキチン分子の動態を示す．また I 構造では，C 末端

態 に 転 移 し て い る 部 分 を 示 す（左，Ub；中 央，

側の数残基が変性状態に転移した局所変性構造をとっ

NEDD8）．興味深いことに，NEDD8 とユビキチンで

3)

みられた N2 または I 構造への転移は両タンパク質で

ており，折れ畳み途中で見られる中間体と類似の特徴
をもつことがわかった 5)．

アミノ酸配列が保存されている部分で生じている
（図 1）．ユビキチンと NEDD8 はともに E1-E2-E3 の

2． ユビキチン様タンパク質

カスケ−ド反応により翻訳後修飾することから，N2

ユビキチンと 1 次配列相同性 18-58% の複数のユビキ

または I 構造がそれら関連酵素群との相互作用に必要

チン様タンパク質およびドメイン（NEDD8，SUMO-2，

と考えられた．

Evolutionary-Conserved Intermediates among Ubiquitin and Ubiquitin-Like Proteins
Ryo KITAHARA
College of Pharmaceutical Sciences, Ritsumeikan University
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図2
ユビキチン，NEDD8，SUMO-2 の局所変性構造の模式図．黒色
（または残基番号）は，加圧下で NMR 信号強度が顕著に減少する
残基を示す．

SUMO-2 はユビキチンと 18% の配列相同性をもち，
図1
（a, b）1H-800 MHz で測定した 15N-R2 値（スピンースピン緩和速度
定数）．NEDD8 は 30C，1 気圧（a）．ユビキチンは 20C，30 気
圧（黒丸）または 3000 気圧（棒グラフ）（b）．高い緩和時間を示
した部分は白抜き．（c, d）15N-1H/HSQC スペクトルの信号強度．
NEDD8 は 30C，1000 気圧（c），ユビキチンは 0C，3700 気圧（d）
で，いづれも 1 気圧の信号強度で規格化した．加圧により顕著に
信号強度が減少した残基は白抜き．図の最上部の矢印は  シート
構造，棒は  へリックス構造を示す．パネルの下にはアミノ酸配
列を示す．NEDD8 についての下線は，ユビキチンと配列相同を意
味する．

E1-E2-E3 のカスケ−ド反応により翻訳後修飾を行う．
パーキン ubl は，32% の配列相同性をもつが，機能的
類似性をもたない．興味深いことに，SUMO-2 では，
ユビキチンや NEDD8 と類似の局所変性構造が観測さ
れたが（図 2 右），パーキン ubl では，明確な中間体
を観測できなかった．これらの結果から，3 つのホモ
ログタンパク質に共通に保存された準安定構造が関
連酵素群との相互作用に関係している可能性が高
まった．相互作用に関わる C 末端側を局所的に不安

こ の 仮 説 を 検 証 す る た め に， 新 た に SUMO-2 と

定化しておくこと，すなわち準安定に設計しておく

パーキンタンパク質のユビキチン様ドメイン（パーキ

ことが相互作用を円滑に行なうために重要であると

ン ubl） に つ い て 可 変 圧 力 NMR 実 験 を 行 っ た．

推測できる．
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では何故準安定構造が基底構造にならなかったの
か？

藤晃一教授（分子研），SUMO-2 は RIKEN-Structural

変性構造と同様に準安定構造も，disorder 領域

Genomics/Proteomics Initiative に提供いただいた．NMR

を含むため，プロテア−ゼの標的になると考えると，

測定は理化学研究所 SPring-8 センター 800 MHz およ

タンパク質はそれらを準安定に設計し分布率を下げる

び 500 MHz を用いて行った．

ことにより，できるだけ分解から保護する必要があ
文

る．細胞内で機能するタイミングや代謝時間も関係し
ているかもしれない．実際に，NMR 解析から算出し
た 構 造 転 移 に 伴 う G0 を 比 較 す る と，NEDD8，
SUMO-2 の基底構造や局所変性構造の安定性がユビキ
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Yokoyama, S. and Akasaka, K. (2008) Biochemistry 47, 30-39.

現する設計が可能になれば，生物的機能や薬物の合理
的設計が可能になるかもしれない．
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説

タンパク質の体積原理
The volume theorem of a protein
タンパク質の部分モル体積量は，その立体構造形
成量と正の相関をもつ．構造形成したポリペプチ
ド鎖は，分子内部に多くの空孔（キャビティー）
をもつため，その部分モル体積は大きい傾向にあ
る．一方，変性し良く水和したポリペプチド鎖は，
空孔が少なく部分モル体積は小さくなる．実際に
は，構造変化に伴いアミノ酸の水和量が変化する
ため，その部分モル体積変化は，空孔や水和量変
化の総量で決まる．（20 ページ）
（北原）
可変圧力 NMR 法
Variable pressureNMR
石英製の耐圧 NMR セルを用い，常圧から 4000 気
圧程度の高圧力まで NMR 測定可能な方法で，山
田博昭（元 神戸大学）と赤坂一元（近畿大学）に
より開発された．耐圧 NMR セルは，マグネット
外部に設置された圧力発生装置に連結されている．
現在，近畿大学高圧力タンパク質研究センターと

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

理化学研究所播磨研究所に設置されている．
（20 ページ）
（北原）
スピン―スピン緩和速度定数 R2
Spin-spin relaxation rate
核スピンの緩和時間は，その分子運動の周波数分
布に依存する．特にスピン―スピン緩和速度定数
は，マイクロ秒〜ミリ秒で生じる運動，タンパク
質でいうところの遅い運動，に敏感である．
（20 ページ）
（北原）
フォトクロミック
Photochromic
光によって変化し，それが可逆的である現象や性
質のことをフォトクロミズムといい，フォトクロ
ミズムを示す物質・分子を，フォトクロミック物
質・分子とよぶ．光ディスクのような記憶媒体へ
の応用が期待され，おもに低分子化合物において
さかんに研究が行われている．（25 ページ）
（須藤）
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放射光円 2 色性によるタンパク質の構造解析
―構造生物学へのCD分光法の挑戦―
松尾光一

1.

広島大学放射光科学研究センター日本学術振興会特別研究員 / 米国コロラド州立大学客員研究員

した結果を図 1c に示す．-helix の予測本数は X 線構

はじめに

造の結果と非常に近く，-strand の本数でも全体的に

円 2 色性（CD）分光法は，さまざまな種類のタン

精度よく予測できることがわかる．さらに，ここで得

パク質試料を対象にでき，また温度や pH などの溶媒

られた 2 次構造情報を，アミノ酸配列情報から 2 次構

変化にも対応できるため，水溶液中でのタンパク質の

造部位を予測する Neural Network（NN）法に回帰させ

構造解析法として広く利用されている．しかし，立体

ることで，アミノ酸配列上での -helix と -strand の位

構造が原子レベルで決定できる X 線結晶学や NMR 法

置が精度よく予測できる 4)．NN 法は部位特異的スコ

に比べ，得られる構造情報には限界がある．そこで，

ア行列（PSSM）を組み合わせた方法を用いた．30 種

CD 分光法からより詳細で新規な構造情報を得るため

類のタンパク質を対象にした 2 次構造の位置予測か

に，通常光源の限界である 190 nm 以下（真空紫外；

ら，NN 法のみでは予測精度（Q3）が 70.9% であった

が，VUVCD より得られる -helix と -strand の残基数

VUV）の CD が測定可能な，放射光源を利用した装
置開発が強く望まれた．この装置は，現在世界 9 ヵ国

と本数を考慮することで 74.9% まで上昇することがわ

11 施設で稼動あるいは建設中である ．わが国では，

かった 4)．NN 法の改良により，さらに 80% 以上まで

広島大学の放射光科学研究センターにおいて，世界に

向上すると期待される．このように，VUVCD 分光法

先駆けて水溶液中で 140 nm までの CD 測定が可能な

を用いることで，構造未知タンパク質の 2 次構造の含

真空紫外円 2 色性（VUVCD）分散計が開発されている．

有率と本数，そしてそれらの位置が高い精度で予測で

本稿では，世界で急速に広まりつつある VUVCD 分光

きることがわかる．

1)

法を用いたタンパク質の構造解析について紹介する．
2.

3.

VUVCD による天然状態の構造解析

VUVCD による非天然状態の構造解析

VUVCD 分光法は，タンパク質の天然状態だけでな

典型的な 4 種の天然タンパク質の VUVCD スペクト
ル（260 〜 160 nm）を図 1a に示す 2)．これらは 2 次
構造が大きく異なるため，190 nm 以下の VUV 領域で
それぞれ特徴的なスペクトルを示す．VUV 領域での
測定の効果を調べるため，計 31 種の構造既知タンパ
ク 質 の VUVCD ス ペ ク ト ル を 測 定 し，-helix，strand，turn，unordered structure の含有率を解析プログ
ラ ム SELCON33) を 用 い て 予 測 し た．X 線 と VUVCD
から見積もられた 2 次構造含有率の差（RMSD；）を
短波長限界に対してプロットした結果（図 1b）
，CD
測定を VUV 領域へ拡張するほど  は小さくなり，予

図1
（a）典型的な 4 種の天然タンパク質の VUVCD スペクトル：赤）ミ
オグロビン，橙）コンカナバリン A，茶）大豆トリプシンインヒ
ビ タ ー， 緑） リ ゾ チ ー ム（b） 短 波 長 限 界 に 対 す る -helix，
-strand，total の予測精度  の変化（c）160 nm までの VUVCD ス
ペクトルから見積もられた -helix と -strand の本数と X 線結晶
構造の結果との相関図（ は相関係数）．

測精度が大きく改善されることがわかる．また，VUV
領域の CD 測定により 6 つの 2 次構造成分の予測が容
易 と な り，-helix と -strand の 本 数 予 測 が 可 能 と な
る 3)．160 nm までの CD スペクトルから見積もられた
-helix と -strand の本数を X 線構造に対してプロット

Structure Analysis of Proteins by Synchrotron Radiation Circular Dichroism: Challenge of CD Spectroscopy to Structural Biology
Koichi MATSUO
Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Hiroshima University / Department of Biochemistry and Molecular Biology, Colorado State University, USA
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く非天然状態についても重要な構造情報をもたらす．

おわりに

4.

