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分割並列処理を実行する洗練された仕組みを垣間見る．
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日本生物物理学会はこれまで比較的若手研究者を優遇する学会
であるという印象が強い．たとえば，表彰制度を設けて多数の若
手研究者に若手奨励賞を授与している．さらに，口頭発表者に関
しても彼らを優先して採択している傾向が強い．それ以上に，日
本生物物理学会の成長は著しく，回をかさねるたびに会員数の拡
大が顕著である．会員数が増えるということは大学院に進む若手
研究者が生物物理学の分野に新しく参入していることを意味して
いる．このように，若手研究者が生物物理学会に新規に参入して
くる背景には生物物理学という学問に魅力があるということに加
えて，これまでの日本生物物理学会の企画や啓蒙活動が実を結ん
でいると考えられ，学会関係者の努力に賛辞を呈したい．
さて，一方で若手研究者はこのような学会の支援の下で，研究
力を伸ばしきれているであろうか．私は彼らの積極性はまだ十分
に発揮できていないという印象をもっている．特に，海外の学会
に参加する若手研究者の存在感に物足りなさを感じている．この
1 つの理由は語学の問題があることは否めない．しかし，それを

若手研究者に
期待する
巻／頭／言

差し引いても，外国の若手研究者と比べて日本の若手研究者は積
極性を前面に押し出す気持ちが弱い，という印象が拭えない．海
外では積極的に自分の意見や主張を発信しなければ，なかなか認
められることはない．
「刀剣短くば一歩を進めて長くすべし」と
いった柳生宗矩の積極的な姿勢を若手研究者は見習ってほしい．
次回の生物物理学会ではすべての発表を英語で行う予定になっ
ている．この点に関して賛否両論があるが，私はこの英語発表の
よい効力について考えてみたいと思う．第 1 に英語で発表するこ
とは，普段英語で発表する機会のない若手研究者に海外で英語発
表する場合と同等の機会を与える効果が考えられる．第 2 にすべ
ての発表が英語になれば，海外の研究者が日本の生物物理学会で
発表するバリアーが低くなり，多くの海外研究者の参加が期待で
きる．そのことにより，世界中の新しい研究が日本の生物物理学
会で発表されることになれば，生物物理学会の国際化が進むこと
になり，日本生物物理学会にとっては望ましいことである．もち
ろん，発表件数が減るのではないか，発表に関する議論が進まな
いのではないか，というネガティブな面も考えられるが，英語発
表による効力はそれ以上に大きいと考えて，今回の全面英語発表
の試みを支援したい．
内藤

晶，Akira Naito

横浜国立大学大学院工学研究院
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解説

飛翔中のコウモリの巧みな超音波レーダー機構
力丸

裕

同志社大学生命医科学部

Small bats (microchiroptera) get various types of information about their targeted objects by comparing returning
echoes to emitted ultrasonic pulses, which is called “Biosonar”. This paper introduces the outline of biosonar, and then
explains consistency and plasticity of vocalization, changes in vocalization due to relationships between targets and the
bat. This paper also describes how they vocalize for the real-time time-sharing signal processing based upon data
obtained with an onboard telemetry microphone system and data recorded with reversible focal inactivation of neural
activities. Amazing real-time time-sharing signal processing performed by a brain as small as the tip of our little finger
will be explained.
Doppler-shift compensation / Echo amplitude compensation / Time-sharing signal processing / Telemetry microphone system (Telemike)

到達するエコーの時間差と強度差は目標物の水平方向

1.

はじめに

1.1

の角度，耳介での反射によるエコーの干渉パターンは

CF-FM コウモリと FM コウモリ

目標物の垂直方向の角度を表現していると考えられ

地球上には，約 800 種の小コウモリ（小翼手類）が

る．耳介で反射した音は，スペクトル上で特定の周波

存在する．そのほとんどが超音波を使った遠隔探査，

数にノッチが生じ，ノッチ周波数が垂直方向の角度に

すなわち，
「生物ソナー」を使って生活している．小

よって変化するので，この情報を垂直方向の音源定位

コウモリは，超音波パルスを発し，目標物から戻って
くるこだま（エコー）と聴き比べて目標物に対するさ
まざまな情報を得ている 1)．一般的に，生物ソナーを
使うコウモリは，使用する定位音の種類によって FM
コウモリと CF-FM コウモリに大別される．FM コウモ
リは単純な下降周波数変調（FM）音を発し（図 1b）
，
CF-FM コウモリは周波数定常（constant frequency, CF）
な部分と後続する下降 FM 音からなる CF-FM 音を用
いる（図 1a）
．しかし，最近の研究で，FM コウモリ
が目標物を探索するために，持続時間の長い CF 音の
ようなパルスを発することがわかってきている 2), 3)
（図 3a）
．
1.2

生物ソナー音の概略
図1
コウモリの代表的な生物ソナー音．a：テラソカグラコウモリ（CFFM コウモリ）．周波数定常部分（CF）と周波数変調部分（FM）
が 組 み 合 わ せ て あ る． 第 2 倍 音 成 分 が 最 も 強 い．（Hiryu et al.,
2005 文献 17 より）b：アブラコウモリ（FM コウモリ）．周波数変
調音（FM）からなる．基本周波数成分が最も強い．（Hiryu et al.,
2007 文献 5 より）

目標物から戻ってくるエコーには多くの情報が含ま
れている．エコーが戻ってくるまでの時間は目標物ま
での距離，その周波数のドップラー・シフトは目標物
との相対速度，その周波数の時間変動は羽ばたく昆虫
の存在，その強さは目標物の大きさと距離，両耳間に
Sophisticated Ultrasonic Radar System Adopted by Flying Bats
Hiroshi RIQUIMAROUX
Faculty of Life and Medical Sciences Doshisha University



目次に戻る
コウモリの超音波レーダー機構

に利用していると考えられている．CF-FM コウモリ

（H2）が最も強く，H1 はひじょうに弱い 4)．すなわ

の 1 種であるヒゲコウモリの発するパルスとエコーの

ち，H1 成分は，自分自身ではよく聞こえるが，空中

関係および周波数特性の時間変化を模式的に示すと．

ではひじょうに弱いので，他のコウモリには聞こえな

パルスは倍音構造（H1-H4）をしており，各倍音は周

い．CF 部分は，獲物となる昆虫の検出や目標物との

波数が一定で継続時間の比較的長い CF（constant fre-

相対速度の検出に適している．というのは，戻ってく

quency）成分とそれに続く周波数が時間的に変化する

るエコーでは，CF 部分は，昆虫の羽ばたきによって，

継続時間の短い FM（frequency modulated）成分から構

周期的な周波数変調音となるからである．また，戻っ

成される（図 2A）．その結果，エコーもパルスと同様

てくるエコーの周波数は，目標物との相対速度に応じ

に倍音構造（H1-H4）で，CF-FM 構造であるが，ドッ

たドップラーシフトをしているからである．FM 部分

プラー・シフトによって周波数はパルスよりも通常高

は目標物との距離測定や方位測定に適している．とい

く な る．CF 成 分 は 低 周 波 側 か ら CF1，CF2，CF3，

うのは，生物ソナーに用いられる FM 音は，継続時間

CF4，FM 成分は FM1，FM2，FM3，FM4 とよばれる．

が非常に短く，周波数範囲が広いので，時間のタイミ

声道中ではパルスの成分中基本周波数成分（H1）が

ングをコードするのに都合がよく，多くのニューロン

最強であるが，空中に発射されるパルスでは第 2 倍音

を一度に同期して発火させることができ，左右耳への
音の到着時間差の計測に適しているからである．この
ようにエコーの異なった成分が目標物に関する異なっ
た情報を担っている．
一方，FM コウモリの発するパルスも倍音構造をし
ているが，CF-FM コウモリの場合とは異なり，最も
低い成分，すなわち基本周波数成分が最強である
（図 1b）
．FM コウモリにおいても，獲物を探索中は
継続時間の長いパルスを発し，獲物を発見すると獲物
との距離が短くなるにつれて，パルスを短縮し発射頻

図3
目標物との距離に応じた FM パルスの変化．a：目標物からの距離
と FM パルスの形状の関係．左から右にいくにつれて，目標物と
の距離が短くなる（Hiryu et al., 2008a）．b：目標物からの距離と
FM パルス（黒丸）とエコー（白丸）の強さの関係．エコーの強
さ は，40 か ら 50 dB の あ た り に ほ ぼ 一 定 に 保 た れ て い る．
（Hiryu et al., 2007 文献 5 より）（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/-char/ja/
ではカラーで掲載）

図2
ヒゲコウモリ（CF-FM コウモリ）の生物ソナー音の模式図と大脳
皮質聴覚野の機能構成図．A：模式化したソナグラム．実線がパル
ス，破線がエコー，線の太さが音成分の強弱を表す．CF：周波数
定常成分．FM：周波数変調成分．B：左半球の聴覚野．機能的小領
域 が 示 さ れ て い る．a：DSCF 野．b：FM-FM 野．c：CF/CF 野．d：DF
野．e：VA 野．f：VF 野．g：DM 野．点線で囲まれた領域：1 次聴覚
野．（力丸 , 1994 文献 4 より）
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度を高くすることがわかった 3)（図 3a）．また，CF-

は，皮質下に基本的な制御機構がすでに存在している

FM コウモリと FM コウモリに共通して，目標物（獲

ことを示唆している．前述の，エコー CF2 周波数が表

物）への接近時には，目標物との距離が短くなると，

示されている DSCF 野（Doppler-shifted CF 野，図 2B）

パルスの音圧レベルを次第に下げ，エコーの音圧レベ

を物理的に削除してもドップラー・シフト補償は消失

ルがほぼ一定となるように調節することもわかっ

しないことも明らかとなっている 8)．したがって，神

．
た 5), 6)（図 3b）

経生理学的データは，必ずしも「機能」を証明するも
のではない．すなわち，情報が単に通過しているだけ

1.3 コウモリ・ソナーの神経機構研究がもたらしたもの

かもしれないのである．特定の領域の機能を確認する

コウモリ・ソナーの神経機構の研究は，神経系中枢

には，その領域の神経活動をブロックすることによ

に局在する機能マップの存在を明らかにしただけでは

り，特定の行動が阻害されるかどうかを行動学的に検

なく（図 2B）
，他に先駆けた多くの成果を音声コミュ

証する方法が必要となる．脳幹にある疑核のニューロ

ニケーションの神経科学にもたらしている．その代表

ンは，声帯の運動（筋肉活動）を制御している．CF-

的なものがヒゲコウモリの聴覚野で確認された FM-

FM コウモリであるキクガシラコウモリの脳幹にある

FM ニューロンや CF/CF ニューロンとよばれる「組み

ニューロンが抑制性神経伝達物質 GABA によって，

合わせ感受性ニューロン」である

．FM-FM ニュー

ドップラー・シフト補償を制御していることがわかっ

1), 4)

てきている 11)．

ロンはパルスだけにもエコーだけにも反応せず，パル
スとエコーを特定の時間間隔で対にすると強烈な反応
を示し，目標物までの距離測定の機能をもつ．また，

2.2 行動学的アプローチと局所的可逆的神経活動不活化

CF/CF ニューロンはパルスだけにもエコーだけにも反

抑制性神経伝達物質 GABA の働薬（agonist）である

応せず，パルスの基本周波数成分と特定の周波数だけ

Muscimol の局所投与により，聴覚野の特定部位の神

ドップラー・シフトしたエコーの周波数の組み合わせ

経活動を一時的に止めることが可能であることがわ

に強烈な反応を示し，目標物との相対速度測定の機能

かっている 9)．すなわち，Muscimol を DSCF 領域とよ

をもつと考えられている．

ばれる部位に投与するとエコーの CF2 周波数の微細
な弁別能（たとえば，61.00 kHz vs. 61.05 kHz；0.08%）
は 阻 害 さ れ る が， 粗 大 な 周 波 数 弁 別（た と え ば，

2.

神経系中枢による生物ソナーの制御

2.1

61.0 kHz vs. 63.0 kHz；3%） に は， 影 響 を 与 え な い

神経生理学的アプローチの問題点

（図 4）
．ところが，Muscimol を DSCF 領域に投与して

コウモリの聴覚野内の神経生理学的データに基づく

も，エコー遅延時間の弁別能にはまったく影響を与え

マップは，脳内の特定領域が特定の機能を「表現」し

ない．一方，Muscimol を隣接する FM-FM 領域とよば

ていることを意味する．しかし，特定機能の表現が存

れる部位に投与すると，エコー遅延時間の微細な弁別

在しても，その領域がその特定機能をコントロールし

（たとえば，4 ms vs. 5 ms）は不能になるが，粗大なエ

ているとは限らない．すなわち，特定機能の局在の証

コー遅延時間の弁別能（たとえば，4 ms vs. 40 ms）に

拠とはならない．というのは，情報がその場所を通過

は影響を与えない．さらに，FM-FM 領域への Musci-

するだけの場合には，たとえその場所を削除しても表

mol 投与は，周波数弁別能には，まったく影響しな

現されている機能はなくならない．したがって，ある

い．このような行動学的実験により，聴覚野の特定の

領域の神経活動をブロックして，表示されている特定

領域が特定の機能をもっていることが証明されたので

機能が行動学的に阻害されれば，その特定機能がその

ある．さらに最近では，近赤外レーザ照射による局所

領域に局在していたことが裏付けられる

8), 9)

．次のよ

的可逆的神経活動不活化法が開発されている 12)．

うな例がある．ヒゲコウモリの前頭葉にある前帯状回
領域（CgA）を微小電極で電気刺激すると，刺激する

3.

場所によって異なったパルス CF2 周波数を発すると
いう 10)．すなわち，ドップラー・シフト補償に関連し

生物ソナー音声の恒常性

3.1

ドップラー・シフト補償

た運動マップが CgA には存在することになる．とこ

前述したように，CF-FM コウモリは，目標物から

ろが，この領域を完全に削除してもドップラー・シフ

戻ってくるエコーの CF2 周波数（第 2 倍音）を一定

ト補償は消失しない ．したがって，マップの存在と

に保つように，発するパルスの CF2 周波数を上げ下

表現された行動の制御とは必ずしも一致しない．これ

げして調整する．これは，ドップラー・シフト補償と

8)
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図4
Muscimol によるヒゲコウモリの DSCF 野と FM-FM 野の機能測定．a, b：FM-FM 野への投与．エコー遅延の微細な弁別ができなくなるが，粗
大な弁別には影響を受けない．c, d：DSCF 野への投与．周波数の微細な弁別ができなくなるが，粗大な弁別には影響を受けない．また，エ
コー遅延の弁別には，まったく影響を受けない．a, c：時間弁別．b, d：周波数弁別．（Riquimaroux et al., 1991 文献 9 より）

よばれている（図 5）．従来は，動くブランコなどに

ラー・シフトしたエコーの周波数を固定するための

コウモリを載せてパルスとエコーの CF2 周波数を測

参照周波数は，ハードウエアとして設定されており，

定するのが通例であった．実際に飛行しているコウモ

DSCF 領域での先鋭な同調特性は，ハードウエア的に

リのエコーの CF2 周波数が一定に保たれているかど

創られていると考えられてきた 1)．しかし，静止時の

うかは，コウモリにきわめて小型軽量で高感度の超音

パルス CF2 周波数が大きく変動するという事実は，

波マイクを搭載して測定する必要があるので，はなは

以前から検討事項として取り上げられていた 13)．参

だ困難であった．ドップラー・シフト補償には，エ

照周波数は各個体によって，予め固定されているの

コーの CF2 周波数を固定するため参照周波数が必要

か，それとも臨機応変に変化させるのかによって，

となる．CF-FM コウモリがどのようにして，参照周

鋭敏な同調を創りだす機構の原理が異なることにな

波数を決定するかは，今のところ不明であるが，静止

る．われわれは，静止時のパルス CF2 周波数が一定

時のパルスの CF2 周波数が，エコーの参照周波数に

に保たれているか否かを確認するために，約 4 年間に

近いと従来から報告されている（動きがないのでドッ

わたって継続して測定した．その結果，各個体の静

プラー・シフトはなく，パルスとエコーの周波数は等

止時のパルス CF2 周波数は，一定に保たれるのでは

しい）
．CF-FM コウモリの聴覚系では，末梢から中枢

なく，3-4 kHz 程度は変動することが判明した 7), 14)．

にいたるまで，この参照周波数に対する感度が極端に

また，同居する仲間のコウモリの影響により静止時

高い．ヒゲコウモリでは，DSCF 野にドップラー・シ

パルスの CF2 周波数が大きく変化する傾向があるこ

フトしたエコーの CF2 周波数に対して鋭い感度をも

とも判った．極端な場合には 1 日で 1 kHz 以上変化す

つニューロンが集結している （図 2B）．

る場合もあった．したがって，CF2 周波数が各個体の

4)

ID として固定されているとは考え難い．また，参照
3.2

参照周波数の恒常性

周波数は，静止状態の CF2 周波数に密接に連動して

静止時のパルスの CF2 周波数は，それぞれのコウ

いると考えられているので，参照周波数も個体ごと

モリ固有の ID のようなもので，固定されており，変

に固定されているわけではなく臨機応変に変動する

動 し に く い と 考 え ら れ て き た． す な わ ち， ド ッ プ

可能性が高い．すなわち，コウモリの生物ソナー機


目次に戻る
生

物

物

理

Vol.49 No.4（2009）

構は，従来考えられてきたよりも格段に柔軟性があ
ると考えられる 7)．

4.

飛行中の生物ソナー音

4.1

テレマイクの必要性とその開発

飛行中のコウモリのパルスやエコーの音響特性をコ
ウモリが聴いているままに測定することは，地上固定
式のマイクロフォンを使用しては困難である．そのた
めには，コウモリの頭上にマイクロフォンを搭載して

図5
テレマイクによる飛行中コウモリの CF2 周波数のドップラーシフ
ト補償の確認．飛行速度に応じて，パルスの周波数は大きく変化す
るが，エコーの周波数は一定（69 kHz 付近）になっていることが
わかる．下段は，上段の部分的拡大図．
（Hiryu et al.，2008b 文献 6）

測定する必要がある．とりわけ，ドップラー・シフト
補償，エコーの音圧，複数エコーの存在など，エコー
に関する特性を測定するには頭上での測定が不可欠あ
る．感度のよい軽量小型マイクロフォンを頭部に搭載
し，コウモリが自由に飛ぶために，無線送信するわけ
である．通常の超音波周波数領域を測定するマイクロ
フォンでは，コンデンサーに 200-300 V の電圧を供給
できる巨大な電池を組み込む必要があり，コウモリに
搭載することはできない．コウモリの生物ソナー音の
無線送信実験は，Henson グループが 1980 年代に行っ
ている 15)．彼らは，パルスの CF2 周波数の変化のみを
ヘテロダイン方式で抽出し，電圧に変換して測定した
ので，倍音構造など音響信号の詳細を観ることはでき
なかった．われわれのグループは，小型軽量のコンデ
ンサーマイクロフォンをボタン電池で駆動し，ディジ
タル・オーディオ・テープ（DAT）に約 400 kHz のサ
ンプリング周波数でディジタル録音するシステム（テ
レマイク）を開発した 16)．当初，このマイクと送信機
を組み合わせたユニットは，約 3 g の重量があり，体
重が 10 数 g しかないキクガシラコウモリやヒゲコウ
モリへの搭載には適さなかったが，テラソカグラコウ
モリは約 60 g の体重があり，テレマイクを搭載しても

図6
飛行軌跡と生物ソナーパルスの発射パターン．a：壁に着地した場
合．壁に近づくにつれ，パルス発射頻度が増し，パルスの振幅が
下がるのがわかる．b：U ターンした場合．壁に近づいても，パル
スの発射頻度はそれほど増加せず，パルスの振幅も着地する場合
に比べて，変化が少ない．太い矢印は，飛行方向を示す．（Hiryu
et al., 2005 文献 17）

十分飛行可能であった．なお現在は，エレクトレット
式の超小型マイクを使用してテレマイクの軽量化が進
み 0.6 g 程度となった．このため，キクガシラコウモリ
や体重 5-6 g の FM コウモリにも十分搭載可能となった．
4.2

4.2.1

テレマイクを用いた測定

ドップラー・シフト補償

まる間際にはパルス発射頻度が増加し，パルス長が短

飛行中のソナー音の音響特性をテレマイクを用いて

縮するが（図 6a）
，壁にとまらず U ターンする際に

測定した結果，飛行中においてもブランコ上で計測し

はパルス発射頻度の増加やパルス長の短縮は顕著には

た場合同様のドップラー・シフト補償を確認すること

みられないことも確認された 16)．壁にとまらず U ター

．しかし，測定日が異なると参照

ンする際には速度を落とさないことが，壁際でのドッ

ができた（図 5）

6), 7)

