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脳・神経系の構造生物学
Structural Biology of Neural Systems

藤吉好則

FUJIYOSHI, Y.

脳と神経系を分子レベルから理解する上で最も基礎となるチャネルの構造と機能を中心に残された課題にも注意して概説す
る．具体的には，K チャネル，アセチルコリン受容体，グルタミン酸受容体，ギャップ結合チャネル，水チャネルなどのチャ
ネルに焦点を合わせて，それらの構造に基づいた生理的機能について解説する．
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ショウジョウバエの音と重力の受容システムの解明
Analysis of the Drosophila Gravity- and Sound-sensing Systems

上川内あづさ

KAMIKOUCHI, A.

伊藤 啓

ITO, K.

音，重力，風という異なる刺激をショウジョウバエは単一の感覚器で受容し，それらの情報を処理する脳の神経回路は哺乳類
の神経回路と構造的に高い類似性をもつことが見いだされた．異なる進化的起源をもつ「耳」から始まる神経回路において，
特定情報の処理のための最適な回路構造が収斂進化により獲得された可能性がある．



光合成反応中心タンパク質における酸化還元電位の理論解析
Computational Analysis of the Light-induced Electron Transfer Reactions in Photosynthetic Reaction Centers

石北 央

ISHIKITA, H.

大気中の酸素は，Photosystem II 上の MnCa クラスターにおける水分子の酸化反応により生産されている．その酸化力の由来を
探るため，Photosystem II 上の P680 クロロフィルペアの酸化還元電位をタンパク質の立体構造を用いて計算し，タンパク質・
クロロフィル間相互作用の詳細をはじめて解明した．

※本文中「（電子ジャーナルではカラー）
」の記載がある図は，http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ で
カラー版を掲載しています．
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今年の夏は，科学館に何度も出かけました． はやぶさ

の映

画を見に行ったことをきっかけとして，家族をあげて科学館の面
白さにはまってしまったためです．私の場合，
「こんな現象を見
ることが子供の頃好きだった」と思い出させる展示に，感動する
こともあります．
しかし，何度か科学館に通う中で，生物物理に関連する展示が
少ないことが気になりました．そこで，学芸員の方にどのように
展示物が決められるのかを伺ってみたところ，いつでも子供たち
でにぎわっている科学館が，厳しい予算の中で運営されているこ
とを知り，驚いてしまいました．
多くの科学館は地方自治体により運営されていますが，最近
では予算が大幅に削減されています．そのため，建物と展示を
作った後で，入場者運営のみが民間に委託されている科学館も
あれば，なんとか学芸員を維持している館でも，大きな展示は
更新できない現状があるそうです．大学と同じく，科学館も予

科学館に行こう！
巻／頭／言

算削減の波にさらされており，科学教育へのしわ寄せが起きて
いるのです．
もう一点気づかされたことは，学芸員の方々と大学の研究者の
交流が少ないことです．学芸員の方が，新しい企画を提案しよう
と考えても，どの研究者と相談できるのかがわからないそうで
す．生物物理関連の展示が少ないのは，このあたりに原因がある
かもしれません．
少ない予算の中で，科学館の方々は地元の小学生や中学生を対
象とした公開実験を開催するなどの努力を続けられています．公
開実験では，抽選が必要になるほどの参加希望者が集まるそうで
す．面白いサイエンスを見たい，体験したいという子供たちの欲
求は確実にあるようです．
皆さん，ぜひお近くの科学館に行き，学芸員の方に話しかけ
てみたらいかがでしょうか．そのような個人的な交流から，生
物物理の面白さを紹介するチャンスが産まれるのではないかと
思います．

高橋

聡，Satoshi TAKAHASHI

東北大学多元物質科学研究所，教授
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きらいきらいも好きのうち
―大島泰郎先生に応えて―
澤井

哲

東京大学大学院総合文化研究科

正直にいおう．私は生物物理学会が苦手である．い
や，どの学会もあまり好きになれないといったほうが
正確で，
「分野」という研究内容の囲い方や，囲う範
囲に違和感や閉塞感を感じるためだろう．そんな，ね
じ曲がった私に，学会 50 周年記念特集で大島泰郎先
生が書かれた「生命とは何か」という記事にリプライ
せよとのお達しである．大先輩の記事の後で，何を述
べても蛇足となることは避けられないが，生命とは何
かについて，また，その問いを生物物理学会で発する
ことについて，少しだけ付け加えさせていただく．
「これからの生物は虫好き少年ではなくて，物理学
が得意な者でこそできる側面が重要になる」
．早稲田
大学の学生歓迎会か何かの席での石渡信一先生の一言
で，私の世界観は一変した．相澤洋二先生に，非線形
力学系，カオス理論を学び，生き生きとした動態を特
徴づけることで「生命とは何か」に近づきたいという
思いがますます強くなった．特に指摘すべきは，非線
形力学系の分岐理論 1) の考え方である．これは生物の
自己組織化，複製，パターン形成，振動といった秩序
が形成される条件を微分方程式の世界で理解する術を
あたえてくれる．その後も沢田康次先生から「生きて
いる状態の物理学」2) を，時空間の動態から考えるこ
とを叩き込まれた．こうした経緯が私の研究の重要な
軸足となっているので，私は大島先生のいう「ヒマな
ときに少し考えてみたことがある程度…真剣に取り組
む課題と見なされていない」問題を毎日，真剣に考え
てきた相当レアな人間だ．科学者名利につきる．
ウイルスは死んでいる．自己集積と自己組織化は混
同して使われることが多いが，自己集積は自由エネル
ギー最小の状態として理解できる平衡状態での構造，
自己組織化は非平衡状態下 3) で維持される散逸構造 1)
である．ウイルスは，核酸とコートタンパクを試験管
内でパッケージしても構築できる平衡状態の構造をと
る．構造の維持に代謝を必要とせず，その特徴や機能
はそれを構成する分子の性質に還元できることが多い．
しかし細菌や真核細胞を特徴づける内部構造や細胞そ

のものは，そういうわけにはいかない．これには死ぬ
という過程がある．それは非平衡状態が維持されない
という意味での死である．生死は部分に還元できない
システムレベルの性質で，本質的に不可逆である．
生命とは何かを考える上で，起源を気にするのはよ
くわかる．これについては，昨年ノーベル生理学医学
賞を受賞した Jack Szostak 先生らのグループを始め 4)，
膜と核酸による構成系 5)，合成ゲノム系 6) などが報告
され，研究は進展している．大島先生の「Urey-Miller
の実験から出ていない」とは手厳しすぎるが，複雑な
系の初期条件，境界条件を知ることは依然として難し
い．系が動的に維持されている状態（力学系のアトラ
クター）にあること．そこに細胞を合成できない難し
さがある．流れと配置の初期値，境界値問題がきわめ
て限定されているのである．
そこで，人工的・構成的アプローチに相補的なもの
が考えられる．細胞や細胞集団について，生きている
状態が別の生きている状態へ遷移する際の動態 7) を
追うことで，生きている状態について理解するという
視点である．アトラクター間遷移として細胞の動態を
みることは，細胞分化 8) を考える上で近年定着しつつ
あるが，これを提唱したのは金子邦彦先生．これも日
本発の生物物理学となりそうだ．
私はこうした状態間の遷移を，細胞性粘菌で調べて
きた 9), 10)．飢餓状態が引き金となって数百から数十万
個 の 細 胞 が， 走 化 性 誘 因 物 質 と し て サ イ ク リ ッ ク
AMP (cAMP) をリレーし，その波に向かって集合し，
多細胞体制（子実体）を構築する．こうした現象は，
非平衡系における自己組織化の典型で，化学反応系の
BZ 反応に出現する振動と波によく似ている．しかし，
均一な化学反応系と違って，このパターンにズーム
アップすると反応分子に行き着く前に，細胞がみえ
る．このレベルでは，細胞運動，環境応答など，1 細
胞における自律的なダイナミクスがあり，これが集団
のダイナミクスと齟齬なく展開する．このようにミク
ロとマクロの動態が互いに影響を与え，階層をこえて

Comments to ‘Biophysics and “What is Life?”’
Satoshi SAWAI
Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo
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状態が遷移するという特性は，生命機能を探索する上
で大切である．
ERATO 金子複雑系生命プロジェクトの一環として
行った研究 10) で，最近とても面白いことがわかった．
FRET 法を用いて，顕微鏡下で生きた状態で細胞内
cAMP を 測 定 し た と こ ろ， 隔 離 さ れ た 1 細 胞 で は，
cAMP の振動はおろか，一過的な濃度変化すらほとん
どみられない．それでも辛抱強く，データを集める
と，きわめて低い確率で一過的な細胞質中の cAMP の
上昇がみられる．
こうした観察から，予めリーダー的な役割を担って
いる固有の細胞は存在しないことがわかった．では，
自発的な cAMP の振動はいかにして出現するのだろう
か．細胞外に cAMP を 1 nM ほど付加すると，一過的
な cAMP の上昇が 1 細胞レベルでみられる．さらに
cAMP 濃度をあげると，応答に減衰がみられなくな
り，細胞質中の cAMP は周期的に変動しつづけるよう
になる．これは，細胞外 cAMP の濃度が 1 細胞レベル
での分岐パラメータとなっていることを示しているの
だが，細胞外 cAMP は細胞が自ら放出しているので，
自己チューニングが実現されている．
大島先生が述べられているように「生命とは自己複
製し代謝する機械という立場」がある．自己複製する
だけなら，反応拡散系のスポットパターン 11) や，リ
ポソーム 12) などがある．したがって，
「自己複製し代
謝する」は非平衡系の動力学の特性である．一方後者
の「機械」とは一体何を指すのか．古典的な機械論は

入力に対して，一意的に出力が決まる受動的な存在
だ．大島先生が指摘された「ドーマント状態」は，こ
れに近いかもしれないが，機械的な描象はたいてい生
物に当てはまらない．私は，古典的な機械と，生物と
の決定的な違いは，階層をまたいで出現する「自発
性」の存在だと思う．大沢文夫先生以来，自発性は日
本発の生物物理学を特徴付けるテーマの 1 つだ．自発
性は生きている状態とほぼ等価である．面白いこと
に，粘菌集団で振動が現れるのは 1 細胞の振動が出現
するはるか手前，細胞外 cAMP 濃度が pM のレンジで
ある．これは，細胞が分子 1 個を認識するかしないか
の，ぎりぎりのところだ．これが，非線形性の強い細
胞内の興奮的な応答性とカップルすることで，いわゆ
る閾値下の確率的な現象が誘起される．そして，これ
により粘菌集団で振動がひとたび起こると，細胞外
cAMP 濃度は一過的に M のレンジまであがるため，
cAMP は細胞レベルでも一過的に振動状態に陥る．こ
のように，細胞とその集団がみせる状態遷移は，自分
が周りを定義し，周りが自分を定義する循環的，かつ
動的な性質をもっている．1 細胞レベルの動的な不安
定性と，集団レベルの動的な不安定性が互いに誘起し
あい，整合性を保つことで，一見ほとんど何もないと
ころから自発的な振る舞いが出現するのである．
営みとしての科学にも，これと似た問題がある．学
会の性質を決めるのは学会員の興味や能力，逆に学会
員の研究も人との出会いや研究費など，学会によって
影響される．私が学会が苦手なのは，このミクロとマ
クロの関係のために，研究の自由度を自分で制御でき
ない現実に直面するからだろう．もちろん，私のきら
いきらいも好きのうちだ．誰もやりたがらない「生命と
は何か」に愚直に挑んできた私でも，ここで記事を書
いている．やはり生物物理学会の懐は深い．我が道を
行く研究者の自発性を引き出す場であり続けて欲しい．
文
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

図1
細胞性粘菌の集合時の cAMP 振動のライブイメージング．
（上）約
200 個 の 集 団 の ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト．
（下） 時 系 列 の 例．（電 子
ジャーナルではカラー）

11)
12)
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低温電子顕微鏡法の未来
―宝谷紘一先生に応えて―
藤井高志

大阪大学大学院生命機能研究科

日本発の生物物理学について宝谷先生の文章を読ん

生命機能を理解する上で，できるだけ高分解能で可

で，それに応答し日本発の生物物理学を考えるという

視化することの重要性を否定するひとはいないだろ

企画である．グローバル化による国境の透明化は科学

う．結局， 見る

の分野でかなり顕著であり，加えて，日本の国際的な

ことにつきる．見えるレベルが変われば，わかるレベ

地位の低下によって， 日本発

を保持することがま

ルも劇的に変わる．私としては，生体分子が原子でで

すます難しくなってきている．抗いようのない時代の

きている以上，本質的に生体分子の機能発現を理解す

流れの中であるからこそ，先人から知恵を学ぶことが

る上で，原子レベルの分解能は不可欠であると考えて

今必要である．

いる．原子分解能で生体分子の構造を解析できるツー

という科学は，高分解能化という

宝谷先生の文章『芸者と学者』には，生き生きとし

ルはいくつかある．X 線結晶構造解析，NMR，そし

た，今にも御本人が飛び出してきそうな研究史が書か

て将来的にそうなるであろう低温電子顕微鏡法であ

れている ．また，宝谷先生がおっしゃる

若者が日

る．もちろんこれらの手法には得手不得手があり適用

は大変参考になる．私なりに解釈

場面が異なる．低温電子顕微鏡法の利点は，非常に大

1)

本発人になるコツ

すると，要は，どれだけ

自由

に研究できるかとい

きな複合体が得意であり，離合集散時のさまざまな状

うことだろう．自由に研究ができる環境に身を置き，

態の立体構造解析ができる点である．しかも，欠点で

面白いかどうかでテーマを選ぶ．それをあらゆる手段

あった，低分解能という側面は急速に改善されてきて

を駆使して，解明する（方法論に関して自由になる）
．

おり，原子分解能での解析が次々にできるようになっ

ということは，若手としては，いかに自由な環境に身

ていくだろう．

を置くか，そのような

を見つけ出し，そこに場

低温電子顕微鏡法ではタンパク質を急速凍結して

所を求めることだろう．科学者は幸せである職場は世

場

100 nm 程度の薄いアモルファスの氷の中に閉じ込め

界中どこでもいいわけだから．それさえできれば，後

てその画像を撮影する．ただし，タンパク質の電子線

は，好き勝手にすごいサイエンスをめざすことじゃな

損傷は非常に大きいため，電子線照射量は制限され

いか !? 面白いサイエンスができれば，『芸者と学者』

る．その結果，ノイズまみれの画像を画像解析するこ

の肝である， 自分の仕事のファンを作ることである

とになるわけである．ノイズレベルの高い画像を整列

を実践できるようになるのではないか．

や分類し，角度ごとに平均像を作るわけであるから，

私自身は博士課程を，べん毛研究をメインとする研

ここでほとんど分解能が決まる．あとは，この平均像

究室で過ごした．べん毛研究も重要であるというよ

を計算によって 3 次元に復元する．病院などで受ける

り，面白さが立つ分野であると思う．べん毛研究が医

X 線 CT と原理的には同じである．このような画像解

学的に役に立ち，エネルギー問題を解決するのはかな

析によってタンパク質の 3 次元立体構造を得る．

り遠い未来である．宝谷先生が撮影した水流でべん毛

私自身は，この低温電子顕微鏡を用いて，最初，べ

が左巻きと右巻きを繰り返し変換する映像を何度も繰

ん毛モーターの回転軸の構造解析に取り組むことに

り返し見て，感動を覚えたくちである．宝谷先生は光

なった．数年前，そんなに細くて（直径 13 nm），表

学限界をはるかに超えるものを暗視野光顕を駆使して

面が滑らかな構造の高分解能解析は不可能とされてい

映像化された．だれもその分解能で見ることができる

た（正確な整列や分類が大変困難）が，2 年ぐらいか

と考えていない時代にである．

けていろいろな撮影条件を検討し，画像解析のプログ

The Bright Future of Cryo-electron Microscopy
Takashi FUJII
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
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ラムを書き直し，大量のデータ処理を行うことで，

て，高分解能まで情報を得たこと，そしてきわめて対

ヘリックスや  シートなどの 2 次構造がきれいに解像

称性の高いウィルスを使ったことである．そのような

されるようになった．いったん細くて難しいサンプル

ウィルスでは 1 個のウィルス粒子が 300 個の同じタン

ができるようになると，太さがべん毛回転軸の約半分

パク質からできており，1 個の写真をとれば，300 個

である直径 7 nm の非常に細い繊維でも 2 次構造を解

の平均化に使えるわけである．平均化に使われたタン

像することができた．研究はいったん進みだすと加速

パク質の分子数は約 500 万個である．10 年前は対称

度がついたようにうまくいきだす．次々に細いらせん

性の極端に高いものを除いて数千から数万個の分子の

重合体の構造解析ができるようになった．今では，直

平均がせいぜいだったが，現在ではデータ取得の効率

径がきわめて細く，構造解析が難しいと思われていた

化，コンピュータの速度の劇的な向上により，数十万 -

F-actin の 2 次構造を直接可視化できるようになった 2)．

数百万個の分子を平均することができるようになって

技術の進歩は日進月歩である．技術的進歩と科学の

いる．次の 10 年で，データ取得の自動化技術の発達

連動は増々タイトになってきている，日本発を狙うに

によりこの数が 1 億-10 億個になるだろう（しなけれ

しても，技術の重要さは増すばかりである．低温電子

ばならない）
．これぐらいのデータ量を処理すること

顕微鏡は，さまざまな技術の集積であり，10 年前と

ができるようになると日常的に 3.0 Å 分解能での解析

比べて飛躍的に進歩した．画像の検出器は世間の流れ

を行うことができるようになるだろう．

と同様に，フィルムから CCD にかわり，その面積も

現在は，対称性が高く大きな粒子に限定されている

4 メガピクセルから 64 メガピクセルへとサイズが大

が，今後，リボソームのような対称性のないものや，

きくなった．コンピュータの速度も並列クラスターが

より小さいもの，細い F-actin さえ原子分解能での解

当たり前になり，桁違いに高速に大量のデータを処理

析を行うことが，1 つの山になるだろう．対称性のな

できるようになってきている．ハードディスクの容

いものは単純に数を集めることが大変になる．CCD

量，コンピュータの速度（並列化・GPGPU などの利

カメラは電子線をシンチレータによって光に変換し画

用も含めて）が増大すれば，大きく構造解析を改善す

像化している．そのためシンチレータによる像のピン

る余地がまだまだある．これまでの 10 年でさえも，

ぼけが 3.0 Å 分解能などの高分解能解析では深刻で

扱えるデータの増加によって高分解能に容易に短期間

あった．これまで，3.0 Å 分解能の結果は CCD よりピ

で，到達することができるようになり，爆発的に高分

ンぼけが小さいフィルムを使用した研究から生まれて

解能解析のノウハウが蓄積された．また，リソースの

いる．しかし，先程述べたように，フィルムを使用す

増大によって，大胆な解析方法を試みることができる

ると，その現像やスキャンなどで大変時間がかかり効

ようになり分解能向上に拍車をかけている．また，こ

率が悪い．また，フィルムではデータ取得の自動化が

れまで 1 つの生体超分子の構造をある程度のレベルで

ほぼ不可能になるなど，ハイスループットの解析には

決 定 す る の に 数 ヵ 月 か ら 1 年 ほ ど か か っ て い た．

向かない．最近，電子線のダメージを減らす工夫によ

CCD カメラの使用によりフィルムの現像やそれをス

り CMOS で 直 接 電 子 を 受 け る カ メ ラ が 開 発 さ れ，

キャンする手間がなくなり，また，さまざまな画像解

フィルム同等，それ以上の質の像を得ることができる

析ソフトウェアの開発などで，現在ではデータ取得に

ようになった．近い将来，低温電子顕微鏡で日常的に

2 日間，解析に 3 日間，トータル 1 週間ほどで，2 次

3-2 Å 分解能での解析が可能になるようになり，生物

構造の解像というレベルで構造解析を行うことができ

学的に本当に見たいものを次々に見ることができる時

るようになっている．このように，ハイスループット

代に入るだろう．

かつテンポの早いフィードバックは技術の進展をます

最後に， 万事塞翁が馬

ます加速させている．

ということわざがあるが，

これは研究・研究者というものの実像をよく表してい

分解能の点では，低温電子顕微鏡の構造解析は対称

る．つまり，未来の不確定性と上手に付き合わなけれ

性の高い巨大な正 20 面体ウィルス粒子では 3 Å 分解

ば，研究・研究者などやっていられないだろう．私自

能に達しつつある ．分解能 3 Å を達成すれば，ポリ

身はこの不確定性がだんだん好きになってきた．一寸

ペプチド鎖をすべてトレースことができ，原子モデル

先は闇だからこそ前に進む気になる．

3)

を構築できる．これを達成できるかどうかは，構造解

文

析手法としては，かなり大きな分かれ目である．この
高分解能が達成できたのには，1 つには FEI 社製の
Titan Krios という最新の高性能な電子顕微鏡を使っ
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分子を進化させて何がわかったか
―伏見 譲先生に応えて―
松浦友亮

大阪大学大学院工学研究科 / ERATO, JST

それまでの生物物理学が生命現象の基本過程として

する方法が必要である．そのためには，遺伝子型―表

の，生体高分子＝分子機械の「動作原理」の解明で

現型対応付けが必要であり，伏見先生らのグループが

あったのに対して，日本において伏見先生により，生

開発した in vitro virus（別名 mRNA display）とよばれ

体高分子の「創出原理」に焦点を当てた研究が始まっ

る方法以外にも生細胞，ファージ，リボソーム，w/o

た 1)．生物と物理を統合する生物物理学に，生物とい

emulsion を用いるのなどさまざま開発されてきた 3)．

う物質の存在を理解する試みが加わった．伏見先生の

これらの手法を用いることで最大 1014 種類もの変異

いう「創出原理」を理解するためには，まず分子，シ

体の中から目的の性質を有する分子を選択することが

ステム，生命を実験室で構成的につくり出さなければ

可能となっている．

ならない．その上で，その創出過程（つまり進化過

進化とは何万年もかけて起こるイベントであり，せ

程）をつぶさに観測することで「創出原理」に迫るこ

いぜい数年間行われるだけの実験で再現されると考え

とができると考えている．

には無理がある．また仮に数年で数億年分の世代を重

Spiegelman らの RNA 分子の進化実験 2) の以前には，

ねられたとしても，天然のタンパク質は長い歴史のな

実験室内で分子の進化が起こることは自明ではなかっ

かで進化してきたのであるから，もはや完全無欠であ

た．むしろ，起きないと考えている研究者が多数で

り，これ以上進化しないとも考えられる．ところが実

あったように思う．前述の Spiegelman らの実験から

際に実験室で進化実験を行ってみると，酵素の耐熱

40 年ほどたち，現在では，分子を実験室で進化させ

性，安定性，酵素活性を進化させた成功例は多数報告

るという実験は，進化分子工学として確立された．日

された．また，タンパク質だけでなく，aptamer など

本でも伏見先生の研究に始まり，さまざまな実験室内

の核酸分子の進化の成功例も多数ある．これらの結果

進化実験が行われてきた．進化分子工学では，ダー

から，われわれがわかったことの 1 つは，生体分子は

ウィン進化を実験室で模倣する．具体的には，変異と

人工的に進化させることができるということである．

選択を繰り返し行うことで標的分子の機能を進化させ

すなわち，生物を構成する分子は進化能を有している

る．進化とは，ここでは改良，改変，向上させること

ことが明らかになった．

と同値である．ここでは，20 年ほどで大きく発展し

では，いったいどの程度進化させる余地があるのだ

たその手法について簡単に解説し，次に「分子を進化

ろうか．天然のタンパク質は実はまだまだ発展途上で

させて何がわかったか」，最後に創出原理解明にどこ

あり，任意の変異により進化していくのだろうか，そ

まで近づけているかを論じてみたい．

れとも，ほぼ完璧であるが，わずかながら改良の余地

タンパク質の機能進化を行う場合，変異のステップ

が残っているだけなのだろうか．これらの疑問に答え

では，その遺伝子の変異体ライブラリーを調製する．

るには，進化能を定量的に評価する必要がある．その

突然変異を導入する方法論はさまざまあるが PCR を

ために有効なのは Eigen，Kauffman，伏見先生らによ

用いるものが一般的である．特に，DNA shuffling は

り精力的に研究された適応度地形という概念である 4)．

PCR を用いて複数の変異体遺伝子のキメラを作る方

長さが N のタンパク質には 20 種類可能な配列を

法であり，有用突然変異を効率的に蓄積する方法とし

考えることができる．20 種類の配列は N 次元配列空

て広く用いられるようになった．続く選択のステップ

間内の 1 点として表される．簡単化（視覚化）のため，

では，変異体タンパク質の機能をそれぞれにアッセイ

N 次元配列空間（sequence space）を圧縮して 2 次元（xy

N

N

Investigating Molecular Evolution in the Laboratory
Tomoaki MATSUURA
Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University / ERATO, JST