タンパク質分子の巻き戻り機構や安定性の理解に重要
なタンパク質の変性構造を解明するために，ミオグロ

本稿では，放射光を用いた VUVCD 分光法が，従

ビン（Mb）の低温，熱，酸，塩酸グアニジン変性状

来よりも詳細で新規なタンパク質の構造情報を提供で

態の VUVCD スペクトル測定を行った ．図 2 に Mb

きることを示した．また，タンパク質の構造・機能相

の各変性状態の 2 次構造含有率をヒストグラムで示

関についても幅広い議論が可能になることを紹介し

す．VUV 領 域 の CD 測 定 に よ り poly-L-proline type II

た．最近では，VUV 領域に含まれるアミド間の電子

(PPII) 構造を含めた 5 つの構造含有率が精度よく算出

遷移を考慮することで CD 理論の研究が進み，タンパ

で き， ど の 変 性 状 態 も -helix は 減 少 し，PPII と

ク質の立体構造から CD スペクトルの算出が高精度で

unordered structure は増加することがわかった．特に，

可能になっている 7)．そのため，VUVCD 分光法と

変性状態での -strand の含有率の増加は興味深く，水

CD 理論，そして分子動力学を組み合わせた解析か

素結合（-sheet）を形成しない -strand に近い 2 面角

ら，まったく新しいタンパク質の構造解析法が開拓さ

をもつ短いペプチドが，PPII や unordered structure と

れつつある．X 線や NMR では構造解析が困難なタン

同様に，タンパク質の変性構造に多く存在すること

パク質やその複合体が次々と発見されている近年にお

を示していた ．

いて，VUVCD 分光法の有効性が高まり，今後の構造

5)

5)

1- 酸性糖タンパク質（AGP）は，分子量の大きい

生物学の発展に大きく貢献できるものと期待される．

ことと結晶化の難しさから立体構造が未知であるが，
リポソームとの相互作用により，-strand を多く含む

謝

辞

天然構造から，-helix を多く含む非天然構造へと変

本研究は，広島大学の月向邦彦教授と共同で行っ

化する ．その構造と機能に及ぼすリポソームの影響

た．変性タンパク質の構造解析については奈良先端科

を調べるため，AGP の VUVCD 測定から，-helix と

学技術大学院大学の片岡幹雄先生から，VUVCD の将

-strand の含有率と本数を決定し，NN 法を取り入れ

来の展望については米国コロラド州立大学の Robert.

たアミノ酸配列上での 2 次構造の位置予測を行なっ

W. Woody 教授から多くのコメントをいただいた．放

6)

た．その結果，AGP は，天然状態では 2-13 残基から

射光装置の維持管理は，広島大学放射光科学研究セン

なる 11 本の -strand を形成するのに対して，リポソー

ターの谷口雅樹先生，生天目博文先生，有田将司先生

ム存在下では 9-21 残基からなる 7 本の -helix を形成

に協力していただいた．ここに深く感謝致します．

することがわかった．リポソーム存在下では，AGP
文

とリガンドとの結合能が低下するが，この解析から，

1)
2)

リガンド結合部位の一部が構造変化して結合能の低下
がおこると示唆された．これらの結果は，VUVCD 分
光法がタンパク質の高精度構造解析のみならず，タン

3)

パク質の構造―機能相関の解明にも新たな知見を与え

4)

ることを示している．

5)
6)
7)

献
Wallace, B. A. (2000) Nature Struct. Biol. 7, 708-709.
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Sreerama, N. and Woody, R. W. (2004) Methods Enzymol. 383,
318-351.
Matsuo, K., Watanabe, H. and Gekko, K. (2008) Proteins 73,
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図2
Mb の天然状態と低温・熱・酸・塩酸グアニジン（完全）変性状
), -strands (
), turns
態 の 2 次 構 造 含 有 率：-helices (
), PPII (
), and unordered structures (
).
(
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真正細菌から得られた2つの機能をもつ
フォトクロミック光受容体ホモログ
須藤雄気

1.

名古屋大学大学院理学研究科・生命理学専攻・生体膜機能 / 科学技術振興機構・さきがけ

として働く．

はじめに

HsSRI には，DNA 傷害を与える紫外線から逃げる

生物は，光をエネルギー源もしくは情報源として

ための青紫光センサーとしての役割もある．光反応中

利用する．これらはアポタンパク質とそれに結合す

に生成する S373 中間体に青紫光があたると，P510 中

る色素分子（発色団）により担われる．ビタミン A

間体ができる（図 1 参照）
．光反応が P510 を経由し

のアルデヒド型であるレチナールを発色団とするタ

た場合のみ CheA を活性化し，べん毛モーターの回転

ンパク質は，総称してロドプシン類とよばれる．7 回

方向を逆転させ，細菌は青紫光から逃避する（負の走

膜貫通型タンパク質であるロドプシン類は，バクテ

光性）
．このように 2 つの機能（忌避・誘引）を 1 つ

リオロドプシン（BR）やハロロドプシン（HR）など

のタンパク質が担い，かつ 2 つの色（オレンジ・青紫）

の光駆動イオンポンプによるエネルギー産生，視物

をフォトクロミックな性質により認識し，さらにはキ

質ロドプシンや細菌の光応答に関与するセンサリー

ナーゼのオン・オフという異なる信号を出力できる特

ロドプシン I(SRI)，センサリーロドプシン II(SRII)

異な性質が注目されている．しかしながら，きわめて

などの情報伝達分子が知られており，古細菌と一部

不安定なタンパク質であることから初期に発見された

の高等生物にのみ存在すると考えられてきた．しか

古細菌型ロドプシンで唯一高分解能構造が未決定であ

しながら，1999 年に真核生物アカパンカビからロド

るなど理解が遅れている．

プシン遺伝子（nop-1）が，2000 年に真正細菌  プロ

3.

テオバクテリアから H ポンプタンパク質（プロテオ

真正細菌から見いだされた新しい SRI

ロドプシン）が，2002 年に真核生物クラミドモナス

2005 年に真正細菌の 1 種である S. ruber のゲノムが

から，イオンチャネルタンパク質（チャネルロドプシ

明らかとなり，SRI 様タンパク質をコードする 2 つの

ン）が発見された．その後も続々と新たなタンパク質

遺伝子が見つかった 1)．これらは真正細菌から見つ

が発見され，ロドプシン類が生物界に広く分布して

かったはじめてのセンサリーロドプシン遺伝子であっ

いること，すなわちさまざまな生物にとって，ロド

た．われわれは，これらが機能的タンパク質をコード

プシンを介した光受容が生命機能に重要であること

しているかを確かめるため，クローニング・組み換え
体 と し て 発 現 を 試 み た． そ の 結 果， こ の 内 の 1 つ

が明らかになりつつある．これら新規タンパク質に
ついては以下の総説に詳しい 1)．
2.

（SrSRI）を 558 nm に吸収をもつタンパク質として得
ることに成功した 3)．SrSRI は，HsSRI と約 40% の相

センサリーロドプシン I

同性をもち，発色団として all-trans 型レチナールをも

このような多種多様なロドプシン類の中でも，その

つこと，1 秒程度で完結する遅い光反応をもつこと，

性質の面白さから最も注目されてきたものの 1 つにセ

S373 様中間体（SrSRIM390）への光照射により P510 様

ンサリーロドプシン I(SRI) がある．古細菌 H. salina-

中間体（SrSRIP525）ができることなど，これまで知ら

rum から発見された SRI(HsSRI)2) は，560-580 nm 付近

れ て き た SRI の 性 質 を 満 た す も の だ っ た． さ ら に

のオレンジ光により活性化される．光反応サイクルを

SrSRI は HsSRI に比べ低塩や高温下で，数万倍以上も

経て，固有のキナーゼ分子（CheA）の活性を負に制

安定であった（図 1）
．基本的なタンパク質骨格構造

御し，光に集まる反応（正の走光性）が実現する．こ

は，細菌型ロドプシン類でほとんど同一であり，側鎖

の波長の光は，BR や HR の波長域と重なり，その結

の違いを含む微細構造の差異により SrSRI の高安定性

果 HsSRI は，光エネルギーを作るための誘引センサー

が 実 現 し て い る と 考 え ら れ る． い ず れ に せ よ，

Photochromicity of the Sensory Rhodopsin-I-Like Protein Regulating Two Distinct Functions
Yuki SUDO
Division of Biological Science, Graduate School of Science / PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST)
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実際，2002 年に発見された光開閉性チャネルロド
プシンのカチオン透過能が注目され 1)，HR による Cl
透過と組み合わせ，米国・独国グループは，線虫の行
動を光によりオン・オフすることに成功した 7)．ま
た，吸収極大が異なるタンパク質を用い，波長の異な
る光で励起し，神経細胞ごとにオン・オフを制御でき
るようになってきた 8)．このようにロドプシン類の光
機能性を利用し，細胞や個体を操作する試みが行われ
つつある．今回紹介した SrSRI は，光によりキナーゼ
のオン・オフを制御するタンパク質である．キナーゼ
を介する情報伝達は生物種によらずきわめて重要であ
り，このような情報伝達を光により制御し，情報伝達
の時空間的理解を目指したいと考えている．
謝

辞

神取秀樹教授，古谷祐詞助教（名工大）
，本間道夫
教授（名大）との共同研究成果であり感謝致します．

図1
（a）SRI 機能の漫画図．ある種の細菌は，エネルギー産生のためオ
レンジ光に集まり，DNA 傷害を回避するため青紫光から逃避す
る．これは SRI の光化学反応（b）の結果として起こる．M390 が
誘 引 に，P525 が 忌 避 に 重 要 だ と 考 え ら れ て い る．（c）SrSRI と
HsSRI の安定性．50 mM NaCl 存在下（白丸），NaCl 非存在下（黒
丸）のいずれにおいても SrSRI は安定である．（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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能の発現という興味深い性質を理解する上で，キータ
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ンパク質になると期待している．実際，測定が困難で

Zhang, F., Prigge, M., Beyriere, F., Tsunoda, S. P., Mattis, J., Yizhar,
O., Hegemann, P. and Deisseroth, K. (2008) Nat. Neurosci. 11,

あった高波数領域の赤外分光測定から，SrSRI の機能

667-675.