プラー・シフト量でわかった．

周波数がシフトすることも判明した．すなわち，ドッ
プラー・シフト補償のための参照周波数は，都合に合
わせて変化させているらしいのである．また，壁にと
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4.2.2

パルス発射タイミングと翼の動き

弁別である．このような精度をコウモリは何に使うの

飛行中の翼の動きを高速度ビデオカメラで撮影し，

であろうか．このような疑問に対する有意義な解答が

パルス発射のタイミングと翼運動の関係を解析した結

今後の研究から産出されることが待たれる．

果，原則的に翼を下から上に動かす位相にパルスを発
射し，翼を上から下に動かす位相においては息継ぎを

謝

辞

していることが判明した．目標物との距離がひじょう

本稿作成に多大なご協力をいただいた同志社大学生

に短い場合には，この原則は当てはまらないようであ

命医科学部助教飛龍志津子氏に謝意を表します．本論

る．ヒトの場合に長距離走では脚の動きは，呼吸のタ

で述べた最近の研究成果の一部は，文部科学省知的ク

イミングに合わせるが，100 メートル走では，息継ぎ

ラスター 創成事業，学術フロンティア「知的情報科

をせずに一気に走る事実と類似している．
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エコー音圧補償
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目次に戻る
生

力丸

裕

物

物

理

Vol.49 No.4（2009）

力丸 裕（りきまる ひろし）
同志社大学生命医科学部教授
福岡県生まれ．京都大学工学部卒．米国 Northwestern 大学（Evanston, IL）にて Communication
Science and Disorders の分野で PhD 取得．Washington 大学（St. Louis, MO）にてコウモリ生物ソ
ナーの神経機構解明の研究に従事．1991 年から
理化学研究所フロンティア研究システム（現理化
学研究所脳科学総合研究センター）にてサルの聴
覚中枢研究を開始．94 年に科学技術庁「さきが
け 21」研究員に採用．95 年より，同志社大学工
学部知識工学科教授．2006 年より同志社大学バ
イオ・ナビゲーション研究センター長．08 年よ
り同志社大学生命医科学部教授．Acoustical Soci-

ety of America Fellow．日本音響学会評議員．お
もな所属学会は，Society for Neuroscience, Association for Research in Otolaryngology, Acoustical
Society of America，日本音響学会，日本神経科学
学会．
研究内容：ヒト，サル，砂ネズミ，コウモリを用
いて心理学的，行動学的，神経生理学的手法によ
り，音声知覚，音楽知覚，音源定位，生物ソナー
の機構解明，さらには，これらの原理を応用した
福祉機器などのモノ作りに取り組んでいる．
連絡先：〒 610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷
1-3 同志社大学生命医科学部
E-mail: hrikimar@mail.doshisha.ac.jp
URL: http://neuro.doshisha.ac.jp/main.htm

解説



目次に戻る

タ
ン
パ
ク
質
立
体
構
造
散
歩

キチナーゼ C（Chitinase C）
キチンはカニやエビの外骨格としておなじみで
ある．キチンは生体への適合性がよいことから，
手術用縫合糸としても利用されているらしい．キ
チナーゼはキチンを分解する酵素であり，多くの
生物がこの酵素をもっている．キノコ類にとって
はキチナーゼは形態形成に必要であり，バクテリ
アにとっては炭素源であるキチンを分解する酵素
として必須である．植物はキチナーゼを分泌して，
菌類からの攻撃に対抗していることが知られてい
る．いろいろな異なる場面に登場するキチナーゼ
は，酵素活性により 1 つの名前でまとめられてい
るが，アミノ酸配列と立体構造の類似性を調べる
と，少なくとも 2 つのグループに分けることがで
きる．要するに，生物進化の過程でキチナーゼは，
少なくとも 2 回発明されたことを意味する．
ここに示すのは，ストレプトマイセス（バクテ
リア）がもつキチナーゼ（ChiC）の立体構造であ
る．左側にある  シートで形成される小さなドメ
インがキチンを結合する部分，右側にある  へ
リックスで形成される大きなドメインがキチンを
分解する部分である．両ドメインを結ぶアミノ酸
残基 10 個からなる部分は，X 線結晶解析で見えな
かったので，手で描いた線でつないでいる．この
部分のアミノ酸配列は TGGEGPGGNN である．グ
リシンばかりの配列を見ていると，いかにもふら
ふらしている感じがするため，このドメインリン
カーは，定まった立体構造を形成してないと考え
られている．そうするとキチン結合ドメインは，
キチン分解ドメインに対して常にふらふらしてお
り，生体中でキチンを探しまわっていることが想
像される．キチン結合ドメインの上側に，2 個の

トリプトファン残基側鎖を示した．これらのトリ
プトファン残基側鎖は，きれいに真っ平らに反対
向きに並んでいる．この部分でキチンと相互作用
することが実験的に確かめられている．キチンに
は環状構造があるので，トリプトファンの環状構
造と並行にならび，広い接触面を用いて相互作用
するのであろう．キチン結合ドメインにとらえら
れたキチンは，キチン分解ドメインの真ん中のく
ぼみに存在する活性部位に運ばれ分解される．キ
チンがキチナーゼに相互作用してから活性部位に
運ばれ，活性部位で切断される一連の過程を見て
みたいものである（PDB1) ID: 1wvu2)）．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Kezuka, Y., Ohishi, M., Itoh, Y., Watanabe, J.,
Mitsutomi, M., Watanabe, T. and Nonaka, T.
(2006) J. Mol. Biol. 358, 472-484.
(J. K.)
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解説

生細胞内でのタンパク質動態測定とその意義
永井健治，松田知己

北海道大学

電子科学研究所

It is quite important to understand behavior of biomolecules in terms of the diffusion coefficient inside live cells since
the diffusion speed of biomolecules sometimes affects the result of chemical reactions with downstream target molecules.
Here, we introduce several technologies to measure diffusion coefficient of biomolecules in living cells, and discuss about
biological meaning of diffusion measurement analysis.
FDAP / FRAP / FCS / SMT / diffusion coefficient

1.

チング蛍光タンパク質が現れ，細胞内に存在する特定
生体内でのタンパク質動態とシグナル伝達

タンパク質の一部をハイライトして，それらがどのよ

細胞はホルモンやサイトカインなどのシグナルを受

うな挙動を示すのかを観察・解析することでタンパク

容し，その情報を細胞内に伝達することで，外界の環

質動態を

境変化に応答する．このシグナル伝達には多くのタン

が可能になった

パク質が関与し，それらが拡散したり，細胞骨格上を

いた生細胞内での動態解析のうち特にこの拡散係数の

移動することがシグナルを細胞の内部へ伝えていく本

測定法に関して解説する．

拡散係数
1), 2)

という物理量で定量化すること

．本稿では，蛍光タンパク質を用

質である．したがって，外界環境に対する細胞の応答
を理解するためには，細胞内を伝わるシグナルの空間

2.

パターンや伝達の速さを知ることがきわめて重要とな

拡散係数とは？

る．そのためには特定のタンパク質だけを観察しやす

19 世紀にロバート・ブラウンが顕微鏡下で水上に

くする必要があるが，近年の蛍光タンパク質技術の発

浮かぶ花粉から出た微粒子が活発に動くようすを観察

展により，遺伝子組み換え技術さえ身につけていれ

したように，水溶液中では粒子径数 nm 〜 m 程度の

ば，誰でも簡便にそれが行えるようになった．つま

微細粒子は熱運動によってランダムなブラウン運動を

り，蛍光タンパク質の遺伝子を標識したい特定のタン

する．このブラウン運動は溶液の温度が高くなるほど

パク質の遺伝子と連結して細胞に発現させ，蛍光顕微

大きくなり，粒子径が大きくなると小さくなる．粒子

鏡下で観察するだけで，そのタンパク質が細胞内のど

の並進拡散の大きさと温度・粒子径との関係はストー

こに局在するかが簡単にわかるようになったのであ

クス―アインシュタイン（Stokes-Einstein）の式によっ

る．しかし，その動態を定量的に解析しようとする

て以下のように表される．

と，若干の工夫が必要であり，FRAP（fluorescence recovery after photobleaching）法や FCS（fluorescence corre-

kBT
D = -----------6r

lation spectroscopy）法などさまざまな顕微観察手法が
開発されてきた．一方で，蛍光タンパク質の開発・改
変もめざましく，紫外光などの刺激光を照射すること

kB はボルツマン係数，T は絶対温度，r は球形分子の

で蛍光性を獲得するものや蛍光色が変化する光スイッ

半径， は溶媒の粘性を示し，拡散の大きさは拡散係

How to Measure Diffusion Coefficient of Biomolecules in Living Cells
Takeharu NAGAI and Tomoki MATSUDA
Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
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数 D として [m2s1] の次元の値として表される．実際

の平均的挙動を観察することで拡散係数を算出する方

の分子は完全な球形をとっているわけではないのでこ

法である 4), 7), 8)．FRAP 法では，蛍光標識したタンパ

の式では不十分だが，大まかに溶液中での拡散係数の

ク質を発現する細胞内の限定された領域に強い励起光

値を見積もることができる．細胞内部は水溶液中に比

を照射することで，その領域内の蛍光分子をすべて褪

べて粘性が高く，タンパク質分子の拡散係数は小さく

色させた後，褪色領域外からインタクトな（褪色して

なる．注目するタンパク質が細胞内でまったく自由に

いない）蛍光分子が流入することによって生じる蛍光

動いているならば拡散係数は水溶液中と同様に分子半

強度の増加を観察し，蛍光回復曲線を得る．次に，モ

径と温度と粘性に依存する量となるはずであるが，実

デル式をこの蛍光回復曲線に対してパラメーターを変

際には他のタンパク質と複合体を形成したり，細胞内

化させながら非線形フィッティングして拡散係数を得

の構造物や動きの遅い巨大な複合体と相互作用するた

る．当然，単純拡散する場合と細胞内の構造物などと

め，見かけの拡散係数が水溶液中のものと大きく異な

相互作用する場合では，フィッティングに用いるモデ

る場合が多い．しかし，逆にそのずれがそのタンパク

ル式は異なるものを選択しなければならない．実際，

質自身の性質や置かれている環境を反映していると考

さまざまな拡散モデル式とその選択基準がこれまでに

えることもできる．

提案されている 9)．たとえば，測定された蛍光回復曲
線を単純拡散のモデルでフィッティングして求めた見
かけの拡散係数が，理論的に推定される拡散係数より

3.

一般的な細胞内拡散係数測定法 3), 4)

も顕著に小さい場合には，細胞内構造物などとの相互

試験管内の溶液に存在する分子の拡散係数を測定す
る場合には動的光散乱法や NMR のパルス磁場勾配
（PFG）法などの方法があるが，細胞内での拡散係数
を測定する際は試験管に入れて測定するわけにはいか
ない．またさまざまなタンパク質が混在した中で目的
のタンパク質の拡散を測定しなければならない．その
ような背景のもと，目的とするタンパク質を蛍光標識
して細胞に発現させ，その動態を蛍光顕微鏡で観察す
るという方法がいくつか開発されてきた．
3.1

SMT 法

蛍光標識したタンパク質の最も直接的でシンプルな
拡散の計測法として，蛍光標識タンパク質の 1 分子動
態を追跡する Single-Molecule Tracking（SMT）法がある
（図 1a）
．蛍光輝点の平均自乗変位から拡散係数を求
めることができる．ただし，この方法では，観察視野
内に少数の蛍光標識された分子のみが存在するような
状態を作り出す必要があり，また蛍光分子は 1 分子観
測に耐えうる蛍光強度と褪色に対する強さをもってい
なければならない．さらに，蛍光観測に用いる CCD
カメラのフレームレートなども考慮すると今のところ
お よ そ 1 m2/sec 以 下 の 遅 い 拡 散 の 観 察 に 限 ら れ る

図1
蛍光タンパク質プローブを用いた拡散係数測定法．（a）
（左）それ
ぞれの測定法の概念図．SMT，FCS の緑色の円が蛍光タンパク質
1 分子からの蛍光を示す．FRAP の黒色の領域は褪色して蛍光を
失った分子のパターンを示す．FDAP の緑色の領域は光刺激によ
り蛍光を発するようになった分子のパターンを示す．（右）測定で
得られるデータのグラフ．（b）それぞれの方法で測定することの
できる拡散係数の領域．（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/-char/ja/ で
はカラーで掲載）

（図 1b）
．全反射顕微鏡を用いて細胞膜にアンカーさ
れたタンパク質や小胞体に存在するタンパク質の動態
が解析されている 4)-6)．
3.2

FRAP 法

SMT が 1 分子の動きを直接観察して，その拡散係
数を解析するのに対し，FRAP 法（図 1a）は，多分子
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作用を考慮したモデルを選択するという指標がそれで

することにより，拡散係数を算出することができる．

ある ．FRAP は SMT 法に比べて速い拡散の解析が可

FRAP による解析では前述のとおり褪色に比較的時間

能であり，拡散係数の測定上限は 10 m2/sec 程度が目

を要し（10-100 msec），速い拡散をする分子について

安である（図 1b）．この上限が存在する理由は褪色の

は褪色の途中に分子の拡散が起き，正しく拡散係数

過程に比較的大きなパワー密度（10 W/cm ）の強光

を求めることができなかった．それに対して，光ス

を 照 射 し た と し て も， 褪 色 に 時 間 が か か る（10 〜

イッチング蛍光タンパク質の光スイッチングは msec

100 msec）からである．速く拡散する分子は，褪色過

以下の短時間で行うことができるため，速い拡散に

程でインタクトな蛍光分子が褪色領域に拡散流入する

も適用できる可能性が示唆されていた 11)．しかし，

ため，得られる回復曲線とモデル式にずれが生じて正

これまでに行われてきた光スイッチング蛍光タンパ

確な解析を行うことができないのである 4)．

ク質を用いた拡散係数解析は，単一の指数関数によ

9)

2

るフィッティングから半減期を求めたり，光スイッ
3.3

チング後の各時間の蛍光強度プロファイルをガウス

FCS 法

FRAP よ り も 速 い 拡 散 を 測 定 す る 方 法 と し て は，

分布フィッティングしたものから拡散計数を見積

FCS が用いられている 4), 10)（図 1a）．この方法では，

もったりしたもので，FCS の結果と比較できるほどの

励起のためのレーザー光をサブフェムトリットル程度

信頼性のある結果が得られていなかった．そこで，

の領域に集光して蛍光測定する．測定領域内の蛍光強

筆者らは光スイッチング蛍光タンパク質を用いて定

度を観測し続けると，蛍光分子の励起領域への出入り

量的 FRAP のモデル式を応用し，タンパク質の拡散係

に起因する蛍光強度のゆらぎが観測される．そのゆら

数 を 求 め る 方 法 FDAP（fluorescence decay after photo-

ぎの変化が起こる速さは分子の拡散に依存し，小さな

stimulation）を開発した 12)（図 1a）．

分子すなわち拡散係数の大きい分子では変化は速く起
こり，大きな分子すなわち拡散係数の小さな分子では

4.1

光スイッチング蛍光タンパク質

その変化は遅い．また，ゆらぎの大きさは分子の密度

光スイッチング蛍光タンパク質には紫外光などの光

にも依存し，密度が高いほど平均蛍光強度に対するゆ

刺激の前後で蛍光を発しない状態から蛍光を発する状

らぎの影響は小さくなる．測定データのゆらぎから拡

態へ変化するもの（光活性化蛍光タンパク質）と蛍光

散の速さの情報を抽出するために時間軸に対する自己

波長が変化するもの（光変換蛍光タンパク質）が開発

相関を解析する．すなわち，各時間での蛍光強度と

されている（図 2a）
．前者についてはその変化を可逆

それから一定の時間が経過した後の蛍光強度の積の平

的に起こすことのできるものと不可逆的なものの双方

均を求め，それを時間に対してプロットしたものに

が存在する．後者に関しては可逆的なものはまだ開発

モデル式をフィッティングして拡散係数を得る．この

されていないが，昨今の活発な蛍光タンパク質開発の

方法では，ゆらぎという変化情報を用いる性質上，

状況から考えると可逆的な光変換蛍光タンパク質も近

まったく動かない分子がある場合にはゆらぎが観察

い将来に出現することが期待される．代表的な光活性

されないためそれを解析することは不可能である．

化蛍光タンパク質である Lippincott-Schwartz のグルー

また，自己相関解析を行うことから，極端に遅い動き

プ が 開 発 し た photoactivatable green fluorescent protein

の分子（ゆらぎが少ない）を解析することにも難があ

（PA-GFP）は不可逆的な光活性化蛍光タンパク質で，

る．したがって，実際の研究に用いられる際には遅い

紫（外）光の照射により活性化されて緑色の蛍光を発

拡散の計測は FRAP で行い，速い拡散の測定は FCS

するようになる 13)．可逆的な光活性化蛍光タンパク質

で行うことが多く，その境界はおおよそ 10 m2/sec で

としては，細胞内で蛍光を発する状態で発現し，強い

ある（図 1b）
．速い成分と遅い成分が混在するような

緑色光の照射により蛍光を発さない状態に，さらに紫

場合にはこれらの測定を組み合わせて解析する必要も

（外）光の照射により蛍光を発する状態にといった光

ある．

のオン・オフを繰り返すことができる Dronpa が代表
的である 14)．光変換蛍光タンパク質としては紫（外）

4.

光の照射により緑色から赤色に蛍光波長が変化する

光スイッチング蛍光タンパク質を用いた
細胞内拡散係数測定法 FDAP

Kaede や EosFP，Dendra などがある 15)．以下で解析例

FRAP とは逆に，光スイッチング蛍光タンパク質を

を示す，筆者らが FDAP 開発の際に蛍光タンパク質タ

用いると，パルス刺激によって増加させた蛍光強度

ンデム 2 量体の例として用いた Phamret も光変換蛍光

が，蛍光分子の拡散によって減衰するようすを解析

．
タンパク質に属する 12)（図 2b）
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ここで，Irel_image は刺激光照射直後の蛍光強度で規格化

FDAP の測定と解析

測定にはレーザー共焦点顕微鏡を用いる．速い拡散

したフィッティングのための測定データ，Irel_calc は拡

運動を行っている場合でも刺激光の照射中の拡散が無

散のモデル式を示し， はそれらの t0 での値を一致

視できるように照射時間を十分に短くする必要があ

させるためのパラメーターである．右辺の（1）に

る．われわれの方法では，刺激光は回折限界程度の大

かかる項は自由に動く分子による寄与を表し， にか

きさ（直径約 500 nm 程度）に集光し，0.25 msec 間照

かる項は動かない分子による寄与を示す．したがって

射している．また，可能な限りスキャンする領域を小

 は 0 と 1 の間の値をとる．拡散時間 D と実効半径
w（e2 の光スイッチング強度になる半径）と拡散係数

さく設定し，4200 Hz の高速往復ラインスキャニング

D は Dw2/4D で関係付けられる．∑の∞までの足し

で蛍光減衰の測定を行うことにより，サンプリングの
頻度を上げている 12)．

算は 40 項付近で十分収束することがわかっているた

FRAP の回復カーブと FDAP の減衰カーブは時間軸

め 40 項までの和とした．FDAP の解析の際には上式

に対して対称な関係にある．したがって，FDAP デー

に対するカーブフィッティングの前に，FDAP 特有の

タ解析のためのモデル関数は FRAP の回復カーブのモ

測定とデータ処理を行う必要がある．たとえば，刺激

デル関数をもとに，相対蛍光強度に関して（1[FRAP

光レーザーの光変換効率の分布や拡散測定中の褪色な

モデル関数 ]）という形で得ることができる．われわ

どの補正処理である．これらの詳細については文献

れの解析では単純拡散を仮定した Axelrod らのモデル

12 を読んでいただきたい（図 3）
．

式を FDAP 用に改変した以下の式を用いている 16), 17)．

水溶液中に分散している蛍光タンパク質のタンデム
2 量体からなる光変換蛍光タンパク質 Phamret につい

Irel_image(t)

て，褪色などによる蛍光強度の減少を考慮した補正を

 ·Irel_calc(t)

行わずに上式へのカーブフィッティングから拡散係数
n

–K


2t –1 1 – e
 –K 
  1 –  1 –    -------------  1 + n  1 + -----  +  -------------- 
n!
D
K

を求めると 70.4  0.8 m2/sec となり FCS で蛍光タン
パク質タンデム 2 量体に関して求められた 50.4 m2/

n=0

sec と比べて大きな値となった．一方，補正を行った

図2
光スイッチング蛍光タンパク質．（a）光スイッチング蛍光タンパ
ク質の種類．（b）光変換タンパク質の細胞内での拡散のイメージ
ングの例．Phamret を発現している HeLa 細胞の矢印で示す領域に
405 nm のレーザー光を照射して光変換した Phamret が拡散して
いくようすを撮影した．光変換前を水色に，光変換後を赤色の擬
似カラーを割り当てて合成画像として示している．（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