目次に戻る
分子を進化させて何がわかったか

平面）で考えてみる．これに，適応度（fitness）とし

応度地形の凸凹度合いを実験的に定量し，これがタン

てもう 1 つ軸（z 軸）を加え，これに各タンパク質の

パク質のそれと同程度であることを明らかにした 8)．

任意の性質（活性，安定性など）をプロットする．そ

生物およびその部分（分子，反応ネットワークなど）

の時に表れるものが適応度地形である．生体分子の進

はすべて進化の産物である．ゆえに適応度地形の形状

化は，適応度地形の山登りに相当する．生体分子が人

が類似しているのかも知れない．適応度地形の概念

工的に進化可能であることは配列空間上の適応度地形

は，システムが (1) 多数の構成成分からなる，(2) 構

（fitness landscape）の頂上に天然酵素は位置していない

成成分によりシステム全体の機能，活性が規定されて

ことに対応する．では，何合目あたりにいるのだろう

いるものにはすべて適用できる．今後，さまざまな生

か．これに関しては，すべての論文をフォローしたわ

体分子，システムなどにも適用され，適応度地形の普

けではないが，平均 7 合目程度であると考えるのが妥

遍的な性質が明らかになることを期待している．

当であろう．

ここまで述べてきたように，分子や反応システムを

また，適応度地形の形状は進化のしやすさに大きな

実験室で進化させることは可能になってきた．これに

影響を与える．突然変異の効果が加算的である場合，

より生化学や分子生物学的手法ではわかり得なかった

1 つの有用な突然変異の効果は，次に導入された有用

進化能という性質が明らかになってきた．一方で，こ

な突然変異の効果により大きな影響を受けない．この

のことは分子を理解できたこととは同値ではない．た

場合，有用な突然変異を逐次的に蓄積できるので，あ

とえば，進化実験で発見された機能進化に関与する突

る程度小さい集団サイズであっても有限の時間内に

然変異が予想も付かないものであったという事例は数

進化させることが可能となる．加算性が成立している

多い．つまり，分子を進化させることが可能になりわ

場合，適応度地形が滑らかであり，これを富士山型地

かったことの 1 つは，われわれの能力はまだ進化能を

形であるという（伏見先生の論文多数

超えていないことだと思う．実験室で進化させてはじ

5)-7)

）
．逆に，突

然変異間には相互作用があるとき変異の効果は加算的

めてわかることも多い．

ではない．たとえば，2 つの突然変異が組み合わせた

生物を材料として研究していると，生物の非常に緻

ときにのみタンパク質の機能進化に寄与する場合，

密なメカニズムに驚かされることが多い．一方で，現

1 つ目の変異では進化しないが，2 つ目の変異で進化

在の生物のメカニズムを明らかにするだけでなく，こ

する．このように適応度地形は凸凹する．極度に凸凹

れがどのようにしてできあがったのかを考えることが

であると，滑らかな地形と比べると進化するのに時間

必要であろう．なぜなら作り上げる過程（創出原理 1)）

を要してしまう．よって，分子が実験室で進化可能で

を知ることで，われわれは同様のシステムを人工的に

あることは，配列空間上の適応度地形が富士山型であ

合成できる能力を手にできる可能性があるからであ

ると近似できることを意味している．

る．分子，反応システム，細胞のそれぞれの進化を実

近年，進化能およびこれを定量的に理解するための

験室で行うことは可能になった．一方で，階層を超え

適応度の概念は，ポリマー（タンパク質，核酸など）

る進化，すなわち分子から反応システムや生命が誕生

の進化のみならずタンパク質合成システムなどの反応

する進化過程を実験室で行うことはできていない．創

ネットワークにも適用できることが明らかになってき

出原理が真にわかったといえるのは合成生物学的に生

た ．たとえばタンパク質合成システムにおいて，適

命を作り出せたときではないだろうか．

8)

応度はタンパク質合成量，配列はシステムの構成成分
の濃度，変異は構成成分の濃度変化などに対応する．
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もし，タンパク質合成システムも進化能を有するなら
ば，その適応度地形はタンパク質のそれと同様の性質
を有するはずである．

て，構成成分濃度を変化させることで進化させること
に成功した．さらには，タンパク質合成システムの適
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みんなの手
―郷 通子先生に応えて―
昆理恵子
ワールドカップ予選リーグ真最中である．連日テレ

こと，国内外から多くの研究者がやってきて研究者に

ビに釘付けであるが，今大会最も注目されている選手

とって必須の国際感覚を養ったこと，などなど．改め

の 1 人はアルゼンチンのメッシ選手であろう．にわか

て，よきメンターと出会うことの大切さを感じた．

サッカーファンの私でも，1 人 2 人，
，，と相手チーム
の選手を難なく抜き去る様を見ると， すごい！

そうして，今までお世話になった先生方のことを思

と

い返してみると，人をのせるのが非常に上手い先生が

感動してしまう．こういう人を見ると，生まれたとき

多かったように思う．大学ではじめてお世話になった

から何の苦もなく迷いもなく一流のサッカー選手に

指導教官の四方義啓先生も（数学の教授であったが）

なったのだろうと思い込んでしまう．しかし，ご存知

非常に人をやる気にさせるのが上手い先生だった．大

のとおり実際は幼い頃に成長ホルモンの分泌異常が発

学だけでなく，市民講座や高校・中学にも出向いて

覚し，サッカー人生が危ぶまれた時期もあったそう

いって，数学の魅力について講義されていた．難解な

だ．

大学の数学を誰にでもわかるように説明し，さらに，

同様な思い込みをもって郷通子先生の

生物物理学

もっと数学を学びたいという気にさせてしまうのだか

を読んだ私は，メンター

ら，教授というよりもはや教祖といってもいいかもし

である大沢文夫先生の一言に支えられながら郷先生が

れない．夏休みになると，どこからともなく高校生や

研究を続け，大きな成果をあげられたことを知り非常

中学生・社会人まで集まってきて，自然現象や社会現

に驚いた．その部分を引用させていただく．

象を数学を使って理解していこうと，研究室はいつも

の源：大沢文夫先生のこと

「決して忘れられないのは，30 歳代の子育て中の私

熱気と人で満ちていた，ように思う．

に対する大沢先生からの一言である．あれから 30 年

この先生がよく口にされていたのは

虫の目だけで

以上が経った今でも，私がいただいた最大の励ましの

なく鳥の目をもて

ということだった．ビジネスの世

言葉である．
『こどもが小学校にあがったら，みんな

界などでもよく使われる表現だと思うが，虫の目は物

よい仕事ができる．
』これは，こどもを育てながら，

事を近いところから多角的に詳しく見ること，鳥の目

やっと九州大学で助手のポストに就いたときに，大沢

は高いところから俯瞰することで広範囲を見渡すこと

先生からいただいた言葉である．『なぜなら，こども

であろう．実際に，その研究室では，数学を使ってさ

がいる女性研究者は，知る限り，下の子が小学生にあ

まざまな自然・社会現象を理解しようと，研究テーマ

がると，よい仕事をしているから』と加えられた．

は生物学や医学・天文学などなど広い範囲にわたって

2 人のこどもが小さくて，研究時間が十分にとれない

いた．そして，それぞれの分野の先生方にセミナーを

状態にいた私には，俄には信じがたい言葉だった．し

していただいたりしながら，研究をすすめていた．鳥

かし，事実はその通りになった．」

の目と虫の目を行き来しながら研究をすすめることが

メンターである大沢先生が，研究のすすめ方などを

できるように指導しておられたのだと思う．郷先生の

指導するだけでなく，大学院卒業後の人生においても

文章を読んで，改めてこれまでご指導いただいたすべ

郷先生の精神的な支えとなり，辛い時期をのりこえる

ての先生方への感謝と尊敬の気持ちを強めた．

助けとなっていたことがわかる．また，大沢スクール

郷先生がそうであったように，多くの研究者にとっ

で経験したこと学んだことが，その後の郷先生の研究

て，子育て期は研究に十分な時間を費やせず苦しい時

人生の基盤となっていることが書かれていた．独りよ

期といえる．私事で恐縮であるが，ごく最近私も子育

がりでない研究を進めるために徹底した議論を尽くす

てをスタートし，現在育児に専念している．その際に

We are not alone
Rieko SHIMO-KON
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体験したり感じたりしていることを以下に述べてみた

子供を預けることにした．また，預かってもらえる保

い．今後育児と研究を両立するであろう若い研究者と

育園が見つかった後も，出産前と同じように仕事がで

その周辺の方々の参考になれば幸いである．

きるわけではない．病時保育施設はほとんどないこと

子育てに慣れないうちは子供のお世話をしているだ

から，子供が病気になるたびに仕事を休まなくてはい

けであっという間に 1 日が過ぎていった．出産前に

けないからだ．

は，育児なんて 3 時間に 1 度授乳するだけなのだから，

こういった現状はこれから子供をもつ人だけでな

暇な時間に何をして過ごそうかなぁと呑気なことを考

く，その人たちを取り巻く人々にも知ってもらうこと

えていたのに，である．そうこうしているうちに子育

が重要だ．出産・育児に伴う問題は社会とともに変化

てにも余裕ができ，仕事を再開する準備を始めること

するため，周囲の人と問題意識を共有するのが難し

になった．子育てをしながら仕事をするためには，ま

く，また行政の対策が追いつくまで時間を要する．待

ず子供を安心して預けることのできる保育園を見つけ

機児童問題も昨今の不景気により，特に都心部で再深

なければならない．

刻化した社会問題である．大沢先生の一言が郷先生を

待機児童が社会問題化していることからも予想でき

支え続けたように，困難なときほど周りの人の理解が

たが，やはり認可保育園には空きはない．日本では保

有り難く，大きな助けとなるに違いない．私も妊娠期

育 園 に 入 所 で き る の は 生 後 57 日 以 降 な の で，4 月

間中に職場の人たちに随分と助けていただいた．実験

1 日時点で生後 57 日未満であった娘は年度途中での

試料の準備には，妊娠中には避けたほうがよい作業，

入園申し込みをしなければならなかった（自治体に

低温室での作業や遠心機のローターのような重いもの

よっては生後 57 日未満でも申し込みを受け付けると

のもち運びなど，が必要だった．周囲の人たちがそう

ころもあるようだ）．年度途中での入園は非常に狭き

いった作業を快く手伝ってくださったおかげで，出産

門らしく，何十人という待機児童に対し，1 年を通し

前まで普段どおり研究をすすめることができた．本当

て空きがでることはほとんどないという．まして，家

に有り難いことだと思う．

や職場近くの保育園にたまたま年齢に合ったクラスの

育児と仕事の両立が容易でないことは予想できる

空きがでることはほとんど期待できない．

が，子供をもつことが仕事に負の影響しか及ぼさない

では，年度途中での入園は諦めて，4 月まで待てば

とは思いたくない．2 人の子育てを経験された郷先生

1 歳児クラスに入れるかというと，それもまた難しい

は次のように書いておられる．「女性研究者がきわめ

そうだ．というのも，1 年間の育児休暇を終えて 1 歳

て少ない時代に物理学を学び，その後，DNA やゲノ

児クラスに申し込みをする人が多いことと，0 歳児ク

ム情報が生物学の進展をもたらす時期にあって，子育

ラスからの持ち上がりで，1 歳児クラスへの入園倍率

て期を乗り切りながら，生物学の世界に自己を確立で

は非常に高いからだ．つまり，0 歳児で 4 月入園でき

きたことは，大沢スクールで学んだ，『好きな研究を

ないと，待機児童数が少ない 3 歳になるまで認可保育

楽しみながら，オリジナルなテーマを徹底して追求し

園には預けることができない可能性が非常に高いとい

た』からであったと思う．この姿勢なくして研究者と

うことだ．

して生き残る道はあり得なかったと思う．」子育てで

期限付きポストに就いていることが多い若い研究者

仕事に十分な時間が費やせないとき，十分な体力を費

にとって，転勤・非常勤などの理由から待機児童問題

やせないとき，どう乗り切ればよいかを教えてくだ

は対岸の火事ではないはずだ．最近では学内に保育園

さっていると思う．出産・育児で仕事を離れている期

をもつ大学もできているようだが，私が問い合わせた

間に，これまでの研究の方向性や進め方を振り返り，

学内保育園では認可保育園より待機児童数が多く，入

必要に応じて軌道修正し，私自身よい再出発ができれ

園は期待できない．結局，認可保育園への入園は無理

ばと思う．

だったので，保育環境に不安は残るが認可外保育園へ

特集
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無脊椎動物のロドプシン研究
―津田基之先生に応えて―
村上

緑

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻
（物理系）

ご自身のタコロドプシンの研究を振り返った津田基
之先生の記事「創造的研究成果は悪い研究条件から」1)
を受けて，無脊椎動物のロドプシン研究のこれまでと
これからを私なりに概観したい．
2000 年に現在の研究室に移ったことが，私がロドプ
シン研究を始めるきっかけとなった．ちょうど好塩菌
の光駆動プロトンポンプ，バクテリオロドプシンなど
の微生物型ロドプシンの構造が続々と発表されていた
頃で，われわれの研究室もバクテリオロドプシンの光
反応中間体の構造を決める取り組みが続いていた．構
造が与えるインパクトは大きいが，機能解析の結果と
矛盾するものも少なくない．研究室で行っていた取り
組みも，機能と構造の不一致を解決すべく綿密に思考
を重ねさまざまな工夫を施したものであった．もとも
とロドプシンも構造解析も門外漢であった私には，美
しい構造の舞台裏をはじめて見て（どの分野でも同じ
だと思うが）これはえらいところに来たな，と思った．
その直後，GPCR 初のウシロドプシンの結晶構造が
発表された．多くの研究者が待ち望んだ構造であり，
ロドプシン分野はますます活気づいていった．しばら
くして，今度は私がイカロドプシンの結晶化に挑むこ
とになる．ウシにできてイカでできないはずはない，
と最初は楽観的に考えていたのだが，良質な結晶がす
ぐできるわけはなかった．1 人暗い低温室の中の試行
錯誤の繰り返しで進展がほとんどないまま時間だけが
過ぎていく．それでも何か手がかりはないかと過去の
論文を必死に読み漁り，多くの日本人研究者の論文と
出会う．本稿では，この時暗闇の中でひしひしと感じ
たロドプシン研究の長い歴史を踏まえて，今一歩抜け
出して見えてきた無脊椎動物型ロドプシン研究の将来
像を予想しようと思う．

てウシロドプシン，その対照として無脊椎動物のロド
プシンが研究対象に使われた．
海産資源が豊富な日本では，無脊椎動物としてイカ
のロドプシンを用いた生物物理学的研究が古くから盛
んで，世界中で食されているウシのロドプシンと並び
分光学実験を中心にさまざまな成果が発表されてき
た．無脊椎動物型ロドプシンの光反応初期過程は脊椎
動物型と同様，発色団レチナールの高速な光異性化反
応であるが，反応速度や光感受性などに違いがみられ
る．これらの差異の中で無脊椎動物型ロドプシンの最
大の特徴は，光照射によって退色しないことであろ
う．脊椎動物型ロドプシンでは，光活性型メタロドプ
シンは熱的に不安定でレチナールを解離してしまうの
に対し，無脊椎動物型ロドプシンに青色光を照射し生
成した光活性型は生理的条件下で G タンパク質活性
能を保ったまま安定に存在する．この光活性型は橙色
光照射により基底状態へと戻り，その間レチナールは
解離しない 1), 2)．津田先生は早くからこの利点に着目
し，また当時北海道在住という地の利を生かしてタコ
ロドプシンを用いた実験を始められた．北海道産のタ
コロドプシンが共同研究を通じて世界中に広がり，数
多くの特筆すべき論文が生み出されてきた．

2. バクテリオロドプシンが牽引したロドプシン研究
ところが，1970 年代にバクテリオロドプシンが発
見されると，それ以降バクテリオロドプシンを含む微
生物型ロドプシンを用いた研究がずっと視物質の研究
に先んじることとなる．微生物型ロドプシンは遺伝子
改変，大量培養が比較的容易でタンパク質も安定であ
ることから，低温から室温までの幅広い温度領域にお
いて分光法を中心にしたさまざまな測定法が開発，適
用され，さまざまな機能が特定された．1975 年には
Henderson らがバクテリオロドプシンの電子線結晶解
析を行い，ロドプシンタンパク質に代表される 7 回膜
貫通ヘリックス構造がはじめて実際の 3 次元構造とし
て姿を現した．この研究は，これ以降のロドプシン分
野の研究が構造をベースとしたものへと変わる転機と
なった．90 年代に入るとバクテリオロドプシンの 3

1. 無脊椎動物型ロドプシン研究の始まり
1950 年代から 60 年代にかけて，吉澤先生が低温下
でロドプシンの光反応過程を追跡したのが日本でのロ
ドプシン研究の夜明けであり，1967 年に G. Wald 教授
がノーベル賞を受賞されて以降，ロドプシン研究は世
界中で日の出の勢いとなったようだ．まず視物質とし
The Stream of Research on Invertebrate Rhodopsins
Midori MURAKAMI
Department of Physics, Graduate School of Science, Nagoya University
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次元結晶化に成功し，高分解能 X 線構造が次々と明
らかとなった．基底状態に始まり，反応中間体の構造
解析へと研究が展開し，機能発現の分子機構が原子レ
ベルで語られるようになった．さらに同じ頃，計算機
技術が格段に進歩した結果，高分解能結晶構造に基づ
いた反応シミュレーションが行われるようになる．そ
の後も類似タンパク質を用いた研究が展開され，新規
ロドプシンの発見，機能解析，構造解析，反応シミュ
レーションへと続く研究の流れができた．さらに近年
では，チャネルロドプシンを用いた人工網膜作成など
にも応用され，研究の広がりを見せている．

うにも見える．この多様性は，生体内で多種多様な生
命機能を担う GPCR に共通する普遍的な性質とも考
えられる．したがって，超高速，超高感度な光センサ
に特化した脊椎動物型ロドプシンよりは，光受容機能
はほどほどに抑えながら多様性を獲得した無脊椎動物
型ロドプシンを一般 GPCR のモデルとしてとらえる
のが適当であろう．
そして決定された基底状態のイカロドプシンの構造
では，膜貫通へリックス構造こそウシロドプシンに似
ているものの，活性部位近傍を含むその他の構造はき
わめて独特なものであった 4)．興味深いのは，細胞質
側第 3 ループではへリックス 5，6 が細胞質に長く伸
展し，さらに C 末端ループに形成された親水性の短い
へリックス 9 がそれに沿うように配置していたことで
ある．それにより，イカロドプシンは，細胞質に大き
く突き出た固い構造を形成していた．一般の GPCR は
この領域に長いループをもつことが多く，基底状態に
おいては特定の構造をもたないと考えられている．光
活性化後にレチナールが外れたウシオプシンと G タ
ンパク質 C 末端ペプチドとの複合体の結晶構造では，
細胞質側第 3 ループのへリックス構造化が見られるこ
とから 5)，GPCR 活性化には細胞質側ループのへリッ
クス構造化を含む G タンパク質共役サイトの構築が
必要である．イカロドプシンは基底状態においても光
活性化に必要な G タンパク質共役サイトを形成して
いたと考えられるので，G タンパク質が結合し信号伝
達の過程が脊椎動物とは異なることも予想される．実
際，無脊椎動物型ロドプシンは光活性化状態が安定な
ため，アミノ酸置換を含まない天然の活性化状態の構
造決定が本質的に不可能でない（脊椎動物型では光活
性化状態の構造決定のためアミノ酸置換が 常套化し
ている）
．無脊椎動物型ロドプシンの研究に求められ
ているのは，ロドプシンの活性化状態の構造機能連関
を明らかにすること，ロドプシンから一般 GPCR へと
研究を発展させる橋渡しをすることだと思う．
以上，今後のロドプシン研究の行方は，無脊椎動物
型ロドプシンや非視物質ロドプシンを用いた研究の展
開が鍵となると考えている．無脊椎動物型ロドプシン
の研究環境は決して 悪い研究条件 などではなく，
希望をもって研究に邁進できる分野だと思う．

3. 脊椎動物型ロドプシン研究の展開
視物質に話を戻すと，90 年代にウシロドプシン変
異体の培養系が確立すると，ウシロドプシンを用いた
機能解析が一気に進むこととなる．部位特異的な変異
やレチナールアナログを導入した一連の分光研究を通
して，ウシロドプシンが超高速，超高感度な光センサ
として光受容機能に特化してきたことが明らかとなっ
た．そして 2000 年にウシロドプシンの結晶構造が発
表される．ロドプシンは G タンパク質共役型受容体
のモデルとみなされることも多く，初の GPCR 構造と
なったウシロドプシンの構造を鋳型にして一般 GPCR
のモデリング研究へと展開した．その後は光反応中間
体の構造解析や計算機実験もさかんに行われている．

4. 無脊椎動物型ロドプシンのいま
さて，本題の無脊椎動物型ロドプシンは，感度ス
ピードともウシに及ばずなかなか日の目を見る機会に
恵まれなかった．ところが最近，無脊椎動物型と非視
物質型を含む非脊椎動物型のロドプシンが非常に多彩
な分子進化を遂げていることが七田，松山により明ら
か に な っ て き た 3)． 一 般 に， ロ ド プ シ ン を 含 め た
GPCR（アドレナリン受容体やムスカリン受容体など）
は複数のサブタイプに分岐しており，それぞれのサブ
タイプは別の G タンパク質サブタイプ（Gs，Gi/Go，
Gq など）と共役する（を活性化する）．たとえば，ア
ドレナリン受容体には，Gs，Gi/Go，Gq と共役する
サブタイプがある．しかし，脊椎動物型ロドプシンは
網膜中でトランスデューシン（Gt）とのみ共役する．
それに対して，無脊椎動物型ロドプシンは，一般の
GPCR と同様，さまざまな G タンパク質と共役する
ものがある．たとえば，イカやタコなど頭足類や昆虫
などのロドプシンは Gq 型，クラゲでは Gs 型，さら
にホタテのロドプシンには Gq 型と Go 型に共役する
ものがある．また，網膜神経節細胞に存在する概日リ
ズム調整タンパク質メラノプシンは Gq 型 G タンパク
質と共役し，その分子特性は哺乳類ロドプシンという
よりはむしろイカやタコのロドプシンに近いことが示
された．非脊椎動物型のロドプシンファミリーでは多
くの機能を発揮するための多様性を兼ね備えているよ

文

献

1)
2)

津田基之（2010）生物物理 50, 8-9.
Hubbard, R., St. George, R. C. (1958) J. Gen. Physiol. 41, 501-

3)

Shichida, Y., Matsuyama, T. (2009) Phil. Trans. R. Soc. B. 364,

4)

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

5)

Scheerer, P. et al. (2008) Nature 455, 497-502.

528.
2881-2895.



目次に戻る
生物物理 50（6）
，276-281（2010）

解説

脳・神経系の構造生物学
藤吉好則

京都大学大学院理学研究科

A brief account of structure and function including remaining research subjects of ion channels, which are the key molecules for understanding brain and neural functions, are given in this review. In specific terms, structure and function
of five types of channels are summarized. The mechanism of selective ion permeation of larger K ion faster than smaller
Na ion through K channel, which had been long puzzling question in electrophysiology, was revealed but it is still
unclear that other ion selectivity could be explained by same mechanism. Structure of acetylcholine receptor in a
condition similar with native membrane was analyzed but detailed gating mechanism is expected to be analyzed by
Freeze-trapping method. Historically important structure analysis of glutamate receptor was achieved and the analysis
revealed importance of asymmetric structure of the homo-tetramer. A plug model, which might be crucially important
for gating mechanism of gap junction channel, was proposed based on structure analysis of connexin. Structure of water
channel expressed in brain was analyzed but its functional studies are expected.
Ion channel / Acetylcholine receptor / Glutamate receptor / Gap junction channel / Water channel / Gating

1.