発現に関する興味深い結果を得ている 6)．
4.

光機能性タンパク質を利用した生命現象の理解

ロドプシン類をはじめとした光吸収性タンパク質
は，GFP に代表される蛍光タンパク質を用いて行われ
る 1 分子測定や細胞局在・発現パターンの解析には使
用することができない．その大きな理由は，蛍光に比

須藤雄気

べ吸収の感度が 109 も低いことである．しかしながら，
光「吸収」性のタンパク質は，光により仕事をするこ
とが可能である．つまり，細胞中のさまざまな現象を
光により厳密にオン・オフできることを意味する．
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2本足モーター，
ミオシンVの脚の動きを見る
城口克之

1.

早稲田大学理工学術院物理学科

方，または後方に結合する，という 2 つの過程に分け

ミオシン V

て考えることができる．
（1）で前後どちらの足が解離

ミオシンはモータータンパク質の 1 つで，ATP 加水

するか，また，
（2）で前方後方どちらに結合するかに

分解反応サイクルで得られるエネルギーを利用してア

より，ミオシン V が前方，または後方にステップす

クチン線維上を 1 方向に運動する．長く研究されてき

るか，さらには足踏み（解離した足が再び同じ位置に

ている筋肉のミオシン II は筋収縮・弛緩を担うこと

結合すること）をするかが決まる．

がよく知られているが，ミオシン V は細胞内で RNA
や小胞などの

荷物

これまで，負荷をかけない状態ではミオシン V の

をアクチン線維に沿って運搬す

後方ステップは報告されていない．また，アクチン線

る輸送モーターである．ミオシン V は 1992 年に新た

維からの解離を引き起こすミオシン V への ATP の結

なクラスとして名前がつけられ，翌年，運動活性が示

合が 1 回起きると 1 歩前進することが，かねてから統

された 1)．コイルドコイルによりホモ 2 量体を形成し，

計的に示唆されており，さらに最近，蛍光性 ATP を

そのコイルドコイルにつながる 2 本の

脚 （専門的

用いた歩行観察から直接確認された 4)．したがって

にはおもに lever arm や neck とよばれる）と，その先

（1）では後足の解離が，
（2）では離れている足の前方

足 （motor domain，head）を含めた部位で運動を

結合がともに高い確率で選択されていると考えられ

担うことがわかっている（図 1a）．脚はそれぞれ 6 個

る．これまで後足が選択的に解離する仕組みについて

の軽鎖を結合して比較的硬い構造をもち，足で ATP

は複数の報告がされているが 5)，解離した足が前方に

加水分解反応を触媒し，また，アクチン線維に結合す

結合する仕組み：どのような力を利用して，どのよう

る．本稿では，ミオシン V の運動の仕組みを筆者ら

な動きを経て前方に結合するのかは直接示されておら

の最近の研究を中心に概説する．

ず，想像の域をでていなかった．

の

2.

ミオシン V の歩き方

3.

後足が解離後に前方に移動する仕組み

ミオシン V が一度アクチン線維に結合すると，解

筆者らは脚の動きを捉えるために，棒状目印（微小

離するまでに ATP 加水分解反応を複数回行いながら

管：直径 25 nm，長さ 1 〜 2 m）を軽鎖を介して脚に

アクチン線維上を移動することが 1999 年に示された

2)

結合させた．歩行中の微小管の動きを観察すると

（現在はミオシン V のクラスの中でも 1 回の加水分解

（図 1b）
，前脚，後脚の角度を反映していると考えら

反応サイクル中にアクチン線維から解離してしまう種

れる 2 つの安定した角度間をスイングすると同時に，

類も見つかっているが，本稿では前述した運動特性を

アクチン線維に沿って 1 方向に運動した 6)．微小管を

もつ種類について紹介する）．その後，足（に近い脚

系に固定し，アクチン線維の動きを観察する

の部分）に結合させた蛍光色素 1 分子による輝点が約

観察系（詳細は文献 6）で得た結果も合わせて，棒状

75 nm のステップを刻みながら運動することが報告さ

目印は，1 方向性のスイングと，ふらふらと寄り道を

れ ，アクチン線維から解離した後足を前方に振り出

してから次の安定角度へ到達する確率的な振る舞いを

してあたかも人間のように

するスイングを交互に起こすことがわかった（図 1c）
．

3)

歩く

というモデル

（hand-over-hand model）が，現在広く支持されている．

逆

の

それぞれのスイングに伴う足の並進移動を考慮する

ここで 2 本足それぞれが結合解離を繰り返してミオ

と，後足がアクチン線維から解離した後，アクチン線

シン V が移動することを考えてみる．この時移動は

維に結合している前脚は

腰

の位置を前方に動かす

（1）両足結合状態から前足，後足のどちらかがアクチ

向きに傾き，また，解離している脚は回転ブラウン運

ン線維から離れ，
（2）離れた足が結合している足の前

動を経て，解離した位置から約 70 nm 先に最終的に

Watching Leg Motion in Walking Myosin V, A Two-foot Linear Molecular Motor
Katsuyuki SHIROGUCHI
Department of Physics, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
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図1
（a）ミオシン V の歩行モデル（運動にかかわる部位のみを示した）．後足がアクチン線維から離れると，前足の 足首 の角度が変わり（実
線矢印）前脚が前方に傾く．アクチン線維から離れた足は柔らかい 股関節 を支点に回転ブラウン運動をし（破線矢印），最終的に前方に
結合する．（b）脚の動きの観察．光ピンセットを用いてアクチン線維を吊り，軽鎖を介して脚に結合させた微小管（棒状目印）の動きを連
続観察した．ビーズの大きさ，アクチンの長さ，微小管の長さは任意．アクチンと微小管をそれぞれ異なる蛍光色素でラベルし，蛍光顕微
鏡で観察した．文献 6 より改変．（c）脚の動きの時間経過．アクチン線維に対する微小管（脚に結合している）の相対的な角度変化と，微
小管が結合している脚の足の部位の変位．微小管を系に固定して短い（約 1 m）アクチン線維の動きを観察し，アクチン線維の動きから解
析した（詳細文献 6 参照）．文献 6 より改変．

結合することが明らかとなった（図 1a）．アクチン線

るが 10)，角度変化の実時間観察はされておらず，今

維に結合している脚の 1 方向性の角度変化は，ATP の

後の研究が注目される．

加水分解反応サイクルから得られるエネルギーを利用
ラウン運動をすることはミオシン V の

股関節

おわりに

5.

した力発生であることを，また，解離した脚が回転ブ

他の運動モデルも提唱されている．大阪大学柳田グ

が

柔らかいことを示唆している．このようにミオシン V

ループの岡田らは，ステップ間において腰の位置が，

は，硬い構造を利用した力発生と，柔らかい部分をも

アクチン線維を構成する単量体と同じ幅（約 5.5 nm）

とにしたブラウン運動を組み合わせて，解離した後足

のサブステップを刻み，バックサブステップも伴い

を前方に運んでいると考えられる．前者は 1969 年に

ながら正味前方に移動することを示した 11)．これよ

H. E. Huxley により筋肉のミオシン II において提唱さ

り，離れた後足がすぐに近くのアクチン線維に弱く

れた，力発生による角度変化説を支持する ．なお解

結合し，線維上を前後にブラウン運動しながら正味

離した脚のブラウン運動は，Dunn and Spudich によ

前方に移動すると考え，前方への移動と前方での強

り，脚に結合させた直径 40 nm の金粒子の位置測定

い結合への遷移の仕組みを提唱している．このよう

からも示されている ．

に，歩く仕組みの理解に向けて今後も多面的な研究

7)

8)

4.

が期待される．

離れた足が前方に結合する仕組み

本稿ではおもに機械的な動きについて注目してきた

足がアクチン線維に結合するためには，アクチン

が，たとえばアクチン線維への結合に重要な足の親和

結合部位がアクチン線維に対して適切な向きをとる

性は足に結合している基質に依存すると考えられる．

必要がある．筆者は，解離した足が前方でアクチン

動きや親和性の違いを生み出す基質の結合，分解や解

線維に結合するために，結合前に つま先 を下げて

離のタイミングの解明はモーターの本質であるエネル

いると考えている ．解離前の後足のようにつま先が

ギー変換の仕組みの理解に重要であろう．

9)