図3
Phamret の水溶液中での FDAP 測定．（上段）FDAP の蛍光減衰の模
式図．0 msec で Phamret 分子を光変換して蛍光強度を増加させた．
（下段）FDAP 蛍光減衰曲線のグラフ．測定した蛍光減衰曲線（補
正なし）をあらかじめ測定を行っておいた拡散以外の要因による
蛍光減衰曲線のデータで補正して得られた減衰曲線（補正あり）
に関してモデル式のフィッティングを行って拡散係数を求めた．
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場合には 49.5  0.6 m2/sec となり FCS での値と同様

想定される．また，試験管の中のような均一系内で起

の値を示した．

こる「正常拡散」とは異なり，生きた細胞の中には小

さらに，HeLa 細胞内で蛍光タンパク質単量体とタ

胞体などのオルガネラやアクチン繊維や微小管などの

ン デ ム 2 量 体 の 拡 散 係 数 を FDAP，FRAP，FCS の 3

細胞骨格系がさまざまな空間スケールで網目構造を形

つの方法で測定して比較を行ったところ，単量体に比

成しているため，測定の空間スケールによって拡散係

べて拡散の遅い蛍光タンパク質 2 量体に関する FRAP，

数が変化する「異常拡散」が起こる．この異常拡散の

FDAP の測定結果は FCS の測定結果と比較的よく一致

概念は外界のシグナルを受け取った細胞がその情報を

した．しかし，より速く拡散する蛍光タンパク質単量

核にどのように伝えていくかを理解する上で常に念頭

体に関する測定値では速い拡散に対応した FRAP 測定

に入れておかねばならない．なぜなら，シグナル伝達

法とされている Braga らの方法 18) で解析したにもかか

分子は細胞膜から核内へと

わらず FCS の値と大きく異なり分散も大きい値を示

に拡散によって移動していかなければならないが，そ

したが，FDAP での測定値は分散も小さく FCS の値と

の拡散係数は

よい一致を示した （表 1）．

れる拡散係数と異なる値を通常は示すからである．こ

12)

サブ m

数 m

にわたっておも

の領域の観測によって得ら

以上の結果は FDAP 法を用いれば 1 つの方法で動き

れまでに細胞外マトリクスを構成するヒアルロン酸水

の遅い分子から素早く拡散する分子まで解析できる

溶液や細胞膜上に存在するタンパク質の異常拡散が

ことを示している（図 1b）．これまでのように，遅い

FCS 法や FRAP 法，超高速 1 分子観察によって見いだ

拡散の計測は FRAP で行い，速い拡散の測定は FCS

されており 19), 20)，シグナル伝達との関連が示唆され

で行うとうような 使 い わ け を 必 要 と し な い．した

ているが，細胞質内に存在する生体分子の異常拡散に

がって，FDAP は非常に便利な方法であるといえよ

ついての報告は依然少なく，今後の解析が待たれる．

う．但し，FRAP や FCS がこれまで多くの研究者が構

この他，細胞内構造物が障壁となって「拡散の異方

築してきた GFP や YFP 融合タンパク質が利用できる

性」が見られる場合もある．この情報は FRAP, FCS,

のに対し，FDAP の場合にはそれらを光活性化型や光

FDAP の解析からは見いだすのは困難であり，イメー

変換型の蛍光タンパク質に置換しないといけない煩

ジングによって初めて得ることができる．特に，光ス

わしさがある．

イッチング蛍光タンパク質を用いたイメージングは拡
散異方性の解析に力を発揮することから，光スイッチ
ング蛍光タンパク質による分子ハイライトで拡散の大

5.

まとめ

まかなようすを知り，次いで同じ細胞に対して FDAP

以 上， 細 胞 内 に お け る 従 来 の 分 子 拡 散 定 量 法 と

を行い，詳細な拡散係数を求めるというストラテジー

FDAP 法の比較を述べた訳だが，いずれの手法におい

が包括的に分子動態を知る方法として優れていると

ても得られる情報は細胞内における「見掛け」の拡散

考えられる．この FDAP 法をきっかけに，従来の細胞

定 数 で あ る こ と を 銘 記 さ れ た い． ま た，FRAP や

生物学的研究においてあまり真剣に定量解析されてこ

FDAP を用いると，FCS では難しい動かない分子の割

なかった分子拡散という切り口に簡便にアプローチす

合や結合・解離定数も算出できる場合もある．それぞ

ることが可能になった．今後，本技術をより多くの生

れの手法の利点欠点を把握するのはもちろんのことで

物研究者が用い，新たな発見がなされることを期待し

あるが，これらの方法によって得られる情報から何を

たい．

読み取るかが最も重要であろう．たとえば，拡散定数
が分子量から期待される値よりもはるかに小さな値に
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総説

細胞内情報伝達反応の1分子キネティクス
佐甲靖志

理化学研究所細胞情報研究室

Recent progress in single molecule imaging techniques has made it possible to visualize individual protein molecules at work even in
living cells. Using this technique, we can analyze kinetics of molecular reactions both in living cells and reconstitution systems. Here,
introducing two reactions carried out by epidermal growth factor receptor (EGFR), we show examples of single-molecule kinetic analysis.
Single-molecule kinetic analysis allows us to obtain reaction parameters in complicated living organisms. Also, it is revealing complex
reaction behavior of proteins both in vitro and in vivo.
cell signaling / EGF receptor / Grb2 / single molecule imaging

1.

応キネティクスに現れて来ることのほうが多いので

細胞内の 1 分子キネティクス計測

はないだろうか．

本誌の読者にとって 1 分子計測はもはやおなじみの

そこで本稿では，細胞内と再構成系における分子反

話題であろう．しかし，情報伝達系や細胞内での 1 分

応の 1 分子キネティクス計測の結果として見えてきた

子計測の研究はまだ多くないようであるし，それらの

細胞内情報伝達タンパク質の分子間相互作用につい

分野での 1 分子反応キネティクス計測は始まったばか

て，2 つの例をあげて紹介する．いずれも EGF 受容

りである ．

体という細胞内情報処理分子の反応である．

1)

細胞内 1 分子計測のほとんどは，分子運動ダイナミ
クスそれも分子重心の移動に関するものである．輸送

2.

速度や拡散係数から，分子や細胞の構造（変化）の情

EGF 受容体

報が得られる．それらは重要に違いないが，具体的に

EGF（Epidermal Growth Factor: 上皮成長因子）は細胞

細胞の振る舞いにどのように関係しているかは難しい

間液に分泌される分子量約 6,000 の小タンパク質であ

問題である．

る．血球系以外のほとんどすべての細胞はその表面に

それに対して，分子間の結合・解離や酵素反応の速

EGF の 受 容 体（EGFR:EGF receptor） を 発 現 し，EGF

度は，質量作用の法則やミカエリス・メンテン反応と

の信号を受け取る．EGFR は細胞膜を 1 回貫通する膜

いった比較的単純な数式で分子の機能と直接に関係し

タンパク質で，分子量は約 180 kD，細胞外に EGF 結

ているし，それらの数式を組み合わせて複雑な細胞内

合ドメイン，細胞内にチロシンリン酸化酵素ドメイン

システムをモデル化し，その挙動を予測・理解するこ

とそれに続くリン酸化ドメインをもっている．

とも（ある場合には）可能である ．

EGF が結合した EGFR は特定の構造をもった 2 量

2)

さらに最近の in vitro 1 分子酵素反応計測などから，

体を形成する．2 量体を形成した分子の細胞質側のリ

生体高分子の多状 態 性， 分 子 構 造 や 反 応 の 記憶と

ン酸化酵素ドメインは，分子末端のリン酸化ドメイン

いった問題が提出されている 3)-6)．これらが細胞レベ

を相互にリン酸化する．

ルの高次機能にどのようにかかわっているかを解く

細胞質には EGFR のリン酸化を認識する分子が多数

ことは，今後の細胞生物物理学の重要課題の 1 つだと

存在する．アダプタータンパク質 Grb2 はその 1 つで

思われるが，分子の反応や構造の複雑性も，重心移

ある．Grb2 は分子量約 25 kD，リン酸化チロシンを

動という意味での分子ダイナミクスよりは，分子反

認識する SH2 ドメインが 2 つの SH3 ドメインに挟ま

Single-Molecule Kinetics of Cell Signaling Reactions
Yasushi SAKO
Cellular Informatics Laboratory, RIKEN



目次に戻る
生

物

物

理

Vol.49 No.4（2009）

れた構造をもっている．Grb2 は低分子量 GTPase Ras

すべて解離状態なので初期条件は R(0)  1．
（4）確率

の活性化因子 Sos と SH3 ドメインで複合体を形成す

(R) ではなく速度 (R) について解く．といったところ

る．Grb2 が細胞膜の EGFR を認識すると Sos が細胞

であろうか 3)．

4

上記の内（2）
，
（3）は 1 分子計測の特徴であり，あ

膜の裏側にある Ras の近くに運ばれることになり，
Ras の活性化（GDP/GTP 交換）がさかんになる．Ras

とでもう少し議論する．
（1）
，
（4）は，単位空間当た

は細胞増殖，細胞分化，癌化，細胞運動など非常に多

りの輝点数の時間変化を数えて濃度の式を立てること

くの細胞応答に関与する情報タンパク質である．

もできる 8) のだが，蛍光色素の褪色が速いときはよい
方法ではないだろう．

3.

さて，細胞表面には会合体を形成した EGFR も存在

EGF の EGFR への結合反応の 1 分子計測 7)

する．蛍光顕微鏡の空間分解能で直接会合体を見るこ

顕微鏡で，蛍光色素標識された 1 分子を可視化す

とはできないが，1 つの蛍光輝点の明るさが突然 2 倍

る．ビデオレート程度の時間分解能では，溶液中の分

になることから，会合体への 2 つ目の EGF 結合を知

子像はブラウン運動によってぼけ，膜タンパク質など

ることができる（図 1c）
．

の比較的遅い運動をするものに結合している間だけ輝

1 つ目と 2 つ目の結合の間隔の分布は一山型になり，

点として観察できる．これが今回紹介する 1 分子反応

反応に中間状態（以下 LR2*）があることが示唆された．

計測法の原理である．反応は結合と解離の 2 状態遷移

最も簡単な逐次反応：
k

k

LR2→LR2*→L2R2 に基づいて先ほどのように考え

であるとして解析を行っている．

HeLa 細胞を使った）を培養し，斜光照明法で細胞の

ると，時間分布は
ki  k j
------------- {exp(kit)  exp(kjt)} で表される．
（ただし i,
k j – ki

上面を観察しながらテトラメチルローダミン標識した

j は 1 または 2.）観察された分布をこの式で近似して

EGF（Rh-EGF）を培養液に加えると，細胞表面に輝

k1, k2 の組が求められるが，どちらが先に起こる反応

点が結合してくる（図 1a）．Rh-EGF を溶液に加えて

の速度定数か，1 つの実験では決められない．EGF 濃

から個々の輝点が現れるまでの時間を 1 つ 1 つ計測し，

度を変えて実験を行い，濃度に比例して変化するほう

分布をとる．

が後から起こるはずの 2 つ目の結合反応速度（k2）で

EGF は生理活性に影響を与えることなく，N 末端
を蛍光標識できる．カバーガラス上に細胞（今回は

ある．

結合反応は EGF と受容体の解離状態から結合状態

この例のように，新しい反応中間体が 1 分子計測で

への遷移であるが，この計測では解離状態は見えず，
結合状態が輝点として観察される．時間分布は解離状

しばしば見つかる．これは前に書いた（2）
，
（3）の特

態の消失（結合状態への遷移）確率の時間に対する密

徴，つまり 1 分子計測が逆反応の混入や反応開始点の

度分布である．

kL

4

単純な反応モデル：R→LR では時間分布は R  kLR
4

を R に 関 し て R(0)  1 な る 初 期 条 件 で 解 い て
kLexp(kLt) という単純な指数関数で表されることに
なる（R は EGFR，L は EGF，LR は両者の複合体を表
す）
．ただし，培養液中の EGF 濃度 L は，細胞外液の
体積が大きいので一定と仮定している．時間分布をこ
の式で近似して得られた kL と L から結合速度定数 k
が求められる（図 1b）．
結局，1 分子でも普通の（多分子）反応解析と似た
ような式になるのだが，違いは，（1）濃度変化ではな
く状態変化を見ているので，確率について反応式を立
てる．
（2）輝点が現れるまでの時間だけを問題にして
いるので，結合反応だけを考慮し，解離反応は考慮し

図1
EGF と EGFR の結合．（a）Rh-EGF の細胞表面への蓄積．時刻 0 で
細胞外液に 0.5 nM の Rh-EGF を加えた．（b）Rh-EGF（1 つ目）の
結合時間分布（0.5 nM Rh-EGF.）．（c）1 つ目と 2 つ目の結合間隔
の分布．

ない．
（後述するように解離反応は輝点の見えている
時間から解析できる．つまり，正反応と逆反応を完全
に区別して個別に取り扱える．）（3）観察開始点では
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不確定性による反応のぼけを排除できることによるの

プチドのようなものではなく，両タンパク質全体での

であろう．たとえば急速混合を行っても，混合点から

複合体の構造解析が待たれる．

結合点までには分子ごとのばらつきがあるが，1 分子

一方，解離時間の分布からは，結合反応の情報が得

計測では，たとえば 1 つ目の EGF が結合した点を仮

られる．解離時間分布は 引き延ばされた指数関数

想的にそろえて次の反応までの時間分布を得ることが

（stretched exponential function）
：0 exp{(t/)} で
近似できた（図 2d）
．Grb2 濃度 1 〜 100 nM において

できる．

 は約 0.5 でほぼ一定であり， は Grb2 濃度が 10 倍

反応中間体 LR2* の形成によって EGF の結合反応は
加速されており（k2  k；図 1），分子ダイナミクスが

上昇する毎に約 1/3 に減少した．

高感度な細胞応答の実現に寄与していることが示唆さ

引き延ばされた指数関数で近似できる反応の代表例
10)
．1 つ目は substate drifting とよば
は 2 つある（図 3）

れた．詳細は文献 7 を参照していただきたい．

れ，反応系が多数の（この場合は）解離状態の間を放

4.

浪しており，その中の 1 つの状態だけが結合状態への

EGFR と Grb2 の認識反応 9)

経路をもっている．反応速度は結合状態への遷移では

HeLa 細胞に EGF を添加すると，室温でも 2, 3 分で

なく，解離状態間の放浪で決まる（図 3a）
．対極にあ

EGFR のリン酸化が起こる．この状態の細胞から細胞

るもう 1 つの例では，やはり多数の解離状態が存在す

膜断片を調製し，ガラス基盤に貼り付けて , 蛍光標識

るが，今度はすべての解離状態が異なった反応速度で

し た Grb2 と の 結 合・ 解 離 反 応 を 計 測 し た（図 2）
．

それぞれ結合状態へ遷移する．反応速度はべき分布し

Grb2 は大腸菌で発現・精製したものの N 末端を Cy3

ている（図 3b）
．

で，1 : 1 標識したものを精製して用いた．

EGFR と Grb2 の結合がどうなっているか，残念な

この実験を再構成系で行ったのは，結合反応を定量

がら今はっきりとはいえないが，単一結合部位での反

するためである．結合反応速度定数は Grb2 濃度が既

応には多状態性が見られる場合とそうでない場合があ

知でなければ決定できないが，今のところ生細胞内で

るので，後者の例に近い中間的な状況ではないかと思

タンパク質濃度を定量するよい方法がない．また，細
胞膜では結合部位（EGFR）が動き回るために，同一
結合部位で長い反応時系列を得ることができない．
（結合部位に別の標識を入れたとしても，やがて褪色
してしまう．
）
同一結合部位に対する Cy3-Grb2 の結合・解離を観
測し，個々の反応事象毎の結合時間・解離時間を計測
して統計解析を行った（図 2b）．
結合時間分布は 3 つの指数関数和で近似できた
（図 2c）
．Grb2 濃度を 1 nM から 100 nM まで変化させ
ても，分布は本質的に変化しない．したがって，3 つ
かそれ以上の結合状態があると推測できる．
EGFR は Grb2 に対する主要な結合部位（リン酸化
チロシン）を 2 つもつといわれている．その 1 つを構
成する 1068 番目のチロシンをフェニルアラニン置換
した変異体（Y1068F）では，同条件下で結合・解離
反 応 の 頻 度 が 1/10 程 度 に 低 下 し て お り， 確 か に
Y1068 が Grb2 の結合に関与しているようであるが，
結合時間分布は Y1068F でも野生型とほとんど変わら

図2
EGFR と Grb2 の結合．（a）結合・解離の 1 分子可視化．（b）個々
の反応事象の結合時間・解離時間を計測する．（c）結合時間分布
から反応速度 k1 〜 k3 を求める．かっこ内は成分比（%）．（d）
解離時間分布．（c），
（d）の Cy3-Grb2 濃度は 1 nM．（c），
（d）は積
算ヒストグラムであり，実際には本文に示した反応式の積分形で
解析を行っている．（図 4 も同様．）

ない．SH2 ドメインはリン酸化チロシン周りのアミノ
酸数残基を認識するといわれるが，EGFR と Grb2 の
複合体では，その他にも相互作用部位が存在し，結合
状態や解離反応速度は大局的な分子間相互作用で決
まっていると想像される．SH2 ドメインとリン酸化ペ
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われる（図 3c）
．いずれにせよ，たくさんの解離状態
があることは間違いない．
 は反応の特性時間である．通常，反応頻度（1/）
は結合相手の濃度（衝突頻度）に比例するが，この場
合はそうならない．結合速度の目安として平均解離時
間の逆数を見ても同様で，0.1 nM から 100 nM まで
Grb2 濃度が 10 倍上昇するごとに，約 1/3 ずつ減少す
る．解離反応は Grb2 濃度に依存しないので，親和性
は結合速度に依存し，Grb2 濃度と負の相関をもつ．
このような反応の性質は Grb2 濃度の，単一細胞内で
の時間変動あるいは多細胞間のばらつきを相殺する効
図3
引き延ばされた指数関数になる反応の模式図．Ui は解離状態，
（b） は 結 合 状 態 を 表 す．（a）Substate drifting．（b） 多 数 の substate が異なった速度の反応経路をもつ場合．（c）EGFR と Grb2 の
場合（予想）．実際は複数の結合状態（B）が存在する．

果をもっている．
Y1068F 変異体の解離時間分布は 1 nM Grb2 では単
純な指数関数であった（ 〜 30 s）
．しかし，Grb2 濃
度を 10 nM に上昇させると，再び  〜 0.5 の引き延ば
された指数分布を示した（ 〜 2 s）
．この結果は結合
反応の多状態性が分子間の反応あるいは衝突の頻度に
依存することを示唆している（図 4）
．
結合反応が濃度依存する仕組みは定かでないが，
1 つの可能性として，EGFR 分子が構造ヒステリシス
をもち，Grb2 の解離後に緩和状態に戻るまでの間，
低い結合速度を示すことが考えられる．反応記憶の存

図4
Y1068F 変異体の解離時間分布．1 nM Grb2（左）では，多状態性
が消失している．

在も示唆されている．構造ダイナミクスの実測が今後
必要であろう．
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おわりに

5.

本稿を書くにあたって与えられたテーマは，1 分子
計測を使った再構成系および細胞内における反応速度
決定法の解説であった．4 つの反応キネティクス（単
純な指数関数，一山型，指数関数和，引き延ばされた
指数関数）の例をあげたが，初心者には説明不足で，
一方上級者には物足りなかったかもしれない．
しかし，1 分子計測の進展によって，反応キネティ
の構造変化と反応の対応が明らかになり，さらに分子

3)
4)

Lu, M. P. et al. (1998) Science 282, 1877-1882.
Zhuang, X. et al. (2002) Science 296, 1473-1476.

5)

Learch, H. P. et al. (2005) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 1080710812.

6)
7)

Kozuka, J. et al. (2006) Nat. Chem. Biol. 2, 83-86.
Teramura, Y. et al. (2006) EMBO J. 25, 4215-4222.