2.

はじめに

イオン選択機構

記憶や学習の機構が分子レベルでわかりつつある

神経細胞に発現している NaK-ATPase などのイオン

が，特に構造生物学的研究の進展は目覚しい．たとえ

ポンプの働きで，細胞外では Na イオン濃度が，細胞

ば，生理学の 1 つの大問題であった大きい K イオン

内では K イオン濃度が高くなっており，通常の条件





が小さい Na イオンよりも速く K チャネルを透過で

では膜外が正で膜内が負という膜電位が形成されてい

きる機構が解明され，速い水透過と高い選択性を有す

る．この細胞内外のイオン分布の偏りのために，Na

る水チャネルの構造が解析され，ニコチン性アセチル

イオンチャネルが開けば膜電位差が小さくなり（脱分

コリン受容体の構造も解明され，興奮性シナプスにお

極），K イオンチャネルが開けば膜電位差が大きくな

ける主役であるグルタミン酸受容体の 1 つの構造が解

る（過分極）．このようなイオンチャネルの働きで，

析され，電気シナプスの主役であるコネキシンの 1 つ

たとえば，樹状突起から軸索の先端へ膜電位の変化が

が解析されるなど，構造生物学的に大きな展開がみら

伝わり，神経細胞の情報が伝達される．それゆえ，イ

れた．しかし，まだ解明されなければならない問題も

オンチャネルのイオン選択性は極めて重要であるが，

多く残されている．それゆえ，これまでに明らかに

このイオン選択性についてたとえば，K イオンチャ

なった代表的構造研究を概説すると共に，明らかにす

ネルがイオン半径 1.33 Å の大きい K イオンを，半径

べき課題にも触れることとする．なお，この解説で

0.95 Å の小さい Na イオンより速く透過するという，

は，神経細胞や脳の働きを構造生物学的視点で理解す

単純な常識では理解できないイオン選択性がどのよう

ることに限って概説することとする．シナプス可塑性

な分子機構でなされているかは，生理学における長年

や神経伝達物質放出などの機構は非常に重要でここに

の疑問であった．この問題は，KcsA とよばれる K イ

含むべきであるが，優れた reviews があることと紙面

オンチャネルの X 線結晶構造解析 3) と，その後の抗体

の都合から，シナプス後肥厚に存在する足場タンパク

を用いた高分解能の解析 4) によって，MacKinnon など

質の構造と機能 1)，および，シナプス前膜へのシナプ

により解明された 5)．

ティックベシクルの融合の機構 2) などについて，ここ

解かれた KcsA では，膜貫通領域にある必要最低限

では省略する．

の構成要素からなるサブユニットが作るホモ 4 量体に
よってイオンチャネルが形成されている．向かい合

Structural Biology of Neural Systems
Yoshinori FUJIYOSHI
Graduate School of Science, Kyoto University
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う 2 つの単量体を示した図 1 からわかるように，2 本

チャネルを透過することができる．K イオンは 8 配

のへリックスの間に形成された短いヘリックスから 2

位も 6 配位も自然に形成することが知られているの

番目のへリックスにつながる部分に，TVGYG という

で，高速で透過することができる．

保存されたアミノ酸配列が，イオン選択性のフィル
ター部分を形成している．イオンが透過するチャネ

3.

ルの表面には，アミノ酸側鎖ではなくて，ポリペプ

K 以外のイオン選択性の分子機構

チド鎖に共通のカルボニル基が出ている．一方，水

イオン選択性フィルター部分のカルボニル基がそれ

溶液中でイオンは 8 分子程度の水分子と結合してお

ぞれのイオン半径に最適な位置に配置されることに

り，イオンの中心から水分子の酸素までの距離が，

よって，イオンの選択が行われている機構のモデルは

K イ オ ン で は 1.33 Å で あ る． イ オ ン 選 択 性 部 分 で

K イオン選択性を見事に説明し，他のイオンチャネ

TVGYG 配列のように高度に保存されたチロシンが短

ルについても同様の選択機構が期待される．しかし，

いヘリックス上のトリプトファンと結合してこの距

イオン選択性について，まだいくつかの疑問が残され

離を制御している．このような Y-W の結合などによ

ている．図 1 に示すように，K イオン選択性のチャ

り，図 1 のようにチャネル表面に出ているカルボニ

ネルから，より低い選択性のチャネルまでが存在する



ル基の酸素の位置がちょうど K イオンから 1.33 Å と

ことが知られており 6)，X 線結晶学を用いて，Na と

なるように調節されている．それゆえ，K イオンは

K の両方のイオンを透過するチャネルの構造が解析

水和水分子の衣を脱いで選択性チャネル部分にス

された 7)．このチャネルでは，チロシン残基がアスパ

ム ー ス に 入 る こ と が で き る． 一 方， イ オ ン 半 径 が

ラギン酸となっており，2 番目の 8 配位の位置のカル



0.95 Å の Na イオンは，カルボニル基の酸素までの距

ボニル基が広がった構造をとるためにイオン選択性が

離が遠すぎて水和の衣を脱いでチャネルに入るのは

甘くなって，Na と K の両方のイオンを透過できる．

困難である．なお，膜の中心付近に，10 Å 直径程度の

ところが，CNG（Cyclic Nucleotide Gated）チャネルは



キャビティが存在し，水和したままの K イオンが入

Ca2 イオン透過性チャネルであるが，KcsA チャネル

ることができるような構造が形成されている．しか

でチロシンの位置がグルタミン酸である．イオン選択

も，カルボキシル末端側からそのキャビティに向

性部分がこのアミノ酸残基になるとどのようにして 2

かって挿入されている短いヘリックスが作る負電場

価の Ca2 イオンを選択的に透過できるのかは明らか

によって，キャビティに正の電荷を有するイオンが

ではない．しかも，そのグルタミン酸がリジンやアル

入る場合のエネルギー障壁を下げる働きをしている．

ギニン残基に変異されると，Ca2 ではなくて陰イオン

イオン選択性フィルター部分もカルボニル基による

を透過するチャネルに変化する．



8 配位構造が形成できる 4 箇所が存在している．K イ

Na イオン選択的なチャネルに関しては複雑であ

オンと水分子が交互に入ることで，K イオンは 8 配

る．通常，脊椎動物などの Na チャネルは，4 量体が

位（2C  O/ モノマー x4）と 6 配位（1C  O/ モノマー

すべてつながった 24 回膜貫通のへリックス上にイオ

x4 水分子 x2）を順次交互に形成しながらスムースに

ンチャネルが形成されている 8)．そこでは，アスパラ
ギン酸，グルタミン酸，リジン，アラニンというすべ
て異なるアミノ酸残基を含む非対称な構造によって
チャネルが形成されている．Na イオンチャネルに
は，なぜ非対称のアミノ酸残基の配置が必要なのかは
明らかでない．バクテリア由来の Na イオンチャネル
は， 配 列 が Ca2 イ オ ン チ ャ ネ ル に 類 似 し， さ ら に
KcsA チャネルのチロシンの位置がグルタミン酸から
なっているのだが，それは電気生理学的研究によって
Ca2 チャネルではなく Na チャネルであることが明ら
かになった 9)．このことから，Na チャネルであるた
めには DEKA のように非対称な構造が必ずしも必要

図1
KcsA の 4 量体構造のうち，向かい合う 2 量体のみの構造を示す図
と，2 種類のチャネルのフィルター部分を拡大して示した構造と
イオン選択性の変化．

ではなく，EEEE という対称な構造でもよいことにな
る．しかし，脊椎動物の Na チャネルの DEKA の 4
つのアミノ酸残基を EEEE に変異するだけで，Na イ
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オン選択的チャネルが Ca2 チャネルに変化すること

5.

が知られている．


アセチルコリン受容体

このような例を見ると，K イオンチャネルのイオ

神経筋接合部では，神経終末から放出された神経伝

ン選択性は綺麗に説明されているが，他のイオンチャ

達物質（アセチルコリン：ACh）がアセチルコリン受



ネルの選択性の機構についての理解には，Ca と Na

容体（AChR）に結合することにより，受容体に内包

イオンチャネルの構造解析が必要で，ノーベル賞が授

されているイオンチャネルを開口させ，正イオンが通

与されたすばらしい K イオンチャネルの研究がなさ

り抜けて筋細胞膜を脱分極させることにより，最終的

れたにもかかわらず，イオン選択性を完全に理解する

には Ca2 イオン濃度を上昇させて筋肉を素早く収縮

には研究課題が残されている．

させる．1 つの分子内に

2

受容体とチャネル

の2つ

の機能をあわせもつリガンド開閉型イオンチャネル
ファミリーには，4 量体を形成するグルタミン酸受容

4.

ゲーティング機構

体や，5 量体を形成するこの AChR のファミリーに属

イオンチャネルの選択性と共に重要な機能は，ゲー

す る セ ロ ト ニ ン（5-HT3） 受 容 体，- ア ミ ノ 酪 酸

ティング機構である．構造解析に基づいたゲーティン

（GABAA, GABAC）受容体，およびグリシン受容体が知

グ機構の議論は，KvAP の構造解析の結果からいわゆ

られている．神経筋接合部では速いシグナル伝達が重

るパドルモデルが提案されたことから始まった

要な機能で，AChR はカチオンを透過するチャネルで

10), 11)

．

すなわち，電位感受性機能を有するバクテリア由来の

あって，K チャネルのような厳密な個別イオンの選

イオンチャネル KvAP に Fab 抗体を結合させて X 線結

択性はない．

晶構造解析がなされた ．3 番目と 4 番目のへリック

ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）は 5 つ

スが細胞の内側の膜表面に寝ているような構造解析の

のサブユニット（, , ,  または , ）からなる分子

結果に基づいて，この 2 本のへリックスがパドルの

量は約 290 kDa の大きな膜タンパク質である．電気エ

ように細胞質側から，細胞外へ動くモデルが提案され

イの発電器官のシナプス後膜からチューブ状結晶を形

た ．しかしこのモデルは，アルギニン残基を有する

成させて 13)，極低温電子顕微鏡を用いて構造が解析さ

4 番目のへリックスが脂質膜中の疎水的アシル鎖部分

れた 14)（図 2）．電子顕微鏡法を用いたこの解析の最

を通って上下するモデルで，論争が起こることになっ

大の長所は，シナプス後膜に存在している状態とほぼ

た．MacKinnon のグループは，Kv1.2 と Kv2.1 の安定

同じ条件で受容体の構造が解析できたことと，電子顕

なキメラを作製することによって脂質膜中に近い環境

微鏡用試料にリガンドなどを吹きかけるスプレー法を

10)

11)

での構造解析に成功した 12)．その結果をみると，電位
感受性イオンチャネルの基本的な構造は，4 量体で
形成される比較的安定なコアチャネルを形成する
5 番，6 番ヘリックスに比べると，ヘリックス 1-4 の
ヘリカルバンドルは，周りを脂質分子に囲まれて膜に
並行にも動くことができる構造を形成していると考え
られる．
ゲーティング機構については，アルギニン残基が多
く保存されている 4 番目のへリックスが膜電位に従っ
て上下に動くことによって，膜電位依存的なゲーティ
ングを行うというモデルをはじめ，いろいろなモデル
が提案されている．詳細で間違いのないゲーティング
機構を理解するには，さらなる研究の進展を待たなけ
ればならない．次に，リガンドで開閉するチャネルと
膜をつなぐチャネルのゲーティング機構の例について
解説する．
図2
アセチルコリン受容体の構造を示すリボンモデル．
（電子ジャー
ナルではカラー）
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用いた凍結トラッピング法で，動的な構造変化を解析

リーミスマッチがゲーティングに重要な役割を果たし

できることである ．

ていることを示唆している 16)．1 つのサブユニット

15)

現在，細心の注意を払った凍結トラッピング法での

は，3 つのドメイン構造をとっており，アミノ末端ド

解析が Unwin などによって進められている．

メイン（ATD）
，リガンド結合ドメイン（LBD），膜貫
通 ド メ イ ン（TMD） と 名 づ け ら れ て い る（図 3）
．

6.

ATD は B と D のサブユニットが中心軸の近くに来て
グルタミン酸受容体

おり，A と C のサブユニットは離れたところに位置

グルタミン酸受容体は神経シナプスにおいて最も重

しているが，逆に LBD では，A と C が中心軸の近く

要な受容体と考えられている．グルタミン酸受容体に

に位置し，BD は離れた状態の構造をとっている．一

は，チャネル機能を内包するイオノトロピックグルタ

方，膜貫通部分（TMD）は 4 回対称をもつような構

ミン酸受容体（iGluRs）と，G タンパク質共役型受容

造を形成している．この論文では，シンメトリーミス

体である代謝型グルタミン酸受容体（mGluRs）が存

マッチによるゲーティング機構が提案議論されてい

在する．iGluRs には，AMPA 受容体とカイニン酸受容

る．また，この構造に基づいて，GluN1 と GluN2A の

体，NMDA 受容体などが知られている．AMPA 受容

それぞれ 2 分子で形成するチャネル構造のモデルも提

体は GluA1 から GluA4 までの 4 種類の分子が基本的

案されている 16)．

にはヘテロ 4 量体を形成してシナプス後膜へのトラ

この構造解析は歴史的に重要で，ゲーティング機構

フィッキングやチャネルの整流性などの制御と関連し

の議論も興味深いが，詳細にゲーティング機構を解説

て，シナプス可塑性の重要な分子基盤となっている．

するのはもう少し研究の進展を待ちたいと思う．しか

AMPA 受容体はホモ 4 量体を形成できることがわ

し，この歴史的な構造解析に成功する上でも重要で

かっているので GluA2 の 4 量体の構造研究が Gouaux

あった FSEC（fluorescence-detection size-exclusion chroma-

のグループで進んだ．その結果は，以前から彼等が提

tography）という技術が重要な役割を果したことを付

案していたように，ホモ 4 量体でありながら，2 回対

記しておきたい 17)．FSEC 法は今後の膜タンパク質の

称しかない構造であり，図 3 に示すようにシンメト

構造研究には頻繁に使用されることになろう．

7.

ギャップ結合チャネル

心臓の細胞が同期して機能できるのも，免疫系にお
いて感染した細胞だけでなく隣の細胞から抗原提示が
できるのも，ATP をはじめ細胞内小分子などのいろい
ろな可溶性分子が細胞間を行き来できるのも，さら
に，電気シナプスにおいて速い情報伝達がなされるの
も，細胞間をつなぐチャネルで形成されるギャップ結
合によって実現されている．ギャップ結合チャネルの
1 つであるコネキシン 26（Cx26）において難聴の原因
となる変異から導かれた M34A 変異体は，チャネルが
閉じた構造を安定化させる 18)．この M34A 変異体が昆
虫細胞で発現・2 次元結晶化され，ギャップ結合チャ
ネルの構造が電子線結晶学を用いて解析された 19)．そ
の結果，図 4 に示すように，膜貫通部分に相当する
チャネル内に プラグ（Plug） のような密度が存在す
ることが解明された 19)．また，Cx26 分子のアミノ末
端側を削った変異体の構造を解くとこのプラグ構造が
基本的に消えるので，このプラグが Cx26 のアミノ末
図3
グ ル タ ミ ン 酸 受 容 体 GluA2 の 構 造（a）
．アミノ末端ドメイン
（ATD）
，リガンド結合ドメイン（LBD），膜貫通ドメイン（TMD）
のそれぞれを分けて b, c, d に示す．
（電子ジャーナルではカラー）

端のへリックス 6 本によって形成されると強く示唆さ
れる．
電子線結晶学により解析された構造は，図 4 に示
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図4
ギャップ結合チャネル Cx26 の M34A 変異体の構造．チャネルの
中にこれまでに知られていないプラグと名づけた密度が観察され
る．それがチャネルを閉じる役割をしている．

図5
水チャネル AQP4 が形成する結晶性アレイ構造とその安定化機構，
および，細胞接着性を示す構造．

すように，プラグを除けば，14 Å 径のチャネルが 2 枚

8.

の膜を貫く構造であることも確認された．また，プラ

脳で発現される水チャネル AQP4 の構造と機能

グで閉じた構造では，最も狭い部分が 6 Å 程度で，水

脳は特に多くの水を含んでおり，85% もの割合に

和すると直径が 8 Å 程度になるイオンは通さないこと

達するとされている．しかも頭蓋骨により閉じた空間

が理解される．さらに，野生型の Cx26 の X 線結晶構

にある神経細胞などは浸透圧による影響を受けやす

造解析によって，このチャネルが開いた状態の構造が

い．水チャネルの構造と機能研究が進んだ 21) 現在で

解明された ．

も，脳における水チャネルの働きは謎に満ちており，

20)

膜貫通ヘリックスの 1 番に存在する M34 が，隣の

多くの研究課題が残されている．たとえば，中田力先

サブユニットのプラグを形成するヘリックスに存在

生が書かれた本『脳の方程式，いち・たす・いち（紀

する W3 と相互作用することによって，プラグへリッ

伊国屋書店）』22) にもあるように，われわれが英語を

クスをチャネルが開いた状態に保持する．それゆえ，

話すときには大脳の端のほうを使っているようである

その 34 番のメチオニンを変異した M34A が閉じた

が，英語を母国語とする人の脳では中心付近を使って

構造をとる傾向になることが理解できる．このような

いるようである．いづれにしても，脳における血流は

解析から，ギャップ結合チャネルは，アミノ末端が

神経活動依存的に局所的に制御されていると考えられ

形成するプラグによって閉じており，膜電位の変化で

る．しかし，このような局所的な血流の制御機構とし

このプラグが上下させられるであろうし，へリックス

ては，毛細血管には平滑筋がないことから，通常の血

の 1 番からこの栓を形成するヘリックスへつながる

管の収縮・弛緩制御を行う血管平滑筋とは異なる機構

ループ部分が，へリックスの 2 番と 3 番の間に形成さ

を考えざるを得ない．血管は星状膠細胞（アストロサ

れるループと相互作用しているので，カルシウムイオ

イト）とよばれるグリア細胞の 1 種により取り巻かれ

ン濃度や，pH などの変化などでこの部分や外側に存

ている．もし，アストロサイトが体積や形を変えれ

在する 3 番のヘリックスが動くと，その動きはプラグ

ば，血液の流れを変えることができそうである．興味

の動きを誘起し，複雑なゲーティングの制御を可能に

深いことに，アストロサイトは血管の細胞とその終末

すると考えられる．これをプラグゲーティングモデル

足（エ ン ド フ ィ ー ト） で 接 し て い る． そ の エ ン ド

とよぶ．

フィートには AQP4 が発現されており 23)，長さの異な
る分子の発現が知られていて，その割合でアレイの大
きさが制御されている 24)．異なる長さの AQP4 を脳か
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9.

まとめ

ここで解説したチャネルや受容体は，脳と神経系を
理解する上で最も基本となる分子である．しかし，紙
面の都合で省略した，シナプス可塑性や神経伝達物質

F318.

の放出機構とあわせて，これらチャネルや受容体を統
一して理解するということは残された課題となってい
る．これらの課題を理解するためには，発展が目覚し
い光学顕微鏡を用いた研究と共に，低温顕微鏡を用い
た電子線トモグラフィーの発展による研究が期待され
る．その他にも，神経ネットワークの形成機構，細胞
骨格や分子モーターなど重要な問題には触れないが，
別の解説に期待したい．きわめて不十分な解説になっ
たが，ここでは脳や神経系を構造学的視点で理解する
構造生理学という分野が確実にスタートし，今後進め
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るべき多くの研究課題が明らかになってきたというこ
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総説

ショウジョウバエの音と重力の受容システムの解明
上川内あづさ 東京薬科大学・生命科学部
伊藤 啓 東京大学・分子細胞生物学研究所

The human ability to sense gravity and sounds relies on specialized vestibular and auditory organs, respectively, in our inner ear. In the
fly, the ability to hear has been ascribed to the antenna, whereas the gravity sensor had remained unidentified. We found that the fly has
implemented both sensory modalities into a single system, the Johnston’s organ, which houses specialized clusters of mechanosensory
neurons. Each cluster monitors specific movements of the antenna and feeds into distinct neural pathways that are reminiscent of the
vestibular and auditory pathways, respectively, in our brain.
Hearing / Gravity sense / Fruit fly / Sensory system / Brain

1.

（図 1a）3)．この触角振動の最適周波数はショウジョ

ショウジョウバエの「耳」内部の感覚神経群

ウバエでは約 200-300 ヘルツであり，同じ種の個体が

空気の振動として伝わる音と，物体にかかる重力の

出す羽音に共振するように調節されている 4)．触角第

向きを，私たち哺乳類は耳で受容する．内耳には音を

二節の内部には「ジョンストン器官」とよばれる，多

検知する蝸牛器官と，直線加速度や重力を検知する耳

数の張力検知細胞（ジョンストン神経，ショウジョウ

石器官という別々の感覚器が存在し，脳の延髄から橋

バエでは左右の触角にそれぞれ約 480 個）が密集した

にかけて広がる蝸牛核と前庭核とよばれる 1 次感覚中

構造がある．これらの感覚神経は繊毛を第三節の基部

枢に，それぞれ情報を送っている．哺乳類と同様に，

に伸ばし，音によって生じた触角第三節の振動を電気

昆虫においても音の検知は環境状況の認知や個体間の

信号に変換する．したがって，ジョンストン器官は私

コミュニケーションに，重力の検知は姿勢制御に大き

たちの「内耳」に相当する器官であり，ジョンストン

な役割を果たす．たとえばショウジョウバエのオス

神経は「有毛細胞」に相当する細胞だといえる．

は，メスに対して「求愛歌」とよばれる羽音を用いた

ショウジョウバエの視覚系や嗅覚系は比較的高次の

求愛行動を行う．この羽音は種ごとに特異的な時間パ

神経回路まで同定され，回路機能の研究も進んでい

ターンをもち，この音を聞くと雌雄ともに配偶行動が

る 5)-8)．しかし聴覚系は，ジョンストン神経からの軸

選択的に促進される 1)．このことからショウジョウバ

索が脳の下部に投射して 1 次感覚中枢を作ることはわ

エの脳では，求愛歌という特定の音を背景雑音から選

かっていたものの，その内部構造はまったく不明だっ

別してその音パターンを抽出し，価値判断を行った上

た．そこで筆者らはまず，ジョンストン神経の全投射

で特定の行動に結びつける，という情報処理が行われ

パターンの網羅的解析に着手した．ショウジョウバエ

ていると予想できる．

は他の実験動物では不可能なさまざまな分子遺伝学的

セミやコオロギなどの「鳴く」昆虫は，哺乳類や鳥

実験技術が揃っており，任意の遺伝子の発現を特定の

類と同じように「鼓膜」で音を受容するが，ハエや蚊，

細胞で誘導することができる 9), 10)．筆者らは約 4,000

ミツバチなどでは代わりに触角が音受容器として機能

種類の GAL4 発現誘導系統から，すべてのジョンスト

し，空気の振動を検知している ．羽毛状に広がった

ン神経や，その一部のみで選択的に発現を誘導する系

触角先端部が空気の振動を捉え，その動きが触角第三

統群を選出し，クラゲ蛍光タンパク質 GFP を発現させ

節を，第二節との関節を支点として回転振動させる

て細胞の構造を可視化することで，単一細胞レベルで

2)

Analysis of the Drosophila Gravity- and Sound-sensing Systems
Azusa KAMIKOUCHI1 and Kei ITO2
1
School of Life Sciences, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
2
Institute of Molecular and Cellular Biosciences, University of Tokyo
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図2
感覚細胞群の応答特性 12)．
（a）各細胞群の細胞体配置（左図・紫
色が各細胞群，青色がジョンストン神経の全細胞体）と，さまざ
まな機械刺激に対する細胞内カルシウム濃度変化（右図・疑似カ
ラー表示）
．B 細胞群は低周波の振動に選択的に反応し（上段）
，
AB 細胞群の合計を測定した場合（中段）は振動全般に選択的に応
答した．一方で CE 細胞群は静的変位に選択性を示した（下段）
．
（b）B 細胞群と AB 細胞群の周波数特性．

図1
ハエの「耳」から始まる神経回路 3), 12)．
（a）ショウジョウバエの
「耳」
．上図：ショウジョウバエは，頭部前方に触角をもつ（矢印・
帝京平成大学の平郁子博士より図版提供）．下図：触角第三節は長
軸（点線）を中心に回転振動し，その基部に接続されたジョンス
トン神経に張力を与える．
（b）ショウジョウバエのおもな脳領野．
（c）ジョンストン神経が投射する領域 A-E．
「耳」の特定の部位に
細胞体をもつ感覚細胞群 A-E が（挿図・側方像）脳の対応する領
域にそれぞれ投射する．（d）各領域に投射する単一神経（矢印）．
点線は脳の正中線．

細胞内カルシウム濃度が高まるので，これによって神
経の活動を可視化できる．音を模した振動や一定方向

投射構造を解明した（図 1b-d） ．ジョンストン神経

への静的変位（振動を伴わない傾き）を触角先端部に

は脳の「触角機械感覚野」のほぼ全域に投射すると共

加えたところ，脳の 1 次中枢の領域 A や B に投射す

に，一部は IVLP（inferior ventrolateral protocerebrum）と

る感覚細胞（A 細胞群と B 細胞群）は振動に，領域 C

よばれる脳の高次領域や食道下神経節にも投射する．

や E に投射する感覚細胞（C 細胞群と E 細胞群）は静

これら 1 次中枢へ投射する神経の束は A から E の 5 つ

的変位に，それぞれ選択的に反応した（図 2）．振動

の領域に枝分かれし，個々の神経は単一の領域のみに

選択性を示した細胞群にさまざまな周波数の振動を与

投射する．また，特定の領域に投射するジョンストン

えたところ，A 細胞群と B 細胞群の合計（AB 細胞群）

神経の細胞体は，ジョンストン器官の中に特定のパ

では広い周波数域で応答が見られたのに対し，B 細胞

ターンで分布する．これらの解析により，ショウジョ

群だけでは低周波数域に強い選択性を示した．このこ

ウバエの「耳」の感覚細胞と脳の 1 次中枢の間に，厳

とから，B 細胞群は低周波に，A 細胞群は高周波に選

密な相関地図があることがはじめて明らかになった．

択性をもつと考えられる．一方で，CE 細胞群の静的

3)

変位への応答は方向選択性を示し，触角が後方に傾い

2.