上がっている状態で前方のアクチン線維に結合しよ
うとすると，たとえば脚が大きく曲がるなどして分

謝

辞

子内に歪を生じ，前述した（2）において前方結合の

本稿で紹介した筆者らの研究 6) は早稲田大学理工

選択確率が下がるからである．これまでにアクチン

学術院の木下一彦氏と共に行った．温かい独特の励ま

線維に結合していないミオシン V の

しに深く感謝する．

足首

に2つ

の安定角度があることが電子顕微鏡で観察されてい
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アーキア H-ATPase サブユニット E
日本生物物理学会が高校生向けに作ったパンフ
レットで，大きく取り上げられているタンパク質
の 1 つ に F1-ATPase が あ る． サ ブ ユ ニ ッ ト 3 つ
と  サブユニット 3 つが環状に並び，その中央
を  サブユニットが貫いた構造は，いかにもモー
ターである． サブユニットの回転によって ATP
が合成または分解されるのは，まるでコーヒーミ
ルのようで素朴に楽しい．分子の世界でも，われ
われの日常生活に現れる機械とそっくりの装置が
利用されているのだと感心する．もちろん動作原
理はずいぶん異なっていることを忘れてはいけな
い．
コーヒーミルの場合は，人間の手がミルをテー
ブルに固定する．F1-ATPase が細胞で働くために
は，細胞膜内に存在する FO が F1 を固定する必要
がある．さらに，F1 と FO が細胞中でちゃんと組み
合っているために，両方を固定するタンパク質も
必要である．アーキアにおける F1FO-ATPase と類縁
なタンパク質である A1AO-ATPase の固定子の 1 つ
が，ここにあげるサブユニット E である．このサ
ブユニット E は，AO の一部を形成する．つまり，
A1 を固定するための AO から伸びている手の役割
を果たしている．サブユニット E は，絵の中央に
ある  ヘリックス部分でホモ 2 量体を形成してい
る．本来はこの 2 倍程度の大きさをもつタンパク
質であり，中央で上下に延びているヘリックスの
先端に，それぞれ 80 残基の長さをもつ部分が存在

するのだが，今回の構造解析ではその部分の構造
が見えなかったようだ．今回立体構造が判明した
のは，C 末端側の 110 残基程度である．横に細長
く，ヘリックスの束になっているこの構造が A1 を
つなぎとめている役目を果たすには，AO から長く
突き出したサブユニット E が，A1 を横から支持す
るのがもっともらしい感じがする．生化学的実験
など各種実験結果は，この考え方を支持している．
全体の立体構造を「見る」ことができたときには，
サブユニット E が物理的な支柱になっているかど
．
うかが明らかになるであろう（PDB1) ID: 2dm92)）
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Lokanath, N. K., Matsuura, Y., Kuroishi, C.,
Takahashi, N. and Kunishima, N. (2007) J. Mol.
Biol. 366, 933-944.
(J. K.)
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理論／実験 技術

生体膜を利用した生体分子の接着力測定法：
Biomembrane Force Probe (BFP)
木下浩司1,3，Andrew Leung2，Evan Evans1,2,3
1
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る．では，BFP 法がどのような装置であるかを見て

1. はじめに

いくことにしよう．
この約 20 年間に，細胞接着分子の接着力や，タン

2. BFP 法

パク質，DNA など生体分子のアンフォールディング
力など

ピコ

ニュートン単位の力を測定するため

2.1

BFP 装置

の 有 効 な 手 段 と し て， 光 ピ ン セ ッ ト（Laser Optical

図 1a に示すように BFP 法の装置本体は倒立型光学

Tweezers: LOT），磁気ピンセット（Magnetic Tweezers:

顕微鏡，赤血球プローブのバネ定数を制御する圧力計

MT），そして，原子間力顕微鏡（Atomic Force Micros-

（マノメーター）
，毛細管（マイクロピペット）の運動

copy: AFM）などが開発され，広く利用されてきた ．

を速度制御するピエゾコントローラー，コンピュー

1)

また，それ以外にも，ナノポアを使った測定技術な

ター，プローブビーズの位置を記録する高速度カメラ

ど興味深い手法も近年紹介されてきている 2)．しか

（約 1,500 fps）と，試料を操る

し，個々の測定方法には多くの利点と同様に，問題

マジックハンド

と

なる 3 つのマイクロピペット A，B，C からなる．

点や限界があり，実験条件に適した利用が重要とな

赤血球プローブとなる A（内径約 2.0 m）には圧力

る（表 1）．本文では 90 年代前半から Evans 研究室で

計測装置，マノメーターが取り付けられ，赤血球を吸

開発されてきた Biomembrane Force Probe（BFP）法を

引する．その先端にはストレプトアビジン  ビオチ

紹介する
球膜

3)-6), 10)

．BFP 法は，生体物質である

赤血

ン結合を利用した接着 4) によりプローブビーズ（直

をバネプローブとして利用したユニークな測

径約 2 m のボロシリケートグラスビーズ）が C（内

定法で，そのおもな特徴は，1）測定範囲が，LOT

径約 2 m）によって取り付けられる（図 1b，写真左

法と AFM 法の両方にまたがる，2）バネ定数が AFM

側）
．このとき，プローブのバネ定数は吸引圧力によ

法のそれよりも小さい，3）細胞実験に非常に適す

り正しく制御される（後述）
．ビーズ表面上にはリガ

る，などがあげられる．小さなバネ定数は，系全体

ンドタンパク質が高分子鎖を介して化学結合され

に 与 え る プ ロ ー ブ 以 外 の バ ネ 定 数 を 小 さ く 保 ち，

る 4)．B（内径約 2-3 m）にはレセプタータンパク質

AFM 法のように全長や持続長を知らなくても接着分

をもつビーズ（直径約数ミクロン）あるいは細胞が吸

子の自発的なオフレート（1/toff：自発的に結合が外れ

着され，コンピューター制御されたピエゾコントロー

る頻度）が得られる利点がある 6)．3）の特徴の理由

ラーの運動を伝える（図 1b，写真右側）
．運動は，1：

は，バネ定数と，ダンピング係数が比較的小さいの

プローブビーズへの接近，2：接着（ポーズ）
，3：一定

でプローブの感度が速く，細胞膜表面などのやわら

の速度で接着を引っ張る，の繰り返しで，時間に伴う

かな試料をたたく場合に憂慮される表面の変形や，

プローブビーズの X  0 からの位置変化 X を観察し，

それに伴う再接着などの問題を最小限に抑えられる

．ただし，
バネ定数 kf により接着力曲線を得る（図 1c）

水の流体摩擦が与えるレイノルズ応力の影響により，

からである．また，BFP 法では，LOT 法のような溶
液の加熱

7)

3 の速度には限界がある．これは，他の測定法でも同

を心配する必要がない，などの利点もあ

Direct Force Measurement of Cell Adhesion Molecules with Biomembrane Force Probe (BFP) Method
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Department of Pathology, British Columbia University
3
Department of Physics and Astronomy, British Columbia University
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表1
生体分子の分子間力測定法がもつ特徴（文献 1 からのデーターを含む）．* カッコ内にある値は BFP 垂直測定法を用いた場合である 3)．
測定領域
（pN）

バネ定数
（pN/nm）

精度
（nm）

ダンピング係数 プローブサイズ
（pN·sec/nm）
（µm）

MT

103-102

106-103

5-10

̶

0.5-5

基 板 上にある DNA のト 一定の力を保つ測定に適
ポロジー測定
するが，プローブ運動能
力が限定

LOT

0.1-102

0.005-1

0.1-2

105

0.25-5

基板上での弱い力の分子 感度が速く，力のノイズ
間相互作用および構造安 が 小 さ い が， フォト ダ
定性の測定
メージや加熱による心配

BFP

0.5-103

0.1-3

8-10（2-5）

104

6-7

AFM

10-104

10-105

0.5-1

103

100-250

測定対象となる系

基盤，細胞膜上での分子
間相互作用および構造安
定性の測定

長所と短所

細胞の測定に適するが，
測定溶液の浸透圧や pH
が限定

基板上での強い力の分子 力測定と同時に高分解像
間相互作用および構造安 が得られるが，感度が遅
定性の測定
く，力のノイズが大きい

じで，運動を行うプローブあるいはターゲット（試
料）のサイズと速度に依存するため注意が必要であ
る 6)． 多 重 結 合 の 測 定 を 避 け る た め 接 着 頻 度 は 約
10-20% になるよう，試料の濃度調整をする．
2.2

赤血球プローブのバネ定数の求め方

BFP 法では通常，約 150 mOsm のハイポトニック緩
衝液中で測定を行うため，円盤状の赤血球膜（生体内
約 300 mOsm）は，その膜内外の浸透圧差のため外部
の水を吸収し膨張する．この膨張された赤血球をマイ
クロピペット A で吸引（吸引圧力 P）すると図 1b，
写真左側のようになり，プローブ赤血球膜表面上には
一様な張力 m：
m  PRp/[2(1Rp/Ro)]

（1）

が働き，フックの法則がなり立つバネのように振る舞
う 4)．ここで，Ro は赤血球外殻の半径，Rp はマイクロ

ピペットの内径の半径である．バネの伸縮方向は吸引
方向と同軸で，バネ定数 kf は第 1 次近似式により
kf  2m/[ln(4Ro2/(Rprb)]

（2）

として与えられる 4)．rb はプローブビーズの接着面の

半径である．以上の関係式からバネ定数が求まり，
P 調整により，サイズが異なる個々の赤血球プロー
ブに対しても常に一定に保たれる．赤血球プローブと
ターゲット試料は数百回のターゲット繰り返し運動ご
とに新しいものに取り替えられる．調整された赤血球

図1
BFP 装置の概略図．（a）BFP 装置の配置，（b）赤血球プローブ映像
写真，（c）接着力曲線のモデルとそのときのマイクロピペット B
の運動

膜は通常，破裂しはじめるまでの約 1 週間の使用が可
能である．
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われの研究室では，これらの細胞の外から内側へ（ア
ウトサイドイン）
，中から外へ（インサイドアウト）
の情報伝達と接着分子との関係を BFP 法を用いて調
べている．
精製された 41 インテグリンをターゲットビーズ

に，そのリガンド分子 VCAM-1 の接着ドメイン 1 と 2

（2dVCAM-1）をプローブビーズに固定し，1 mM Mg2
水溶液中で測定を行った結果，図 2a のような接着力
曲線が負荷速度 rf  670 pN/s（直線の傾き）で得られ