8)
9)

Tani, T. et al. (2005) J. Neurosci. 25, 2181-2191.
Morimatsu, M., Takagi, H. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA
104, 18013-18018.
Edman, L. and Rigler, R. (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97,
8266-8271.
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1989 年京都大学理学研究科生物物理学専攻博士後期課程単位取得
退学，東京大学，名古屋大学，大阪大学の助手・助教授を経て
2006 年より現職．
研究内容：細胞内情報伝達機構の研究，顕微計測法の開発
〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
E-mail: Sako@riken.jp
URL: http://www.riken.go.jp/cell-info/

反応に伴う構造変化が原子レベルで計算されるように
なれば，生体分子科学は一新されるだろう．本稿が
1 分子反応キネティクスへの関心をよび起こすきっか
けになれば幸いである．
1)

SS1-5.
Sako, Y. (2006) Mol. Syst. Biol. doi:10.1038/msb4100100.

10)

クス研究は新たな段階を迎えつつある．今後，1 分子

文

2)

献
Sako, Y. and Yanagida, T. (2003) Nature Rev. Mol. Cell Biol. 4,

総説
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斜光照明法
Oblique illumination
対物レンズの端から直径 100 m 程度の平行光束
を試料に斜めに入射して，励起光とする蛍光顕微
鏡法．薄い光の層（数 m）で試料を照明するこ
とになり，背景光が減少する．
（188 ページ）
（佐甲）
反応キネティクスを記述する関数について
キネティクスは現象論であって，ある関数で記述
できることが，反応の実体と 1 : 1 に結びつくもの
ではない．もちろん実体があれば，それに対応す
るキネティクスが現れる．
1．単純な指数関数
Single-exponential function
反応キネティクスにおいては，すべての構成成分
がただ 1 つの確率過程を律速段階として反応する
場合に現れる．exp(kt) と書けば，k が反応速度定
数である．（188 ページ）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

2．指数関数和
Multiple-exponential function
反応経路が複数存在し，それぞれの経路が単純な
指数関数で反応するときに現れる．Aiexp(kit) と
書けば，成分数 i は経路の数を示し，成分比 Ai は
おのおのの経路をとる確率を示す．（189 ページ）
3．一山型
t  0 で 0 から出発し，1 つの正のピークをもって
t   で再び 0 に収束するような関数を，本文では
一般的に一山型とよんだ．多段階反応は一山型の
関数で記述できるが，段数やおのおのの速度，逆
反応の有無などによって関数型は変わってくる．
（188 ページ）
4．引き延ばされた指数関数
Stretched exponential function
さまざまな場合に現れるが，代表例を本文に記述
した．非常にたくさんの状態（substate）をもつ反
応 で 現 れ る．substate-drifting の 場 合，（指 数）
は放浪する状態空間の構造と関係しており，1 次
元では 0.5，2 次元では 1 になる．
（189 ページ）
（佐甲）
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N- ア セ チ ル グ ル コ サ ミ ン― リ ン 酸 ム タ ー ゼ（NAcetylglucosamine-phosphate mutase）AGM1
カビが原因で病気になることはよく耳にする話
しであり，抗真菌（カビ）剤の開発はとっても重
要な研究である．カビもヒトも同じ真核生物であ
ることから，新たに開発する抗真菌剤はヒトにも
影響をおよぼしかねない．カビ固有の物質をね
らった抗菌剤開発が大切となる．
ここにあげるのは，カビの 1 種がもっている糖
合成酵素の 1 つ，N- アセチルグルコサミン―リン
酸ムターゼ（AGM1）である．この酵素は，6 位
がリン酸化されている N- アセチルグルコサミンに
おいて，リン酸基を 1 位に転移する反応を触媒す
る．N- アセチルグルコサミン― 1 リン酸にはウリ
ジンが結合され，ウリジン 2 リン酸― N- アセチル
グルコサミンになり，カビの細胞壁の構築材料で
あるキチンが合成される．細胞壁は必須なので，
AGM1 を阻害できる低分子が見つかれば，抗真菌
剤となることが期待されている．AGM1 の活性部
位は点線で囲まれた部分にあり，真ん中に基質が
結合している．球は亜鉛イオン．ここにマグネシ
ウムイオンがあるとこの酵素は活性をもつが，亜
鉛イオンは活性を阻害する．このタンパク質は 4
つのドメインから構成されており，アミノ酸配列
上は N 末端側から，左上，左下，右奥，右上の順
番にならんでいる．この絵から見いだすのはむず
かしいが，最後のドメイン以外は，4 本の  スト
ランドからなる  シートの両側に  へリックスが
配置されており，立体構造がよく似ている．もう
少し立体構造よく見てみると，最初のドメインの
 シートが 2 番目 3 番目のドメインの  シートと
異なっていることがわかる． ストランドをつな
ぐループのつなぎ換えが起こったのだろうか，
ストランドの現れる順番が違っている．C 末端に

あるドメインは，他のドメインとは異なる立体構
造で，安定性も違うらしい．基質なしで立体構造
を決めると，最後のドメインが構造を形成しない
場合もある．基質を取り込むことと，最後のドメ
インがフォールドすることが関連しているようで
ある．これらの 4 つのドメインすべてが，基質に
向かってループを伸ばす．そのことで基質がしっ
かりおさえられて，リン酸基転移反応を触媒する
（PDB1) ID: 2dkd2)）．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Nishitani, Y., Maruyama, D., Nonaka, T., Kita, A.,
Fukami, T. A., Mio, T., Yamada-Okabe, H.,
Yamada-Okabe, T. and Miki, K. (2006) J. Biol.
Chem. 281, 19740-19747.
(J. K.)
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多点電極アレイを用いた視細胞光応答の
複数点同時計測
本間耕平，高橋政代

1.

理化学研究所

網膜再生医療研究チーム

はじめに

一般に，網膜変性疾患の検査では網膜電図（ERG,
Electroretinogram）が，基礎研究でも臨床的にも広く用
いられている．しかし一般的な ERG では網膜全体の
機能を測定するため，網膜の局所的な応答を取得する
ことができない．そのため，まず局所 ERG が開発さ
れた 1)．この方法ではバックグラウンドライト中の小
さなスポットライト刺激により黄斑部の局所的な
ERG を取得することができる．さらに続いて，モニ

図1
フラッシュ刺激による ERG．（a）ラットの ERG の例．陰性波（awave），振動波（OP），陽性波（b-wave）が見られる．（b）a-wave
は視細胞由来，b-wave は双極細胞依存である．（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

ターを使ってのランダム光刺激を用いる多局所 ERG
が開発された 2)．これらによって大型動物においては
局所的な光応答が調べられるようになった．ただ，こ
れら 2 つの方法はバックグラウンドライトの下で行わ
れるため，錐体視細胞の応答のみしか得ることができ
ない．また，光刺激が特殊であるため，網膜変性モデ
ルとして有用なラット , マウスのような小さな動物で
は困難であった．
本稿では，最近われわれが行った，多点電極アレイ
による網膜光応答の測定法を紹介しつつ，今後に期待
される応用と課題について展望する．
2.

ERG の構成要素

ERG では光刺激によっていくつかの典型的な波形
が測定される（図 1）．詳細な内容は他の解説書に委
ねるが 3)， a-wave

は視細胞由来の波形であり，光伝

達シグナルによる暗電流の遮断に相当していると考え
られている． b-wave

図2
一般的な ERG の波形と多点電極アレイの光応答．（a）ERG で計測
される波形の方向性．（b）多点電極アレイで計測される波形の方
向性．硝子体側が電極に接しているとき ERG の向きに対応してい
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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

は双極細胞およびミューラー

グリア依存であるが，その由来については今なお議論
のあるところである．
Oscillatory potential（OP） の由来は明らかではな
いが，アマクリン細胞，網膜神経節細胞，双極細胞の
ネガティブフィードバック経路によると考えられてい

さく不安定で消失しやすい．一方で，a-wave は安定で

る．多点電極アレイを用いた光応答の測定でもこの

再現性がよい．これらの波形は多点電極アレイが硝子

ERG で得られるような波形が観察されるが，OP は見

体側網膜と接しているときに ERG の波形の方向に対

られない（図 2）
．また，b-wave は in vivo に比べて小

応していると考えられる．

Measurement of Light Responses in Photoreceptors by using Multi-Electrode Array
Kohei HOMMA and Masayo TAKAHASHI
Laboratory for Retinal Regeneration, Center for Developmental Biology, RIKEN
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3.

の ERG の測定限界を考えると驚くべき結果である）
，

多点電極アレイを用いた網膜神経活動計測

ERG の測定は網膜全体の応答を表しているので，移

多点電極アレイによる測定は，網膜の研究からはじ

植した細胞自体が光応答をしているかについては明ら

まり，おもに網膜神経節細胞のスパイク応答を計測す

かではない．多点電極アレイによる測定では，移植し

るために用いられてきた．たとえば新生期の網膜にお

た局所部位の光応答を確認でき，その効率の評価がで

いて網膜神経節細胞の神経活動が 2 次元的に伝播して

きる．

ネットワークを形成していくことを明らかにした研

以上のように，多点電極アレイでは網膜の局所組織

究 や，最近では陰影刺激によって起こる網膜神経節

における視細胞，双極細胞，網膜神経節細胞の機能を

4)

細胞群の周期的なバースト発火 ，網膜神経節細胞の

高感度に測定することが可能であり，マウス･ラット

スパイク応答の潜時によるコントラストの処理 6) な

を用いた細胞移植，遺伝子治療などの研究において，

ど，網膜の平面並列処理機構を示す実験で利用されて

有用なツールになると考えられる．

5)

きた．しかし，多点電極アレイで他の網膜細胞応答を
測定する試みは少なかった 7)．筆者らは多点電極アレ

文
1)

イによる ERG 測定を網膜変性モデルのラット，マウ

Sandberg, M. A., Jacobson, S. G. and Berson, E. L. (1979) Am. J.
Ophthalmol. 88, 702-707.

スに適用し，特に視細胞の応答について解析を行っ
た 8)．N-methyl-N-nitrosourea（MNU）を投与した網膜
変性モデルラットで網膜周縁部位において視細胞の光

2)

Sutter, E. E. and Tran, D. (1992) Vision Res. 32, 433-446.

3)

山本修一，新井三樹，菅原岳史，近藤峰生 (2004) どうと

る？どう読む？ ERG，メジカルビュー社．
4) Meister, M., Pine, J. and Baylor, D. A. (1991) Science 252,

応答が残存していることがわかった（図 3，Central よ

939-943.

り Peripheral で a-wave が大きいことがわかる）．また網

5) Ishikane, H., Gangi, M., Honda, S. and Tachibana, M. (2005)

膜組織への直接的な計測であるため，一般的な ERG

Nat. Neurosci. 8, 1087-1095.

では検出できない光応答を測定することができた．
4.

献

6) Gollisch, T. and Meister, M. (2008) Science 319, 1108-1111.
7) Stett, A., Egert, U., Guenther, E., Hofmann, F., Meyer, T., Nisch,

網膜再生の評価に向けて

W. and Haemmerle, H. (2003) Anal. Bioanal. Chem. 377,
486-495.

現在，網膜前駆細胞を効率的に移植できることが網

8)

膜変性モデルマウスにおいて明らかになってきてい

Homma, K., Osakada, F., Hirami, Y., Jin, Z. B., Mandai, M. and
Takahashi, M. (2009) J. Neurosci. Res. (in press)

る ．しかし視機能の評価については必ずしも十分で

9)

9)

MacLaren, R. E, Pearson, R. A., MacNeil, A., Douglas, R. H., Salt,
T. E., Akimoto, M., Swaroop, A., Sowden, J. C. and Ali, R. R.

はない．この原因の 1 つには一般的な ERG の測定限
界がある．ERG の測定は角膜を通して間接的に測定

10)

するため，より直接的な多点電極アレイによる測定法

(2006) Nature 444, 203-207.
Lamba, D. A, Gust, J. and Reh, T. A. (2009) Cell Stem Cell 4,
73-79.

が有効であると考えられる．また，ヒト ES 細胞から
分化させた網膜細胞を網膜変性モデルマウスに移植し
て ERG の応答が回復したという報告があるが

10)

（先

本間耕平

図3
多点電極アレイによる光応答波形．（a）ラット網膜の光応答計測．
MNU 処理 7 日目のラット網膜で計測した．白点線は網膜全体．
（b）各電極に対応した光応答．網膜の周縁部位で a-wave が確認
された．
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2次元赤外分光法によるタンパク質の
ダイナミクス測定
石川春人

1.

大阪大学大学院理学研究科

溶液中での平衡状態のゆらぎを捉える手法がある．非

はじめに

平衡状態のダイナミクス測定にも非常に興味深い論文

「2 次元赤外（2D-IR）分光法は近年最も注目されて

が数多くあるが，それらに関しては他の総説を参照し

いる手法の 1 つである」と聞いても分野外の方はピン

ていただき 7)，本稿では平衡状態におけるダイナミク

と来ないであろう．特に日本ではまだ 2D-IR を利用

ス測定について説明する．

している研究者が少ないことを考えればなおさらであ

3.

る．しかし，2D-IR に関連する論文は年々増加してお

平衡状態におけるタンパク質のダイナミクス

り，2007 年に 2D-IR を中心とした特集が PNAS 誌上

タンパク質は平衡状態においてさまざまなゆらぎを

で組まれたことは 2D-IR が近年の注目トピックであ

もっているが，これらはエネルギー的に準安定な状

ることをよく表している 1)．ではなぜ 2D-IR が注目さ

態，コンフォメーショナルサブステイト（CS）間の

れているかというと，従来の分光法では観測不可能な

構造変化として考えることが可能である 8)．つまり，

現象を捉えられるからである．現在 2D-IR の利用法

あるタンパク質が 2 つの準安定な構造 CSA と CSB を

もっている場合，溶液中でこのタンパク質は CSA と

はダイナミクス測定と構造決定に大別されるが，今回

CSB の間を常に行き来している．2D-NMR はタンパク

はダイナミクス測定の研究例に話を絞って進めたい．
私たちは有機化合物に利用されてきた 2D-IR をタ

質の CS 間の構造ゆらぎ観測に最も強力な手段である

ンパク質へ応用することで，ファミリータンパク質間

が，原理的に非常に速い時間領域の CS 間ゆらぎ測定

におけるダイナミクスの違いを明らかにし ，さらに

は不可能である 9)．一方で 2D-IR はフェムト秒のパル

分子内ジスルフィド結合切断 や酵素への基質結合

4)

ス赤外光を利用しており，サブピコ秒以降の速い時間

が引き起こすダイナミクス変化を報告してきた．本稿

領域の測定に適した分光法である．つまり 2D-IR を

では 2D-IR の交差ピークを利用したタンパク質コン

利用すれば，これまで観測が不可能であった速い時間

フォメーション変化測定を紹介する 5)．

領域におけるタンパク質の CS 間ゆらぎを捉えること

2)

3)

2.

が理論上可能である．

2 次元赤外分光法によるダイナミクス測定

しかし，そのためには CS を反映する赤外プローブ

紙面の都合上，細かい原理は割愛するが 2D-IR は

が必要となる．タンパク質の FTIR 測定ではアミド結

フェムト秒の赤外パルス光を利用した非線形分光法で

合に由来する Amide I の振動を利用するのが一般的で

ある．3 本の赤外パルス光をサンプルに照射すること

あるが，タンパク質中に存在するすべてのアミド結合

で得られるエコーとよばれる信号を別の赤外パルス光

に由来するピークが狭い領域に重なって観測されてし

でヘテロダイン化して検出する．解析は得られた信号

ま う た め，CS の 区 別 を つ け る こ と は 困 難 で あ り

をフーリエ変換し，周波数−周波数の 2 軸をもった赤

2D-IR による CS 間ゆらぎ測定には利用しづらい．そ

外スペクトルに展開する．1998 年に最初の 2D-IR の

こで私たちはヘムタンパク質の活性中心であるヘム鉄

報告があって以来 ，測定方法や解析方法の改良が積

に結合した一酸化炭素の伸縮振動を利用することで

極的に進められているが，現在ではピーク形状の系時

CS に由来するピークを選択的に取り出し，ヘムタン

変化や交差ピークの出現などを利用して解析を行うの

パク質の CS 間ゆらぎ測定を行った．

6)

が一般的である．

4.

2D-IR によるダイナミクス測定には励起光によって

ミオグロビンの CS 間ゆらぎ測定

ヘム鉄に結合した一酸化炭素の伸縮振動が周辺アミ

誘起される構造変化を検出する非平衡状態の測定と，
Protein Dynamics Observed with Ultrafast 2D-IR Vibrational Echo
Haruto ISHIKAWA
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University
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ノ酸残基の構造変化に敏感であることは以前から知ら

の研究 10) により得られた時定数からミオグロビンの

れており，FTIR スペクトルからヘム近傍の構造変化

CS 間ゆらぎの全貌が明らかとなった（図 1a）
．また，

を観測することが可能である．哺乳類の酸素貯蔵タン

私たちは今回の CS 間ゆらぎの測定に加えてピークの

パク質ミオグロビンの一酸化炭素結合体では FTIR で

形状変化から各 CS 内ゆらぎ測定についても報告して

区別可能な A0，A1，A3 とよばれる 3 種類の CS の存在

おり 2)，2D-IR がタンパク質の速い CS ゆらぎに非常

8)
．ミオグロビンの CS に関
が知られている（図 1a）

に有効な手法であることを示してきた．

しては，これまで数多くの研究が行われてきたにもか

おわりに

5.

かわらず，A1 と A3 の間のゆらぎは非常に速く室温下

今回紹介した研究は 2D-IR によるさまざまな生体

での測定は困難であった．

2D-IR による CS 間ゆらぎ測定では，交差ピークを

分子ダイナミクス測定への重要なステップだが，へム

利用する．これは 2D-NMR における化学交換ピーク

タンパク質以外の CS ゆらぎ測定に 2D-IR を応用する

に相当するが，観測可能な時間領域は 10 倍ほど速

ためには，ヘム鉄に結合した一酸化炭素に代わる赤外

く，サブピコ秒まで観測可能である．CS 間ゆらぎ測

プローブが必要である．また海外では MD シミュレー

定のために A1 と A3 をほぼ同じ割合でもつ変異体 L29I

ションと組み合わせた研究も進んでおり，実験と理論

9

を調製し 2D-IR 測定を行った（図 1b） ．0.5 ピコ秒

の協力体制の構築も今後重要な点である．

5)

のスペクトルでは対角線上に A1 と A3 に由来するピー

クのみが観測され CS 間スイッチは起きていない．そ

謝

辞

の後時間と共に交差ピークが現れ，48 ピコ秒では対

本稿で紹介した研究はスタンフォード大学化学科の

角線上のピークに加えて交差ピークが観測された．交

Michael Fayer 教授および研究室の方々との共同成果で

差ピークが A1 と A3 間のスイッチに由来して出現する

ある．また執筆にあたり大阪大学大学院理学研究科，

ことを利用して解析を行った結果，A1-A3 間スイッチ

水谷泰久教授にご助言をいただいた．

の時定数は 47 ピコ秒であった．今回の結果 と以前
5)

文
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図1
ミオグロビンの CS 間ゆらぎ．（a）コンフォメーショナルエネル
ギーランドスケープ．（b）L29I ミオグロビンの一酸化炭素伸縮振
動 2D-IR スペクトル．
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理論計算＋生命情報学で初めて見いだされた
機能性残基―DNA補修酵素の場合―
倭

1.

剛久1，西岡宏任2，由良

敬3

1

名古屋大学大学院理学研究科

2

京都大学大学院理学研究科

3

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科

でゆらいでいる構造のアンサンブルを得た．次に，こ

はじめに

のアンサンブルの中から 10,000 スナップショットの

紫外線は DNA にダメージをあたえ，生物に深刻な

構造を抽出し，すべての構造について電子状態計算を

影響を及ぼす．そのような環境を生き抜いた生物種

行った．そして，得られた電子波動関数をもとにして

に は 損 傷 DNA の 修 復 能 が 備 わ っ て い る．CPD

ドナーからアクセプターへの電子移動反応経路を解析

（Cyclobutane-Pyrimidine-Dimer）フォトリアーゼは，紫

した．その結果，興味深いことが見つかった．従来の

外線照射により生じるチミン・ダイマー間の共有結

電子移動経路に加え，アミノ酸部分を経由する経路の

合を切断する．この酵素がもつ FADH は，紫外線を

寄与も大きいことが示唆されたのである（図 2）
．わ

吸 収 し て 電 子 を 放 出 す る． そ の 結 果 FADH か ら

れわれは，アミノ酸の中でも特に Met-353 に着目し

DNA へと電子移動反応が起こり，共有結合が化学的

た．もし，Met-353 が機能上重要であるならば分子進

に修復される．それでは，フォトリアーゼはどのよ

化の過程で保存されているはずである．そこで，ゲノ

うなメカニズムで電子移動反応を制御するのだろう

ム塩基配列から推定されるアミノ酸配列を調べて，

か？

Met-353 の生物学的な役割について一歩踏み込んだ解

−

−

われわれは分子シミュレーション，電子状態

計算，そして生命情報学の手法を組み合わせてこの

析を試みた．

問題に取組んだ 1)．
2.