たときにはジョンストン器官の前側にある細胞ではカ

ハエの「耳」は音と重力を感じ分ける

ルシウム濃度が低下，後側にある細胞では上昇し，触

嗅覚系など多くの感覚系において，1 次感覚中枢の

角が前方に傾いた時にはそれぞれ逆の反応が見られ

異なる領域に投射する感覚細胞は異なる感覚機能を担

た．つまり，高周波や低周波の振動情報や，異なる向

うことが知られている 11)．筆者らの研究から，ハエの

きの静的変位の情報は，それぞれハエの「耳」の中の

「耳」からの情報を受ける 1 次感覚中枢でも，特定の

異なる細胞群によって別々に受容されるのである．

感覚細胞が特定の領域に投射することが明らかになっ

ショウジョウバエの触角は音波で振動するだけでな

た．これらの領域は，他の感覚系で見られる活動地図

く，重力軸に対する体の向きに応じて，自重により

と同様に，
「耳」が検知する特定の種類の情報と相関

1 ミクロン程度傾くと予測される．生理学的な解析の

をもつのだろうか？

結果から，この傾きは細胞興奮を惹き起こすのに十分

そこで筆者らは，2 つの方法でジョンストン神経の

であるため，静的変位感受性の細胞は重力の検知に関

機能の解明に挑んだ 12)．まず，1 次感覚中枢の特定の

与している可能性がある．これを確かめるため，筆者

領域だけに投射する特定のジョンストン神経を標識す

らは次に，シナプスからの伝達物質放出を阻害する破

る GAL4 系統を用いて，細胞内カルシウム濃度に応じ

傷風毒素をそれぞれの細胞群で特異的に発現させて神

て蛍光が変化するタンパク質「カメレオン」を特定の

経伝達を遮断し，音や重力への行動に及ぼす影響を解

種類の細胞だけに発現させた．活動している神経では

析した．ショウジョウバエは，驚くと重力と反対の方
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向に逃避する性質がある 13)．また，雄に求愛歌を聞か
せると配偶行動が活発化する 1)．これらの行動を指標
にしてそれぞれの神経伝達を遮断した効果を解析した
ところ，CE 細胞群の伝達を遮断すると重力への応答
行動が，B 細胞群を遮断すると求愛歌の音への応答行
動が，それぞれ特異的に失われた（図 3a, b）12)．この
ことから，変位感受性細胞が重力に，低周波の振動感
受性細胞が音に対する行動に必要であることが示され
た．ハエの「耳」は私たちの耳と同じように，音だけ
でなく重力の情報も検知しているのである．

3. 音や重力の情報を受け取る高次神経回路の探索
図3
音，重力，風への応答 12), 16)．
（a）それぞれの感覚細胞群のシナプ
ス情報伝達を遮断したハエが 5 回の試行のうち何回，反重力走性
を示すかを調べた．CE 細胞群を遮断すると有意に反応性が低下し
た．
（b）音刺激に依存した活動度の上昇は，B 細胞群の遮断によ
り特異的に阻害された．
（c）音の中枢経路．高次領域（IVLP）へ
の投射ならびに脳の反対側への投射経路をもつ．
（d）風への応答．
ハエにさまざまな角度（0-180）から風をあてた状態で脳をイ
メージングした．同側の触角が前方に傾くと領域 C，後方に傾く
と領域 E が反応した．

以上の解析により，ショウジョウバエが音と重力を
「耳」の中の別々の細胞群で検知していることや，音
の周波数域や重力に対する体軸の向きといった情報
が，1 次中枢の異なる領域に活動地図として表現され
ることが明らかになった．こうした情報が，さらに脳
の中でどのような中枢経路に伝わるのかを解明するた
め，筆者らは 2 次神経細胞が形成する脳内回路の解析
を開始した．先ほどと同様に，音や重力の 1 次中枢と
して同定された領域にそれぞれ投射する 2 次神経で発

4. ハエの「耳」は風向きセンサーとしても機能する

現が誘導される GAL4 系統をまず選出し，それらの系
統を用いて標識される神経の投射パターンを可視化し

ハエの触角は一定方向の風によっても定常的に傾

て構造を解析した．その結果，音の 1 次中枢（領域

く．したがって，風刺激には触角の変位感受性細胞が

AB）に投射する神経には，IVLP や左右脳半球の領域

応答すると予想される．そこでハエに風をあてながら

AB を結ぶ神経が多数見つかった（図 3c） ．IVLP に

脳のカルシウム応答を調べたところ，変位感受性細胞

は A 細胞群の一部も直接投射することから，この領

が投射する領域 CE が選択的に反応した 16)．次に，さ

域は 1 次聴覚中枢の一部であると同時に 2 次聴覚中枢

まざまな方向から風をあてると，風の向きによって左

としても機能し，左右の「耳」からの情報を統合して

右の触角が傾く方向の組み合わせが変わるとともに，

いることが予想できる．一方，重力の 1 次中枢（領域

C 細胞群の投射先（領域 C）と E 細胞群の投射先（領

CE）では，哺乳類の脊髄に相当する胸部神経節との

域 E）が，前方・横・後方からの風向きに依存して互

連絡を担う神経線維が多く同定され，左右脳半球間や

いに相補的に応答した（図 3d）
．また，細胞死を誘導

脳の高次領域へ投射する 2 次神経はあまり同定されな

するリシン毒素を発現させて変位感受性細胞を特異的

かった．このように，ハエの脳の音情報経路は左右の

に除去したハエの行動を観察したところ，風に対する

2 次中枢を結ぶ神経回路によって特徴づけられ，一方

静止行動が失われた．これにより，CE 細胞群は風向

重力情報経路は胴体部分と直接結合する神経回路に

きセンサーとしても機能することがわかった．

12)

以上から，ハエの脳では，活動地図として風向きが

よって特徴づけられることがわかった．
哺乳類においても，音と重力の情報処理を担う中枢

符号化されていることが判明した．同じ CE 細胞群で

経路の構造は，それぞれ 2 次中枢間の左右連絡，脊髄

検知された重力と風をハエの脳がどのように区別して

への出力，という特徴をもつ

いるのかは，今後さらに研究を進める必要がある．

14), 15)

．ハエと哺乳類は

では，音受容細胞と重力・風受容細胞の違いは，ど

6 億年以上前に分岐した動物種であり，それぞれの耳
は外見も発生過程もまったく異なるが，受け取った情

のように生じるのだろうか？

筆者らの研究から，こ

報を処理する情報処理回路には意外なほどの高い類似

れらの細胞群はそれぞれ特徴的な順応速度をもつこと

性が発見された．

がわかった 16)．数秒間持続する静的変位刺激を与える
と，音受容細胞は刺激の開始時と終了時のみに一過性
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の応答を示したのに対し，重力・風受容細胞は持続的

続く生理学的・行動学的解析は一体であり，新しい神

に応答し続けた．音受容細胞と重力・風受容細胞は，

経回路を同定することは，その回路の機能解析という

静的変位にただちに順応する相動性の受容器と，順応

新たな研究分野の開拓に直結する．ヒトの脳という複

性の低い持続性の受容器として，機能分担しているの

雑で操作しにくい系を理解するために，ハエのような

である．さらに，ハエの「耳」における機械刺激受容

シンプルで解析しやすい系をモデルとして脳の全貌を

体と想定されている Trp チャネルの一種 NompC の遺

高い解像度で理解することは，生物物理学の基本的ア

伝子が，音受容細胞だけに選択的に発現していること

プローチに則った研究戦略といえるだろう．

もわかった ．音受容細胞特有の機能は，NompC に
12)

よって担われている可能性がある．
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光合成反応中心タンパク質における酸化還元電位の
理論解析
石北

央

京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット / 科学技術振興機構 さきがけ
「光エネルギーと物質変換」

Atmospheric oxygen is generated by water oxidation at the MnCa cluster of the protein-pigment complex, photosystem II located in the
thylakoid membrane. At the heart of photosynthetic reaction centers (RCs) are pairs of chlorophylla, P680 in photosystem II and P700
in photosystem I of cyanobacteria, algae, or plants, and a pair of bacteriochlorophylla, P870 in purple bacterial RCs. These pairs differ
greatly in their redox potentials for one-electron oxidation, Em. For P680, Em is 1100-1200 mV, but for P700 and P870, Em is only
500 mV. Calculations with the linearized Poisson-Boltzmann equation reproduce these measured Em differences successfully.
Photosystem II / P680 chlorophylls / electron transfer / proton transfer / redox potential / Poisson-Boltzmann equation

ファクター配置が見受けられる（たとえば P700 とよ

はじめに

1.

ばれる Chl 2 量体をもつ）が，Pheo の代わりに Chl，

光合成反応では，太陽光の光エネルギーを生物が利

非ヘム鉄の代わりに 3 つの鉄・硫黄クラスターが存在

用しやすい電気化学エネルギーに変換する．この過程

する．さらに，疑似 C2 対称軸に対して存在する 2 つ

は，生体膜中の光合成反応中心タンパク質で行われ

の電子伝達経路共に電子移動活性がある 1), 2)．

る．シアノバクテリアから高等植物では，Photosystem

反応中心の電子移動に関する研究は，分光学的手法

II（PSII）と Photosystem I（PSI）の 2 つの反応中心タン

などの実験的手法を中心に世界中で行われている．し

パク質が共役して行うのに対し，紅色光合成細菌では

かし，コファクターの多い複雑な膜タンパク質である

PbRC（Purple bacterial photosynthetic Reaction Centers）が

こと，実験的手法による解析がしばしば困難であるこ

行う．PSII, PSI, PbRC は詳細は異なるものの，タンパ

と（タンパク質中に存在する他の色素分子の分光吸収

ク 質 構 造・ 機 能 に は 多 く の 共 通 点 が 見 受 け ら れ る

体が重なってしまうなど）により，未解明の部分は多

（図 1）．

い．一方，近年の X 線結晶構造解析の著しい進展に
より，PSI 3)・PSII 4)-7) 共に原子レベルで詳細なタンパ

特に，PSII と PbRC はコファクターの配置が似てお
り， 総 称 と し て Type II 反 応 中 心 と よ ば れ て い る．
Type II 反応中心ではクロロフィル（Chl）2 量体が 1 対
（PSII では P680，PbRC では P870），その近傍に単量
体の Chl（アクセサリー Chl）1 対，フェオフィチン
（Pheo）1 対，キノン（Q）1 対，そして非ヘム鉄が存
在する．これらは，Chl 2 量体の中点と非ヘム鉄を結
ぶ疑似 C2 対称軸に配置されているため，2 つの電子
移動経路が存在するように見える．しかし，実際の電
子移動は，一方の電子移動経路（PSII：D1，PbRC：L）
でのみ観測され，もう一方の電子移動経路（PSII：D2，

図1
光 合 成 反 応 中 心 の Chl 2 量 体 P870（PbRC）
，P680（PSII）
，P700
（PSI）および電子伝達経路．
（電子ジャーナルではカラー）

PbRC：M）は不活性である．
Type I 反応中心とよばれている PSI でも同様なコ

Computational Analysis of the Light-induced Electron Transfer Reactions in Photosynthetic Reaction Centers
Hiroshi ISHIKITA
Career-Path Promotion Unit for Young Life Scientists, Kyoto University / PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST)
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ク質構造が明らかになりつつある．ここでは，タンパ

る 12)．また，Type I 反応中心である PSI の Chl 2 量体

ク質の立体構造情報を用いた理論解析により，PSII で

P700 の Em も，P870 同様 500 mV 程度と測定されて

の水分解を可能とする Chl 2 量体 P680 の酸化力につ

いる 13) ので，PSII の P680 の 1100 mV 以上という Em

いて述べる．なお，PSII の P680 は PD1 と PD2，PSI の

は，異常に高い．
「P680 だけなぜ異常に高い Em をも

P700 は PA と PB，PbRC の P870 は PL と PM とよばれる

てるのか？」は光合成研究最大の謎の 1 つであった．

Chl 単量体のペアである．（D1/D2，A/B，L/M は，お

近年 PSII の X 線結晶構造の解像度が上昇しタンパク

のおのの Chl 単量体が存在するタンパク質サブユニッ

質環境が明らかになってきたが 6)，P680 近傍のタンパ

ト名である．）

ク質環境は一見，PbRC の P870 周辺と大きな差異な
く，謎は深まるばかりであった．

2.

PSII での水分解と P680 の酸化力

静電エネルギー計算による P680 の電位計算

水分解反応 2H2O  O2  4H  4e は PSII のマンガ




ン・カルシウムクラスター（MnCa）上で起こる

著者らは，PSII，PSI，PbRC のタンパク質の立体構

．

造に対して誘電連続体モデルを適用しポアソン・ボル

4)-8)

私たちが呼吸で消費する酸素は PSII による産物であ

ツマン方程式を解くことにより静電エネルギー計算を

る．水分解には，水から 4 個のプロトンと 4 個の電子

実施した．計算を進めるのに必要な原子の電荷（atomic

を引き抜く必要がある．引き抜かれたプロトンの行方

partial charge）は，アミノ酸・コファクター分子単体

に関しては諸説あるが，結晶構造解析とアミノ酸残基

をそれぞれ量子化学計算することにより決定した．著



の pKa 値 か ら， プ ロ ト ン 排 出 経 路（H exit pathway）

者らの計算手法の利点は，タンパク質中の全サブユ

の存在が提唱されている ．そこでは，MnCa からバ

ニット，全色素などを取り込めることである．また，

ルク水領域周辺までのタンパク質内を荷電・極性アミ

アミノ酸残基の解離状態は常に系内で平衡状態にある

ノ酸による H exit pathway が走り，水分解の副産物で

ため，たとえば，Chl 分子の酸化還元状態が変化して

あるプロトンは MnCa 近傍の反応場からバルク水領域

荷電状態が変化すると，周辺のアミノ酸の解離状態も

へと速やかに除去される（図 2）
．このように PSII で

それに応じて変化する．

9)

は水の分解を効率よく行う工夫がある．
さて，水分子から電子を引き抜くにはどの程度の労
力が必要なのだろうか？

酸素発生部位は lumen 側

（pH 6-6.5）にあり，水分子の酸化反応を行うには，
およそ 880 mV（pH 6）の酸化還元電位（Em）が必要
である．すなわち，880 mV よりも高い Em の電子受
容体が必要である．MnCa 近傍には，チロシン Z（YZ）
とよばれるアミノ酸 D1-Tyr161 が存在し（図 2）
，そ
の Em は 900 mV 台であるため，水から電子を引き抜
く電子受容体となり得る 8)．
P680 の異常に高い電位

実は，YZ の隣に存在する Chl 2 量体 P680 こそが，
水から電子を引き抜く究極の電子受容体である．通常
Chl 単量体の Em は 600-700 mV であり，水や YZ の Em
よりも低いため，水分子や YZ から電子を引き抜くこ
とは不可能である 10)．しかし，速度論的解析の結果か
ら，P680 はおよそ 1100 mV 以上の Em をもつと推定
されている 11)．これは，P680 が水や YZ からの電子受
容体となる事実と矛盾しない．
図2
PSII における H exit pathway．20 個ほど存在する PSII サブユニッ
トのうち，D1，D2，CP43，PsbO とよばれるものが pathway を提
供している．
（電子ジャーナルではカラー）

ここで PSII と同じ Type II 反応中心である PbRC の
Chl 2 量体 P870 を見てみると，実験的手法によりその
Em は 500 mV 程度とずっと低いことがわかってい
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べてのサブユニットを外しても Em は PD1: 1020 mV，

PbRC における P870 の電位

計算 の 結 果 ，PbRC の P870 の E m は P L: 635 mV，

PD2: 1030 mV であり，依然として高い．この結果，

PM: 660 mV であった 14)．この値は，Chl 2 量体とし

D1/D2 以外のサブユニットによる P680 の Em への寄

て の P870 の 実 測 値 500 mV

与は，200 mV 程度であることがわかる．

12)

よ り 135-160 mV ほ ど

高い．P870 では PL/M 分子のそれぞれの  軌道が完全

2）ここで，タンパク質の構成要素の電荷がそれぞ

に重なっている箇所があるため，Chl 同士のカップリ

れどの程度 Chl の Em に影響を与えているかをまとめ

ングが強く，P870 が酸化するときに生じる正の電荷

てみた（表 1）．PSII では全コファクター分子によっ

は PL/M 両 分 子 全 体 に 非 局 在 化 す る． し た が っ て，

て PD1/D2 の Em が 120-240 mV 程度も上昇している．こ

P870 の Em の 実 測 値 500 mV は， 単 量 体 Chl（PL/M）

のうち，ほとんどは MnCa からの寄与である．MnCa

の計算値より 135-160 mV 低く抑えられていると考え

は 4 個の Mn，1 個の Ca イオンからなり大きな正電荷

ら れ る． 実 際，P870 の 1 つ の Chl 分 子 PM を Pheo に

をもつため，これら金属部位の Chl の Em への寄与は

置換して正電荷の非局在化を起こらないようにしたタ

100-210 mV にものぼる．しかし，タンパク質構造の

ンパク質では，P870 の Em が 640 mV と実験的に測

エナジェティクスを考えると，局所的に正電荷が存在

定されている 15)．この値は，著者らの PL/M 計算値と

するのは非常に不安定である．現実では，クラスター

一致し，タンパク質環境を適切に計算に取り込めてい

金 属 部 位 の 正 電 荷 の 影 響 を 少 し で も 抑 え よ う と，

ることがうかがえる．

MnCa 近傍には負電荷をもつアミノ酸が多く配置され
ており，そのいくつかは MnCa の配位子である．した
がって，MnCa による Chl の Em の上昇は，アミノ酸

PSI における P700 の電位

PSI の P700 の各 Chl（PA/B）の Em は 587，599 mV

側鎖の影響により引き下げられ，全体としてたかだか

で あ っ た ．2 量 体 P700 の Em（実 測 値 500 mV 13)）

80 mV 程 度 の 上 昇 に 抑 え ら れ て い る． そ れ で も，

と単量体 PA/B の Em のずれは 100 mV であるが，これ

MnCa は PSI には存在しないため，PSI と PSII の Em 差

は P870 の場合に見られたずれ 135-160 mV と比べて

を広げる要因の 1 つである．

14)

小さい．その理由は結晶構造を見ても明らかなよう

3）驚いたのは，タンパク質主鎖の Chl の Em に与え

に 3)，2 つの PA/B 分子の平面は非常に近い距離にある

る影響が，PSI と PSII で 150-180 mV 程度も異なるこ

ものの  軌道が完全に重なっていないので，P700 の

とである（表 1）．PSI，PSII の Chl 2 量体は，ともに

PA/B のカップリングは P870 の PL/M とのカップリング

膜貫通へリックスのヒスチジン（His）に配位してい

に比べて弱いからである．

る（図 3）．PSI，PSII ともにへリックスの長さはほぼ
同じである．しかし，この His 配位子を提供するヘ
リックスの主が Chl の Em に与える影響は，PSI と PSII

PSII における P680 の電位

一方，P680 の Em は，PD1: 1206 mV，PD2: 1222 mV

で 130 mV 程度も差がある．（PSII の場合，このヘリッ

14)

であった．これほど高い値なら水から十分電子を奪え

クスは 100 mV 程度 Chl の Em を上げているのに対し，

る し，YZ の 電 子 受 容 体 と し て も 問 題 な い． 以 上，

PSI で は 逆 に 30 mV ほ ど Em を 下 げ て い る の で あ

PbRC，PSI，PSII すべての反応中心の Chl 2 量体の Em

る 14)．）PSI では His 配位子が，膜貫通ヘリックスのほ

は，タンパク質の立体構造だけで決定されていること

ぼ中央に存在するため，主鎖のカルボニル（CO）基

が立証された．以下，なぜ P680 の Em だけが 1200 mV

の O 原子が多数 Chl に配向している．CO 基は強く分

と高く，他の P870，P700 より 600 mV も高いのか見

表1
タンパク質全体のコファクターおよびアミノ酸側鎖・主鎖の電荷が
クロロフィル酸化還元電位へ与える影響（単位 mV）

ていきたい．
P680・P700 クロロフィル間の電位差：600 mV

P870 (PbRC)

1）現時点での結晶構造解析の解像度によると，PSII

PM

は 20 個のサブユニットから構成されている 6)．先述

ら れ た 値 で あ る． こ の う ち，PSII 反 応 中 心（Chl，
Pheo，Q などが存在する部分）は D1/D2 の 2 つのサ
ブユニットのみで構成されている．D1/D2 以外のす


PB

PD2

PD1

123

237

PA

57

83

̶

̶

̶

b）アミノ酸側鎖

19

35

84

85

12

135

c）バックボーン

93

59

40

43

192

223

計（a  b  c）

81

95

101

125

303

325

（MnCaクラスター）

もちろん，結晶構造 5) 中の全サブユニット存在下で得

P680 (PSII)

̶

a）コファクター

した PSII の計算値 PD1: 1206 mV，PD2: 1222 mV 14) は

PL

P700 (PSI)

7

1

（100）（214）
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また，PSII の YZ に相当するアミノ酸が PbRC には
存在しない事実も主鎖構造に差を与えている．YZ は
近傍ヘリックス上の D1-His190 と水素結合を形成する
ため 8)，D1-His190 は YZ に引き寄せられ，PbRC とは
異 な っ た 構 造 を と る 14)．YZ 存 在 の 有 無 も，PSII・
PbRC 間での Chl の Em に差を生じる原因の 1 つである．

おわりに

3.
図3
PSII・PSI の Chl 2 量体と配位子を提供する膜貫通ヘリックス．PSI
の場合，点線部より上の領域に明示した主鎖 CO 基の O 原子の負
電荷により，酸化状態の Chl 正電荷が安定化される．PSII では，
これに相当する領域は存在しない．
（電子ジャーナルではカラー）

PSII での水分解反応は，P680 の光励起に始まり，
アクセサリー Chl 16)，Pheo 17) を経由した Q への電子移
動 18)・プロトン移動 19), 20) などと連動して可能となっ
ている．光合成反応中心だけでなく，巨大で複雑な膜

極しており O 側は大きな負電荷をもっている．その

タンパク質の実験的手法による解析は，しばしば困難

ため，PSI の P700 酸化によって生じた正電荷は，大

に直面する．理論研究と実験研究とが協力しあい共通

きく安定化される．一方，PSII の His 配位子は，膜貫

するサイエンスの困難な課題の解明をめざしていくこ

通ヘリックスの末端に存在しているために，PSI で得

とが理想であり，さらなる研究連携に期待している．

られるようなヘリックス上の CO 基の配向による正電

文

荷の安定化は起こらない．

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

以上の CO 基の安定化効果の有無で，PSII の Chl の
Em は PSI のものより 130 mV 程度高い．ちなみに，正
電荷を帯びた P680 と P700 への溶媒和の寄与は同程
度であることから，溶媒環境による影響ではないこと
は明らかである．

8)
9)
10)

P680・P870 の電位差：600 mV

1）PSII は反応中心を構成する D1/D2 サブユニット
を複数のサブユニットに取り囲まれておりその相互作

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

用 の た め，Em が 200 mV ほ ど 上 昇 し て い る． 一 方，
PbRC の反応中心を構成する L/M サブユニットでは，
「PSII での D1/D2 を取り囲むのに相当する」サブユ
ニット群が存在しない．したがって，P680，P870 の
Em 差 600 mV の う ち，200 mV は「PbRC に お け る 反
応中心を取り囲むサブユニットの欠如」に起因する．
2）さらに，PbRC の Chl は正確にはバクテリオク

19)
20)

ロロフィルであり，そもそも PSI・PSII の Chl に比べ
て 160 mV 程度 Em が低い 10)．
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3）残りの Em 差のうち，ほとんどは主鎖の Em への
寄与の違いで説明がつく（表 1）．特筆すべきは，ほ
ぼ同様に見える PSII と PbRC の構造も，Em 計算を実
行してはじめて，主鎖構造に重要な違いがあることが
わかった．特に PSII においては，MnCa に周辺のヘ
リックス側鎖が配位しているため，それに引きずられ
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て PSII の主鎖は PbRC の主鎖と比べて異なった配向
をしており，その影響で P680 の Em が上昇している
事実も指摘したい 14)．
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総説

ヒスタミン受容体をめぐるクロストーク
堀尾修平

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

There exist several cross talks between histamine H1 receptor and other types of receptor, especially in their effects on H1 receptor expression. Muscarinic, IL-4, and H1 receptor stimulation increases (up-regulates) H1 receptor level through the activation of H1 receptor gene
transcription, whereas 2-adrenergic receptor stimulation decreases (down-regulates) H1 receptors through degradation of H1 receptor
proteins and the inhibition of H1 receptor gene transcription. This review describes the significance of these cross talks in regulating the
H1 receptor level and discusses their physiological and pathophysiological roles.
histamine / H1 receptor / IL-4 / up-regulation / down-regulation / gene expression

1.