た．一般に，Bell モデル（脚注参照，
（A）式）により，
外力 f で結合が外れる確率分布を調べると，ある一定

図2
測定された接着力曲線．（a）2dVCAM-1/41 インテグリンのグラ
スビーズ基盤上での接着力および，接着がない場合（挿入図），
（b）2dVCAM-1/B-cell（細胞上）の接着力．⊗印はテザーリングが
始まる力，* 印は細胞質外のリガンド／レセプター結合が外れる
力を示す 5)．

の力 f* で最大値，つまり， 結合が外れる頻度の最も
高い力

をもつことがわかる．また，この値は負荷速

度依存性をもち
（3）

f*  f ln[rf toff /f]

となる 5)．ここで，f( kBT/x) は熱の活性化距離 x と

3. インテグリン，セレクチン分子の細胞質内外での
接着力測定

熱エネルギー kBT で表されるパラメーター（図 3 での

生命維持のための重要な役割を果たしている生体分

直線の傾き）である．そこで，2dVCAM-1/41 イン

子の 1 つであるインテグリンやセレクチンなどの細胞

テグリン接着相互作用がもつ，異なる負荷速度での f*

接着分子は白血球膜上に存在し，組織の炎症というシ

の値を測定した結果，図 3a，太線が得られ，横軸と

グナルを受け取ると活性化され，血管内皮細胞上の結

の切片とその傾きから 1/toff  0.60.8/sec，f  14 pN が

合リガンド分子への効果的な接着を行いながら，白血

求まった 5)．

球の遊走（ローリング），強い接着（細胞接着），そし
て患部組織への浸潤を導く

8), 9)

次に，ビーズの代わりに，41 インテグリンをもつ

．では，接着分子とそ

リンパ球の 1 つ，B-cell をターゲットに用いて同様の

の結合リガンド分子間の接着力がどのようにコント

実験を行った結果，一定であった負荷速度が突然，

ロールされ，また，テーリン，アクチニン，パキシリ

減 速（ 印：約 60 pN） し， そ の 後， 接 着 が 外 れ た

ン，ビンキュリンといった細胞骨格系タンパク質との
シグナル伝達にどのような影響を及ぼすのか？

（図 2b）．これは，インテグリンの細胞質

われ

外

ドメ

イ ン で の 結 合 は 保 っ た ま ま， 途 中  印 で， 細 胞 質

図3
細胞接着分子が示す負荷速度と接着力 f* との関係．図はそれぞれ，（a）41 インテグリン，（b）P セレクチン，（c）L2 インテグリン，の
接着力を示す．太線は細胞質外（リガンド／レセプター間），細線は細胞質内ドメインでの接着力（アンカー力）を示す．図の斜線領域内で
は，細胞質内外での結合は外れず，灰色の領域はテザーリングが生じる領域である 5)．
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胞上での弱い結合，つまり，テザーリングを伴うロー
リングに寄与し，L2 インテグリンは，細胞接着や浸

潤など強い結合に寄与することに一致する．この結果
を考慮すると，41 インテグリンの場合は，その負荷

速度により L2 インテグリン（低速度）と P セレク

チン（高速度）の両方の特徴をもち，図 3a 中の矢印
（約 104 pN/s）が示す負荷速度近辺で，はじめに外れ
る結合部位が 41 インテグリンの細胞質外から質内

にスイッチされたと考察される．これは，41 インテ

図4
テザーリングの模式図．アンカーが外れる位置は不明である．

グリンが白血球のローリングと細胞接着の両方に寄与
すると指摘されている文献にも一致する 9)．
4. おわりに

内

ドメインでの細胞骨格系タンパク質との結合，

アンカー（anchor），が外れ，細胞膜がチューブ状の

このように BFP 法は，人工基板および，細胞膜上

紐のように引っ張りだされた状態，つまり，テザー

のどちらでも，生体分子 1 分子の接着力測定が可能な

リング（tethering）が始まったことを示す（図 4）．た

手法である．この利点から，今後，細胞質内外での情

だし，細胞膜には常に一定の張力  が働いているた

報伝達を含めた細胞接着分子の機能と役割をより詳し

め，アンカーが外れた後でも，張力の緩和は見られ

く観察できることが期待される 10)．

なかった．以上の測定を繰り返し行い，アンカーが

最後に，本文を投稿するにあたり貴重な助言をいた

外れる f* を測定した結果，1/toff  0.04/sec（f  10 pN）

だいた山崎昌一教授（静岡大学）と元研究室メンバー

が得られ，テザーリングの頻度は負荷速度によって，

の Benjamin Smith 氏（Brandeis 大学）に深く感謝のお

20%（240 pN/s） か ら 60%（6,800 pN/s） に 増 大 し た

礼を申し上げます．この研究成果は National Institutes
of Health grant, HL65333（ボストン大学 Evan Evans 教

（図 3a）．
以上の結果をさらに詳しく調べるため，他の細胞接

授）の支援によるものである．

着 分 子，P セ レ ク チ ン（リ ガ ン ド PSGL-1，1 mM
，L2 インテグリン（リガンド ICAM-1，2 mM
Ca2）

文

Mg2）に対しても同様な実験をリガンドビーズとヒト
好中球（PMN）を用いて行った．その結果，P セレク
チンの場合，細胞質外での PSGL-1 との弱い結合，す
なわち大きな 1/toff  0.37/sec（f  18 pN）にもかかわら

献

1)

Neuman, K. C. and Nagy, A. (2008) Nat. Methods 6, 491-505.

2)

Tabard-Cossa, V., Trivedi, D., Wiggin, M., Jetha, N. and Marziali, A.

3)

(2007) Nanotechnology 18, 305505.
Merkel, R., Nassoy, P., Leung, A., Ritchie, K. and Evans, E. (1999)
Nature 397, 50-53.

ず，PMN 細胞質内ではそれ以上の強いアンカー力を

4)

，すべての測定
もたず，1/toff  0.7-1.7/sec（f  17 pN）

5)

Evans, E. and Kinoshita, K. (2007) Methods Cell Biol. 83, 373-396.

6)

Evans, E. (2001) Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 30, 105-128.

7)

Peterman, E. J. G., Gittes, F. and Schmidt, C. F. (2003) Biophys. J.

J. 88, 2288-2298.

速度領域でテザーリングが観察された（図 3b）
．一方，
L2 インテグリンの場合，リガンド ICAM-1 に対する

1/toff  0.007/sec（f  6 pN）は P セレクチンの場合より

84, 1308-1316.
8)

も二桁も小さく非常に強い結合を示したが，PMN 細

9)

胞質内でのアンカーが最初に外れる割合は低く，テ

Alon, A. and Ley, K. (2008) Curr. Opin. Cell Biol. 20, 1-8.
Hogg, N., Laschinger, M., Giles, K. and McDowall, A. (2003) J.
Cell Sci. 116, 4695-4705.

ザーリングはほとんど観察されなかった（図 3c）
．以

10)

上の結果は，一般にセレクチンは白血球の血管内皮細
Bell モデル：
接着を引っ張る方向に外力 f が働くとき，熱の活性化距離 x にあ
る接着のポテンシャルエネルギーバリアはその力の方向に沿って
減少され，結合が外れる頻度 koff は指数関数的に増大する 5)．
koff(f)  (1/toff)exp(fx/kBT)

Evans, E., Heinrich, V., Leung, A. and Kinoshita, K. (2005) Biophys.

（A）

kBT は熱エネルギーを示す．
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Period extender タンパク質（Pex）
ヒトは昼間に活動して夜に寝る．ミツバチも太
陽とともに生活をしているようすだ．フクロウは
昼間に休み夜に活動しているようである．たいて
いの生物は 1 日を体で感じている．しかしバクテ
リアに体内時計があるのだろうか．シアノバクテ
リア（ラン藻）が体内時計をもっていると聞くと，
ちょっと驚くかもしれない．ヒトの活動のように
あきらかな動きをともなわないためにわかりにく
いが，シアノバクテリアの遺伝子発現パターンに
は，ちゃんと概日性がある．さらに驚くことには，
概日性を生み出している分子機構は，シアノバク
テリアとヒトでは異なっている．体内時計が独立
に進化した結果と考えられる．
シアノバクテリアの時計は kaiA，kaiB，kaiC 遺
伝子がコードするタンパク質で構成されている．
これらの遺伝子名の kai は 回 に由来すると聞
いている．これらのタンパク質のお互いの発現調
節とリン酸化によって周期性が生み出されてい
る．では周期の長さはどのタンパク質が調整して
いるのだろうか．周期の長さの調節には，ここに
描いた period extender タンパク質（Pex）が関与
していることが，変異実験などでわかってきてい
る．KaiA に変異をもつシアノバクテリアは周期が
22 時間になるが，Pex をさらに挿入すると周期が
24 時間にもどる．Pex がどのような働きで周期を
延ばすのかは，まだわかっていない．2 量体では
たらくこのタンパク質の立体構造を結晶解析で明
らかにしたところ，転写因子によく似ていること
がわかった．類似の立体構造をもつ転写因子との

比較から，絵のいちばん奥にある  へリックスが
DNA の主溝に入り，両側に上下に延びている逆並
行  シートが副溝と相互作用することが想像され
る．Pex をめぐるいろいろな実験事実は，この想
像と符合する．Pex の立体構造がわかったことで，
シアノバクテリアの概日時計分子機構の全貌理解
がまた一歩進んだことになる．シアノバクテリア
がどのような時計をもっているかが完全に明らか
になる日は，そう遠くない感じである（PDB1) ID:
2e1n2)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Arita, K., Hashimoto, H., Igari, K., Akaboshi, M.,
Sato, M. and Shimizu, T. (2007) J. Biol. Chem.
282, 1128-1135.
(J. K.)
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偏光X線吸収法を用いた光合成酸素発生錯体の
構造に関する研究
矢野淳子