電子移動経路の解析

DNA・フォトリアーゼ複合体の X 線結晶解析構造 2)
では，DNA の損傷部位が二重らせんからむき出して
FADH に接近しているようすがわかる（図 1）．先行
の理論的解析 3), 4) によると，FADH（ドナー）から
CPD（アクセプター）への電子移動反応は FADH の
イソアロキシジン環からの直接移動，および FADH
のアデニン部位を経由した経路が主要経路であり，ど
のアミノ酸残基も電子移動反応に直接影響を及ぼさな
いとみなされていた．しかし，これらの研究ではド
ナーとアクセプターを取り囲むタンパク質環境のゆら
ぎをあらわに考慮していなかった．タンパク質の機能
図1
DNA・ フ ォ ト リ ア ー ゼ 複 合 体． 藍 藻 Anacystis nidulans 由 来 の
Class I CPD photolyase の X 線結晶解析構造（PDB code: 1TEZ）で，
DNA とタンパク質の結合部位を拡大したもの．

にとってゆらぎは本質的な役割を果たしているはずで
ある．そこで，われわれはまず CPD・フォトリアー
ゼ複合体の分子動力学シミュレーションを実行して熱

Identification of Functional Residues of DNA Photolyase by Biophysical Computation and Bioinformatics
Takahisa YAMATO1, Hirotaka NISHIOKA2 and Kei YURA3
1
Graduate School of Science, Nagoya University
2
Graduate School of Science, Kyoto University
3
Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University
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図3
青色光受容体ファミリーのアミノ酸配列解析．（上）CPD フォトリ
アーゼサブファミリー（201 個）と，（下）青色光受容体サブファ
ミリー（170 個）のアミノ酸配列で，縦軸の情報エントロピーが
2.6 以上の部位を濃い色で示す．横軸の番号は A. nidulans 由来の
CPD フォトリアーゼのアミノ酸番号に準拠している．CPD フォト
リアーゼサブファミリーでは 353 番目のアミノ酸が 100% メチオ
ニンであることがわかる．文献 1，Fig. 5a を改変．

図2
電子移動経路．FADH（ドナー）から DNA（アクセプター）への
電子移動反応で電子トンネル電流が経由する量（トンネリング・
カウント）を原子ごとにプロットしたもの．アミノ酸のうち，
Met-353 はあたかもレコード針がレコード盤に接するかのように
DNA に近接している（図 1）．Met-353 よりも Asn-349 はトンネ
リング・カウントが多いが，量子的な干渉により電子因子に寄与
しないことが確認されている 1)．文献 1，Fig. 3a を転載．

3.

確にできた．では Met-353 の具体的な役割は（a）CPD

青色光受容体ファミリーのアミノ酸配列解析

の認識と結合，
（b）FADH から DNA へと電子移動反

CPD フォトリアーゼには Class I と Class II があるが，

応，のどちらだろうか？

あるいは両方なのだろう

Class II のフォトリアーゼはアミノ酸配列のバリエー

か？ この点についてはまだ議論の余地がありそうだ．

ションが著しく大きいため今回の解析対象から排除し

われわれはゆらいでいるタンパク質構造のアンサン

た．われわれは，研究の対象とした A. nidulans 由来の

ブルについて電子状態を計算することで，興味深い発

CPD フォトリアーゼをもとにしてアミノ酸配列の類

見にいたった．遺伝子配列，あるいはタンパク質の構

似性検索を行った．その結果，371 個の類似配列を

造情報など，蓄積する生物情報の積極的活用について

データベースから見いだすことができた．これら全体

声高に叫ばれはじめてから久しい．生体分子は単なる

は青色光受容体ファミリーとよばれている．そのうち

情報の塊でなく，現実に生理的条件下で物理・化学の

CPD フォトリアーゼであると実験的に同定されてい

法則にしたがって働いている．分子シミュレーション

るもの，および分子系統樹の解析によってそれらと近

や電子状態計算などの計算生物物理学的手法で生物情

縁 の タ ン パ ク 質 を 201 個 見 い だ し， こ れ ら を CPD

報を豊かに地道に解釈していくことで，タンパク質が

フォトリアーゼ・サブファミリーと推定した．そし

働くメカニズムをより深く理解したり，あるいは生物

て，それ以外の 170 個の配列を青色光受容体・サブ

情報の中に潜んでいる有用な知見を効率的に発掘して

ファミリーと推定した．次に CPD フォトリアーゼ・

いくことができるのではないだろうか？

サブファミリーのアミノ酸配列アラインメントから，

文

A. nidulans 由来 CPD フォトリアーゼの Met-353 相当部

1)

分のアミノ酸保存性を調べた．その結果，驚くべきこ

2)
3)

とに，該当部位において Met が 100% 保存されていた
のである（図 3）
．さらに，170 個の青色光受容体・サ

4)

ブファミリーについて調べてみると，該当部位がすべ

献
Miyazawa, Y., Nishioka, H., Yura, K. and Yamato, T. (2008) Biophys.
J. 94, 2194-2203.
Mees, A., Klar, T. et al. (2004) Science 306, 1789-1793.
Medvedev, D. and Stuchebrukhov, A. A. (2001) J. Theor. Biol. 210,
237-248.
Prytkova, T. R., Beratan, D. N. and Skourtis, S. S. (2007) Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 104, 802-807.

て Met 以 外 の ア ミ ノ 酸 に な っ て い た． す な わ ち，
Met-353 位のアミノ酸で CPD フォトリアーゼ・サブ
ファミリーとそれ以外のサブファミリーが識別される
ことがわかったのである．
4.

おわりに
倭

今回の研究結果により，CPD フォトリアーゼにおい
て，Met-353 がまぎれもなく重要な役割をすることが明
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電荷周期性のあるタンパク質の進化
美宅成樹1，柯

閏聡1，﨑山則征2

1

名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻

2

名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー

「進化」という言葉を使うときは，気をつけなけれ

図 1 である．

ばならない．対応するアミノ酸配列のアライメントを

大腸菌ゲノムからの全アミノ酸配列の電荷自己相関

行い配列の類似度を求めると，それによって生物種同

関数では，ごく短い距離は別として電荷分布に相関は

士がどのくらい昔に分岐したかがわかるというホモロ

見られていない．したがって，ゲノム全体の傾向とし

ジー解析が確立していて，そのイメージが非常に強い

て電荷はランダムに分布していると考えられる．これ

からである．しかし，ここで紹介する話題では，ホモ

に対して，ヒトゲノムでは，2 種類の正の相関がみら

ロジー解析は使わず，進化的距離という概念も出てこ

れる．28 残基の周期性を示す正の相関と，特徴的相関

ない．物理化学的なパラメータを用いた高精度分類の

距離が 50 残基くらいのなだらかな正の相関である（28

ためのソフトウエアを作り，ゲノム情報からのすべて

残基の周期的相関を除いてみるとわかる）
．電荷の正

のアミノ酸配列をもれなく高精度に分類してみたとこ

の相関がある場合は，分子内の電荷分布による相互作

ろ，進化上の大イベント（ここでは脊椎動物の誕生）

用が斥力支配的だということを意味している．そし

のときに，どんな遺伝子集団（タンパク質集団）が生

て，数十残基という非常に長い相関距離の自己相関

まれたかが見えてきたという話である．

は，
（少なくとも統計的には）電荷のクラスターが存在

解析の手法は簡単である．アミノ酸は，いろいろな

していることを示唆している一方で，28 残基の正の自

種類の物性をもっている．つまり，アミノ酸配列には

己相関は，その距離での斥力の存在を意味している．

いろいろな物性の分布が貼りついている．私たちはそ

なぜ電荷の自己相関関数を計算したかという理由を

れらの物性分布がタンパク質の構造や機能の原因だと

述べておくと，バクテリアのタンパク質は結晶化しや

考え，タンパク質のいろいろな物性分布を解析するこ

すいがヒトのタンパク質はとても結晶化しにくいらし

とで高精度分類を実現してきた．以前に，私たちは疎

いということを知り，ヒトゲノムからのアミノ酸配列

水性と両親媒性に注目して，膜タンパク質予測システ

に斥力支配的な電荷分布があれば理解できると考えた

ムを制作し，すべての生物ゲノムがほぼ一定の割合の

からである．そういう意味では思惑通りだったが，28

膜タンパク質を含んでいることを示した．これに対し

残基の鋭い相関はまったく予測していなかった．私た

て，ここではアミノ酸配列の電荷分布にこだわって解
析してみた結果を紹介する 1), 2)．
まず図 1 を見ていただきたい．このグラフを得る
プロセスは次のようなものである．まず，ヒトゲノム
と大腸菌ゲノムから得られるすべてのアミノ酸配列を
電荷の数値列に変換した．つまり，アルギニン（R）
，
リジン（K）
，ヒスチジン（H）は 1（正電荷），アス
パラギン酸（D）
，グルタミン酸（E）は 1（負電荷）
，
残りのアミノ酸はすべて 0（電荷ゼロ）とした．生物
ゲノムの全アミノ酸配列から得られる電荷の数値列に
対して，自己相関関数を計算した．配列上の電荷（正

図1
ヒトゲノムと大腸菌ゲノムからの全アミノ酸配列の電荷分布に対
する自己相関関数．

あるいは負）に対して，どのような距離の所に正負の
電荷が存在しやすいかを自己相関関数で評価したのが

How Proteins with Charge Periodicity Evolved?
Shigeki MITAKU1, KE Rongcon1 and Noriyuki SAKIYAMA2
1
Department of Computational Science, School of Engineering, Nagoya University
2
Venture Business Laboratory, Nagoya University
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ちの思惑はともかく，進化のプロセスのどこかで自己
相関の形が変化していることは間違いない．そこで
28 残基の電荷周期性をもったタンパク質だけをヒト
ゲノムからの全アミノ酸配列から抽出してみたとこ
ろ，全アミノ酸配列の約 3% が 28 残基の電荷周期性
をもっており，残りの 97% はその性質をもたない（な
だらかな正の相関はある）ということがわかった．ヒ
トゲノムにおける 3% というのは，約 1000 個のアミ
ノ酸配列に相当しており，これが無視できない数のタ
ンパク質集団となっていることがわかる．

図2
ゲノムにコードされているタンパク質（ORF）の数と 28 残基電荷
周期性をもつタンパク質（PCP28）の数の関係．

実は大腸菌ゲノムでも同じ解析を行ってみると，わ
ずかだがこのタイプのタンパク質を抽出することがで
きる．そこでヒトゲノムや大腸菌だけではなく，300
種類位の生物ゲノムに対して同じ方法で解析してみ

種の比較を行うことができる．

た．28 残基の周期性を示すタンパク質の数を全遺伝

第 2 に，図 2 における 2 本の直線は面白い疑問を

子の数に対してプロットしたのが，図 2 である．多

提供するということを強調したい．「なぜすべての生

くの生物ゲノムについて驚くほどきれいな関係が得ら

物種がきれいな直線に乗るのだろうか？」ゲノム情報

れている．

の中に何らかの保存則が存在しているということを

原点を通る直線上には，原核生物，下等な真核生物

示している．そういえば膜タンパク質の割合もすべ

（真菌類や原生動物）
，植物，無脊椎動物などほとんど

ての生物種で一定だった．28 残基の電荷周期性をも

の生物種が属している．これに対して，脊椎動物だけ

つタンパク質の場合，脊椎動物が生まれるときにそ

がもう 1 つの原点を通らない直線を構成している．つ

れまでの保存則が破れ新しい保存則に移行したとも

まりこのプロットは，28 残基の周期性を示すタンパク

いえるだろう．私たちは，今後の研究の展開を楽し

質には新旧の 2 つのタイプがあり，脊椎動物が誕生し

みにしている．

たときに新しいタイプのタンパク質が生まれたことを
文

示唆している．脊椎動物の誕生のときに増えた遺伝子
がどういうものかを知るために，まず全生物がもつ古
いタイプの，28 残基電荷周期性をもつタンパク質を調
べてみると，雑多なものが含まれていた．これに対し

献
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て，脊椎動物だけで増えた新しいタイプのタンパク質
はほとんど機能が未知の配列であるが，配列の特徴か
らジンクフィンガー型のタンパク質（DNA 結合タン
パク質）と推定された．脊椎動物では，複雑な組織を
もっているし，脳が発達している．そのための遺伝子
制御をおこなう新しいタイプのジンクフィンガー型の
核タンパク質が，発達したと考えられるのである．

美宅成樹

紙面が限られているので，最後に 2 つのことを強調
しておきたい．第 1 に，ホモロジー解析からは進化的
距離がわかるなど，非常に重要な解析といえるが，配
列の類似性がほとんどないものについては解析が不可
能だという本質的な弱点をもっている．ホモロジー解
析ではゲノムの全体像を知ることができないのであ
る．これに対して，私たちの解析ではすべてのタンパ
ク質を分類することができ，ゲノムの全体像から生物
トピックス
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植物によるジベレリンの感知とシグナル伝達
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た後にプロテアソ−ムにより分解される．これによ

植物ホルモン研究

り，ジベレリン応答遺伝子の発現が開始する 8)．136

現在，7 種類の低分子量植物ホルモンが認知されて

種類のジベレリンの中で少数の誘導体のみが生理活性

いるが，それらの研究は長い歴史をもつ．たとえば，

をもつが，受容体がどのようにして生理活性型ジベレ

オーキシン，ジベレリン，あるいはエチレンへと繋が

リンを識別して，DELLA タンパク質に特異的に結合

る研究は 100 年以上（前々世紀後半）までも遡ること

できるようになるのかは不明であった．

ができる．しかし，それらのシグナル伝達の分子的基

DELLA タンパク質はジベレリンのシグナル経路に

盤が解明され始めたのはこの 10 年のことである．構

とってきわめて重要なタンパク質である．第二次世

造生物学的研究の大きな成果が得られたのはごく最近

界大戦直後の世界的な食糧不足を克服するために高

であり，2007 年にオーキシン受容体 TIR1 1)，2008 年

収穫の品種が改良されて危機を救った．これを「green

には筆者などのジベレリン受容体 GID1A について，

revolution」 と よ ぶ が， こ れ ら 有 用 品 種 の 多 く が，

ホルモン・受容体・標的タンパク質の 3 者複合体の構

DELLA 変異であったことが今日判明している．また，

造が報告された．これらの成果は，植物生物学のみな

シャンペンをつくる 3 つのブドウ品種の中で，ピノ・

らず，タンパク質分解系の生化学，化学生物学，天然

ムニエがピノ・ノアールの DELLA 変異であることも

物化学などの化学の分野にも大きなインパクトを与え

興味深い．

2)

ている ．
3)

2.

3.

ジベレリンのシグナル伝達経路の研究

ジベレリン受容体 GID1A-DELLA 複合体構造

われわれは，シロイヌナズナのジベレリン受容体

ジベレリン（gibberellin, GA）は，発芽・生長・開

GID1A と代表的な生理活性型ジベレリンである GA3

と GA4， な ら び に DELLA タ ン パ ク 質 GAI の DELLA

花・結実の促進などのきわめて重要な生理作用をもつ

ドメインとの三者複合体の結晶構造を 1.8 Å の高分解

植物ホルモンであり，農業・園芸への応用範囲も広
い．ジベレリンは，イネの馬鹿苗病を起こすカビの毒

． そ の 結 果，GID1A は，能 で 決 定 し た 2)（図 1）

素として日本で発見されて 1938 年に結晶化されてい

フォールドをもつコアドメインと，特徴的な配列をも

る ．その後，植物体そのものも生合成していること

つ N- 末端領域からなることがわかった．このコア構

が発見されて植物ホルモンとしての地位を確立した．

造は，アミノ酸配列の相同性があるカルボキシエステ

現在，136 種類の誘導体が自然界に存在することが知

ラーゼ類と似ており，その深いポケットにジベレリン

られており，それらの生合成経路も詳しく研究されて

が結合している．ポケットの入り口は，N- 末端領域

いる．最近になって，受容体直下の DELLA タンパク

が伸びてきて，3 本の - らせんからなるヘリックス

質である GAI と RGA が，次いで受容体 GID1 が

バンドルを形成して蓋をする．興味深いことに，ジベ

発見されるなどしてシグナル伝達経路の描像が可能と

レリン分子は完全にポケット内に閉じこめられる

なった．ジベレリンが結合した GID1 は，ジベレリン

（図 1a）
．この蓋の外側の分子表面は，疎水性の残基

応答遺伝子群などの負の制御因子である DELLA タン

が露出しており，そこに，GAI の DELLA ドメインが

パク質に特異的に結合して，その F-box タンパク質

結合する．この N- 末端領域は，プロテアーゼ感受性

SLY1 による認識を促進する．SLY1 に結合した DELLA

実験などから，ジベレリン非存在下では構造が柔軟で

タンパク質は，E3 リガーゼによりユビキチン化され

あるが，ジベレリン存在下では構造転移して蓋になる

4)

5)

6)

7)

Gibberellin Perception and Signalling
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ンパク質自身であり，オーキシン分子は標的タンパク
質と受容体とをつなぐ「接着剤」として働くことが解
明されている 1)．これらの植物で見いだされた機構
は，既知の F-box タンパク質に認識される分解シグナ
ル（degron）の活性化の 3 つの機構 10)，リン酸化など
の転写後修飾，サブユニット解離による露出，そして
部分分解による活性型 N- 末端の露出，のいずれにも
属さない新規なものである．
文
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図1
GID1 のジベレリンと DELLA の認識．（a）三者複合体の構造．（b）
GA3 の化学構造．（c）GA3 の炭化水素骨格の認識．（d）GID1 のス
ウィッチモデル．
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トフォームを形成することで，「スウィッチ領域」と
して機能する（図 1d）．実は，DELLA ドメインの構
造も遊離状態では柔軟であるが，GID1 の結合により
構造転移することも CD 測定やプロテアーゼによる限
定分解実験で明らかにした．
ジベレリン分子の精密な認識は，7 位のカルボキシ
ル基がエステラーゼの疑似活性部位のオキシアニオ
ン・ホールに結合するとともに，3 位の水酸基やラク

箱嶋敏雄

トン管の水素結合に加えて，驚いたことに，N- 末端
スウィッチ領域の疎水性残基によるジベレリン縮合環
の特徴的な外形も識別される（図 1c）．最近発表され
た TLR の MD-2 による PLS の炭化水素鎖の認識 9) と
同様に，水素結合や塩橋を用いないタンパク質による
リガンドの認識の例として興味深い．
GID1 による DELLA タンパク質の認識では，DELLA，LExLE，VHYNP という 3 つの配列モチーフが読
み取られることがわかった．実際，これらのモチーフ
への自然突然変異は DELLA タンパク質の機能を阻害
する．
われわれが構造を明らかにしたジベレリン受容体
は，標的タンパク質に結合することで，その F-box に
よる認識を介助して，ユビキチン化を促進する．この
GID1 の介添え機能から，「ユビキチン化シャペロン」
という概念を提唱した．オーキシン受容体は F-box タ
トピックス
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タンパク質のカロリメトリー
深田はるみ