肥満細胞（マスト細胞）などから放出される．一方，

はじめに

中枢神経系ではヒスタミンは神経伝達物質としてはた

細胞膜受容体は，多様な細胞外シグナルを受容し

らき，睡眠・覚醒リズムの調節，食欲の調節などにか

細胞内のシグナルへと変換することで，さまざまな

かわっている．ヒスタミンの作用する受容体は，H1，

細胞機能を調節している．細胞外シグナルに対する

H2，H3，H4 受容体と種々あるが，ここではそのう

受容体反応は常に一定というわけではなく，持続し

ちの H1 受容体に的を絞る．H1 受容体は，中枢，末

た刺激が続くと感受性が速やかに低下する現象（脱感

梢組織いずれにも存在する．末梢組織では，気管支，

作）がよく知られている．さらに長期間の刺激が続く

腸管，血管の内皮，平滑筋，免疫細胞などに存在し，

と細胞膜上の受容体の発現量が低下する現象（ダウン

主としてアレルギー反応の発現に関係する．中枢で

レギュレーション）が起こる．しかし一方では受容体

は，視床下部，海馬，扁桃体などに存在する．H1 受

刺激により当該の受容体遺伝子の転写が高まり受容

容体は G タンパク質に共役しておりプロテインキナー

体発現量が増加する場合（アップレギュレーション）

ゼの一種である C キナーゼ（PKC）を活性化させ，

もある．さらにこのような現象は，その受容体刺激

細胞内カルシウムを上昇させる．またニューロンを脱

のみならず，同一の細胞に発現している別種の受容

分極させる．

体刺激によっても起こりうる．このように受容体の

ヒスタミンで H1 受容体を刺激すると，一旦は反応

性質やその発現量は細胞外の環境に応じてダイナ

が起こるものの反応性が速やかに低下する脱感作現象

ミックに変動している．ここではヒスタミン受容体

は古くから知られていた（図 1）．この現象は G タン

を中心にして，受容体の発現量の調節に関与する

パク質共役受容体で一般的に見られるもので，受容体

種々の因子について解説し，ヒスタミン受容体をめ

は一旦細胞内に取り込まれて反応性がなくなる（脱共

ぐるクロストークとその生理学的および病理学的な

役―細胞内陥入）．受容体刺激がなくなれば再び細胞表

意義について考察する．

面に戻って反応性を回復するが（再感作），刺激が持
続した場合にはそのまま細胞内で分解され消失してし

2.

まう（ダウンレギュレーション）．このため受容体発

ヒスタミン受容体と脱感作現象

現量が減少する．脱共役は数分，細胞内陥入は数十

ヒスタミンはアミノ酸のヒスチジンから合成される

分，再感作は数時間の過程，ダウンレギュレーション

生体アミンの一種である．花粉症やじんま疹にみられ

は数時間 - 1日で進行する過程である．

る免疫反応を引き起こす引き金になっている物質で，
Cross Talk around Histamine Receptors
Shuhei HORIO
Institute of Health Biosciences, The University of Tokushima Graduate School
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り，H1 受容体の発現を制御するプロモーター領域を
その遺伝子にもたない．そのため各種刺激による H1
受容体遺伝子発現への影響を無視できる条件で調べて
いることになる．
一方で，H1 受容体遺伝子の転写が増大すれば，H1
受容体タンパク質の合成が増加し H1 受容体発現量が
増加する．逆に転写が減少すれば，受容体量が減少す
る（図 1）．そこで，各種因子の H1 受容体遺伝子発
現への影響を調べた．まず，H1 受容体をヒスタミン
で刺激した時の効果を，H1 受容体を native に発現し
ている HeLa 細胞を用いて調べた．H1 受容体 mRNA

図1
G タンパク質共役受容体刺激に伴って起こる反応．細胞内シグナ
ル伝達が起こる一方で，受容体と G タンパク質との uncoupling
（脱共役）が起こり，ついで受容体の internalization（細胞内陥入）
が起こる．受容体刺激が続くと受容体は分解され down-regulation
（ダウンレギュレーション）が起こる．また細胞内シグナルの一環
として，情報が核内に伝わり，受容体遺伝子の転写に影響を及ぼ
す場合がある．（電子ジャーナルではカラー）

量は約 3 倍に，H1 受容体発現量は約 1.5 倍に増加し
た 5)．先に指摘したように，H1 受容体刺激によって
H1 受容体のダウンレギュレーションも同時に起こっ
ているはずである．遺伝子発現亢進による受容体増加
が受容体分解による減少を上回り，結果として受容体
発現量が増加したと考えられる．この過程には PKC
が関与している 5)．次に M3 受容体刺激の効果を調べ

3. ヒスタミン H1 受容体の発現に関与する各種因子

た．H1 受容体を native に発現する U373 astrocytoma 細

H1 受容体の発現量を変動させる要因として，受容

刺激で，H1 受容体 mRNA 量が約 2 倍に，H1 受容体

体のダウンレギュレーションがまず考えられる．この

発現量も約 1.5 倍に増加した 6)．この反応にも PKC が

過程を，H1 受容体遺伝子を恒常的に発現させた培養

関与している．また，2 受容体刺激の効果を，2 受

Chinese hamster ovary (CHO) 細胞を用いて調べた 1), 2)．

容体を恒常的に発現させた U373 astrocytoma 細胞を用

ヒスタミンの持続した刺激により，H1 受容体の発現

いて調べた．その結果 H1 受容体 mRNA 量は約 70%

量が減少し，24 時間後には約 40% の量になった．H1

に減少し，H1 受容体発現量も約 70% に減少した 7)．

受容体の細胞内リン酸化部位を変異させると受容体量

この場合，H1 受容体遺伝子の転写が抑制されたと考

の減少が完全に抑えられることから，H1 受容体のダ

えられる．またアレルギーサイトカインである IL-4

ウンレギュレーションには自身のリン酸化が関与して

刺激の効果を，IL-4 受容体と H1 受容体を native に発

いると考えられる．次に，自律神経系の伝達物質の受

現する HeLa 細胞を用いて調べた．IL-4 刺激により

容体を刺激した場合の効果について調べた．まず，ム

H1 受容体 mRNA 量は約 2 倍に，H1 受容体発現量は

スカリン性アセチルコリン受容体刺激の効果を調べ

約 1.5 倍に増加した 8)．この場合には IL-4 刺激特異的

た 3)．H1 受容体とムスカリン受容体をともに恒常的

な転写因子の系（JAK-STAT6 系）が活性化されたと考

に発現させた CHO 細胞を用いた．ムスカリン受容体

えられる．その他にも血小板活性化因子（PAF）に

のうち M3 受容体刺激によって H1 受容体の発現量が

よって H1 受容体 mRNA が増加する例が報告されて

減少し，24 時間後には約 60% まで減少した．次に 2

いる 9)．

胞に，M3 受容体を恒常的に発現させた．M3 受容体

受容体刺激の効果を，H1 受容体と 2 受容体を共発

以上の結果をまとめると，まず H1 受容体自身の刺

現させた CHO 細胞で調べた ．この場合も，2 受容

激によって H1 受容体発現量を減少させる過程と増大

体刺激により H1 受容体量は 24 時間後には約 60% ま

させる過程の両方が進むが，全体でみると受容体発現

で減少した．このように，種々の受容体刺激により

量が増大する．M3 受容体刺激の H1 受容体発現量へ

H1 受容体の発現量が減少することがわかった．上述

の効果もこれとほぼ同様である．一方，2 受容体刺

したおのおのの刺激では，いずれも H1 受容体のリン

激では H1 受容体発現量を減少させる過程のみが起こ

酸化が起こることが確かめられており，受容体リン酸

り，受容体量は減少する．また IL-4 受容体刺激では

化が重要な役割をしていると考えられる．ここで 1 つ

H1 受容体発現量が増大する．

4)

強調しておきたい点がある．実験に用いた CHO 細胞
は H1 受容体が定常的に細胞膜上に存在する状態であ
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H1 受容体刺激は免疫系細胞を介して IL-4 産生を増大

ヒスタミン H1 受容体をめぐるクロストークと
その生理学的，病理学的意義

させ，それがさらにアレルギー原因細胞の IL-4 受容
体に作用して，今度は H1 受容体発現量を増大させる

まず，わかりやすい例として，アレルギー病態に

という経路が存在すると考えられる．

おける H1 受容体発現量の変動について考える．ア

さらに，交感神経，副交感神経の伝達物質であるノ

レルギー性鼻炎などの病態時に，病態部位の細胞で

ルアドレナリン，アセチルコリンによる刺激と H1 受

H1 受容体発現量が増大していることが報告されてい

容体とのクロストークの可能性も考えられる．交感神

る

．図 2 をみてほしい．アレルギー原因細胞（鼻

経作用薬である 2 受容体刺激薬は喘息治療で汎用さ

粘膜細胞，上皮細胞など）には H1 受容体が発現して

れるが，上述した結果によれば，長期投与により H1

いる．アレルギー病態時にはヒスタミンの遊離が増加

受容体発現量を減少させる作用がある．一方，アセチ

し，H1 受容体に作用してアレルギー症状を呈する．

ルコリンによるムスカリン受容体刺激は喘息を悪化さ

この H1 受容体刺激はアレルギー反応を引き起こすと

せるが，H1 受容体発現量を増加させる．H1 受容体

同時に，H1 受容体遺伝子の転写を増大させ，H1 受

刺激は喘息を悪化させるので，これらの H1 受容体発

容体発現量をさらに増加させる．そのため H1 受容体

現量の変動は，喘息症状が改善方向にあるときはより

の感受性が高まる．そこにヒスタミンが作用すればさ

快方の方向に，症状が悪化する場合にはより悪化する

らにアレルギー反応は強くなり，H1 受容体発現量は

方向に進行させる可能性がある．また，PAF と H1 受

さらに増加するという悪循環が出来上がる．鼻炎にな

容体間のクロストークも考えられる．PAF は血小板を

り始めは H1 拮抗薬がよく効くが，症状がひどくなっ

活性化させてヒスタミンを放出させるが，それ自身の

た後では，効果が激減するということになる．一方，

作用で H1 受容体遺伝子の転写を促進する 9)．さらに

アレルギー病態時には，ヒスタミンの遊離量が増える

ヒスタミンは PAF の遊離を促進させる作用がある．

とともに，免疫細胞などからの IL-4 の遊離も増大し

この場合にも，クロストークにより H1 受容体発現量

ている．ある種のアレルギー原因細胞（たとえば気管

がますます増大する回路が形成される可能性がある．

10), 11)

平滑筋）では IL-4 受容体も発現していることがわかっ

一方中枢においても，種々の病態で H1 受容体発現

ている．上述したように IL-4 受容体刺激は，H1 受容

量が変動することが知られている．たとえば統合失調

体発現量を増大させる（図 2）．したがって，IL-4 に

症 15)，アルツハイマー病 16) では発現量が減少し，老

よってさらに H1 受容体発現量が増大する経路が考え

齢でも減少するという報告がある．逆に，てんかんの

られる．ここで留意すべきは，H1 受容体刺激と IL-4
受容体刺激では，H1 受容体遺伝子転写促進のメカニ
ズムが異なるという点である．すなわち前者は PKC
が関与し，後者は JAK-STAT6 系が関与している．こ
のため両者の刺激の効果は相加的となり，H1 受容体
発現量はますます増大し，アレルギー症状はさらに悪
化することになる 8)．
さらに，ヒスタミンと IL-4 の間には別のクロストー
クが存在する（図 2）．H1 受容体は免疫系の細胞にも
発現しており，T 細胞（Th-1 細胞と Th-2 細胞）のバ
ランスを Th-1 細胞優位にする作用がある 12)．アレル
ギー反応は Th-2 細胞優位のときに起こるので，この
点においては H1 受容体作用はアレルギーを抑制する
作用があると思われる．しかし，その後の研究で，
H1 受容体刺激は Th-2 細胞をアレルギー病態部位に遊

図2
ヒスタミン H1 受容体と IL-4 受容体のクロストーク．アレルギー
原因細胞で，H1 受容体（H1R）と IL-4 受容体（IL-4R）はともに
H1 受容体遺伝子の転写を促進する．一方でヒスタミンによる H1
受容体刺激は免疫系の細胞を介して IL-4 産生を増大させる．すな
わちアレルギー病態で，ヒスタミン遊離量が増加すると H1 受容
体と IL-4 受容体を介して H1 受容体発現量がますます増大するルー
プが形成される．
（電子ジャーナルではカラー）

走させる作用ももつことがわかった 13)．つまり病態部
位では Th-2 細胞が増加するのである．この Th-2 細胞
は IL-4 をさかんに遊離する．また，アレルギーモデ
ルラットで，鼻粘膜へのヒスタミン投与で IL-4 mRNA
量が増大するという結果も得られている 14)．つまり，
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焦点部位では発現が増加することが知られている．た

る．このように受容体間のクロストークは，さまざま

だし，これらの現象が実際の病態にどの程度かかわっ

な生理学的，病理学的な場面で基本的に重要な役割を

ているのかは今後の研究を待つ必要がある．

担っていると考えられる．
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紅色光合成細菌
Photosynthetic purple bacteria
カロテノイドなどにより紅色をした細菌．一般に
嫌気条件下で光合成を行う．反応中心は，水を電
子供与体として利用できないため酸素発生をしな
い．バクテリオクロロフィルを電子伝達体および
アンテナ色素として利用する．
（286 ページ）
（石北）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

プロテインキナーゼ
Protein kinase
タンパク質のセリン，トレオニンまたはチロシン
残基のヒドロキシル基へ ATP の  位のリン酸基を
導入する酵素．標的タンパク質の活性をリン酸化
により調節し，細胞内情報伝達の調節に重要な役
割をしている．カルシウム／リン脂質依存性プロ
テインキナーゼ（C キナーゼ）が代表的である．
（290 ページ）
（堀尾）

目次に戻る
生物物理 50（6）
，294-295（2010）
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ついに可視化されたコドンレベルの
タンパク質合成
上村想太郎

1.

科学技術振興機構さきがけ専任研究者 / スタンフォード大学医学部

末端のビオチンを介して ZMW の底面に特異的に固定

研究背景

することに成功した．検出される蛍光シグナルは Cy2

今から 15 年ほど前に大阪大学の柳田敏雄教授らの

（青）
，Cy3（緑）そして Cy5（赤）の各蛍光シグナルに

グループによって溶液中で蛍光 ATP 1 分子がミオシン

分光して観察される（図 1a）
．

1 分子に結合・解離するようすが世界ではじめて生き

はじめに Cy3 の 1 分子蛍光を確認した後，蛍光観

たまま観測された ．この観測によって 1 分子蛍光イ

察 し な が ら 200 nM Phe-(Cy5)-tRNAPhe お よ び 200 nM

メージング法が確立された．一番重要な点はどのよう

Lys-(Cy2)-tRNALys さらに 2 種類の伸長因子（EF-Tu お

に背景光を減らし，観察したい分子 1 個の蛍光のみを

よび EF-G）をそれぞれ含む溶液を添加した．実験に

1)

捉えるかである．その問題は励起光を全反射させ励起

使 用 し た mRNA は，UTR を 先 頭 に メ チ オ ニ ン Met

領域を小さくすることで解決された．

（AUG）が続き，さらにその後にフェニルアラニン

しかし，従来の 1 分子イメージング法では溶液中に

Phe（UUC）とリジン Lys（AAA）の 6 回繰り返しとス

存在する蛍光分子の濃度の限界は数 10 nM であり，

トップコドンを含む配列を使用した．

それ以上濃度を濃くするとやはり背景光で計測できな

われわれは mRNA 配列の各コドンパターンに対応

くなってしまう．通常，細胞内では各因子の濃度は局

した tRNA の蛍光色のパターンを得ることができた

所的に M から mM の濃度範囲で存在しているため，

（図 1b）
．リボソームが固定されていない穴では蛍光

nM 領域での 1 分子イメージングは生体環境からかけ

tRNA 分子の拡散運動によって安定したシグナルがほ

離れているといわざるを得なかった．

とんど観測されなかったことから，この結果は世界で

この問題を解決したのが，近年開発された Zero

はじめてリボソーム依存的なタンパク質の翻訳反応を

Mode Waveguides（ZMW）とよばれる手法である．

コドンレベルで 1 分子可視化したことを示している．

この手法はガラス表面に蒸着したアルミニウムに直径

各蛍光パルスのパルス時間は EF-G の濃度が高いほど

100 nm ほどの穴をあけ，この穴底に観測したい生体

短くなることを示し，トランスロケーションに依存し

分子を特異的に直接固定する．これにより励起領域は

た反応であることも示された 4)．

従来の全反射型に比べて 1000 分の 1 以下になり，高

興味深いことにストップコドン位置で種々の tRNA

濃度蛍光分子存在下での 1 分子イメージングが可能と

がランダムに結合，解離（ストップコドンと適合しな

なった 2)．近年ではこの手法を用いた 1 分子 DNA シー

いため）を高速に繰り返す高速サンプリング現象が観

ケンサーが米国 Pacific Biosciences 社で開発され，ヒト

測された 4)．

ゲノムの全 30 億塩基をわずか数分で読むことができ

また，エリスロマイシン抗生物質（50S サブユニット

るシーケンシング速度をめざしている 3)．

に結合しタンパク質合成を阻害する薬剤）を用いて翻

われわれはこの手法を用いてリボソーム 1 分子を固

訳反応中に新生ペプチドの生成を阻害すると，翻訳過

定し，トランスファー RNA（tRNA）を蛍光染色する

程が停止することが観察されたことから，実際にタン

ことによってタンパク質翻訳を 1 分子で可視化するこ

パク質を合成していることも証明することができた 4)．

とに成功した 4)．
2.

3.

コドンレベルの 1 分子翻訳可視化

tRNA 分子数の時間変化と tRNA 解離モデル

リボソームには A，P，E という 3 つの tRNA 結合

われわれは fMet-tRNAfMet を Cy3 で蛍光標識し，そ

部位が存在することがわかっている．この結合部位に

れをリボソーム初期複合体に結合させた後，mRNA

対して tRNA がどのようにどのタイミングでどの順番

Visualization of Single Molecule Translation in Real Time at Codon Resolution
Sotaro UEMURA
Japan Science and Technology Agency / Stanford University, School of Medicine
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この研究は自分でゼロから実験系を構築して行った
ものではない．基本的には Pacific Bioscience 社で開発
された DNA シーケンサーをタンパク質翻訳系に適応
したものである．DNA ポリメラーゼによる複製反応
がうまくいくのであれば同様にリボソームによる翻訳
反応もうまくいくはずであるという強い自信が私には
あった．すなわち，この手法がタンパク質翻訳だけで
なくあらゆる生体反応系に応用可能であることを示す
ことができたのではないだろうか．この手法の強みは
1 分子のもつ生体機能を細胞内条件に近い蛍光標識因
子の濃度でリアルタイムに可視化することであり，従
来までの手法では得られなかったダイナミクスの現象
を可視化できることにある．世界を見ると 1 分子計測
はすでに新しい時代に突入している．今後，私の研究
対象はウイルス増殖，RNA 干渉，免疫システム，薬
剤反応の可視化など幅広く応用していく予定である．
私のめざす研究は

図1
（a）Zero-Mode waveguides 法による 1 分子翻訳可視化の実験系
（上）
．各穴に 1 分子のリボソームを固定し，染色し分けた tRNA
を高濃度条件下で流し込む．それぞれ Cy2，Cy3，Cy5 を励起する
488 nm，532 nm，642 nm の 3 種類のレーザーで同時励起してい
る．予想される蛍光トレース（下）
．蛍光シグナルの重複は tRNA
が 2 分子同時にリボソームに結合していることを示している．
（b）
人工的に合成した Phe と Lys の繰り返し配列をもつ mRNA に対し
てそれぞれ Cy5 標識アミノアシル tRNAPhe と Cy2 標識アミノア
シル tRNALys が交互に結合しているようすが観測された．ストッ
プコドン高速サンプリングとは数 10 ミリ秒の間に蛍光シグナル
が観測される現象である．
（電子ジャーナルではカラー）

体に近い環境で

より生体に重要な現象をより生

であり，今回の手法によるタンパク

質翻訳 1 分子可視化が私のめざす研究への大きな一歩
になったのではないかと確信している．
謝

辞

本実験はすべて米国 Pacific Biosciences 社で行った．
Joseph Puglisi 教 授，Colin Aitken 氏（Stanford），Jonas
Korlack 氏，Benjamin Flusberg 氏，Stephen Turner 氏
（Pacific Biosciences 社）に感謝いたします．

で結合するのかはよくわかっていなかった．われわれ
文

は得られた翻訳中の tRNA 蛍光トレースから tRNA の
結合数と結合・解離のタイミングを解析することに
よって新しい tRNA 解離モデルを明らかにすることが
できた．詳しい内容については論文 に記載されてい
4)

献
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るが，われわれの得た結論は，EF-G によるトランス
ロケーションに伴って tRNA が P 部位から E 部位へと
移動し，その tRNA は次の tRNA の A 部位への結合に
かかわらずただちに解離するというものである．
4.