ローレンスバークレー国立研究所

2. X 線測定中に起こる試料の放射線損傷

1. はじめに

タンパク質の構造を知る手法は，放射光 X 線源を

光合成による酸素発生反応は，光化学系 II 複合体

利用して行う単結晶 X 線構造解析がいうまでもなく

（Photosystem II，以下 PSII）に存在する 4 つの Mn と 1

その主たる方法である．より小さな結晶からより高い

つの Ca からなる Mn4Ca クラスターの触媒反応による

分解能のデータを得るため，第 3 世代放射光施設のよ

ことが知られている 1)．しかし，その触媒機能の分子

うな高輝度の放射光源が利用されている．その一方

レベルでの詳細はいまだ解明されておらず，結晶構造

で，測定中に起こりうる試料の放射線損傷は，X 線を

解析やさまざまな分光法を用いて研究が続けられてい

用いる研究に常に存在する問題であり，試料の損傷の

る．PSII の立体構造はこれまでに 3 つのグループに

程度をいかにして評価し，かつ最低限に留めて活性型

よって報告されており，その複雑な構造と機能が明ら

構造を得るかが課題である．

か に さ れ つ つ あ る 2)-5)． し か し， 触 媒 反 応 を 担 う

金属タンパク質の場合，その金属活性中心の構造を

Mn4Ca クラスターの構造に関しては，現在結晶構造

調べる別の方法として，X 線吸収（XAS）法が幅広く

の分解能がそれほど高くない点と（約 3.0 Å）
，Mn4Ca

用いられている．遷移金属の K 吸収端 XAS は，1s か

クラスターが X 線損傷を非常に受けやすいという理

ら 4p 軌 道 へ の 電 子 の 遷 移（XANES, X-ray Absorption

由から，いまだ議論の的である．結晶構造解析に通常

Near Edge Structure） と 連 続 層 へ の 遷 移（EXAFS, Ex-

用いられる X 線照射条件下では，Mn の酸化状態変化

tended X-ray Absorption Fine Structure）に分けられ，構

および構造変化が起こることが最近の研究で示されて

造研究には EXAFS が用いられる．単結晶 X 線構造解

いる 6)．このような金属活性中心の放射線損傷は，タ

析によってタンパク質分子全体の構造がわかるのに対

ンパク質部分で起こる損傷よりもかなり低い X 線量

し，EXAFS 法からは金属活性中心近傍（およそ 4 Å 以

で起きる傾向にある．さらに X 線量と試料損傷との

内）の構造を高い距離分解能で求めることができる．

関係は系によって異なるので，それぞれの系における

加えて，XAS 法は試料の形態を選ばないため，結晶化

評価が必要である 7)．

が困難な試料や転移の中間状態等の構造研究にも頻繁

3. XAS 法

に用いられている．このような XAS 法の従来の利点
に加え，単結晶，あるいは 2 次元配向膜を用いて偏光

前述のような放射線損傷を受けやすい金属タンパク

XAS 測定を行うことで，分子の配向性に関する情報を

質の活性中心の構造研究には XAS 法が有効である
（図 1）8), 9)．ある物質に入射した X 線エネルギーがそ

得ることができる．

の物質を構成する特定元素の原子核近傍の内殻電子を

本 稿 で は， 光 化 学 系 II 複 合 体 の 酸 素 発 生 錯 体
（Mn4Ca クラスター）を例に，単結晶試料を用いて偏

光電子として放出させるのに十分なものであるとき，

光 EXAFS 法と X 線回折法を組み合わせた解析を行う

X 線吸収がおこる．XANES スペクトルは，吸収端近

ことによって金属タンパク質活性中心の構造の詳細を

傍の X 線エネルギーの吸収によって電子が原子内の

調べる方法について概説する．

高いエネルギーの束縛状態，あるいはイオン化準位の
すぐ上の準連続状態へ遷移するエネルギーに相当す
る．一方，吸収端のより高エネルギー側に現れる微細

Polarized X-ray Absorption Spectroscopy of the Photosynthetic Oxygen Evolving Complex
Junko YANO
Lawrence Berkeley National Laboratory, Physical Biosciences Division
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図1
Mn の XAS スペクトル（PSII，Mn4Ca クラスター S1 状態の例）．XAS スペクトルは XANES 領域と EXAFS 領域に分けることができる．

以上の点に加えて，次章で述べるように，

構造を EXAFS スペクトルとよぶ．この振動スペクト
ルは，X 線を吸収した内殻電子が原子核の束縛を離れ

（5）2 次元配向膜や単結晶などの配向試料の偏光 EX-

て原子外に伝搬していく波と，その波が周囲の原子と

AFS スペクトルを測定することにより，原子間距

相互作用するために起こる後方散乱波の 2 つの波の干

離や配位数に関する情報に加えて，その配向性を

渉よる．したがって，EXAFS スペクトルは元素の種

知ることができる．

類や距離などの情報を含み，スペクトルを解析するこ

4. 偏光 XAS 法

とによって，吸収元素付近の局所構造に関する情報を
放射光 X 線は線偏光特性があるため，入射 X 線の

得ることができる．
XAS 法の利点をまとめると，以下のようなことがあ

電磁波ベクトル（e）に対して結晶の方位を変えるこ
とにより，結晶方位に依存した偏光スペクトルが得ら

げられる．

れる（図 2）
．偏光 EXAFS スペクトルの吸収断面積（）

（1）測定に用いる X 線量を容易に制御できる．PSII

は次の式で表すことができる．

の 場 合，EXAFS 測 定 に 用 い る X 線 量（6.6 keV，
10 K）はおよそ 10 photon/m で，この条件下で
7

2

  c   f e  r i 

は試料の活性を保つことができる．
（2）遷移金属元素の 1s から 4p 電子軌道への遷移に対

2

= c  cos    f r i
2

2

ここで，c は定数，f と i は始状態と終状態の波動

応する K 吸収端エネルギーは，金属元素の酸化
還元状態変化の指標として用いられる．したがっ

関数，e は入射 X 線電磁波ベクトル方向の単位ベクト

て，XANES スペクトルから，注目する金属活性

ル，r は遷移モーメント演算子， は e と r 間の角度

中心の測定中に起こる酸化還元状態を知ることが

である．EXAFS スペクトルの強度は，それを構成す

できる．

る分子間相互作用ベクトル（r）の結晶中での配向と

（3）EXAFS スペクトルからは，活性中心付近の原子

入射 X 線電磁波ベクトル（e）のなす角度  に cos2

間の距離に関する情報を，非常に高い距離分解能

の関係で依存する．したがって，結晶の方位を変えて

（PSII の MnEXAFS の場合，およそ 0.1 から 0.15 Å）

偏光スペクトルを測定することによって，結晶中，さ
らには分子中での特定の相互作用の配向方向を決定す

で求めることができる．

ることができる．さらに，溶液試料のスペクトルでは

（4）試料形態を選ばない（溶液試料から構造情報を得

方向的に平均化されて分離不可能であった成分をその

ることが可能である）．
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図2
入射 X 線電磁波ベクトル（e）と原子間相互作用（r）のなす角度
（）．（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）

方向依存性によって分離することが可能である．しか
し，試料が偏光スペクトル測定に向いているか否かは
結晶の空間群，分子中で注目するベクトルの配向方
向，そして分子中に同じ元素がどれほど存在するか，
といった要素に依存する．

図3
単結晶 XAS 測定装置（Stanford Synchrotron Radiation Lightsource,
BL9-3）．（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）

スタンフォード放射光施設 BL9-3 の単結晶用 XAS
装置を図 3 に示す．カッパーゴニオメターに取り付
けられた単結晶は，液体ヘリウム吹き付け装置によっ
て 10 K に冷却されている．下流側に設置した X 線回
折用検出器で測定した回折パターンから各結晶の方位

P212121 であり，結晶格子中に 4 つの PSII ダイマーを

を知ることができる．回折パターンをもとに目的の結

含む．つまり，図に示した偏光スペクトルは，8 つの

晶方位を決めた後，XAS 用検出器（Ge 検出器）によっ

PSII モノマーの寄与を含むことになる．この偏光特性

て XAS スペクトルの測定を行う．PSII のような放射

をもとに，Mn4Ca クラスターモデルの構築を試みた．
Mn4Ca クラスターの構造に関してはこれまでの溶液

線損傷が著しい試料の場合，1 つの結晶から複数の方
位の偏光スペクトルを測定することは困難である．さ

EXAFS やその他の手法からさまざまなモデルが提案

らに 1 個の結晶から得られる XAS シグナルは通常の

されているが，これらの構造を用いて単結晶スペクト

溶液測定に比べて非常に弱いため，多くの結晶からの

ルのシミュレーションを行い，実験で得られた偏光特

データを積算する必要がある．

性を再現できるモデルの構築を行い得られた結果を

図 4a に，PSII 結 晶 の 各 unit cell 軸 方 向 の 偏 光 EX-

図 4b に示す．現在のところ，モデル I，II，および

AFS スペクトルを示す 10)．PSII の結晶格子空間群は

III のみが実験で得られた偏光特性を再現することが

図4
（a）PSII 単結晶 EXAFS スペクトル（S1 状態），（b）実験で得られた偏光特性を満たす 3 つの Mn4Ca クラスターモデル，（c）モデル II を結晶
構造解析によって得られているリガンド環境に挿入した例．（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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できる．3 つのモデルはいずれも同じ化学構造に由来

Synchrotron Radiation Lightsource（SSRL）および Ad-

するが，幾何学的構造が異なる．これらのモデルを，

vanced Light Source（ALS）を利用し，本研究はその共

結晶構造解析で得られているリガンド環境に挿入して

同利用実験課題として行われている．

得られたのが図 4c である（モデル II の例）．
このように，単結晶を用いた EXAFS スペクトルの

文
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ていくことと，支部大会でどのようにして十分な討
論，交流の時間を作っていくかということが今後の課
題のように思いました．
一般講演の終了後，曽我部正博会長による基調講演
「細胞力覚の分子細胞生物物理学：膜，チャネル，細胞