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科

2. 示差走査熱量計（DSC）

1. はじめに

カロリメトリー（熱測定）は温度差を測ることが基

DSC は，温度を走査したときの熱の出入り，すな

本原理であり，測定対象に応じた多くの種類の熱量計

わち熱容量を測定する装置であり，熱転移が観測され

がある．タンパク質などの生体物質系を対象とした熱

る．タンパク質の測定には水溶液用に開発された固定

量計は，水の大きな熱容量に隠れたわずかな熱をでき

セルの DSC を用いるが，その装置の原型は約 40 年前

るだけ低い濃度条件で精度よく測ることを追及して設

に旧ソ連で P. L. Privalov により完成された 3)．当時は

計され，微少なサンプル量で測定できるように装置が

驚異的な低濃度である 1 mg/ml で測定可能，しかも連

開発されてきた．現在，タンパク質研究において最も

続的に昇温して熱容量が得られることで衝撃を与えた

よく使われている熱量計は示差走査熱量計（DSC, Dif-

ということである．それまでの DSC は速度論的な測

ferential Scanning Calorimeter）と滴定型熱量計（ITC, Iso-

定法と位置付けられていたからであった（現在も一般

thermal Titration Calorimeter）である．それぞれ，おも

の DSC はそうである）
．その後，当初の金製太鼓型セ

に，熱変性と分子間相互作用の測定に用いられる 1), 2)．

ル の DASM-1 か ら 白 金 製 キ ャ ピ ラ リ ー 型 セ ル の

いずれも，
「熱力学量が直接得られる」つまり最も定

DASM-4 に改良されて実効セル容量が半分の 0.5 ml に

量的な優れたデータが簡便に得られるため，構造安定

なった 4)．これらの型のセルが引き継がれて 1990 年

性や分子間相互作用の研究には重要な測定法である．

代半ば以降に製造された装置が，現在最もよく使われ

定量的な物性値を得るにはやはり相当量のサンプル

て い る MicroCal 社 の VP-DSC 5) お よ び CSC 社 の

を用意しなければならない．これが測定を躊躇させる

nanoDSC 6) と nanoDSC II である．VP-DSC はセル容量

大きな要因であった．たとえ半分であっても量が少な

が 約 0.5 ml の 太 鼓 型 セ ル，nanoDSC II は 約 0.3 ml の

くてすむことは測定に取り掛かるための障壁をかなり

キャピラリー型セルという違いがあるが，いずれもセ

低下させる．DSC ではセル容量の半減やベースライ

ンサーや制御回路・コンピュータの発達により DASM

ンの安定性とノイズレベルの低下を図るよう装置の改

よりも感度・精度は向上している．DASM-4 のセルの

良が重ねられ，現在ではタンパク質量が 0.1 mg 以下

写真を図 1a に示す．銅の円筒に白金キャピラリーが

でも測定できるようになった．ITC では，一昨年，セ

巻きつけられ，セルを構成する．サンプルセルと比較

ル容量が約 1/7 に減少した装置が開発された．必要な

セルの間に貼り付けられた約 200 対の金属熱電対で温

サンプルは 2 nmol 程度になり，測定時間も大幅に短

度差を検出し，その温度差をゼロにするよう熱補償回

縮され，さらに，オートサンプラーにより大量にサン

路が働いて，銅の筒の内側に取り付けられたヒーター

プル数を処理することが可能になった．ここでは，こ

で熱補償が行われる．その補償熱流が記録され，すな

のような今世紀になって開発された少量のサンプルで

わち熱容量差が直接観測される仕組みである．現在の

測定できる熱量計について装置の進歩の足跡も含めて

DSC では図 1b の例のように半導体熱電対（サーモモ

紹 介 し た い． な お，VP-DSC や VP-ITC を 開 発 し た

ジュール）が使用されている．

MicroCal 社 は 昨 年 GE Healthcare 社 に，nanoDSC や

タンパク質は変性後に沈澱を生じることが多いた

nanoITC を開発した CSC 社と TAM の Thermometric 社

め，セルはキャピラリー型が望ましい．MicroCal 社が

は 2, 3 年前に TA Instruments 社に統合されたが，以前

2002 年に新たにキャピラリー型セルの DSC（VP-capil-

の名称で記すことにする．

7)
の製造を始めたが，その理由の 1 つはそこ
laryDSC）

Calorimetry of Proteins
Harumi FUKADA
Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University
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図1
キャピラリー型 DSC のセル部．
（a）DASM-4，
（b）NANODSC*（*カタ
ログより）
．
（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

図2
DSC 曲線の二状態転移に基づく解析例．二状態転移（細い実線）
を示す 4 つのドメイン構造から成ることが示唆される．丸印は観
測値．

にあると思われる．このセルはタンタル合金製で，銀
の円筒に巻きつけ ら れ て い る． 実 効 セ ル 容 量は約
0.15 ml であり，測定には 0.3-0.4 ml の溶液量を準備す
ればよい．オートサンプラー付きで，96 穴のプレー
トにサンプルをセットする手間だけでいくつもの測定
を自動的にしてくれる．セルへの溶液注入時に気泡が
入らないよう気遣う必要もなく誰でも容易に測定デー
タが得られるようになった．ただし，粘稠な溶液の場
合 は 適 用 が 難 し い． 一 方，nanoDSC II は， 一 昨 年，
外見が新しいモデルに変身し（新モデル名は NANO
DSC，TA Instruments 社），同時にベースラインの安定
性が飛躍的によくなったことで，セル容量は変わらな
いがサンプル量は実質的に少なくてすむようになっ
た．どちらの装置でも 0.1-0.01 mg 程度あれば解析で
きる．変性温度のみわかればよいのであればさらに少
量でよい．3 g 程度でもピークは観測可能である．
DSC 測定結果の 1 例を図 2 に示す．分子量約 15 万

図3
VP-ITC の概略図（カタログより）．

のタンパク質の熱転移であり，装置のベースラインを
差し引いた後の DSC 曲線を丸印で示した．この曲線
を van’t Hoff 式に従って二状態転移解析した結果が実

占有率が圧倒的であるが，他に TAM や NANOITC（TA

線である．低温側のピークは 1 つの二状態転移である

Instruments 社）がある．これらは必要とするサンプル

のに対し高温側のピークは 3 つの転移ピークに分けら

量に大きな違いはなく，1-2 ml である．材質はハステ

れ，独立した複数の構造転移からなることがわかる．

ロイ C が一般的であるが，TAM ではガラス製など

すなわち，このタンパク質は少なくとも 4 つのドメイ

種々の材質のセルが用意され，他の熱量計ではタンパ

ン構造からなることが推測される．このような解析

ク質が沈澱して測定できないような系でも対応可能な

法 は可逆平衡系に適用されるものであるが，実際に

利点がある．昨年，NANOITC-G2 が新たに発売され

は不可逆変性であっても解析できる場合が往々にして

た．これは，従来の CSC 社 ITC に比べてベースライ

ある．

ンの安定性が向上しており，VP-ITC と同程度に精度

8)

よく測定できるようになった．

3. 滴定型熱量計（ITC）

一昨年，MicroCal 社がセル容量 200 l という小型の
iTC200 を 開 発 し， 約 20 年 前 の 最 初 の 市 販 品 で あ る

ITC は，図 3 に示すように，セルに入れたタンパク
質溶液にシリンジでリガンド溶液を加えて滴定する装

OMEGA 9) から VP-ITC にいたるまで変わらなかった

置であり，結合定数や結合比，熱力学量を同時に得る

1.4 ml という実効セル容量が一挙に 1/7 に減少した．

ことができる．VP-ITC などの MicroCal 社製品の市場

測定に必要なサンプル量が減少しただけではなく，測
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定時間も短縮された．セルの小型化により熱容量が非
常に小さくなったことでレスポンスタイムが大幅に改
善されたからである．同時に，温度制御の精度も向上
した．従来の機種では，セルに溶液を充填してから滴
定開始までの温度平衡化に 1 時間あるいはそれ以上か
かっていたが，それが 1/3 から 1/4 の時間ですむよう
になった．さらに，滴定に要する時間も半分以下にな
り，つまり，1 日がかりで 1 サンプルのデータを得て
いたところ 4 サンプル以上の測定が可能になった．
実際の測定には，従来の ITC では 10 M 以上の濃
度のものが 2 ml 必要であった．分子量が 1 万であれ

図4
タンパク質（67 M）に対して 3 mM のリガンドを 10 l づつ滴
定したときの ITC 測定例．挿入図はその解析結果．丸印は各滴定
において加えたリガンド 1 mol 当たりの熱量，実線は各パラメー
タを用いて描いた滴定曲線．

ば 0.2 mg 程度であるが，10 万になるとその 10 倍必要
になる．iTC200 では，セルを溶液で満たすためには

300 l あればよく，1 桁近く少ない量ですむように
な っ た． 滴 定 液 を 入 れ る シ リ ン ジ も 小 さ く な り，
40 l 容である．このシリンジに溶液を入れるために

4. カロリメトリーにおける注意点

は 60 l が必要であり，希釈熱測定（ブランク測定）
カロリメトリーでは，他の実験手段ではまったく考

と合わせて 100 l 用意すればよい．
この装置は，シリンジへの溶液吸い上げが自動化さ

慮する必要のないことにも注意しなければならない場

れ，また，セルの洗浄液を入れるボトルも備えられ，

合がある．希釈熱や攪拌熱もそうであるが，とくに，

シリンジの乾燥も行えるという完全装備である．これ

緩衝液種のプロトン解離熱があげられる 1), 10)．反応に

は，オートサンプラーを念頭に置いた仕様のためであ

伴ってプロトンが出入りする系ではそれに共役した緩

る（auto-iTC200 が昨年発売された）．さらに，ソフト

衝液側のプロトン授受があり，その熱量も加算されて

ウェアも改良され，滴定のシミュレーションができる

観測されるからである．逆に，それを利用して緩衝液

ようになった．これは CSC 社 ITC のソフトウェアに

種を変えて反応熱を測定すれば反応に関与するプロト

は標準的に含まれているが，MicroCal 社でもやっと採

ン数を決定でき，反応前後における解離基の pK 変化

用された．

の見積もりも可能になる．

ITC 測定中，特に攪拌を開始すると徐々に沈澱を生

SH 基の保護剤として DTT（dithiothreitol）がよく使

じてしまうタンパク質がある．攪拌して温度平衡にし

用されるが，その酸化熱は比較的大きいので気をつけ

ている間にベースラインが乱れてきたときには沈澱が

たい．測定中の空気酸化は避けられず，ベースライン

疑われる．不安定なタンパク質の場合はできるだけ短

を大きく乱すことになるからである．最近，DTT に

時間に測定を終えたいが，その点でも iTC200 は有用で

代えて使われるようになった TCEP（tri(2-carboxyethyl)

ITC 測定には，通常，解離定数 Kd が M 前後の値

ロリメトリーにはこれをお勧めする．どうしても

あろう．

phosphine）は DTT に比べて酸化熱が小さいため，カ

である系に適用されることが多いが，図 4 に 0.1 mM

DTT を入れる場合は 0.1 mM 程度に抑えることが望

程度の比較的弱い結合系の例を示す．挿入図の滴定曲

ましい．

線（丸印）から，タンパク質に対するリガンドの結合

5. おわりに

モル比（N）や平衡定数（K），結合エンタルピー変化
今世紀に入って新型装置が出現し，サンプル量や測

（H）が簡単に決定できる．0.1 mM 以上の濃度のタ
ンパク質を用意できれば mM 以上の Kd も決定でき，

定時間が大幅に減少短縮されるようになった．定量的

逆に強い結合の場合，エンタルピー変化さえ大きけれ

な議論には熱力学量が必要であり，それを直接測定で

ば nM 程度の Kd でも可能である．反応熱がゼロの結

きるカロリメトリーは不可欠な方法論であることか

合もあり得るが，pH を変えたり，温度を変えるなど，

ら，今後，測定の対象にされるタンパク質種は飛躍的

異なった測定条件にすれば必ず滴定が観測されるので

に増加するものと思われる．

あきらめずにいろいろ試行してみるとよい．

カロリメトリーは十数年前まではごく少数の専門家
のみが扱う特殊な分析法であったが，いまや日常的な
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用
語
解
説

F-box タンパク質
F-box protein
3 本の - らせんからなるコンパクトなドメインを
形成する 50 残基程度の配列をもつタンパク質．
こ の F-box ド メ イ ン は タ ン パ ク 質 間 相 互 作 用 モ
ジュールであり，サブユニット Cullin と相互作用
してユビキチン化酵素である SCF 複合体を形成す
る．（200 ページ）
（箱嶋ら）
DELLA ドメイン
DELLA domain
ジベレリン応答遺伝子の転写を抑制しているタン
パク質の制御領域に存在する Asp-Glu-Leu-Leu-Ala
（DELLA）配列を特徴とするドメイン．ジベレリン
受容体 GID1 に特異的に認識される．
（200 ページ）
（箱嶋ら）
オキシアニオン・ホール
Oxyanion hole
加水分解酵素の活性部位近辺には，反応の中間体
として生成するオキシアニオンの負電荷の局在を

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

中和するために，このイオンがはまる穴をもつ．
複数の主鎖アミドが穴の内側を向いており，イオ
ンと水素結合を形成する．（201 ページ）（箱嶋ら）
立体選択
Stereoselective
タンパク質中では，同一の炭素に結合した 2 つの
メチレン水素の対，あるいは Leu や Val の 2 つの
メチル基の対は，互いに異なる化学シフトを示す．
これらの NMR シグナルを正しい立体位置に帰属
することを立体選択的帰属とよぶ．
（206 ページ）
（武田ら）
H-13C HSQC
H-13C hetero-nuclear single quantum spectroscopy
1
H 核とスピン相互作用（J- 結合）をしている 13C
核を検出するための 2 次元 NMR 測定法．高い感
度をもつ 1H 核 NMR により，間接的にではあるが
13
C 核 NMR 情報を一挙に検出できる有力な手法で
ある．（207 ページ）
（武田ら）
1
1
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SAIL法により広がるタンパク質のNMR研究
武田光広1，甲斐荘正恒1,2
名古屋大学理学研究科
首都大学東京構造戦略研究センター
1

2

と多次元多核種 NMR 技術を併用すれば，25 K 程度ま

1. はじめに

でのタンパク質構造決定が可能である．さらに高分子
量のタンパク質の構造解析をするには，13C/15N 標識

核磁気共鳴（Nuclear magnetic resonance: NMR）法は，
原子レベルでの溶液中のタンパク質の研究を可能とす

に加えて，2H の利用が鍵となってくる．2H 核は，1H

る．これまで，NMR 法によるタンパク質の立体構造

核とは大幅に観測周波数が異なり，重複した構造情報

決定法は分子量増大に伴うシグナルの広幅化，縮重の

を与える 1H を 2H 置換することにより，1H スペクト

問題によりその適用分子量について制約を受けてき

ルの重なりの大幅な軽減と同時に，線幅の尖鋭化，ひ

た．この分子量限界の壁を打ち破るために開発され

いては測定感度の著しい増加という恩恵が得られる．

た，立体整列同位体標識（Stereo-array isotope labeling:

これまでに，ランダム重水素化法やメチル選択標識法

SAIL）法は，NMR 解析に最適な安定同位体標識パ

などの重水素化法が用いられ，高分子量タンパク質の

ターンを設計し，同パターンをもつタンパク質を作り

構造解析にある程度の成功を収めた．しかしながら，

出す技術である．本稿では，SAIL 法の原理とその応

既存の重水素化技術は，重水素化の位置や濃度の選択

用例について紹介する．

性に欠け取得可能な構造情報の精度がそれほど高く
ないため，得られる構造はモデルの域にとどまって

2. SAIL 法の原理

いる．われわれは，安定同位体標識技術をその限界ま
今日の，タンパク質の NMR 法による研究は安定同

で高め，必要な NMR 構造情報を得るために立体選択

位体標識技術に立脚している 1)．タンパク質は低分子

性を含めて標識位置を完全に制御したタンパク質試料

化合物やペプチドと異なり膨大な数の水素原子を含む

を調製できるならば，長い間の懸案事項であった分子

ため，天然のタンパク質を利用した場合 H シグナル

量限界を，構造精度の犠牲を伴わず大幅に拡張できる

の縮重を免れない．また，1H 核間の磁気双極子相互

と考えた．これが，立体整列同位体標識（Stereo-array

作用・スピン結合による線幅の広幅化も観測の大きな

isotope labeling; SAIL） 法 の 基 本 的 な 発 想 で あ る 2), 3)．

障害となる．この傾向はタンパク質の分子量が増加す

筆者らは，タンパク質の解析に適した安定同位体標識

るに伴いより顕著となるため，安定同位体標識がなけ

パターンを以下のように設定した（図 1）
．

1

れば，現在の NMR 技術を駆使しても 10 K 以上のタン

1）アミノ酸の各メチレン基に存在する 2 個の 1H の

パク質の精密構造決定はほぼ不可能である．生体系

うち，一方を立体選択的に 2H 標識し，他方を 1H
のまま残す．

NMR 法におけるタンパク質の安定同位体標識法にお
いては，2H，13C，および 15N がおもに利用される．こ

2）メチル基に存在する 3 個の 1H のうち，2 個を 2H
として 1 個を 1H のまま残す．

れらの安定同位体はタンパク質の立体構造や生物機能
への影響は最小限に保持しつつ，NMR スペクトル上

3）Leu，Val のようにプロキラルなメチル基を有する

の特性を劇的に変化させる．たとえば， C， N を

場合，立体選択的に一方のメチル基を -13C1H2H2

12

14

とし，もう一方は，-12C 2H3 とする．

C，15N に置換すると，炭素，窒素とも溶液 NMR 法

13

による観測対象となり，多核種多次元 NMR 測定法と

4）Phe，Tyr，Trp の芳香環においては，観測対象と

併用して，NMR シグナルの分離観測および帰属が著

する炭素と水素のみ 1H-13C とし，他の炭素，水

しく容易となる．現在，均一 13C/15N 標識（UL）試料

素を 12C，2H とする．

Protein NMR Study Expanded by the SAIL Method
Mitsuhiro TAKEDA1 and Masatsune KAINOSHO1,2
1
Graduate School of Science, Nagoya University
2
Graduate School of Science, Tokyo Metropolitan University
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3. SAIL 法の応用研究：SARS コロナウイルス RNA 結
合ドメインの溶液構造決定

本稿では，SAIL 法適用の実例として，SARS コロナ
ウイルス C 末側 RNA 結合ドメインの SAIL-NMR 法に
よる研究を紹介する．SARS コロナウイルス（SARSCoV）のウイルス RNA 保持を担うキャプシドタンパ
ク 質 は， そ の N 末 側 領 域 と C 末 側 領 域（C-terminal
domain; CTD）の 2 ヵ所に RNA 結合を担う構造ドメ
インを形成している．このうち CTD は，スワップド
ダイマーを形成することも先行する NMR 研究から明
らかにされていた．しかし，同研究では，NMR シグ
ナルの縮重，および広幅化の問題に阻まれ立体構造決
図1
SAIL アミノ酸の設計（1 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/-char/ja/
ではカラーで掲載）

定にはいたっていなかった 8)．われわれは SAIL-NMR
法により，SARS-CoV CTD の立体構造解析を実施し
た．UL 体と SAIL 体の SARS-CoV CTD をそれぞれ調
製し，それらの NMR スペクトルを両者の間で比較し

以上の原則に従い合成したアミノ酸のみから構成さ

た．まず，脂肪族領域においては，ねらい通り，SAIL

れるタンパク質は，UL 体と比較してタンパク質全体

法の適用により観測の障害となる磁気双極子，スピン

の水素密度は大幅に減少するが，ランダム重水素化法

結合が最小限に抑えられ感度よく，かつ明瞭に目的の

やメチル選択標識法と異なり，構造決定上重要な位置

シグナルが観測された．観測されたすべての脂肪族シ

の 1H 核は 100% 残存しており，しかもそれらの立体

グナルは立体帰属も既知のため，精度の高い NOE 距

帰 属 は 試 料 調 製 段 階 で 組 み 込 ま れ て い る た め に，

離制限を効率よく多数取得することができた．この脂

NMR 構造決定にとって最適な同位体標識試料となる

肪族シグナルの SAIL 法による改善は前出の記事に詳

ことが予想された．このように NMR 解析に最適化し

細が記述されているのでそちらを参照いただきた

たタンパク質は従来のランダム重水素化試料とは異な

い 3)．次に，芳香族スペクトルの改善に焦点をあてた

り単一の同位体標識パターンをもっているため，この

い．UL 体では，1H-13C HSQC スペクトルを測定する

ような新しい概念の標識技術を立体整列同位体標識

と，13C 軸方向におけるシグナルの分裂が観測される．

（Stereo-array isotope labeling；SAIL）法と名付けた．われ

これは，芳香環内の隣接した 13C-13C 間スピン結合に

われは，立体選択的有機合成技術や酵素反応を駆使し

由来する（図 2a）
．この分裂は，パルス編集技術を用

て目的の安定同位体標識パターンをもつすべてのタン

いて消去することも可能だがこの場合大幅なシグナル

パク質構成アミノ酸（SAIL アミノ酸）の合成法を確

強度の減少を伴う．これに対し，SAIL 芳香環では，

立した 4), 5)．このようなアミノ酸を効率よく，しかも

13

C-13C 間 1J が存在しないため，容易に良質のスペク

トルが得られる．さらに，水素原子も観測対象以外は

安定同位体標識パターンを損なわず発現タンパク質

H に置換されており，観測シグナルの広幅化，シグ

（SAIL タンパク質）にとりこませるため，既存の大腸

2

菌無細胞合成システムを改良した 6), 7)．この技術を，

ナル縮重，スピン拡散が抑制される点も指摘しておき

カルモジュリン（18K）およびマルトース結合タンパ

5)
． 結 果，UL 体 の SARS-CoV CTD と 比
た い（図 2b）

ク質（41K）の立体構造決定に適用し，予想通りそれ

較して SAIL 体の同タンパク質では，分離尖鋭化され

らの立体構造を迅速かつ精密に決定することができ

た芳香族シグナルを観測できた（図 2c-f）
．この芳香

た 2), 3)．これらの成果は，SAIL 法が NMR 法によるタ

族スペクトルの質的改善が本タンパク質の構造決定達

ンパク質の立体構造決定の精密化，迅速化とともに，

成の決めてとなった 9)．決定された SARS-CoV CTD の

分子量限界を拡張する有力な手法であることを明確に

NMR 構造はよい収束を示した（図 3a）
．本ドメイン

示した．そして，SAIL 法を生物学的に重要なタンパ

は，4 本のストランドから構成される逆平行  シート

ク質の構造解析に適用して，さらにその有用性を実証

上に， へリックスが位置するスワップドダイマー構

する段階に来ている．

造を形成している（図 3b）
．興味深いことに，構造ド
メインから突出している N 末端領域が結晶中では電
子密度像が得られていたのに対して，溶液構造では構
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ンパク質に含まれる同残基の芳香環の C-C 軸周り
における回転運動（フリップフロップ運動）が比較的
遅いことを示唆している．通常，フェニルアラニン，
チロシンの芳香環は分子表面だけでなく，分子内部に
位置する場合もフリップフロップすることが知られて
いる．この現象は周囲のタンパク質のゆらぎ（可塑
性）と相関している．X 線結晶学者にとっては意外か
もしれないが，NMR 法でタンパク質の芳香環の  位
（あるいは  位）の観測をすると，多くのケースにお
いて平均化して観測される．しかし，従来の NMR 法
は，芳香環のシグナルが複雑となるために，芳香環の
回転運動に関する詳細な解析が困難であった．われわ
れは SAIL 法の適用により， 位のシグナルが分離し
て観測されるケースを続々と見つけはじめている．タ
ンパク質内部に存在する芳香環の回転運動はその重要