今後の研究の発展

今回われわれは世界ではじめて 1 分子のタンパク質

上村想太郎

翻訳過程を高濃度 tRNA 存在下で可視化することに成
功した．今後はメカニズムがほとんど理解されていな
い複雑な真核翻訳システムへの応用が期待される．
さらに抗生物質の翻訳阻害メカニズムをより広範囲
に明らかにすることが求められる．

トピックス
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単一GUV法による抗菌ペプチドのポア形成の研究
山崎昌一

1.

静岡大学創造科学技術大学院統合バイオサイエンス部門

に求めることがはじめて可能になった．ここでは，抗

はじめに

菌ペプチド・マガイニン 2（Mag）と脂質膜の相互作

抗菌ペプチドは，無脊椎動物，脊椎動物や植物など

用を単一 GUV 法で研究して現在までに明らかになっ

が細菌や真菌などの微生物を殺すことにより自分自身

たことを紹介する．

を防御するために生産するペプチドであり，現在では

2.

500 種類以上存在する 1)．これらの抗菌ペプチドが細菌

マガイニン 2 のポア形成の速度定数の決定 7)

などを殺すときの直接のターゲットは微生物の細胞膜

正味の負電荷をもつジオレオイルホスファチジルグ

の脂質膜領域と考えられている．実際，抗菌ペプチドは

リセロール（DOPG）と電気的に中性のジオレオイル

リジンやアルギニンを多く含むため強く正に荷電して

ホスファチジルコリン（DOPC）の混合膜の GUV と

いるので，細胞膜の外側に負に荷電した脂質が多い細

Mag の相互作用を調べた．まず，低分子の蛍光プロー

菌などの細胞膜に強く結合することができる．結合後，

ブ の カ ル セ イ ン（半 径 R  0.7 nm） を 内 部 に 含 む

ポア（小さな孔）を形成するなどして細胞膜に障害を

60%DOPG /40%DOPC-GUV を 1 個選び，その近傍へ

与え，細菌などを殺す．しかし膜への障害の与え方は

マイクロピペットで各種濃度の Mag を含む緩衝液を

いくつかの説があり，そのメカニズムは不明である ．

添加し続け，その間の GUV 内部の蛍光強度や GUV

2)

従来，抗菌ペプチドなどの外来物質と脂質膜の相互

の形や構造を蛍光位相差顕微鏡でリアルタイムで観

作用の研究は，小さな直径（100-500 nm）の一枚膜リ

測・ 解 析 し た．1 個 の GUV の 近 傍 に 3.0 M の Mag

ポソーム（LUV; Large Unilamellar Vesicle）が多く存在

を加えると，最初 GUV 内部の蛍光強度はほぼ一定で

する懸濁液を用いて蛍光分光法などの種々の物理的測

あったが，添加を始めて 174 秒後から急激に減少し

定法により行われてきたが，それらは物理量の集団平

226 秒後には蛍光強度は 0 になった（図 1a2）
．この結

均の測定であるので多くの情報が失われてきた（LUV

果は，Mag が脂質膜中にポアを形成して，そこからカ

懸濁液法）．われわれは，外来物質と生体膜の相互作

ルセインが GUV 外部へ急速に漏れたことを示してい

用の新しい研究方法として，直径 10 m 以上の一枚

る．同様の実験を多くの 1 個の GUV を用いて行っ

膜の巨大リポソーム（GUV: Giant Unilamellar Vesicle）

たところ，どの GUV でも蛍光強度の急激な減少が始

を用いた単一巨大リポソーム法（単一 GUV 法）をは

まれば，30 秒程度で蛍光強度がほぼ 0 になったが，そ

じめて提案し，従来の LUV 懸濁液法では得られない

れぞれの GUV の蛍光強度の急激な減少，つまり Mag

新しい質の情報を得られることを示した ．単一

によるポア形成は確率過程的に起こった（図 1b）
．ポ

GUV 法では，1 個の GUV とペプチドなどの外来物質

ア形成の速度定数 kP は，調べたすべての GUV の中で

との相互作用の結果生じる GUV の構造や物理量の変

ポアが形成されず漏れが起こっていない GUV の割合

化を，種々の光学顕微鏡を用いてリアルタイムで測定

Pintact の時間変化から求めることができる（図 2）．kP

し，同じ実験を多くの

は，Mag の水溶液中濃度の増加とともに増大した．

3)

1 個の GUV

に対して行い，

1 個の GUV の物理量やその変化の統計的な解析をす

3.

る．単一 GUV 法により，膜融合 4) や膜分裂 5)，抗菌

マガイニン 2 の膜表面濃度とポア形成の関連 8)

物質によるリポソームの破壊 6)，抗菌ペプチドのポア

Mag のポア形成の速度定数は膜の表面電荷密度に大

形成 7), 8) など 1 個のリポソームで起こる 1 つ 1 つの事

きく依存した．たとえば，30%DOPG/70%DOPC-GUV

象（event）が観測でき，その事象を構成するいくつ

と 60%DOPG/40%DOPC-GUV を比較すると，同じ速

かの素過程を分離して明らかにすることがはじめて可

度定数を与える Mag の水溶液中濃度は前者は後者の

能になり，多くの「1 個の GUV」の結果を統計的に

約 50 倍だった（図 3a）．蛍光の実験とポアッソンー

解析することにより，素過程の速度定数などを定量的

ボルツマン理論を用いて Mag の膜表面への固有の結

The Single GUV Method Reveals the Antimicrobial Peptide-induced Pore Formation in Lipid Membranes
Masahito YAMAZAKI
Integrated Bioscience, Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University
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図3
マガイニン 2 のポア形成の速度定数と水溶液中濃度（a）および
膜 表 面 濃 度（b） の 関 係． ■：60%DOPG， ○：50%DOPG， ●：
40%DOPG，△：30%DOPG．文献 8 より転載．

図1
3 M マガイニン 2 が誘起する 60%DOPG/40% DOPC-GUV からのカ
ルセインの漏れ．
（a）
（2）GUV の蛍光顕微鏡像，
（1）
（3）位相差顕微
鏡像．バーは 10 m．
（b）いくつかの 1 個の GUV の蛍光強度の時
間依存性．1 本の曲線は 1 個の GUV の結果を示す．文献 8 より転載．

図4
GUV 内部の蛍光強度の対数の時間変化の解析から初期状態の漏れ
と定常状態の漏れの速度定数の決定．文献 9 より転載．

化することを示唆している．以上の結果は Mag の脂
質膜中でのポア形成のキネティックパスウエイに関す
るはじめての情報を与え，それに基づいて Mag のポ
ア形成のメカニズムの仮説を提案した 9)．

図2
ポアが形成されていない 60%DOPG/40%DOPC-GUV の割合の時
間変化からのポア形成速度定数の導出．（○）5，
（■）3，
（△）2.5，
（●）1 M マガイニン 2．文献 8 より転載．

今後メカニズムを確定するためには，まだ多くの素
過程の実験データや理論の構築が必要である．メカニ
ズムの妥当性を判断するためには，その理論による

合定数を求め，水溶液中の濃度を膜表面濃度（膜界面

種々のペプチドの抗菌活性の予測と実際の細菌を殺す

における Mag と脂質のモル比）Xb に変換すると，膜

活性の相関を調べる必要がある．

の表面電荷密度にかかわらず，Xb  70 mmol/mol 以上

文

で Xb の増加とともに kP が増大することがわかった
（図 3b）．このことは，膜に結合した Mag の膜表面濃
度がポア形成の速度を決めていることを示す．
4.

ポアを介しての漏れの速度定数の決定とマガイニ
ン 2 のポア形成の時のポアの大きさの時間変化 9)

GUV の蛍光強度の時間変化の解析から，ポアを介
しての漏れの速度定数を求めることができる．Mag が
誘起するポアからの種々の大きさの蛍光プローブの
漏れを調べた結果，平均分子量 MW  10k の Texas-Red
dextran (TRD) 10k (R  2.7 nm) や MW  1.5k の TRD
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3k (R  1.4 nm) の漏れは 2 相性を示した．つまり初期
の一過性の急速な少量の漏れとそれに続く遅い漏れが
観察された（図 4）
．この結果は，Mag は最初脂質膜
に大きなポアを一過的にあけるが，その後ポアの半径
は時間とともに小さくなり，最終的に安定なポアに変
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タンパク質の圧力誘起構造転移の
分子メカニズム
今井隆志

1.

理化学研究所次世代計算科学研究開発プログラム

理解するために不可欠な 2 つの報告があった．1 つは，

はじめに

タンパク質の高圧溶液構造としてユビキチンの高圧

タンパク質に数千気圧の圧力を加えるとその構造は

NMR 構 造 が 決 定 さ れ た と い う 報 告 で あ る 4)． も う

壊れる（変性する）．この現象が発見されて 100 年が

1 つは，液体の統計力学に基づく 3 次元 RISM 理論を

経とうとしているが，その原因はまだ完全には解明さ

用いることにより，タンパク質の部分モル体積の定量

れていない．タンパク質の高圧変性は，ルシャトリエ

的な計算と水の寄与の解析に成功したというわれわれ

の原理を用いて，変性に伴う体積変化が負であるとい

自身の報告である 5)．3 次元 RISM 理論による部分モ

い換えることができる．しかし，直感的には，変性構

ル体積の計算・解析法の詳細は他の総説 6) に譲る．

造の体積はよりコンパクトな天然構造よりも大きいと

そこで，われわれは，ユビキチンの圧力誘起構造転

思われる．この矛盾は，タンパク質の体積を幾何学的

移に伴う部分モル体積変化について 3 次元 RISM 理論

に捉えてしまうことにより生じるものであり，それを

を用いて解析した 7)．ここでの高圧構造は完全に変性

熱力学量の部分モル体積として正しく理解すれば矛盾

したものではなく，部分的に構造変化したものであ

ではなくなる．なぜなら，タンパク質が大きく広がっ

る．高圧下では，中央付近のクレフトが開いた構造に

ても，その隙間に水分子が浸入すれば系全体の体積が

転移している（図 1）
．計算の結果，まず，高圧構造

小さくなることはあり得るからである．つまり，タン

の部分モル体積が確かに常圧（天然）構造の部分モル

パク質内部への水分子の浸入がタンパク質の高圧変性

体積よりも小さいことを示した．さらに詳細な解析の

の鍵となる．

結果，その体積減少の大部分がクレフト奥部への水分

この「水の浸入起因説」自体は，特に目新しいもの

子の浸入（図 1）によるものであることを明らかにし

ではない．また，最近では，それを支持する研究も少
なくない．たとえば，タンパク質内部の空洞（水分子
の浸入先）を増やすようなアミノ酸置換を行うと，高
圧変性が促進されるという実験がある 1)．さらに，シ
ミュレーションでも，人為的な水分子の挿入により得
られた高圧変性構造が中性子小角散乱実験の結果と矛
盾しないこと 2)，高圧下で水分子の浸入が起こること
が示されている（ただし，構造転移自体は再現されな
かった）3)．
しかし，これらはあくまで状況証拠にすぎない．最
近，われわれは，液体の統計力学理論と分子動力学法
（MD）を用いることにより，静的（熱力学的）
・動的
な両面から，水分子の浸入がタンパク質の高圧変性の
原因となっているという直接的な証拠を得ることに成
功した．以下では，それらの研究を紹介する．
2.

圧力誘起構造転移に伴う体積変化と水の浸入

図1
ユビキチンの圧力誘起構造転移に伴う部分モル体積変化と水の浸
入．下図の青色表面は水分子の分布．
（電子ジャーナルではカラ―）

数年前のほぼ同時期に，高圧変性を体積の観点から
Molecular Mechanism of Pressure-induced Structural Transition of Proteins
Takashi IMAI
RIKEN Computational Science Research Program
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た．水分子の浸入が部分モル体積の減少と結びつけら
れたことにより，水分子の浸入は他の原因による構造
転移の結果たまたま起こったのではなく，水分子の浸
入こそが構造転移の原因になっていることが示された．
3.

圧力誘起構造転移と水の浸入のダイナミクス

ユビキチンの圧力誘起構造転移と水分子の浸入を動
的な側面からさらに詳しく理解するために，われわれ
は，常圧および高圧下での 1 マイクロ秒の長時間 MD
シミュレーションを行った（初期構造はどちらも常圧
の結晶構造）
．常圧下ではクレフト閉構造が維持され
たが，高圧下では高圧 NMR 構造に類似のクレフト開
構造に転移することがわかった（図 2）
．ここで重要
なことは，高圧下で開いたクレフトが一旦閉じ，それ
がまた開くという現象が観測されたことである．同様
に，常圧下でも低頻度ではあるが開構造に転移するこ
とがある．この結果は，常圧下における潜在的な開⇔
閉の平衡が高圧下で開状態に大きく偏ったということ
を示している．つまり，圧力によって誘起されるの
は，力学的な構造変形ではなく，熱力学的なポピュ

図2
常圧および高圧下におけるユビキチンの構造（クレフトの開閉）
と水の浸入の時間変化．上図中の水分子（赤玉）は疎水コア（緑
玉） 最 近 接 の 3 分 子． グ ラ フ 中 の dL8-E34 は ク レ フ ト の 広 が り，
dcav-wat は空洞と最近接の水分子との距離を表す．
（電子ジャーナル
ではカラ―）

レーションシフトであることがわかった．
また，高圧下において，クレフトの奥にある疎水コ
ア内への水分子の浸入が観測された（図 2）．さらに，
時間相関解析により，水分子の浸入はクレフトが開く
と同時に起こっていることがわかった．一方，常圧下
では，クレフトが一瞬開くことがあっても水分子の浸

が必要である．どちらにせよ，タンパク質の高圧変性

入は起こらずすぐに閉構造に戻ってしまう．

における主役が水であることは間違いない．

圧力に関わらず，ユビキチンは潜在的に閉状態（天
文

然状態）と開状態（準安定状態）間を揺らいでいる．
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瞬間的に開状態になったとき，高圧下では水分子の
浸入によりそれが維持されるが，低圧下では水分子の
浸入が起こらず閉状態に戻ってしまう．これが水分子

4.

おわりに

タンパク質の圧力誘起構造転移は，隙間の多い準安
定構造が水分子の浸入により安定化されることに起因
する．これが，ここで紹介した 2 つの研究から導かれ
る結論である．では，さらに圧力を加え，それ以上水
分子の浸入が起こらないほど構造が壊れた後はどうな
るだろうか．それでも，タンパク質鎖はさらに広がる
だろうか．単純にいえば，残基間に水分子が 1 つ挟ま

今井隆志

るか複数挟まるかという問題である．これに答えるに
は，バルクと界面の水の密度差など，より高次の解析
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近接場ラマン顕微鏡によるナノメートル観察
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scattering: TERS）顕微鏡では，染色などの前処理なし

はじめに

で試料の分子組成やその分布を直接観察できる 2)．

近接場光学顕微鏡は「光で」「ナノで」
「大気中／液

図 1c に，筆者らのグループで試作した TERS 顕微

中で」試料を観察できる．これらの特徴は，生物学研

鏡 の 構 成 を 示 す． 倒 立 顕 微 鏡，AFM， 励 起 用 レ ー

究において大いに有用であり，これまで多くの方々か

ザー，ラマン分光検出器で構成される．探針として，

ら興味をもっていただいた．筆者らは，近接場光学顕

AFM 用のカンチレバーに銀コートしたものを用い，

微鏡，特に先端増強型のそれの開発に取り組み，分解

接触モード AFM により高さ制御している．レーザー

能，感度を向上させると同時に，いつでも誰でも使え

光を対物レンズにより試料表面に集光し，集光スポッ

る実用的な装置としての技術確立をめざしている．本

ト内で探針先端を AFM 制御する．先端で増強された

稿では，先端増強型近接場光学顕微鏡の最新の研究動

ラマン散乱光を，窒素冷却 CCD や EMCCD を備えた

向を，筆者らのグループの研究成果を中心に紹介し，

分光器によりスペクトル検出する．
図 1d に，この装置により観察されたナノ微結晶の

広く応用されるための今後の課題について述べる．
2.

アデニン分子の TERS スペクトルの 1 例を示す．金属

先端増強型近接場ラマン顕微鏡

探針先端が試料から離れているときはピークは観察

先端増強型の近接場光学顕微鏡では，先鋭な金属ナ

できないが，接触させると多くのピークが観察され

ノ探針を用いる（図 1a）．探針先端に光照射すると，

る．これらのピークはアデニン分子固有のピークであ

金属内の自由電子が強く揺らされ，光強度が先端近傍

り，分子のラマン散乱を金属探針により増強できるこ

で増強され，局在する（図 1b） ．この局在光を近接

とを示している．また，図 1e は 2 重鎖 DNA の自己

場光という．探針を，観察したい試料に近づけると，

組織化ネットワーク構造を，アデニンの分子振動モー

近接場光の中にある試料分子のみを光励起することが

ドで大気中観察した像である．15 nm の空間分解能を

できる．近接場光の空間的広がりは，探針先端径程度

実現している 3)．世界の他のグループでも，同じ原理

（数 10 nm）であり，これが顕微鏡としての空間分解

に基づいて，やはり 10 nm に迫る分解能が得られて

1)

能を決める．試料（または探針）を走査することによ

いる 4), 5)．

り，光の回折限界をはるかに超えた光学イメージング
が可能となる．探針としては通常，金属化した原子間
力顕微鏡（AFM）探針や走査トンネル顕微鏡（STM）
探針を用いる．近接場光学顕微鏡には，先鋭化された
光ファイバープローブを用いる方式（いわゆる開口
型）もあり，現時点ではこちらの方が広く市販されて
はいるが，分解能・感度とも先端増強型の方が優れて
いる．
金属探針先端の近接場光により，蛍光，レーリー散
図1
（a）ナノ探針の SEM 像．
（b）先端での近接場光の発生（数値計算）．
（c）TERS 顕微鏡の構成．（d）TERS スペクトル（アデニン）．
（e）
DNA のラマン像．

乱，ラマン散乱，非線形散乱などさまざまな光―物質
相互作用を励起できる．なかでも，ラマン散乱を増強
さ せ る， 先 端 増 強 ラ マ ン 散 乱（tip-enhanced Raman
Near-Field Raman Microscopy for Nanometric Observation
Taro ICHIMURA1 and Satoshi KAWATA1,2
1
Department of Applied Physics, Osaka University
2
RIKEN



目次に戻る
近接場ラマン顕微鏡によるナノメートル観察

3.

したがって，この結果から 4 nm の空間分解能が実現

ナノメートル分解能へ

したといえる．現時点で，この分解能は TERS 顕微鏡

最近筆者らは，TERS 顕微鏡の空間分解能を数ナノ

において世界最高である．前述したように，本手法で

メートルのレベルまで向上する方法を提案し，実証し

は探針先端と接触する分子の情報を取得できるため，

た ．この方法では，金属探針と試料の相互作用を利

原理的には AFM の分解能（1 nm 以下）での分光イ

用する．探針先端と試料が物理的に接触すると，金属

メージングが可能であると考えている．さらに分解能

からの圧力印加により試料分子の構造が変形し（力学

を向上するために，探針の設計，力の最適設定を進め

的相互作用），同時に，分子軌道が金属の電子雲と重

たい．

6)

なり変化する（化学的相互作用）

7), 8)

．これらはいず

今後の課題

4.

れも分子振動スペクトルに変化を与える．このスペク
トル変化は，探針先端と直接接触している分子のみに

このように先端増強型の近接場光学顕微鏡は，ナノ

現れる．変化部分（強度変化またはピークシフト）を

メートル分解能での分子イメージングを実現してい

抽出してやれば，接触している分子の分光情報が選択

る．今後，生物学の応用を見据えた研究が必要であろ

的に得られる．近接場光の大きさが探針先端サイズ程

う．現状としては使える装置として認知されていると

度なのに比べて，はるかに小さい領域の分子のみを観

は言い難い．実際，生物物理学会年会において，関連

察できることになる（図 2a）．これが空間分解能向上

の発表は筆者らを除くとこれまで 1 件もない．最大の

の原理である．

課題は，探針の加工精度と歩留まりの向上である．分

図 2b はアデニン分子の ring breathing mode とよば

解能・感度は探針に大きく依存するが，その探針がす

れる振動のスペクトル変化を観察したものである ．

べて同じに加工できない．ゆえに，同じ性能が毎回得

探針が試料（ナノ微結晶）から離れているときのスペ

られるとは限らないのである．時間分解能も応用上重

クトル（A）と比較すると，接触すると化学的相互作

要な要素であるが，それも探針の出来如何にかかって

用により高振動数側に新しいピークが出現し（B），

いる．この重要な課題に尽力し，「使える装置」とし

さらに強い力を印加すると強度と振動数ともに大きく

ての技術確立を成し遂げたい．

9)

変化している（C）
．スペクトル変化の振る舞いは，
量子化学計算により予測・解析でき，分子配向やその
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晶のエッジが約 4 nm の空間応答を以て観察された．
エッジ応答の幅は点物体の空間応答の幅に一致する．

市村垂生

図2
（a）高分解能の原理．
（b）探針―試料間相互作用によるスペクト
ル変化．
（c）アデニン微結晶の 1 次元走査像．ガラス基板上に固
定した微結晶を用い，大気中で測定した．
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高速原子間力顕微鏡を用いた
バクテリオロドプシンの光励起に伴う動態観察
柴田幹大

1.

金沢大学・理工研究域数物科学系

はじめに

3.

タンパク質の機能発現における構造変化を実空間，

光励起に伴うバクテリオロドプシンの構造変化

野生型 bR の光反応サイクルは約 10 ms であり，わ

実時間で直接イメージングすることは生物物理学分野

れわれの高速 AFM でも，その構造変化を明瞭に捉え

に限らず生命科学の「夢」である．しかし，光学顕微

ることは難しい．そこで，光反応サイクルが約 10 s と

鏡や電子顕微鏡に代表される従来法では，この「夢」

野生型に比べて千倍程度遅い D96N 変異体を用いた．

を実現することはできない．では，どのようにしてタ

図 1 に光照射前（a）と波長 532 nm の光照射中（b）の

ンパク質の動きをイメージングできるのであろうか？

細胞質表面の AFM 画像（イメージング速度 1 s/frame）

原子間力顕微鏡（AFM）は液中環境下でナノスケー

を示す．光照射前は規則正しい 3 量体配列（図 1 中

ルの構造をイメージングできる数少ない手法の 1 つで

三角形）が観察されたが，光照射中は各 bR 分子が

ある．しかし，1 画像を得るのに分オーダーの時間を

3 量体の中心から外側に開くような構造変化が観察さ

必要とする従来の AFM ではタンパク質の動きを捉え

れた（図 1a, b）．この変化は光を切った後，数秒で元

るに十分な時間分解能をもたない．われわれのグルー

に戻り，光に応答して繰り返し観察される高い再現性

プは，世界に先駆けて AFM の高速化技術を開発し，

を示した．その一方で，細胞外表面（図 1c, d）は光

2001 年にはタンパク質の動態を 80 ms/frame のイメー

照射による顕著な構造変化は観察されなかった．細胞

ジング速度で観察することに成功した ．現在では

質表面の光照射前と光照射中に観察された bR 分子

タンパク質の機能や構造を乱すことなく，その動的振

の形状を比較すると，光照射中では bR 分子の表面形

る舞いを安定に可視化できるようになっている

状が主要な突起部とマイナーな突起部に分かれる

1)

2), 3)

．

本稿では光駆動プロトンポンプタンパク質，バクテリ

（図 1e）．7 本の -ヘリックス（A-G）の原子モデルと

オロドプシン（bR）の光励起に伴う動態観察結果に

比較すると，主要な突起部は E-F ループに対応し，マ

ついて紹介する 4)．高速化技術の詳細は総説を参照さ

イナーな突起部はヘリックス A, B に対応することが

れたい ．

わかる．このことから，観察された構造変化は，結晶

5)

2.