支 部 だより

骨格の関係」が行われました（図 2）
．先生がこれま
で進めてこられた，細胞がどのようにして機械的な刺

中国・四国支部からのたより

激を認識しているのかという研究の優れた成果をわか
りやすい口調でご講演くださり，とてもインパクトが
ありました．特に若手の大学院生にはとてもよい刺激
になったと思います．
基調講演の後には簡単な総会が開催されました．平
成 21 年度の年会が徳島で開催される予定ですので，
年会の話題が中心で，特に年会の実行委員長をつとめ
られる徳島文理大学学長の桐野

1．中国四国支部としての活動を開始

豊先生に中国四国支

一昨年の本誌（47 巻 5 号）に，日本生物物理学会

部の初代の会長もご担当いただくこと，このたび正式

四国支部が産声をあげ，活動を開始した旨の紹介がな

に開設された中国四国支部として年会の実施をお引き

されましたが，平成 20 年の 5 月 10 日，11 日に，高

受けすることの 2 点が承認され，支部のメンバーが

知大学の朝倉キャンパスで第 1 回の中国四国支部大

一致団結して年会を支援，運営していくことが確認さ

会が開催され，中国四国支部としての実質的な活動を
開始しました．
2．第 1 回の中国四国支部大会
第 1 回の中国四国支部大会には香川（徳島文理大
香川薬）
，徳島（徳島大院ソシオ，ヘルスバイオ，総
科，疾患ゲノム，徳島文理大健康研），高知（高知大
医，理，総研，高知高専），愛媛（松山大薬），岡山
（岡山大理，川崎医大），山口（山口大農），広島（広
島大理，県立広島大），鳥取（鳥取大農）の各県（各
組織）から 52 名の研究者が出席しました（学生を含
む）
．会は 10 日の昼 12 時に開始され，まず 17 時半
までに 30 題の一般演題のプレゼンテーションが行わ

図1

れました（図 1）
．

一般演題プレゼンテーションのようす．

発表時間が限られていたにもかかわらず演題数が多
く，タイトなスケジュールになってしまったことに加
えて，生物物理学会に特徴的な「研究分野の多様性」
のために，発表時間中に十分に討論を行うことは難し
かったですが，出席者同士が「どこにどんな分野の研
究者がいるのか」を理解する目的では効率よく進めら
れたと思います．一方で，第 1 回の支部大会だった
ということもあって，事前の日程調整がうまくいかな
かった方もおられたようで，今回お目にかかるのを楽
しみにしていたけれど，かなわなかったというケース
も少なからずありました．定期的な支部大会の開催を
定着させることによって，支部内のメンバーが一堂に

図2

会する機会を実現し，メンバー同士の密な交流を図っ


曽我部会長の基調講演．
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図3

懇親会での集合写真．

れました．
総会が終わった頃にはすでに日が暮れてしまってお
りましたが，引き続き生協の食堂で懇親会を行いまし
た（図 3）
．懇親会では組織の枠を超えた和やかな懇
談が行われ，新たな交流も始まったようでした．個人
的に強い印象に残ったことは，平成 20 年の 3 月に岡
山大学を退官された香川弘昭先生が「最近は学会に来
ても自分の研究成果だけ発表してさっさと帰る若者が
増えているが，本当はこういう研究者同士の交流がい
ちばん大切なんだ」と檄を飛ばしておられたことでし
た．自分自身，その傾向が強かったことを大いに反省
図 4 牧野植物園での散策と情報交換．（写真提供：高知県立
牧野植物園）

するとともに，この支部大会が先生のいわれる研究者
同士の交流の場として発展してほしいと思いました．
3．牧野植物園での散策と情報交換

4．おわりに

翌日は牧野植物園で散策と情報交換が行われまし

平 成 21 年（2009 年） の 第 47 回 年 会 は，22 年 ぶ

た．牧野植物園は高知が生んだ近代植物分類学の権威

りに四国で行われることになり，アスティ徳島をメイ

として名高い牧野富太郎博士の業績を顕彰する施設と

ン会場として 10 月 30 日から 11 月 1 日の日程で開催

して高知県によって設立，運営されている植物園で

されます．中国四国支部の会員一同，多くの会員の皆

す．私もずっと四国に住みながらもこれまで訪れたこ

さまのご参加を心よりお待ちしております．

とがなく，今回はよい機会になりました（図 4）
．
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とも，目的といたしました．
今 回 は 学 部 4 年 生 が 2 名， 修 士 課 程 1 年 が 1 名，
同 2 年が 4 名の計 7 名の方に発表していただきました．
聴講側には北海道大学理学部，工学部，電子科学研究
所などから，30 名以上の方が参加してくださいまし
た．聞き手のバックグラウンドがさまざまなので，基
礎的な事柄から手厳しい指摘まで，いろいろな質問が
飛び交いました．学会発表の経験がまったくない学部
4 年生の方々が，落ち着いて発表や質疑応答をこなし
ていたのはとても印象的でした．また，出席者全員の
投票による，発表賞の選出も行ないました．蛍光タン
パク質の改良についての発表をした，北海道大学・電
子科学研究所の友杉亘さん（M2）が見事発表賞を受
賞し，賞状と賞品が授与されました．発表会の後は懇
親会が開かれ，発表内容について議論を交わしたり，
実験方法について質問や相談をし合うようすなども見
受けられました．
参加してくださった皆さまのおかげで，セミナーは
盛況のうちに終えることができました．企画運営側の
反省点としましては，内容に若干偏りがあったことが
あげられます．次回以降はより多くの研究室から発表
者として参加していただけるように工夫し，より生物
物理らしい，多様性のある発表会になるようにしたい
ところです．また今後は，先生をお迎えしての講演会
なども企画し，こういったセミナーが来年度以降，第
2 回，3 回と持続的に続けられればと考えております．
若手の会・北海道支部は，設立からもうすぐ 3 年
を数えます．これまでは設立当初のメンバーが中心と
なって運営してきましたので，新スタッフの獲得・引
き継ぎが当面の課題となっております．また，北海道
大学以外の大学・研究機関からも気軽に参加していた
だけるような工夫も求められていると思います．そし

若 手 の 声
あなたも研究発表しませんか？
各地で開催中の若手勉強会

生物物理若手の会・北海道支部（若手ネットワーク）
第 1 回若手研究発表会の報告
お世話になっております．若手の会・北海道支部
（若手ネットワーク）スタッフの野中康宏と申します．
北海道支部では支部セミナーとして，去る 10 月 31 日
に北海道大学理学部で第 1 回若手研究発表会を開催い
たしましたので，そのご報告をさせていただきます．
今年度の北海道支部はこれまでに，研究室紹介など
参加者同士の顔合わせや懇親を趣旨とした企画をおも
として行なってきました．その際に参加者の方々か
ら，学会などの口頭発表の練習ができるような，研究
発表会を開いてほしいという意見をいただいておりま
した．そこで今回は若手研究発表会を開催し，おもに
修士課程以下の学生から発表者を募集して，発表時間
10 分，質疑応答 5 分の形式で研究発表をしていただ
きました．もちろん発表練習の場とするだけではな
く，意見交換をしたり，あまり馴染みのない分野の研
究に触れて知識を広げたりする機会にしていただくこ

図 1 発表会開始直前の会場のようす．学生を中心に多くの
方々に参加していただきました．ありがとうございました．

図 2 発表のようす．発表者の皆さんは，わかりやすくかつ
興味を引くような発表を心がけてくれました．



目次に戻る
若

手

の

声

て何よりも，来年度は若手の会・夏の学校の北海道開
催が控えております．現在，北海道支部スタッフを含
めた夏の学校実行委員会が，鋭意準備を進めておりま
す．そちらも含めまして，今後とも北海道支部をよろ
しくお願いいたします．
（北海道大学 野中康宏）
名古屋のみなさん，必読です！！
―「名古屋生命科学若手研究者の集い」へのお誘い―
現在，若手の会中部支部では「若手の活性化」と「知
識の共有」を目標に，
「名古屋生命科学若手研究者の
集い」を定期的に開催しています．これは「生化学若
い研究者の集い」さんとの合同勉強会で，生物物理，
生化学からそれぞれ 1 名ずつ発表をお願いしていま
す．2008 年 11 月現在，すでに第 4 回を終了しており，
毎回，分野の壁を越えた熱い議論が繰り広げられてい
ます．先日は永山國昭先生がかけつけてくださり，素
朴な質問から本質的な議論にいたるまで，若手研究者
にも本気で問いかける姿がとても印象的でした．学年
やポストにかかわらず，熱くぶつかってくださる永山
先生の姿に参加者一同たいへん刺激を受けました．
「名古屋生命科学若手研究者の集い」開催情報は若
手サイト（http://bpwakate.net/events.htm）やメーリ
ングリスト，ポスターなどでご案内しております．先
生方からも学生さんたちに積極的な参加を促していた
だければ幸いです．
（名古屋大学 根岸瑠美）

図 3 「岡本祐幸先生を斬る会」にて．穏やかで交わし上手な
岡本先生の話術により，若き獅子たちは完全に猫と化してお
りました…．
Coffee Break
http://jegog.phys.nagoya-u.ac.jp/˜okamoto/cfbk/coffee-break.pdf