図2
SARS-CoV CTD の芳香族 1H-13C HSQC スペクトル（a）UL フェニル
アラニン，（b）-SAIL フェニルアラニンの化学構造．（c）UL-SARS
CoV CTD，（d）SAIL SARS-CoV CTD の芳香族フェニルアラニン領
域 1H-13C HSQC ス ペ ク ト ル．（e）UL-SARS CoV CTD，（f）SAIL
SARS-CoV CTD の芳香族チロシン領域 1H-13C HSQC スペクトル．2
つのシグナルが観測された F275，Y334 由来のシグナルを赤丸に
て強調している．（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/-char/ja/ で は カ ラ ー
で掲載）文献 9 の図を改変．

性が予見されていたにもかかわらず，ほとんど研究が
進んでいなかった．われわれは，SAIL 法がもたらす
芳香環シグナルの画期的な単純化を利用し，さまざま
な研究を進めていることを述べておきたい．
4. SAIL 法の展望

本稿で紹介したように，SAIL 法を用いることによ
り構造決定の適用範囲は拡張するとともに，動態に関
する新たな研究分野も展望として見えてくるように
なった．今後，SAIL 法をより NMR 法の一般技術と
して普及させるため，4 つの課題があげられる．1 つ
めは，従来の UL 標識では，高分子量，あるいは低溶
解性のため構造解析が困難であったタンパク質の立体
構造決定を推し進めていくことである．2 つめは，タ
ンパク質の完全自動構造解析の基盤を作ることであ
る．現在，NMR 法は X 線結晶構造解析に比べてその

図3
SARS-CoV CTD の溶液構造．（a）エネルギーが安定な 20 構造の重
ね合わせ．同タンパク質の結晶構造の主鎖を赤，緑線にて重ねて
表示している．（b）SARS-CoV CTD のリボン図．（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）文献 9 の図を改変．

解析に多大な時間を要しており，そのうち大部分がス
ペクトルの解析段階に費やされている．
われわれは SAIL 法によるスペクトルの簡略化を基
盤として，スペクトル解析段階を含めた完全自動構造
決定法の開発にも取り組んでいる 7)．3 つめは，次世

造を形成していない点が異なった．この領域には，塩

代の SAIL アミノ酸の開発である．50 kDa を大きく超

基性残基が含まれ， 生 化 学 実 験 の 結 果 こ の 領域が

える高分子量タンパク質の解析には，現行の標識パ

RNA 結合に関与することも示されている．構造を形

ターンをもつ SAIL タンパク質試料は徐々にその有効

成していないため，捕獲半径が広くなることなどが考

性を減じる可能性がある．そのような状況では，さら

えられる．

に 1H 密度を減らさないと，立体構造情報の取得が困

また，SAIL フェニルアラニン，チロシンを用いる

難になると予想されるからである．いうまでもなく，

と，タンパク質内部における芳香環回転運動に関する

1

情報も得られる点を述べておきたい．図 2d, f に赤丸

している．したがって，より高分子量のタンパク質に

で示したように，SARS-CoV CTD の Phe ，Tyr

の

おいては，NMR スペクトルの簡素化と失う構造情報

位のシグナルが 2 つ観測されている．この現象は，タ

との間での妥協点を探りつつ，最適な標識パターンを

275

334

H 密度を減らすことは，1H の情報を失うことを意味
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選ぶことが必要となってくるであろう．筆者らは，こ
のような視点から，新規な標識パターンをもつ SAIL
アミノ酸の開発にも着手している 10)．4 つめは，SAIL
法を利用したタンパク質の運動性解析である．その上

3)

鳥 澤 拓 也， 寺 内

4)

200-205.
Terauchi, T. et al. (2008) Org. Lett. 10, 2785-2787.

勉， 甲 斐 荘 正 恒 (2004) 生 物 物 理 ,

5)

Torizawa, T., Ono, A. M., Terauchi, T. and Kainosho, M. (2005)
J. Am. Chem. Soc. 127, 12620-12626.

では，アミノ酸選択的に SAIL アミノ酸標識を施すこ
とが非常に有望な手段として考えられる．上述したよ
うに，芳香族アミノ酸を例にしたように，特定のアミ

6)

Torizawa, T., Shimizu, M., Taoka, M., Miyano, H. and Kainosho, M.

7)

(2004) J. Biomol. NMR 30, 311-325.
Takeda, M., Ikeya, T., Güntert, P. and Kainosho, M. (2007) Nat.
Protoc. 2, 2896-2902.

ノ酸残基の詳細な解析を進める上で，SAIL アミノ酸

8)

の有用性はきわめて高い．われわれは，さまざまなア

Chang, C. K., Sue, S. C., Yu, T. H., Hsieh, C. M., Tsai, C. K.,
Chiang, Y. C., Lee, S. J., Hsiao, H. H., Wu, W. J., Chang, C. F.
and Huang, T. H. (2005) FEBS Lett. 579, 5663-5668.

ミノ酸に関してこのような研究も同時に進めている．

9)

5. まとめ

Takeda, M., Chang, C. K., Ikeya, T., Güntert, P., Chang, Y. H., Hsu,
Y. L., Huang, T. H. and Kainosho, M. (2008) J. Mol. Biol. 380,
608-622.

SAIL 法の開発により実現するさまざまな要素技術

10)

は，NMR 法が本来もつ，タンパク質の構造とその動

Ikeya, T., Terauchi, T., Güntert, P. and Kainosho, M. (2006) Magn.
Reson. Chem. 44, 152-157.

きを明らかにするための，高い潜在的能力を開花させ
るであろう．本稿で，極く簡単に紹介したタンパク質
内部芳香環の回転運動をはじめとして，タンパク質に
はわれわれの理解が浅い，さまざまな現象が多々残さ
れている．タンパク質の構造と機能に関する理解をよ
り深めていくためには，NMR 法の分子量限界の問題
に怯むことなく，むしろそれを乗り越えた先にある
NMR 法でしか解明できない現象の重要性を認識する

武田光広

ことが求められる．われわれは，SAIL 法がその原動
力になることを望んでやまない．
文
1)

献
Ohki, S. and Kainosho, M. (2008) Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 53, 208-226.

2)

Kainosho, M., Torizawa, T., Iwashita, Y., Terauchi, T., Mei Ono, A.
and Güntert, P. (2006) Nature 440, 52-57.

武田光広（たけだ みつひろ）
名古屋大学大学院理学研究科研究員
東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了，科学
技術振興機構 CREST 研究員を経て現職．
研究内容：生体物質の NMR
連絡先：〒 464-8601 愛知県名古屋市千種区不老
町高等総合研究館内
E-mail: takeda.mitsuhiro@a.mbox.nagoya-u.ac.jp
甲斐荘正恒（かいのしょう まさつね）
名古屋大学大学院理学研究科 COE 特別招聘教授
兼首都大学東京戦略研究センター教授
都立大学理学部卒業，カリフォルニア工科大学博
士研究員，味の素（株）中央研究所主任研究員，
都立大学助教授，同大学教授を経て現職．
研究内容：生体物質の NMR，とくに安定同位体利
用 NMR 技術の開発
連絡先：同上
E-mail: Kainosho@nmr.chem.metro-u.ac.jp

理論／
実験 技術
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コールドショックベクターと可溶性タグを
組み合わせた大腸菌大量発現系
林こころ，児嶋長次郎
奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科

方法の 1 つである．可溶性タグとしてよく用いられる

. はじめに

タンパク質には，日本住血吸虫由来のグルタチオン S

近年，大腸菌や酵母，動物細胞をはじめとした生細

トランスフェラーゼ（GST）や大腸菌由来のマルトー

胞を用いるシステムや，大腸菌や小麦胚芽の抽出液を

ス結合タンパク質（MBP），チオレドキシン（Trx），

用いた無細胞システムなど，タンパク質を大量に調製

N-Utilization substance（NusA），連鎖球菌由来のプロテ

する技術は大きく発展してきている．中でも大腸菌は

イン G B1 ドメイン（GB1）などがある．特に GST と

取り扱いが容易で一連のタンパク質発現にかかるコス

MBP はアフィニティー担体を用いた精製が容易であ

トも安価である．また，最小培地などによるタンパク

るためによく用いられており，これらの可溶性タグ

質の標識技術などが確立されていることから，構造生

を融合発現するよう設計された発現ベクターも市販

物学的な研究において最もよく用いられている実験方

されている．

法の 1 つである．これまで目的タンパク質を大量に得

目的タンパク質を大量に得るためには，多くの場

るために，可溶性タグを融合発現させる方法 や，低

合，発現誘導のタイミングや誘導温度，時間などにつ

温で発現誘導を行うコールドショックベクター 2), 3) な

いて検討し，個々のタンパク質に最も適した発現条件

どさまざまな手法が開発されてきたが，これらを用い

を検討する必要がある．発現させるタンパク質によっ

ても発現困難なタンパク質が存在する．われわれはこ

て異なるが，特に発現誘導時の温度を下げると，目的

のようなタンパク質の調製を可能にするため，コール

タンパク質を不溶性画分から可溶性画分に移行する場

ドショックベクターと可溶性タグを組み合わせた発現

合がある．しかし培養温度を 37C から低温に移行さ

ベクター，pCold-GST を開発した ．本稿では大腸菌

せると，タンパク質の合成量が低下することが多い．

を用いたタンパク質発現系について概説すると共に，

これを克服するために開発されたのがコールドショッ

コールドショックベクターと可溶性タグを組み合わせ

クベクターである 2), 3)．コールドショックベクター

たタンパク質発現例についてふれる．

は，低温条件という 1 種のストレス条件におかれるこ

1)

4)

とによって大腸菌で発現誘導されるコールドショック

. 大腸菌大量発現系

タンパク質の発現を利用したもので，低温条件でも目

可溶性タンパク質の発現では，封入体の形成によっ

的タンパク質の合成量が落ちないことが主要な特徴で

て目的タンパク質を可溶性画分に回収できないことが

ある．2004 年に Qing らによって開発されたコールド

しばしばある．また，特に構造解析のように高純度の

ショックベクターは，大腸菌のコールドショックタン

タンパク質を大量に必要とする場合には，タンパク質

パク質である cspA をコードする遺伝子のプロモー

の発現量を上げるための条件検討が必須である．

ターや，mRNA が低温で安定な構造をとる 5UTR な

タンパク質を大量に得るための技術はこれまでに

どを含んだベクターである 3)．そのため，このベク

数多く開発されているが，特に可溶性タグと目的タ

ターは 15C という低温条件下で，目的物のタンパク

ンパク質を融合発現させる方法は，可溶性画分への

質合成量を減らすことなく，高効率に目的物を得るこ

発現量を増大させるために最もよく用いられている

とが可能になっている．コールドショックベクターに

Protein Expression System Combined with Soluble Protein Tag and Cold-Shock Vector in Escherichia coli
Kokoro HAYASHI and Chojiro KOJIMA
Graduate School of Biological Sciences, Nara Institute of Science and Technology



目次に戻る
単純で高効率な大腸菌大量発現系

ついての詳細は文献（3, 5）をご参照いただきたい．
われわれは可溶性画分への発現量増加を図って，
Qing らが開発したコールドショックベクターの 1 つ
である pCold I のマルチクローニングサイトと His タ
グ配列の間に可溶性タグであるグルタチオン S セファ
ロース（GST）の遺伝子配列を組み込んだ，pColdGST ベクターを作成した 4)．pCold I では精製過程で
His タグの切断を可能にするため，Factor Xa による切

図1
コールドショックベクターによる 55 アミノ酸残基のタンパク質
の発現結果．（a）pCold I ベクターによる発現結果，（b）pCold I と
GST を組み合わせた場合の発現結果，（c）pCold I と MBP を組み
合わせたベクターによる発現結果．Mr：分子量マーカー（kDa），：
誘導前 whole cell，：誘導後 whole cell，S：破砕後上清，P：破砕後
沈殿，E：アフィニティーレジン溶出画分

断サイトが挿入されているが，pCold-GST では His タ
グと GST タグを容易に除去できるよう，human rhinovirus 3C protease（HRV 3C）による切断サイトを GST
配列の下流に挿入している．
. pCold I と可溶性タグの組み合わせによる発現精製

これまでにわれわれは，pCold I ベクターと可溶性

は結晶構造解析結果 8) が報告されている．また発現可

タグである GST を組み合わせたベクター，pCold-GST

能となるタンパク質は発現段階で分解産物を生じるも

ベクターを作成し，その有効性について報告した 4)-7)．

のを含め，可溶性タンパク質の発現において広く一般

pCold-GST ベクターは従来法で発現困難であったタン

に有効であると考えられる．
最後に木下紘子さん，安場朗子さんをはじめ，本研

パク質を含め，約 90% のタンパク質を可溶性画分に

究に携わったすべての方々に感謝いたします．

発現可能であり，またその発現量は発現誘導のタイミ
ングや大腸菌株の種類など，幅広い発現条件下で大き

文

く変化しないため，発現させるタンパク質ごとに発現

1)

条件を最適化する必要がない．最近，われわれは GST

献
Esposito, D. and Chatterjee, D. K. (2006) Curr. Opin. Biotechnol.
17, 353-358.

以外の可溶性タグを組み合わせたベクターを作成し，

2)

検討を行っている．その結果，GST 以外にも MBP な

Mujacic, M., Cooper, K. W. and Baneyx, F. (1999) Gene 238,
325-332.

どの可溶性タグを組み合わせた場合でも，従来法では

3)

Qing, G., Ma, L. C., Khorchid, A., Swapna, G. V., Mal, T. K.,
Takayama, M. M., Xia, B., Phadtare, S., Ke, H., Acton, T.,

非常に発現量の低かったタンパク質を高発現すること

Montelione, G. T., Ikura, M. and Inouye, M. (2004) Nat. Bio-

に成功しており（図 1）
，可溶性タグとコールドショッ

technol. 22, 877-882.

クベクターの組み合わせは可溶性タンパク質の可溶性

4)

画分への発現量増大に効果があると考えられる．

Hayashi, K. and Kojima. C. (2008) Protein Expr. Purif. 62,
120-127.

. おわりに

われわれが作成した pCold-GST ベクターは，これ

5)

林こころ，児嶋長次郎 (2009) 実験医学 27, 927-932.

6)
7)

林こころ，児嶋長次郎 (2008) 生化学 80, 925-932.
Mishima, M., Wakabayashi, S. and Kojima, C. (2007) J. Biol. Chem.
282, 2741-2751.

までに当研究室において 61 種類のタンパク質に適用

8)

され 53 種類において可溶性画分への発現に成功して

Sato, Y., Yoshioka, A., Yamagata, A., Mimura, H., Yamashita, M.,
Ookata, K., Nureki, O., Iwai, K., Komada, M. and Fukai, S. (2008)
Nature 455, 358-362.

いる．これらは高等動物を含むさまざまな生物種由来
の，分子量 2 千から 5 万までのタンパク質である．

林こころ（はやし こころ）
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士研究員
連絡先：〒 630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5
E-mail: ko-haya@bs.naist.jp
児嶋長次郎（こじま ちょうじろう）
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科准教授
連絡先：〒 630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5
E-mail: kojima@bs.naist.jp
URL: http://bsw3.aist-nara.ac.jp/kojima/kojima.html

pCold-GST ベクターで発現可能となるタンパク質は活
性 を 保 持 し て お り， 立 体 構 造 解 析 も 可 能 で あ る．
pCold-GST ベクターを用いることで発現可能となった
タンパク質の解析例としては，当研究室からは高等動
物の Na/H 交換輸送体 NHE1 の活性制御に重要な細
胞質領域について NMR 解析結果が 7)，他研究室から

ひ
と
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ていましたので，今後も合同セミナーをできないだろ
うかということになりました．話をしているうちにだ
んだんと具体化してきて，京大の七田芳則先生の研究
室（徳永先生は前身の吉澤研で助手をやっておられま

支 部 だより

した．私はここの出身）をさそって，京大・阪大・奈
良先端大を中心とした「京阪奈合同ゼミ」をやろうで
はないか，ということになりました．

近畿支部からのたより

飲みっぷりには定評のあるメンバーが酒席できめた
ことですから，みんなしばらく忘れていたのですが，
その後また徳永先生が奈良先端大に来られたときに
「そういえば…」と思い出して，実現することになり
ました．当初の話し合いでは，年に 1 回，各研究室
がもちまわりで世話をして，三田市（兵庫県）にあっ
1. 近畿地区における光生物学

た関西学生セミナーハウスあたりで，泊りがけでやり

近畿地区では，若手の会は活発な活動を展開してい

たいというものでしたが，さすがに合宿形式はたいへ

るようですが，近畿支部としての発表会や講演会など

んなので，第 1 回はとりあえず近場で済ませること

の公式行事は行われていないようです．私自身，近畿

になりました．当時，私は京大（学生）
，阪大（助手）
，

支部のメンバーであるというのは，この原稿を依頼さ

奈良先端大（助教授）と，ちょうど「京阪奈」を 1 周

れるまで自覚をしていませんでした．そこで，近畿地

したところでしたので，私が世話人となり，七田研の

区でさかんな光生物学の分野で，私たちが行っている

今井啓雄さん（現京大・霊長研）と徳永研の佐々木純

研究会についてご紹介したいと思います．

さん（現テキサス大）に声をかけて企画しました．

近畿地区では，吉澤

透先生（京大），前田章夫先

第 1 回は 1999 年の 7 月，
「京阪奈光生物物理学シ

生（京大）
，徳永史生先生（阪大），津田基之先生（兵

ンポジウム」という仰々しいタイトルで，奈良先端大

庫県立大）をはじめとする先生方がご活躍になったた

で開催しました．午後 3 時半から始めて演題 5 題と

め，光生物学，特にレチナールタンパク質の分子レベ

いうこじんまりとしたものでしたが，もともと同窓会

ルでの研究がさかんです．レチナールタンパク質とい

みたいなものですし，学会などでみんなが顔見知りで

うのはビタミン A 誘導体（レチナール）を発色団と

すので，シンポジウム，懇親会とも大いに盛り上がり

した光受容タンパク質の総称ですが，そのアプローチ

ました．

は視覚のロドプシンの光反応に始まって，細胞内の信

その後，第 2 回を阪大で 2001 年 5 月，第 3 回を京

号伝達メカニズム，ロドプシンの分子進化，眼外レチ

大で 2002 年 9 月，第 4 回を奈良先端大で 2004 年 3

ナールタンパク質の探索，あるいはバクテリオロドプ

月と 1 年半おきぐらいに開催しました．特に，第 2

シンなどバクテリアの光受容タンパク質の光反応，機

回 は ロ ド プ シ ン の 振 動 分 光 の 大 家 で あ る Friedrich

能メカニズムの解明，新規タンパク質の探索など，非

Siebert 先生（ドイツ）
，第 4 回はレチナールなど天然

常に多岐にわたります．とくに，近年は無脊椎動物の

物有機合成の大家である Mordechai Sheves 先生（イ

ロドプシンや，活性化状態にあるウシロドプシンの結

スラエル）をお招きして（もちろん本来の来日目的は

晶構造が明らかにされましたので，G タンパク質共役

別にありましたが．
）
，国際シンポジウムのかたちをと

型受容体のモデルとして，ロドプシンそのものの研究

りました．

も改めて注目をあびています．

その後，みんなの都合が合わなかったりして一時休
止していたのですが，2008 年 8 月に七田研の山下高

2. 京阪奈セミナー

廣さんのご尽力で再開しました．参考までに，昨年の

1998 年に片岡幹雄先生（奈良先端大）が阪大・徳

プログラムを以下に示します．

永研から奈良先端大に移られ，その翌年に私が徳永研
第5回

から片岡研に移りました．その頃，徳永先生が奈良先

京阪奈光生物セミナー

プログラム

日時：2008 年 8 月 1 日（金）
場所：京都大学理学部 6 号館 201 号室

端大に来られて，徳永先生，片岡先生と私の 3 人で
飲みに行きました．片岡先生が独立して徳永研が別れ
たわけですが，研究上の交流は続けていきたいと思っ

活性状態の生成におけるロドプシンとレチナールの共有結合の役割
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支 部 だ よ り