構造が示唆しているように，光励起に伴う E-F ループ

バクテリオロドプシン

の変位と考えられる．この外側へ開く E-F ループの構

bR は高度好塩菌の細胞膜に存在する光駆動プロト

造変化により，各 bR 分子は，隣り合う 3 量体の bR

ンポンプタンパク質で，光を吸収するための発色団と

分子のほうに接近し，あたかも新しい組み合わせの

してレチナール分子をもち，視物質ロドプシンと同様

3 量体が形成されたかのように観察される（図 1b）
．

に 7 回膜貫通型構造をしている．レチナール発色団は

bR の光反応サイクルは pH に強く依存し，アルカ

光を吸収すると，色の異なる中間体を経由して細胞質

リ環境下では M 中間体の寿命が長くなることが知ら

側から細胞外側へプロトンを能動輸送する ．また，

れ て い る． そ こ で， い く つ か の 異 な る pH 環 境 下

天然の状態では 3 量体を形成し，その 3 量体が六方格

（pH 7, 8, 9）で高速 AFM 観察を行い励起状態（構造

子状に配列した 2 次元結晶を構成する．これまでに，

変化している状態）の寿命を比較した．その結果，分

光励起に伴う構造変化はさまざまな実験手法により報

光学的手法によって報告された結果と同様に pH に依

告されてきたが ，その構造変化を実空間，実時間で

存 し て 励 起 寿 命 が 長 く な っ た． こ の 結 果 は， 高 速

直接観察した例はない．

AFM で観察された構造変化が探針・試料間接触によ

6)

7)

るアーティファクトでないことを示しており，真に
High-speed Atomic Force Microscopy Visualization Reveals Dynamic Molecular Processes in Photo-activated Bacteriorhodopsin
Mikihiro SHIBATA
Department of Physics, Kanazawa University
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図1
（a-d）細胞質表面と細胞外表面の光照射前後での D96N bR 変異体の AFM 画像．
（a）
（b）細胞質表面 ,（c）（d）細胞外表面．イメージング
速度は 1 s/frame で，三角形は bR の 3 量体を示す．図中右下のバーはグリーンレーザ（532 nm）照射中を表す．
（e）光 Off 時（上図）と光
照射中（下図）の拡大した細胞質表面の AFM 画像．細胞質表面のヘリックス A-G を重ねて表示している．上図の矢印は光 Off 時に観察さ
れる突起部で，光照射中は 2 つに分かれて見える（* と **）
．
（f）近接する bR 分子の状態による励起寿命の協同的効果．ヒストグラムの色
と図中の分子の色（赤，青，緑）を対応して表示する．
（電子ジャーナルではカラー）

bR の機能（光駆動プロトンポンプ）と関係した構造

対して高速 AFM が適用され，従来の手法では検出で

変化であると考えられる．

きない生体分子そのものの構造変化や，詳細な分子メ

次に，励起する光の強度を変えることで，反応する

カニズムが解明されるであろう．

bR の分子数をコントロールした．その結果，周りの

謝

辞

bR 分子の状態によって，励起寿命が変化する協同性

安藤敏夫教授，内橋貴之准教授，山下隼人博士（金

を示すことがわかった．この協同性は，3 量体内の分

沢大学）
，神取秀樹教授（名古屋工業大学）らとの共

子間で起こるのではなく，隣り合う 3 量体に属する

同研究成果であり，深く感謝致します．

bR 分子間で起こる．周りの分子が構造変化を起こし

文
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ていない場合，その励起寿命は 7 s 程度である（図 1f
上図）．ところが，周りの bR 分子がすでに構造変化
を起こしている状態で，後から構造変化を起こした場

7)
8)

起寿命は長くなり 13 s 程度となる（図 1f 下図）
．興味
深いことに，この協同性は，全 bR 分子の挙動を平均
化した解析では打ち消されるが，個々の bR 分子の振

Shinozaki, Y. et al. (2009) Plos Biol. 7, e103.
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Igarashi, K. et al. (2009) J. Biol. Chem. 284, 36186-36190.

10)

Sugimoto, S. et al. (2010) J. Biol. Chem. 285, 6648-6657.

る舞いを高速 AFM で詳細に解析することでわかって
きた新事実である．
4.

おわりに

このように，高速 AFM はタンパク質の動的構造変
化を可視化するだけにとどまらず，これまでアンサン

柴田幹大

ブル平均としてしか観測できなかった生体分子の挙動
を詳細に捉えることができる．また，近年さまざまな
生体分子の動態変化が高速 AFM を用いて明らかにさ
れつつある 8)-10)．近い将来，さらに多くの生体分子に


柴田幹大（しばた みきひろ）
日本学術振興会特別研究員 SPD
2007 年名古屋工業大学大学院工学研究科・博士
課 程 修 了， 工 学 博 士 05-06 年 名 古 屋 工 業 大 学
（DC1）
，07 年名古屋工業大学（PD）を経て 08 年
4 月より現職．
研究内容：イオン輸送タンパク質における動的構
造変化の解析
連絡先：〒 920-1192 石川県金沢市角間町
E-mail: rshibata@staff.kanazawa-u.ac.jp
bR の高速 AFM ムービー
URL: http://www.s.kanazawa-u.ac.jp/phys/biophys/
bR_movies.htm
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細胞死の新しい役割：胚発生における
アポトーシス
（プログラム細胞死）
の力学的寄与
遠山祐典

1.

国立シンガポール大学生物科学科 / メカノバイオロジー研究所 / テマセック生物科学研究所

アポトーシス細胞からのシグナルで誘導形成されるア

メカノバイオロジー

クトミオシンケーブルの収縮によって引き起こされ

幼児のヨチヨチ歩き，心臓の拍動，受精卵の発生，

る 5)．筆者は，このアクトミヨシンケーブルの収縮に

ガン細胞の転移，キネシンなどモータータンパク質の

伴う「力」の発生，および細胞への力学的影響に注目

移動，鞭毛・繊毛の運動，リボゾームによるタンパク

した．アポトーシスが起こるとアポトーシス細胞自体

質の生成など，生物界にはさまざまな「動き」が幅広

ばかりでなく，周辺の非アポトーシス細胞の張力が増

い時間・空間スケールに渡って存在する．これらの現

加し，胚上皮細胞の広範囲に影響を与えているのでは

象と機械的「力」の相互作用を探る研究はメカノバイ

ないかという仮説を立てた．

オロジーともよばれ，物理学からのアプローチが重要

われわれは，検証用モデルとしてショウジョウバエ

となる研究分野の 1 つである．数-数万の細胞が時間

胚発生の背部閉塞（Dorsal closure：左右の上皮が背部

的・空間的に連動する胚発生の形態形成に伴う「力」

正中線で融合する過程．図 1）6) を用いた．この発生

の働きに関しては，近年の定量的・系統的なアプロー

ステージでは，胚の大部分は上皮組織，背部は羊漿膜

チがこの生物学的に古い問題に新しい視点を与えてい

（amnioserosa）によって覆われている．背部閉塞の過

る 1), 2)．本稿では，物理的視点から提案され，生物物

程では，羊漿膜細胞は細胞分裂を起こさず，10-20%

理学的手法を用いることによって明らかになった，ア

の細胞がアポトーシスを起こすことが知られてい

ポトーシスの胚発生における力学的寄与に関する成

る 6)．そこでわれわれは先ず羊漿膜細胞のアポトーシ

果 を報告する．

スによる形状変化を観察し，アポトーシス細胞が縮小

3)

2.

するに伴い，それと接する非アポトーシス細胞がアポ

アポトーシス（プログラム細胞死）

トーシス細胞に引き寄せられるように変形しているこ

アポトーシスとは，おもに多細胞生物の細胞で増殖
制御機構として働き，遺伝子によりあらかじめプログ
ラムされた能動的な細胞死である 4)．たとえば，オタ
マジャクシの尾は，その必要性が失われるとアポトー
シスによって消滅する．また，ウイルスに感染した細
胞，ガン化した細胞は個体の恒常性を保つためにアポ
トーシスによって除去される．これらアポトーシスに
関する研究は，細胞死を開始させる細胞内のシグナル
伝達経路，アポトーシス制御因子の解明がこれまで中
心であり，ガン，アルツハイマー，HIV，自己免疫疾
患をはじめとする疾病治療をおもな目的として研究さ
れてきた．
3.

アポトーシス力（りょく）

図1
ショウジョウバエ胚発生における背部閉塞の時間経過．野生型，
羊漿膜のみにアポトーシス阻害遺伝子（p35）を発現させた系統，
アポトーシス誘導遺伝子（grim）を発現させた系統の比較．AS:
amnioserosa（羊漿膜）
，LE: Lateral epidermis（上皮組織）
．本稿中
の図は全て文献 3 より改変．

上皮組織細胞がアポトーシスを起こす際の形状的な
特徴の 1 つとして，細胞が急速に縮小し周辺細胞から
剥離されることが知られている．この縮小・剥離は，

Mechanical Forces Due to Cell Destruction: Biophysical Investigation of the Role of Apoptosis (Programmed Cell Death) in Tissue Dynamics
Yusuke TOYAMA
National University of Singapore, Department of Biological Sciences / Mechanobiology Institute, Singapore / Temasek Life Sciences Laboratory



目次に戻る
胚発生におけるアポトーシスの力学的寄与

として胚発生過程における上皮組織の動きに寄与して
いることを，生物物理学的手法を用いることによって
明らかにした．つまり，アポトーシスはアポトーシス
細胞単体の現象ではなく，周辺の非アポトーシス細胞
図2
羊漿膜細胞の形状変化．共焦点画像中，アポトーシス細胞を赤
色，隣接する非アポトーシス細胞白色でハイライト．
（電子ジャー
ナルではカラー）

にも影響を及ぼすという新しい見方を提唱するもので
ある．さらに創傷治癒，胎児の指の間に存在する水か
きの消滅など古くから研究されている題材もこの力学
的役割の観点から眺めることにより新しい展開も期待
できる．また，今回の発見は「生物は，進化の過程に
おいて死にゆく細胞をも積極的に力の発生源として取
り入れてきた可能性がある」という仮説も提示してい
る．今後，進化学からの展望も期待したい．
謝

図3
レーザー微小手術による張力の測定．術後に組織が拡がる速度は
組織の手術直前の張力と比例関係にある．t  0s で白点線に沿っ
て実施．

辞

本稿で紹介した研究は，筆者が Duke 大学博士研究
員 と し て， 物 理 学 科 Glenn Edwards 教 授， 生 物 学 科
Dan Kiehart 教授の指導，また両研究室の協力のもと
に行ったものの成果である．ここに深謝いたします．

とを認めた（図 2）．これは，アポトーシス細胞周辺
の張力が増加したことを示唆している．
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次にトランスジェニック的手法を用い羊漿膜のアポ
トーシス細胞の数を増減させ，それによって背部閉塞
の速度が変化するかを調べた．アポトーシスを誘導す

アポトーシスの頻度と正の相関があることを明らかに

J. E. Celis, editor. Elsevier, San Diego. 87-103.

した．さらに，レーザーによる微小切開手術 7) を行
い，組織が拡がる速度を測定した（図 3）
．この速度か
ら実験的に直接計測することのできない羊漿膜の張力
を，数理モデルを用いることにより推定した．各系統
における羊漿膜の張力を相対的に比較した結果，アポ
トーシスの制御（誘導，阻害）が張力の増減とも正の
相関があることを示した．これらの実験から，野生型
系統の羊漿膜張力の 1/3-1/2 がアポトーシスに起因す
ることを解明し，この細胞がアポトーシスを起こす際

遠山祐典

に発生する力をアポトーシス力（りょく）と定義した．
4.

まとめと今後の展望

今回われわれは，アポトーシスが単に不要となった
細胞を除去するだけではなく，機械的「力」の発生源

トピックス
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シリーズ
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タンパク質X線結晶構造解析の測定戦略
清水伸隆1，
上野 剛2，長谷川和也1，
河本正秀3
1
（財）
高輝度光科学研究センター
2
（独）
理化学研究所
3
（財）
佐賀県地域産業支援センター 九州シンクロトロン光研究センター

取得条件を間違いなく決定するのは困難である．そこ

. 放射光を利用したタンパク質結晶構造解析

で，本稿では普段われわれがユーザーに提案している

X 線結晶構造解析は，生命反応をタンパク質の立体

測定条件決定のノウハウを紹介する．

構造に基づいて議論するために必須な解析法の 1 つで

. 推奨回折ピーク強度に基づく測定条件決定

ある．特に，放射光を光源とする高輝度 X 線を利用
した結晶解析では，実験室の X 線装置と比べて「高

持ち込んだ結晶をマウントしてセンタリングし，ま

分解能データが得やすい」「回折スポットの分離がし

ずは 2 つの方位で X 線を照射して回折イメージを

やすい」「より小さなサイズの結晶で測定可能」など

1 枚ずつ得る．SPring-8 の BL では測定したイメージ

多くの利点が存在する．一方，放射光実験で，実りあ

はイメージ表示ソフト Imgview 1) に自動的に読み込ま

る成果を上げるためには合理的な戦略に基づいた試料

れ表示される．Imgview には読み込んだイメージを自

の選択と実験条件の設定が必要である．特に高精度

動で簡易解析する機能が搭載されており，最大ピーク

データを取得するために必要な X 線照射条件，具体

強度，平均ピーク強度，飽和スポット数，ならびに最

的には「適当な露光時間およびアッテネータ（ビーム

大分解能判定やスポット形状に基づいた結晶のスコア

減衰器）の厚みの選定」がきわめて重要である．

リング，さらに平均ピーク強度から算出される推奨露
光時間などを提案する（図 1）
．スポットの形状や最

. ビームラインでの測定戦略

高精度データの取得とは，高い S/N 比をもつ X 線
回折イメージを取得することに他ならない．そこに寄
与するおもな要素として，以下の 3 つが考えられる．
①空気散乱などのバックグラウンドを抑制するようデ
ザインされた回折計
②結晶サイズと同等かそれより小さなサイズの X 線
ビーム
③高感度かつ低ノイズレベルの検出器
国内主要施設である兵庫県の SPring-8，茨城県の
フォトンファクトリーには複数のビームライン（以下
BL）が稼動しており，ビームの特性（サイズ，強度，
図1
SPring-8 で開発された測定イメージ表示ソフト Imgview．イメー
ジを読込むと同時に各種の解析を実行し，その結果がログウィン
ドウに表示される．（電子ジャーナルではカラー）

発散角）
，および検出器や回折計などは BL 毎に異なっ
ている（詳細は各施設の HP を参照のこと）．したがっ
て，ユーザーが使用する BL に合わせて高精度データ

Strategy for X-ray Diffraction Measurement in Protein Crystallography
Nobutaka SHIMIZU1, Go UENO2, Kazuya HASEGAWA1 and Masahide KAWAMOTO3
1
SPring-8/JASRI
2
RIKEN SPring-8 Center
3
SAGA-LS
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タンパク質 X 線結晶構造解析の測定戦略

大分解能などから「この結晶でデータ測定する」と実

ば，少ない X 線量でも得られる分解能とデータ精度

験者が決断した場合，続いて X 線照射条件を決定す

が改善するはずである．そこで，まずはいたずらに露

ることになる．その際に参考にしていただきたいの

光時間を伸ばすのではなく，Imgview に基づく測定条

は，Imgview が推奨する露光時間である．この推奨露

件で実験を行っていただきたい．先にあげた標準結晶

光時間は，同じく Imgview が算出する平均ピーク強度

では，Imgview の推奨条件で測定した場合，その吸収

をもとに以下の式で計算された値である．

線量は 2 MGy 程度となる．BL41XU でリゾチーム結
晶を測定した場合，この程度の吸収線量であれば電子

推奨平均ピーク強度
推奨露光時間 ＝
現在の平均ピーク強度

密度上でジスルフィド結合の解離に由来する変化は観
測されていない．1 データセット取得中に平均ピーク

× 現在の露光時間

強度や最大分解能の減衰が見られた場合は，放射線損

それぞれの BL において適切なビーム強度と露光時間

傷を受けやすい結晶であると判断し，2 個目の測定で

を選定するには，得られた回折イメージ上のすべての

はアッテネータを厚くしたり露光時間をさらに短くし

回折ピークの平均強度がよい目安となる．Imgview で

たりなどの対策を行うとよい．

は事前にわれわれ（施設側の研究者）が数種の標準結

. おわりに

晶（リゾチームなどの酵素タンパク質他）を使用して
定めた推奨平均ピーク強度，つまり「このビームライ

ここに紹介した測定戦略は，SPring-8 の BL41XU で

ンで最もよいデータが取得できる平均ピーク強度」を

実際に行われており，
「Imgview が推奨する条件で測

利用し，現在の測定結果と比較して推奨露光時間を算

定すると強度のスケーリング時の統計値が改善し

出している．

た！」という直接的な評価もいただいています．施設

2010 年 6 月現在，BL41XU での標準的な測定では，

側としては回折計のさらなる高精度化など，入力する

全角度領域に対する Rmerge の値が最も良好となるのは

X 線量をさらに減少させるための高度化を実施し，

平均ピーク強度が〜1300 カウントの時である．たと

「推奨平均ピーク強度」をますます減少させていきた

えば，1 秒露光で測定したイメージの平均ピーク強度

いと考えています．

が 650 だった場合，1300  650  1  2 秒で露光すれば
よいことになる．逆に，1 秒露光でも 2600 カウント

文

あ る 場 合 は，1300  2600  1  0.5 秒 と な る． も し，
BL のスペックを超える短い露光時間を推奨された場
合は，アッテネータを使用して入射 X 線強度を弱め

献

1)

http://bioxtal.harima.riken.jp/BL26/BSS_manual/ImageView.htm

2)

Henderson, R. (1990) Proc. R. Soc. London Ser. B 241, 6-8.

3)

Owen, R. L. et al. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 49124917.

る必要がある．減衰率は入射波長に依存するため，
SPring-8 では波長とアッテネータの厚みを入力するこ

清水伸隆（しみず のぶたか）
（財）高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・構造生物
グループ・研究員
連絡先：〒 679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
E-mail: nshimizu@spring8.or.jp
URL: http://bioxtal.spring8.or.jp
上野 剛（うえの ごう）
（独）理化学研究所・放射光科学総合研究センター・基盤研究部・
専任技師
連絡先：〒 679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
E-mail: ueno@spring8.or.jp
URL: http://bioxtal.harima.riken.jp/
長谷川和也（はせがわ かずや）
（財）高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・構造生物
グループ・副主幹研究員
連絡先：〒 679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
E-mail: kazuya@spring8.or.jp
URL: http://bioxtal.spring8.or.jp
河本正秀（かわもと まさひで）
（財）佐賀県地域産業支援センター・九州シンクロトロン光研究
センター・副主任研究員
連絡先：〒 841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘 8-7
E-mail: kawamoto@saga-ls.jp

とで減衰率を計算できる Web アプリケーションを提
供している．
. 放射線損傷に対する考え方

最終的に測定を始める前にもう 1 つ考慮すべき点が
ある．それは結晶の放射線損傷である．その詳細につ
いてはここでは割愛するが，これまで行われてきたタ
ンパク質結晶の放射線損傷に関する研究では，放射線
損傷の効果は結晶の吸収線量に応じて定量化できると
示されており 2), 3)，もとの X 線回折強度が半分まで減
衰する吸収線量として Henderson Limit（20 MGy）が
定義されている．強い入射 X 線強度，もしくは長い
露光時間を選択する理由は，おもに高角度側のデータ
精度を改善して到達分解能を向上させるためである
が，放射線損傷の影響はその分大きくなる．しかし実
際には，先に述べた 3 つの要素を満たすことができれ
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日本生物物理学会第48回年会報告
室

生物物理若手奨励賞
―第6回選考過程報告―

原田慶恵
平成21年・22年度生物物理学会副会長 男女共同参画・若手問題検討委員長 / 京都大学物質―細胞統合システム拠点

先日開催された第 48 回年会において，第 6 回の若

の多い順に最終的に残り 3 名の合格者を決定しました．

手奨励賞受賞者が決定しました．ここでは，審査過程

以上のような過程を経て選ばれた 10 名の若手招待

と結果について簡単に報告します．本年は年会の開催

講演者に，9 月 20 日の年会 1 日目午前に講演をして

日が例年よりも早かったために，若手賞の応募締め切

いただき，その講演について，10 名の第 2 次審査員

りも早くなりました．また例年は年会への発表申し込

が審査を行いました．第 2 次審査もこれまでになら

み締め切り延長に伴って，若手賞の応募締め切りも延

い，各審査員の持ち点の合計は 5 点，1 演題に対して

長されていましたが，本年は審査の都合から締め切り

最高 2 点までつけられることにしました．年会第 1 日

の延長は行わないことを当初から決めていました．そ

目の朝からのセッションで，かつ並行して 5 つのシン

のため，応募者数が少なくなるのではないかと心配し

ポジウムが行われていましたが，若手招待講演の会場

ましたが，幸いにも昨年よりも多い 55 名の応募があ

には多く聴衆の方に，ご参集いただきました．

りました．分野の内訳は，1. タンパク質の構造と機能

10 名の招待講演者の講演はいずれもその名にふさ

（12 名），2. タンパク質の物性（6 名）
，3. 核酸（2 名）
，

わしく，10 分という短い時間に要領よく話がまとめ

4. 細胞生物的課題（6 名）
，5. 光生物（1 名），6. 筋肉

られ，きちんと自分の研究がアピールされていまし

（2 名）
，7. 分子モーター（13 名），8. 生体膜・人工膜

た．また，質疑応答も活発に行われました．若い方か

（5 名）
，9. 生命情報科学（0 名），10. イメージング・

らの質問が多かったことが印象に残りました．審査員

計測（4 名）
，11. 脳・神経（0 名），12. その他（4 名）

全員の点数を集計し，得点の高い方から 5 名を奨励賞

でした．

受賞者としました．審査員の意見交換で受賞者の研究

審査は 2 段階に分けて行いました．第 1 次審査とし

分野に偏りがあるのではないかという意見が過去に

て提出していただいた書類による選考を行いました．

あったため，これまでの分野別応募者数と，分野別招

昨年から，第 1 次審査員を 10 名にし，1 人の応募者

待講演者，受賞者数の調査をしました．今のところ，

を 5 名の審査員で評価することで，より公平な審査と

母数が少ないために確かに招待講演者，受賞者の割合

なるようにしています．10 点満点で点を付けるとと

には分野による偏りがあります．今後も調査を継続

もに，5 名から 7 名程度の招待講演者としてふさわし

し，この偏りがたまたまなのか，本当に分野によるも

いと思われる応募者をあげていただきました．審査員

のであるかを見極め，できるだけ公平に審査が行われ

全員の結果をまとめ，まず，第 1 次審査合格者 7 名を

るように申し送りをしたいと思います．

決定しました．合格者の研究分野に極端な偏りがあっ

若手奨励賞の発表と授与式は例年通り 9 月 21 日の

た場合にそれを是正する機会を残すという考えから，

懇親会で行われました．今回も 1 人ずつ名前がよばれ

第 1 次審査の第 1 回目は，10 名すべての合格者は決

るたびに大きな拍手，喝采と祝福の声が繰り返され非

めないのが慣例となっています．今年も，第 1 次審査

常に感動的でした．若手奨励賞の方には賞状と盾が，

第 1 回目合格者 7 名の研究分野に偏りはありませんで

また若手招待講演者に選ばれた方にも後日，招待講演

した．そこで，単純につぎに高評価を得ていた 5 名に

証が贈られました．今回惜しくも選ばれなかった方

ついて第 1 次審査員全員で再評価し，それぞれの審査

も，次はあなたの番かもしれません．ぜひまた応募し

員に 3 名ずつを選んでいただきました．集計し，得票

てほしいと思います．次回も今年以上にすばらしい候

Early Research in Biophysics Award—Report on the Sixth Award Selection Process—
Yoshie HARADA
Institute for Integrated Cell-Materials Sciences, Kyoto University
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補者が出てくることを期待しています．最後に，お忙
しい中審査をしていただいた審査員の方々と，今回応
募してくださった 55 名の若手会員の皆様に感謝する
とともに，招待講演者に選ばれた方，さらに若手奨励
賞受賞に心からのお祝いと，今後の皆さんの日本生物
物理学会への寄与をお願いいたします．
招待講演者および若手奨励賞受賞者（* 印）