次に，中部支部勉強会の現状についてですが，おそ
らく中部支部のアクティビティの高さはすでに周知で
あるのかもしれません．勉強会における闊達な議論と，
視点の幅広さは，分子生物学，計算化学などの多分野
から集まる若手研究者による議論が集中するからで
しょうか．異分野の人にも伝えることを意識した発表
者の準備にも，毎回勉強させてもらっています．そし
て，私が特に興味深く感じているのは「斬る会」の存
在です．岡本祐幸先生を斬る会に参加した際には，
Coffee Break を拝見しながら個々の意見を共有する機
会が得られました．今後もベテラン若手側の討論の技
術，先生方との議論に刺激を受けて，刺客の一員とし
て活発な議論に参加させていただきたいとの思いです．
筆者は無機化学の分野から，現在の糖鎖生物学に飛
び込み，現在では細胞表面の糖鎖および複合糖質の機
能に興味をもち研究を行っています．この研究過程，
糖鎖の物理学的性質，動態を理解しようという試みが
現在の生物物理への興味へと結び付きました．若手の
会は，異分野からの幅広い視野を得ることによって研
究の発展を望む場であるだけでなく，論文などでは垣
間見ることのできない，さまざまな背景をもつ研究者
の本音を知ることができる絶好の機会だと思います．
（名古屋大学 山川奈緒）

―若手の会にて勉強中…新入り糖鎖生物学者―
表題にあるように，筆者の専門は糖鎖生物学，糖鎖
構造生物学ですが，数ヵ月前から生物物理学会「若手
の会」に参加する機会を得て，今回は新入りとしてフ
レッシュな視点で中部支部の活動に対してコメントを
寄せたいと思います．まず，生物物理学会の特徴とし
てよくできているな，と率直に思った点は，筆者のよ
うに新たに生物物理に興味をもった若者に対して，会
への参加がスムーズに導かれているというところにあ
るのではないでしょうか．この点において生物物理学
若手の会の運営がうまくなされており，筆者自身はそ
の活気に思わず「はまってしまった」といえます．支
部長である根岸さんへのコンタクト後，そのレスポン
スの早さが，さらなる興味を誘ったというのも正直な
ところです．実際は，実行委員の皆さんが支部長をサ
ポートし中部支部を盛り上げていることも伝わってき
ます．この結果，生化学会一員である筆者は，生物物
理学若手の会を通して「生化学若い研究者の集い」に
も触れ合うこととなり，合同勉強会では専ら参加者の
皆さんからさまざまに学び刺激を受け，そして交流を
深めていくことを楽しんでいます．

北海道大学大学院理学院生命理学専攻
分子生命科学研究室 博士 3 年 野中康宏

nonaka@sci.hokudai.ac.jp

名古屋大学大学院工学研究科応用物理学分野
美宅研究室 博士 3 年 根岸瑠美

negishi@bp.nuap.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学生命農学研究科生物機能開発利用研究センター
北島研究室 山川奈緒

naoy@agr.nagoya-u.ac.jp
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でいました．その時には彼のもとで研究できる機会が
将来訪れるなどとは思っていませんでした．
こうして留学先が決まりましたが，すべてを熟慮す
ることなく決めてしまったため，いざ出発となったと

海 外 だより

きに自分がこの研究室でなにができるのかほとんど見
えていませんでした．10% の期待と 90% の不安を抱

Max-Planck-Institute of Biochemistry
Molecular Structural Biology
（Wolfgang Baumeister 教授）研究室

えたまま日本を旅立ったのを覚えています．
ミュンヘンでの暮らし
MPI は ミ ュ ン ヘ ン の 郊 外（と い っ て も 地 下 鉄 で
20 分ほどですが）にあり，研究環境としてはこの上
なく恵まれていると思います．物価はユーロ高の影響
もあり日本と同等で，私の借りている 1 ルームのア
パートは月々 600 ユーロです．
（ここ 2 カ月円高が進
んだため相対的には安くなりましたが．
）ドイツなの

はじめに
2007 年 10 月よりドイツ・ミュンヘンの Max-Planck-

だからドイツ語は必須と思われるかもしれませんが少

Institute of Biochemistry（MPI）の Wolfgang Baumeister

なくとも研究所では英語だけで過ごすことが可能で

教授のもとで Cryo 電子顕微鏡を用いた構造解析を中

す．セミナーは英語で，公的な通知などはドイツ語と

心とした研究を行っています．Ph.D の学生時代は名

英語の両方で行われています．しかし，この研究所で

古屋市立大学大学 院・ 薬 学 研 究 科 の 加 藤 晃 一教授

はドイツ語を学びたい人のためにドイツ語クラスが設

（現・分子科学研究所）のもとで，おもに NMR を用

けられておりドイツ語を学ぶことも可能です．自身も

いた構造生物学研究を専攻しておりました．構造生物

ドイツ語も学びたかったのですが，
「その前に英語ど

学というカテゴリーは共通ですがツールとしては新た

うにかしないと」という気持ちがあったので 1 年たっ

な分野への挑戦となりました．

た今も基本的な表現しか使えません．

こちらに来て 1 年ほどですので自信をもって語れ

ミュンヘンというとビールとアルプスというイメー

るほどではないのですが，1 つの道筋をお示しするこ

ジがあるかと思いますが，どちらも 100% 満喫でき

とができればと思い，私が留学を通じて感じたことを

ます．またここはドイツの中でも治安のよい街なので

綴らせていただきます．

夜ビールを飲み過ぎても問題ありません．公共交通機
関が発達しているため帰りの心配もありません．とて
も秩序だっている街なので日本人向きだと思います．

きっかけ
「Ph.D 取得後に留学したい」と漠然と考えていたの

研究環境

が始まりです．修了後は，東京都臨床医学総合研究所

Baumeister 教授は，cryo 電子顕微鏡を用いた構造生

の田中啓二先生のもとで研究を行うことは決めており
ました．特別研究員の PD でも一定期間内であれば，

物学研究において世界的に有名な方なので今さら説明

海外で研究を行うことが可能ですので自分のテーマに

の必要もありませんが，細胞やウィルス，さらにはリ

適した研究室をいくつか考えておりました．X 線結晶

ボソームやプロテアソームなどの超分子複合体などの

構造解析を行っている研究室なども候補にありました

構造生物学を展開しています．特に Cryo 電子トモグラ

が，最終的に cryo 電子顕微鏡を用いた構造解析の権

フィーを用いて細胞を分子レベルの解像度で再構築す

威である Baumeister 教授を田中先生に紹介していた

る技術はこの研究室の特筆すべきところだと思います．
研究室のメンバーは総勢 60-70 名の大所帯で日本で

だきました．
私と Baumeister 教授との関係はある論文から始ま

はあまり見られない体制をとっています．Baumeister

りました．ユビキチン―プロテアソーム系の構造生物

教授のもとに 10 名ほどチームリーダーがおり，その

学 研 究 を 行 っ て き た 私 は， 修 士 の 学 生 の 頃 に

下にポスドク，Ph.D の学生が配置されています．そ

Baumeister 教授の書かれた総説（The proteasome: par-

れぞれの専門も，生物物理学，分子生物学，物理学，

adigm of a self-compartmentalizing protease. Cell 1998,

工学など幅広いために視野の広がりを感じます．研究

92, pp. 367–380）を，非常に感銘をうけながら読ん

室専属の技術者がおり，新しい電子顕微鏡の開発の設
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図 2 研究所恒例の Summer fest．グラウンドに特設ビアー
ガーデンを作って，ビールをのみながら研究室対抗でスポー
ツやゲームを行います．

データがいつ出るのかわからない日々に，
「これがポ
スドクとしての仕事なのか」と葛藤したこともありま
す．また，自分の英語力が至らないためにいいたいこ

図 1 筆者（後方 2 列目中央）と Baumeister 教授（最後列右
から 2 番目）を含めた集合写真（Ringberg にて）．

との半分しかいえず悔しい思いもしました．しかし，
こうした経験がサイエンスに対する姿勢を見直させて
くれ，データへの渇望が今の私の原動力となっていま

計などに携わっています．またトモグラフィーや単粒

す．世界でも有数の研究所に所属し，多くの優秀な研

子解析のためのソフトウェアの開発を専門としたグ

究者と出会えたことも大いに刺激になりました．ま

ループがあり，彼らが実験データの解析のサポートを

た，著名な研究者のセミナーが毎日のように行われ多

してくれます．ハード面では，TITAN（FEI）をはじめ

くのことを学ぶことができました．

とした，透過型 Cryo 電子顕微鏡が 7 台と更に 2 台が

今日，海外に出る研究者が少なくなっていると聞き

今年度設置予定です．

ます．研究のレベルについては日本も海外も変わらな

私自身は 26S プロテアソームの単粒子解析を中心

くなってきているため，研究がスムーズに進み成果も

に研究を行っております．電子顕微鏡を用いてこの巨

多く得られる日本にいることを選ぶのかもしれませ

大分子マシナリーの構造決定に，さらに作動機序を追

ん．ただ，私はこの 1 年でデータを出すだけではなく，

跡することに適用しています．

サイエンスを楽しむことを学ぶことができました．こ

研究所のメンバーは非常に多国籍で，ドイツはもち

れは今後の研究生活に大きく影響すると自分自身に期

ろんのことスペイン，オーストリア，ハンガリー，

待しています．

ポーランドなどヨーロッパ圏からだけでなく，アメリ

まずは「海外に行きたい」と思ってみることで道が

カ，オーストラリア，中国，韓国，インドなどからも

開けてくるのだと思います．私と同じようにいい経験

来ています．日本からの留学生はそれほど多くありま

を積み，これからのサイエンスに想像力豊かに挑む研

せんが，こちらの研究室に産総研から三谷恭雄さんが

究者が増えることを願っています．

いらしています．

最後に私の留学をサポートしてくださった MaxPlanck-Insititute の Wolfgang Baumeister 教授，東京都

留学のすすめ

臨床医学総合研究所の田中啓二教授，分子科学研究所

前述のとおり漠然としたままこの地に降り立ってし

の加藤晃一教授をはじめとしてすべての方々に感謝を

まったので当初は本当に大変でした．さらに，電子顕

申し上げます．

微鏡を用いた構造解析について一から学ばなくてはい
けませんでした．学生時代に恵まれた環境に身をおか

（財）東京都臨床医学総合研究所先端研究センター /
日本学術振興会特別研究員 PD 坂田 絵理

せてもらい，多くのデータを出していた私にとって