松山武オジョス（京大・院理）
桿体・錐体におけるトランスデューシンによる PDE 活性化効率の
違いの解析
越谷祐貴（阪大・院生命）
変異体を用いた bHLH 型転写因子の DNA 認識機構の解析
長谷川浩二（阪大・院理）
ロドプシンの活性化機構の詳細解明に向けた活性中間体とその前
駆体の pH 依存性平衡の解析
佐藤恵太（京大・院理）
キメラタンパクを用いた GRK1 と GRK7 の活性の違いをもたらす
領域の特定
瀬野亜希（阪大・院生命）
第 4 回のあとの懇親会にて．左から徳永先生，片岡先生，
Sheves 先生．

代謝型グルタミン酸受容体の膜貫通領域において活性制御を担う
残基間相互作用の同定
柳川正隆（京大・院理）
中性子結晶構造解析による Photoactive Yellow Protein 内の Short
Hydrogen Bond の直接観測
山口繁生（奈良先端大・物質創成）

トカプシンとしか聞こえないと思いますが，これらは
みんな発見者が苦労して付けた名前です．レチナール
タンパク質では，初期に見つかったものにロドプシン

現在は七田研，片岡研のほか，河村

悟先生（阪

やアイオドプシンなど，エレガントな名前が付いてい

修先生（阪大）の研究室が中心となって

るせいか，発見者はこれらに負けないよい名前をつけ

います．そのほか寺嶋正秀先生（京大），寺北明久先

ようと苦労をします．生化学ではほとんどのタンパク

生，
（大市大）の研究室や，レーザー技術総合研究所

質が英字 3 文字と数字を組み合わせた略語のオンパ

大）
，久冨

（又賀

曻先生）など，光受容タンパク質を研究して

レードで，門外漢にはチンプンカンプンですが，それ

いる研究室にも声をかけて，参加や発表をよびかけて

に比べるとレチナールタンパク質のネーミングには，

います．

研究者の思い入れを感じます．

発表は 1 回に 4 〜 7 演題，各研究室の代表のよう

光生物学というのは，中にどっぷりと浸かっている

なかたちで学生の発表が主体です．対象はやはりロド

と非常に面白いのですが，ちょっと離れるとマイナー

プシン類がメインですが，他にも水溶性の光受容タン

な分野のようです．以前，フォトセンサーデバイス

パク質である Photoactive yellow protein（PYP）の発表

（半導体）の開発をしている先生に「光生物学という

も多くあります．あつかう現象の範囲は広く，時間領

学問分野はあるのですか」と聞かれて少なからず

域でいうと，励起 状 態 ダ イ ナ ミ ク ス の フ ェ ムト秒

ショックを受けたことがあります．京阪奈セミナーも

秒）から，進化の億年（10 秒）まで，30 桁

光生物学の存在を示し，その面白さを発信できるよう

（10

15

15

のレンジを誇ります．しかしながら，これらの研究

な会にしたいと思っています．

テーマが決して散漫にならず，1 つの軸に沿って展開

今年も京阪奈セミナーを開催の方向で山下さんが計

しているところが，光生物学の分野としての面白さだ

画を進めています．詳細が決まりましたら七田研の

と思います．また，最近はロドプシンやバクテリオロ

ホームページでお知らせする予定です．

ドプシンのファミリーが続々と見つかり，進化的な位

http://photo1.biophys.kyoto-u.ac.jp/

置づけや生理機能が調べられ，その多様性が生物物理
学会でもさかんに議論されています．他分野の方々に

京都大学大学院理学研究科 今元 泰
imamoto@rh.biophys.kyoto-u.ac.jp

は，新規タンパク質の名前はナントカプシンとかカン
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研究に従事するわれわれが，10 年後，20 年後に主任
研究者として生物物理を牽引していくとき，この流れ
から生み出されているであろうものに，少なからざる
影響を感じるであろうことは予測に難くありません．

若 手 の 声

異分野交流の目的とは？

八尾徹先生の海外バイオ研究
動向調査レポートの紹介と関東支部紹介

年会での活発な議論はいうまでもなく， 支部セミ
ナー

や

斬る会 ，そして

夏の学校

は若手の間

でも異分野交流に対するモチベーションが高いことを
反映しています．もとより生物物理はその創成期から
異分野交流

に積極的に取り組み，生物学に物理・

化学・工学そして数学の概念や方法論を導入すること
で現在の各分野の発展にいたっています．若手の会の
モチベーションである

お世話になっております，兵庫支部の栗崎です．今

異分野交流

は常に生物物理

回の「若手の声」では，理研および産総研で海外の研

の底流に流れる理念であり，現在の生物物理学発展の

究動向の調査をされている八尾徹先生の海外視察レ

基盤であるといえます．
ところで異分野交流の目的とは，つまるところ何な

ポート，通称「八尾レポート」を紹介させていただき
ます．八尾レポートには八尾先生が参加された欧米の

のでしょうか？

研究者コミュニティーでのコンセン

学会のようすや現地の研究者へのインタビューなどの

サスは，狭義には個々人の学識を広げること，そして

取材メモがまとめられており，「現在進行形の海外バ

（超）広義には，いくつかの研究分野が一丸となり，

イオ研究の動向」を知ることのできる，生命科学にか

これまでの科学的成果を踏まえて新規学問領域の創成

かわる研究者にとって非常に興味深い資料なのです

を行うことにあると考えられているように感じます．

が，この度，生物物理若手の会のサーバー上でも公

前世紀，現象論や博物学の域をでなかった生物学は

開，配布させていただけることになりました．公開を

分子生物学を中心とした物質科学の発展により分子と

快諾してくださった八尾先生に感謝し，簡単にその紹

いう実体を確立，それらを基盤とした現象の理解が体

介をさせていただきます．

系化し，完成されつつあります． これからの生物物
理をになう現在の若手研究者は

各分野の発展

を担

うとともに，システム・バイオロジーという学問の新

欧米におけるシステム・バイオロジーの動向

潮流の中，統合的な生命現象の理解が求められる中

次世代シークエンサーの開発，スパコンの開発，そ
して中でも印象的なのは，システム・バイオロジーに

で，個々の携わる分野の

基づく統合的バイオ研究です．欧米は

位置づけ

を認識する，ミ

として

クロとマクロ双方向的な視野が必要になると思われま

かなりの規模で資金および人材を投入していることが

す．そしてわれわれ若手は先達が積み上げてきた知見

八尾レポートの内容から具体的にわかります．それら

の上に，既存の分野の間に横たわる

のプロジェクトは前世紀に積み重ねられた知見や方法

発見し，われわれの時代の

論を集積し 1 つのテーマに取り組む，新しい生命科

ことで次世代の生命科学を展開してくことが求められ

学の研究体制の潮流として動き出している感がありま

るのではないでしょうか？

政策

異分野交流

今回の八尾レポート公開は

す．さまざまなバックグラウンドをもつ研究者が集ま

生命情報若手の会

新たな問題

を

を開拓する

生化学若手の会

およ

り，分野ごとに培ってきた方法論を突き合わせて，異

び

分野間を統合する過程で生じる摩擦の中で理論的，技

生命科学にかかわる若手同士の交流・相互理解を促進

にも賛同をいただきました．

術的な問題が提起され，それを解決していく過程で生

する起爆剤となると期待しています．専門家間の方法

命科学の新たなパラダイムを生み出す可能性を予感さ

論や分野の壁は対象とする生命現象という共通の目的

せます．また，統合バイオ研究者を育成するために積

をもつことで打ち破れないかと期待します．

極的な学部再編が各所で行われ，これからのバイオ研
八尾レポートの入手について

究を担う若手研究者の育成環境も整備されつつあるこ
とが伺えます．研究・教育の両面から異分野交流の促

八尾レポートは，生物物理若手の会のホームページ

進がなされていると感じられます．いま，若手として

http://bpwakate.net/yao/


目次に戻る
若

手

の

声

からダウンロードすることが可能です．
ユーザー ID： bpwakate（半角）
パスワード： FSnQYhFGN8zq6（半角）
最後になりますが，レポートの公開を快諾してくだ
さり，ご意見をくださいました八尾徹先生，ありがと
うございました．また，生化学若手の会との窓口と
なってくれた飯島玲生君，西羽美さん，生命情報若手
の会の窓口になってくれた西方公郎君，サーバー公開
に尽力してくれた高見道人君に感謝します．
（神戸大学大学院

栗崎以久男）

関東支部長交替
今年度から生物物理若手の会会長に

昇進

しまし

図1

口頭発表に真剣に聞き入る参加者たち

た柳澤にかわりまして，関東支部長になりました東京
大学博士課程の栗川知己と申します．1 年前に東京八
王子にて開催しました第 48 回夏の学校では，役員を

のセミナー．これまでも合同で懇親会を行うなどをし

務めさせていただきました．今後は，関東支部長とし

てきた両会ですが，セミナーというイベントははじめ

て精一杯頑張りたいと思いますので，みなさまよろし

ての試みであったため，生物物理若手の会と生化学若

くお願いいたします．

手の会の有志による準備はたいへんだったようです
（準備をしてくれた方々，ありがとうございました）
が，その甲斐あって当初の意図よりも意義深い機会に

生物物理若手と生化若手の合同セミナー

なったと強く感じています．

これまで関東支部では，他の若手の会と精力的に交
流を深めてきました．ここでは，2 月に開かれた生化

関東支部では，特に多くの大学が集まっており，ま

学若い研究者の会（以下，生化学若手の会）と生物物

た交通の便もよいことからこうした交流をするには非

理若手の会との合同研究発表会について，簡単に報告

常に適した立地にあるといえます．今後も，このよう

させていただきます．

な交流を積極的に行っていこうと考えております．6

2 月末に，お茶の水大学におきまして生化学若手の

月下旬には，生化学若手の会に加えて，生命情報科学

会との合同セミナーを開催いたしました．セミナーは

若手の会，脳科学若手の会も加えての交流会を開く予

前後半の 2 部（懇親会も含めると 3 部）からなり，

定です．今回のセミナーにこられなかった方も参加を

前半部に各会数人の発表者による交互の口頭発表を行

検討されてはいかがでしょうか．詳細は，生物物理若

い，後半部として少人数のグループでの自己紹介と研

手の会関東支部のホームページに載せる予定ですの

究紹介を行いました．口頭発表では，ふだんとは異な

で，ご覧ください．

る視点からの研究に対して，聞きなれないところがあ

http://bpwakate.net/kanto/

りながらも，みなさん興味深く聞き入っていたように

こうした幅広い交流から，今までの自分たちとは

思います．その後の少人数グループにわかれて行った

違った視点を自分の研究にフィードバックしてより素

各自の研究紹介では，口頭発表のときにもまして熱の

晴しい研究ができればと願う次第です．
（東京大学

こもった議論がそこらかしこで行われていたのが印象

栗川知己）

的でした．場所を池袋に移して開かれた懇親会では，
神戸大学大学院工学研究科田中成典研究室 博士研究員

生物物理も生化学も関係なしに研究の話から日常のた

栗崎以久男
kurisaki@insilico.h.kobe-u.ac.jp

わいのない話まで花がさき，みな個人的なつながりが
できたことでしょう．ともすれば専門分野に偏り勝ち

栗川知己
kurikawa@complex.c.u-tokyo.ac.jp

東京大学総合文化研究科金子研究室 博士課程 1 年

な研究生活を打破しようとの意図の下企画された今回
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院生・ポスドクの給料は世界最高水準といわれてい
る（物価も高いが）
．筆者のスイス科研費の大部分は
院生の給料として消えていく．それでも貰えただけ幸
運といわねばなるまい．科研費申請の結果が出る頃に

海 外 だより

は，予算が取れなくて大学から契約を打ち切られるの
ではないかという恐怖（業績評価はシビアに行われ
る）を味わった．NCCR Structural Biology という研究

スイス連邦工科大学チューリヒ校石川グループ

グループ（日本の特定領域にあたるであろう）に入れ
てもらって分け前に与ったり，備品は EMEZ に買って
もらったりしてやりくりしている．幸いにして立ち上
げ時から大岩和弘教授，榊原斉博士（NICT）ら共同
研究者に恵まれ本当に助けられた．4 月からは，豊島
陽子教授（東京大学）との遺伝子組み換えダイニンの
スイス連邦工科大学チューリヒ校（ETH Zurich）で

構造研究が日本・スイス交流研究に採択された．研究

クライオ電子線トモグラフィ法を用いた鞭毛ダイニ

室間の垣根が低く，機器や薬品を簡単に拝借できるの

ンの構造研究を始めて 4 年半になる．日本の同僚・

もありがたいことである．
人材確保も大きな悩みである．ETH には予算に恵ま

友人らからは「スイスで研究なんかできるんですか」
と揶揄されるが，「スイスには時計に代表される精密

れた教授陣が多いので勢い修士の学生数をはるかに上

測定の技術と，Novartis や Roche らの製薬会社に代表

回る博士課程のポジションができてしまい，院生も学

されるバイオの伝統があるんですよ」と返事するこ

外に探さねばならない．現在筆者の研究室の博士課程

とにしている．実際筆者の所属している学科（Insti-

大学院生は 3 人，それぞれアメリカ・スウェーデン・

tute of Molecular Biology and Biophysics）でも，長ら

インドで修士を取った人たちである．博士課程入学

く Wüthrich 教 授 が 率 い て き た NMR の グ ル ー プ，

希望者からのメールはひっきりなしに届くが，候補

Richmond 教授（ヌクレオソーム）や Ban 教授（リボ

者の中から誰をどのようにして面接選考するかは簡

ソーム）らの X 線結晶構造解析のグループが，構造

単ではない．このため各大学は PhD プログラムを作

生物学で常に活発な成果をあげている．日本人研究者

り，学生のリクルートに励んでいる（学生の流動性が

は多くないが，Richmond 研究室では助教の山田和弘

高いので欧州の大学間の競争も熾烈である）．世界中

博士が数年越しの大事業であるクロマチンリモデリン

からの応募を書類審査し，選ばれた学生を招待して

グ 因 子 の X 線 結 晶 構 造 解 析 を 完 成 さ れ つ つ あ り，

面接する．筆者は構造生物学に関する PhD プログラ

チューリヒ大学の植物園では清水健太郎准教授が生態

ムの選考委員を務めているが，国際派・鎖国派（西欧

学のラボを構えている．

内から優先的に採用しようと主張する人），異分野歓
迎派・排斥派（分子構造生物学の経験を重視する人）
等々の軋轢が絶えず，選考会議はあるときは激論，

スイスでの研究生活
筆者が 2004 年 8 月に米 NIH から ETH に移り，研究

あるときは漫才（本人たちはいたって真面目だが）飽

室を立ち上げると同時に FEI 社の TecnaiF20 透過型電

きることがない．残念なことに日本からの応募は少

子顕微鏡が設置された．電子顕微鏡は EMEZ という学

なく，Passionate でない推薦状のせいで書類選考を通

内共同利用施設の管理の下にある．生物学用・物質科

らないことが多い（大げさに書かない非欧米の文化を

学用併せて 13 台の電顕（うちクライオ電顕に使える

斟酌すべしと筆者は東欧出身の委員と一緒に主張した

のは 3 台）を 4 人の技官がメンテナンスしている．

のだが）
．

また FEI 社の担当者が常駐しており，トラブルの際に

講義・実習は英語で行われる．学期ごとの講義内容

は即座に対応してくれる．これはアメリカ時代にもな

は講師が行いたい講義を提案し学部が調整する．筆者

かった環境である．筆者は自身の鞭毛研究の他にクラ

は今まで電子顕微鏡関係の講義を担当することが多

イオ電顕を用いた他研究室のプロジェクトの手伝い

かったが，筋肉研究者の同僚と組んでモータータンパ

（撮像と講習）
，調整にあたっている．研究室間のマシ

ク質の講義を立ち上げることにした．ここスイスでは

ンタイムの調整はやっかいだ．紛糾が予想される会議

モータータンパク質研究の重要性が日米に比べて十分

は日本式（？）根回し術で乗り切っている．

認識されていないと感じるからである．Block course
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チューリヒの旧市街

筆者（後列右）と研究室の大学院生たち

る独特の対抗意識をもっている（たとえばサッカーの
国際試合ではドイツの相手チームを―それがスペイン
という学生実習では学部学生が 3 週間半研究室を体験

であろうとコスタリカであろうと！―応援する）
．同

する．電顕に触れたこともない学生たちだが，物覚え

じドイツ語とは思えないほど異なる方言（スイスの番

が速いだけでなく明確な目的意識と積極性に敬服す

組をドイツのチャンネルで放送するときには字幕がつ

る．明日教えるキーワードだけ知らせておけばネット

く）も彼らのアイデンティティを高めている．
「スイ

で検索して下調べしてくる学生が多いのには感心し，

ス人とはドイツ人にもフランス人にもなりたくなかっ

自分の学生時代のことを思い出して忸怩たるものがあ

た人達だ」という至言があるが，この孤立主義（スイ

る．一方，
「即座にいい写真が取れる」プロトコルを

スは EU 未加盟である）が結果としてチューリヒを独

求めてくる学生が多いのが気になる．電顕は楽器演奏

仏以上に国際的にしているのだから面白い．戦災に

と同じで機械に親しまねば使いこなせないし，基本原

遭っていない旧市街を歩いたり骨董品店や古本屋を

理を理解せねばさまざまなサンプルや撮像条件に自分

ウィンドーショッピングしたりしているとまるで中世

で対応できない，といってもなかなか理解してもらえ

に迷い込んだようだ．スイス人は勤勉で清潔好き（お

ない．これは「習うより慣れろ」の日本と西洋の違い

祭りで夜通し騒いでも翌朝には道路は塵ひとつ落ちて

なのか（アメリカでも，日本では同僚から習っていた

いない．また鉄道・バスも時間通りに運行している）

プログラムの使い方に仰々しい講習会が開かれ，終わ

なだけでなく，万事控えめでシャイに見える．日本人

ると免状まで発行されるのに驚いた）
，物理出身の筆

にとって付き合いやすい相手である．一方（幸いにし

者と生物の学生の齟齬なのか，はたまた単なるジェネ

て筆者は経験したことはないが）夜物音を立てている

レーションギャップなのか？ 日曜に行われる一般市

と（アパートではたとえば 22 時以降の入浴は禁止で

民・子供向けの説明会も担当させられ，ドイツ語で電

ある．一方朝は早くて 7 時に宅急便が来たりする）直

顕を紹介し鞭毛研究を説明するのに四苦八苦してい

接注意してくれなくていきなり警察をよばれたりする

る．10 分くらいの原稿を書き下ろしてドイツ人に推

らしい．自然保護意識が強く遺伝子組み換えは制約さ

敲してもらい，丸暗記して臨むのだが，メディア（英

れるとも聞く．植物試料しか使わない筆者は秘書さん

語も通じるので気楽）や子供（液体窒素で喜んでくれ

にお褒めをいただいた（Chlamydomonas が植物か動

た）がお客さんのときは楽しめたものの，町会議員相

物かはさて置き…）
．新旧の拮抗，伝統と異文化の調

手（近隣住民に対する科学者の説明責任 ?!）のときは

合で独自の文化が形成されるメカニズムはダイニンが

緊張して，覚えたはずの文章も出て来なくなり大いに

組み合わさって鞭毛運動を生み出す仕組みと同じくら

困ったものだ．

い奥が深そうである．
石川 尚
takashi.ishikawa@mol.biol.ethz.ch
URL: http://www.mol.biol.ethz.ch/groups/
ishikawa_group

スイス連邦工科大学チューリヒ校（ETH Zurich）

不思議の国スイス？
スイスには 4 つの言語圏がありチューリヒはドイ
ツ語圏に属する．しかし，スイス人はドイツ人に対す