* 板橋岳志（早稲田大学）
「哺乳動物細胞の細胞分裂は外部機械刺激によって
誘起される」

片岡会長と若手奨励賞受賞者の皆さん

伊野部智由（理化学研究所）
* 吉留

「二つのプロテアソーム分解シグナルの配置解析」

崇（京都大学）

「F1-ATPase の回転のメカニズムにおける水のエン

櫻井一正（大阪大学）

トロピーの重要性」

「溶液 NMR を用いた 2 ミクログロブリンのアミ
ロイド線維形成における過渡的中間体のキャラク

第 1 次審査員 10 名

タリゼーション」
鷹野

相沢智康，今田勝巳，金城政孝，桑島邦博，曽我部

優（大阪大学）

正博，高田彰二，寺嶋正秀，豊島陽子，西坂崇之，

「Electronic structures of the novel [4Fe-4S] cluster in

由良敬（とりまとめ

dark-operative protochlorophyllide oxidoreductase」

原田慶恵）

* 塚崎智也（東京大学）
第 2 次審査員 10 名

「Sec トランスロコンと共に機能する SecDF 膜タン
パク質の構造」

今田勝巳，宇高恵子，片岡幹雄，木寺詔紀，金城政

* 林久美子（大阪大学）

孝，高田彰二，豊島陽子，中村春木，原田慶恵，光
岡薫

「統計力学基礎論・非平衡統計力学のブレークス
ルーによる測定理論の創出と一分子実験への応用」

日本生物物理学会若手賞のホームページ

* 福岡 創（東北大学）
「大腸菌複数べん毛モーターの回転方向転換におけ

http://www.biophys.jp/ann/ann4.html

る同期性」
宮川拓也（東京大学）
「アブシシン酸シグナル伝達の構造基盤」

原田慶恵（はらだ よしえ）
京都大学物質―細胞統合システム拠点教授
〒 606-8501 京都府京都市左京区吉田本町
E-mail: y.harada@kx2.ecs.kyoto-u.ac.jp
URL: http://www.harada.icems.kyoto-u.ac.jp/index-jp.htm

盛田伸一（理化学研究所）
「ラマン分光による生体システムおよび生細胞の非
侵襲的計測および分析」

談
話
室
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利用・共同研究拠点として新たなスタートを切り，日
本のタンパク質研究に一層の貢献を果たすことが期待
されています．さらにこの事業の一環として日本を代
表する世界最高性能の超高磁場 NMR2 機（950 MHz，

支 部 だより

800 MHz）が蛋白質研究所 NMR 施設に設置されまし
た．下に示す写真は，今年 6 月に開催されたお披露目
式のようすです．

近畿地区の構造生物学研究

蛋 白 質 研 究 所 に 設 置 さ れ た 国 内 最 大 の 950 MHz
NMR 装置は，国内各所に設置されている巨大な超高
磁場 NMR 装置に比べて大幅に小型化されており，
800 MHz 装置とまったく同じサイズとなっています
（次 項 の 写 真 を 参 照 し て く だ さ い）
． ま た 950 MHz
NMR 装置はまさしく世界最高とよぶにふさわしいも
はじめに

ので，多くの項目において現時点で世界最高性能を備

近畿地区には現会長の片岡幹雄先生（奈良先端大）

えています．これらの NMR 装置は全国の利用希望者

をはじめ，数多くの著名な生物物理学者がおられます

に開放されており，平成 22 年度においては全国の研

が，近畿支部の活動はありません．これは近畿地区の

究機関から応募のあった 15 課題の利用が予定されて

研究者が国内外で活発な活動をされておられ，研究内

います．さらに蛋白質研究所の NMR 施設は先端研究

容を把握するのが容易であること，若手の会（近畿地

施設共用促進事業にも採択されており，本年度より企

区内に支部が 3 つもある！）が地域内での活発な人的

業ユーザーへの装置公開を開始する予定です．共同利

交流を担っていることなど，支部活動の不在による現

用などの詳細は蛋白質研究所のホームページをご覧く

実的な支障がないためかもしれません．

ださい．

近畿地区では，SPring-8 などの構造生物学研究のた
近畿地区におけるタンパク質 NMR 研究

めの大型施設が整っており，大阪大学や京都大学など
に構造生物学研究を推進する研究室が多数設置されて

近畿地区は古くから NMR 研究がさかんで，世界で

います．またこれらの研究室の中には，きわめてス

最も古くから生物学への応用に取り組んできた地区で

マートな研究室から苦節何十年というガッツのある研

もあります．生物学への応用では特に蛋白質研究所が

究室まで，伝統と特色をあわせもつ，世界的に有名な

重要な役割を果たしており，故宮澤辰雄先生と故京極

名物研究室が数多くあります．そこで今回の支部だよ

好正先生がその双璧として取り組んでこられました．

りでは，大阪大学蛋白質研究所の NMR 施設を中心

両先生とも東京大学の水島三一郎研究室のご出身で，

に，これら近畿地区の NMR や X 線の構造生物学研究

宮澤先生は後に東京大学に戻られましたが，国内のほ

室を思い付くままいくつか紹介したいと思います．
大阪大学蛋白質研究所
蛋白質研究所は 1958 年に全国共同利用研究所とし
て設置され，全国の研究者の共同利用によりタンパク
質研究を積極的に推進してきました．またこの目的の
ために先端計測装置が積極的に導入されており，X 線
回折装置などの構造生物学研究のための大型施設も古
くから整備されています．現在，SPring-8 には蛋白質
研究所専用ビームラインが設置されており，世界的に
見ても装置環境はきわめて優れています．もちろん，
これらの大型施設の共同利用が歴史的に国内の構造生
物学研究を強力に牽引してきたことはよく知られてい
ます．

大阪大学蛋白質研究所超高磁場 NMR 施設 現地説明会

今年 4 月から，蛋白質研究所はタンパク質研究共同
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支 部 だ よ り

の田村先生，浜田先生，大阪府大の西村先生，医薬基
盤研の赤木博士，サントリー生有研の野村博士などが
NMR 研究を行われています．
近畿地区におけるタンパク質 X 線構造研究
近畿地区での X 線研究の中心地はいうまでもなく
播磨の SPring-8 ですが，タンパク質の構造研究におい
ては蛋白質研究所が重要な役割を果たしてきました．
現在，蛋白質研究所には X 線構造解析を専門とする
有力な研究室が 5 つあります．方法論開発から膜タン
パク質まで幅広い研究を推進する中川研，細胞接着系
の高木研，光合成や生体運動を研究する栗栖研，超分
子複合体構造研究の月原研，レセプターと DNA 組換

大阪大学蛋白質研究所の 950 MHz および 800 MHz NMR 装置

えの森川研です．他にも蛋白質研究所の多くのグルー
プが X 線構造研究を推進しており，蛋白質研究所で
とんどの NMR 構造生物学研究者は何らかの形で両先

の結晶構造研究は質・量ともにレベルの高いものと

生の薫陶を受けているといっても過言ではないでしょ

なっています．また近畿地区には有力な構造生物学の

う．また国内に超伝導高磁場 NMR がほとんど導入さ

研究室が多数あります．たとえば，われわれ NMR 研

れていなかった 1980 年代には，京極先生によって積

究者と関連のある研究室としては，大阪大学の難波

極的に装置が開放され，永山国昭先生，甲斐荘正恒先

研，井上研，福山研，今田研，兵庫県立大学の吉川

生， 神 藤 平 三 郎 先 生 な ど， 当 時 の 日 本 を 代 表 す る

研，京都大学の藤吉研，岩田研，三木研，三上研，奈

NMR 研究者が全国から蛋白質研究所に集われていま

良先端大の箱嶋研，片岡研，京都工繊大の原田研など

した．現在，蛋白質研究所にはタンパク質の NMR 研

があります．どの研究室がスマートで，どの研究室が

究を専門とした 3 つの研究室と 2 つの関連研究室があ

ガッツ系だという点は読者にご判断いただくとして，

り，幅広い研究対象をさまざまなアプローチで解析を

近畿地区の構造研究室は概してレベルの高いユニーク

進めています．具体的には超高感度固体 NMR 法を開

な研究室であることは間違いありません．教授のキャ

発する藤原研，F1Fo-ATPase の機能構造を解明する阿久

ラクターまでユニークなのは近畿地区（関西文化圏）

津研，溶液 NMR による立体構造解析を担う池上研，

の特徴なのでしょうか？

アミロイド研究を推進する後藤研，データベース研究

単純な構造決定に終始してきた従来の構造生物学は

の中村研です．

すでに過去のものであり，決定された立体構造が生命

そもそも近畿地区には NMR 構造生物学の研究室

機能の解明にいかに貢献するかが重要視されるように

がたくさんあります．たとえば，タンパク質の高圧

なって久しいです．今後，生体内でのタンパク質の立

NMR 研究で有名な赤坂研（近大）と北原研（立命大）
，

体構造決定や構造情報のライブイメージングなど，生

ヒト細胞内でのタンパク質 NMR 計測を成功させた

命現象を直接かつ高分解能で検出するために，さまざ

白川研（京大），細胞接着系の構造研究を行う廣明研

まな構造生物学的手法が融合してゆくことが予想され

（神大），プロスタグランジン合成酵素などの構造研究

ています．近畿地区の構造生物学研究者の層の厚さを

を推進する小林研（大薬大）と大久保研（阪大）
，核

有効に活かせば，次世代構造生物学を生みだすことも

酸や RNA 結合タンパク質の構造研究を行う片平研

夢ではないでしょう．近い将来，新たな手法開発や融

（京大），タンパク質ダイナミクス研究を推進する菅瀬

合研究を通じてその夢を実現したいものです．

グループ（サントリー生有研）や瀬川研（関学）
，膜
ペプチドの構造研究を行う村田研（阪大）
，固体 NMR

児嶋長次郎
kojima@protein.osaka-u.ac.jp

大阪大学蛋白質研究所

の竹腰研（京大）などがあり，他にも奈良先端大の廣
田先生，兵庫県立大の辻先生，京大の星野先生，神大
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歴史を紐解いていただきました．
これからの 50 年を背負う人材を育てるため，夏学
ができることは分野間交流を促すことだとわれわれは
考え，分野を絞らず，さまざまな分野から講師を招聘

若 手 の 声
夏の学校 2010

しました．質疑応答では活発な議論が行われ，講演も
盛り上がり，得るものが多かったという意見をいただ
きました．

開催報告

参加者同士がお互いの研究を知るセッションがあれ
ば，研究発表の練習と聴講が同時にできるとわれわれ
は考え，参加者の発表の場を増やしました．それら
が，グループ討論であり，フラッシュトークであり，
ポスター発表です．
グループ討論とは，参加者に自分の研究を A4 1 枚
はじめに

程度にまとめてもらい，それを用いて 6 人ほどの小グ

2010 年 9 月 3 日- 6 日の 4 日間，生物物理若手の会は，

ループの中で研究発表してもらうというものです．小

中部支部が中心となり，今年で 50 回目となる毎年恒

グループでの議論なので，質問も出易く，会場は終始

例の

にぎやかでした．

生物物理若手の会夏の学校

を愛知県一宮市尾

西グリーンプラザで開催しました．15 名の講師によ

フラッシュトークは，すべての参加者がスライド

る招待講演と 4 名の若手研究者による講演（若手セッ

1 枚で 1 分間の研究紹介を参加者全員の前で行うとい

ション )，約 50 件のポスター発表，そして約 70 名に

うものです．今回の夏の学校は，学部生の参加が多い

よるフラッシュトーク，およびグループ討論が行わ

こともあり，発表前は緊張した面持ちの方がほとんど

れ，約 100 人の方にご参加いただきました．今年は学

でしたが，いざ発表という段では皆さんハツラツとし

部生の参加が多く，近年の開催に比べて若々しい夏の

ていました．

学校になりました．

フラッシュトークの直後，ポスター発表を行いまし

第 50 回生物物理若手の会夏の学校

た．発表件数は飛び入りも含め 50 件近くになり，ど

今 回 の 夏 の 学 校（以 下， 夏 学） で は， 愛 さ れ て
50 年，これからの 50 年 DAGANE（ダガネ）!!

のポスターの前でも熱心な議論がありました．

をメ

ポスター発表での勢いは夜の自由討論会でも引き継

インテーマに掲げました．このテーマには，「日本で

がれ，お酒を片手に白熱した議論を交わす姿が散見さ

生物物理が始まって 50 年経ち，いい機会なので過去
を振り返ろう．そして，今後の生物物理がどうなって
いくかをみんなで考え，また，今後の生物物理を支え
ていく人材を育てるために，夏学は何ができるかを考
えよう」という意味が込められています．初日には，
日本で生物物理学を開始された大沢文夫先生に，その
メインシンポジウム，柳田先生の講演のようす

グループ討論のようす

大沢先生の講演のようす
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フラッシュトークのようす

夜の自由討論（撮影者：荒牧慎治）

ポスター発表のようす
集合写真（9 月 5 日）

れました．グループ討論の資料や，中には iPad を使っ
て議論されている姿も見られました．参加者が自らの

耕大，京都／山本暁久）

研究を説明する姿勢は真剣そのもので，年齢，役職に

各支部ともセミナー参加者は多いが，運営側の人数

関係なく熱心な議論が飛び交いました．

が増加しないという問題が露呈．

最後に，私の感想を述べます．今回の夏の学校は，

4）次期夏の学校

講演を減らし，参加者が発表する場を増やしました．

開催地，実行委員長ともに年会で決定．

開催前は不安もありましたが，ふたを開けてみると参

5）次期会長

加者が活き活きと発表する姿があり，若手は発表機会

立候補を募る．年会で決定．

を渇望していると感じました．今年度は学部生や，修

謝

辞

士の学生の参加が特に多く，平均年齢は 23-24 歳と例

本夏の学校の開催にあたり，日本生物物理学会，同

年より若いですが，自分の研究を熱心に発表し，議論

中部支部，京都大学基礎物理学研究所，分子科学会よ

する参加者の姿から，生物物理の若手は元気で，あと

りご支援をいただきました．この場をお借りして深く

50 年は大丈夫だと思いました．

御礼申し上げます．また，夏学を成功に導いて下さっ

生物物理若手の会支部長会議

た参加者の皆様，講師の皆様，企業の皆様，生物物理

夏の学校 2 日目に若手の会全体会議を行いました．

学会員の皆様ならびに若手の会の皆様に厚く御礼申し

議題および報告内容を下記にまとめます．

上げます．最後に，手伝ってくれたスタッフのみん

1）夏の学校会計報告（都築峰幸）

な，最後までつきあってくれて本当にありがとうござ

昨今の不況で，広告収入が激減したが，補助金によ

いました．みんながいなければ，ここまでの会にはな

り参加費を抑えることが可能になったこと，および，

らかったでしょう．

来年度以降は補助金がより重要になるとの報告．
2）大沢統計に関して（田村和志，根岸留美）

第 50 回生物物理若手の会夏の学校校長
名古屋大学理学研究科物質理学専攻 TB 研
博士課程後期 1 年 都築峰幸

若手の会として編集作業などバックアップする．
3）各支部活動報告

ttsuduki@tb.phys.nagoya-u.ac.jp

（北海道／柴崎宏介，関東／近藤洋平，中部／片山
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いです．温度そのものより 3 ヵ月暑い日が続くことが
嫌なところです．一方，冬は非常に快適です．州の北
の方は標高が高くグランドキャニオンがあり，冬には
雪も降ります．車でトゥサンからフェニックスまでは

海 外 だより

2 時間，グランドキャニオンまではさらに 2 時間ほど
です．

From University of Arizona
Osamu Miyashita 研究室

私の働くアリゾナ大学（University of Arizona）はトゥ
サンにあり，アリゾナ州立大学（Arizona State University）はフェニックスにあります．ともに州立で，前者
が大学院と研究に，後者が学部教育に重点をおいてい
ますが，それほど違いがある訳ではありません．当大
学には学部生が 3 万人，院生が 7 千人います．

はじめに

学生と授業

2000 年の 11 月に京都大学の郷信広研究室で学位を

学部生は入学後，専攻（major）を選び，修了する

取った後，カリフォルニア大学サンディエゴ校の José

に必要な科目をとります．専攻によっては重複が多

Onuchic の 研 究 室 で ポ ス ド ク を 5 年 ほ ど し ま し た．

く，生化学専攻と分子生物学専攻の double major が多

2006 年より妻の Florence とアリゾナ大学に移り，共に

いです．中には生化学と計算機科学専攻とか重複が少

Assistant Professor として働いています．タンパク質の

なく難しい専攻の組み合わせを選ぶ強者もいます．ア

電子移動，構造変化の研究を経て，最近は結晶内での

ジア系は UCSD に比べて少ないですが，それでも日

タンパク質の構造と運動の研究を行っています．

本人の学生も結構見かけます．日本人の学生 2 人の研

何を書こうかと考えているときに，前号，木原大亮

究指導をしたことがあります．

さんがグラントとか研究室運営のこととか詳しくお書

授業は「専攻向け生化学」を受け持っています．週

きになっているのに気づきました．同じことを書いて

3 時間の授業と計 7 時間の演習を 2,3 人で分担します．

もつまらないので内容がかぶらないようにしようかと

私自身は物理専攻だったので授業の準備が大変だった

思います．

のですが，それに加えて，宿題，演習，試験の準備と
採 点 と い ろ い ろ と す る こ と あ り ま す． 他 に Office

ポスドク

Hours という週に 1 時間，質問を受け付ける時間枠を

サンディエゴはタンパク質のシミューレションがさ

設けます．といっても，夜中にメールで質問したり，

かんなところで，多くの著名な研究者と知り合うこと

時間外にいきなりやってきたりする（熱心な）生徒も

ができました．Wolynes，Brooks とは共同論文を出す

多いです．生徒数は 190 人ほどです．もう少し少ない

ことができ，McCammon や Case とも話をする機会が

と目が届きやすいと思うのですが，一般教養の科目に

ありました．Onuchic がディレクターをしている Cen-

は生徒数が 1000 人を超えるクラスもあります．

ter for Theoretical Biological Physics では毎週のようにそ

学期の終わりには，学生による評価が行われます．

の分野の人のセミナーがあり非常に勉強になりまし

講義の目標がはっきりしていたか，レベルは適切だっ

た．電子移動で共同研究した Okamura とは今でも仲

たか，試験は公平だったかといった項目があります．

良くしてもらっています．

当然，教官の評価もされ，想像の通り，日本語訛りに
ついて文句がきます．努力しますとしかいえないので

アリゾナ，トゥサン

すが，ブラジル訛りがある José 曰く，“If they under-

アリゾナ州はカリフォルニア州の東隣でメキシコと

stand the material they love the accent but if they don’t un-

国 境 に 面 し て い ま す． 州 の 南 の 方 に フ ェ ニ ッ ク ス

derstand they complain about it”．そうなのかなと思いつ

（Phoenix）とトゥサン（Tucson）があります．フェニッ

つ単語の発音を確認し，講義をわかりやすくする努力
をする日々です．

クスは周囲を含めると人口 400 万人ほど．トゥサンは
周りを含めると 100 万人ほどです．砂漠地帯なので夏

こちらの大学では学部生の研究参加を積極的に進め

は非常に暑く 6, 7, 8 月と日中平均気温が 40 度になり

ています．用意された研究課題があるのではなく，各

ますが，湿度が低いので，日本の真夏よりは凌ぎやす

学生が参加できる研究室を自分で探します．適当に顔
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を出して無難にやっておく学生もいれば，研究室にこ
もって論文を出してしまう立派な学生もいます．
院生
大学院生は本当に世界中から集まっています．おそ
らく半分ほどが国外からの学生だと思います．不思議
なことに日本人の院生を見たことはありません．
国内から応募してきた学生の中から，優秀な人を
大学に招待します．旅費宿泊費を全部，学部の方で
左から 3 人目著者

負担するのでかなりの投資になるのですが，大学間
の競争も激しく，やらないわけにはいきません．優
秀な学部生はその時期になると，いろいろな大学に

かる研究をする学部ほど収入が増えるという，理不尽

招待されて毎週のように出かけていきます．海外か

な所があります．
学部にとって重要なのが，教員の採用です．ポスト

らの応募者はさすがに全員招待できないので，GRE
（TOEFL の学力全体版）のスコアで判断し，その上で，

1 つに 5,6 人ほどの候補者を招待し，それぞれが，丸

英語が十分しゃべれるかを見るための電話や Skype で

2 日間学部に滞在し，セミナーや多くの教官と個別の

のインタビューをします．英語を求めるのは当然です

インタビューを行います．最終候補者が決まると，給

が，特にこちらに来てからティーチングアシスタント

料や研究室の初動資金の交渉が行われます．ここで

（TA）をするときに困らないようにするという理由も

も，大学間の競争が激しく，最終候補者に辞退される
こともあります．条件などは学部長と大学当局との交

あります．
日本と違い，院生は給料をもらいます．自費を出し

渉次第ですが比較的柔軟です．私と妻の Florence が今

てまで大学院に行く価値はないという考え方のようで

の職に応募したとき始めは 1 つしかポストしかなかっ

す．指導教官が研究資金に余裕のある場合は給料を払

たのですが，2 人ともインタビューにきた後，交渉で

います．他に，NSF や NIH からのトレーニンググラ

2 つの Assistant Professor ポストを作ってもらえました．

ントというものがあります．これはいくつかの専攻が

また，セミナーが非常に活発で毎週のように他大学

集まって，院生の育成のための助成金の申請をし，採

からの研究者が招待されます．2 日間ほど滞在し，セミ

用されれば 5 年ほどの期間，年 10 人ほどの院生の給

ナーのほか，多く教官や学生と論議をしてもらいます．

料分の助成金をもらえるものです．選ばれた学生は，
アメリカ生活

グラントの趣旨に沿った講義などをとります．これら

よく知られているように，こちらの人は（も？）と

がもらえない場合は TA をすることになります．当然，
仕事に時間が取られるので，あまり多いと院生はいや

きどき仕事が大雑把です．たとえば航空会社に電話す

がります．

ると出る相手によって違った答えが返ってきたりしま
す．頭にきますが，なれればよい面もあり，要は交渉
次第です．電話して期待していた返事が来ない場合

学部の運営

は，またかけ直して別の人と交渉するとうまくいった

日本でも同じだと思いますが，景気の影響で州から

りします．

の補助が削られ（国の補助はありません），大学再編
が行われています．こちらの大学に採用されたときは

こちらに来てから家を買ったり子供をもうけたりい

Department of Biochemistry and Molecular Biophysics だっ

ろいろやってきました．最近は 2 人の子供のおかげで，

たのですが，他の学部と合併して今は Department of

忙しいですが，にぎやかで楽しい日々です．もしこち

Chemistry and Biochemistry に配属しています．学部の

らの方に来られる場合はぜひ声をかけてください．

運営は，大学からの授業料収入の配分と，寄付金のほ
か，外部資金を獲得したときの indirect cost（研究に直

The University of Arizona,
Department of Chemistry and Biochemistry 宮下 治

接使われない資金）で賄われます．これは，実際に研

omiyashita@arizona.edu

究に使う費用の何割とかと決っているので，費用のか
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Zero Mode Waveguides
光学導波管を指すが，生物物理では励起光の波長
よりも十分短いサイズの格子状の穴をもつ構造体
を指す．励起光は透過できないが，ゼプトリットル
（1021 リットル）程度の極小励起領域を形成する
ことから蛍光高濃度測定が可能となる．
（Levene,
M. J. et al. Science 299, 682-686 (2003)）
（294 ページ）
（上村）
EF-Tu
Elongation Factor-Tu
翻訳因子の 1 つで，GTP 加水分解酵素．アミノア
シル化 tRNA と複合体を形成し，mRNA 上のコド
ンに対応する正確なアミノアシル化 tRNA のリボ
ソ ー ム A 部 位 へ の 結 合 を 仲 介 す る 役 割 を も つ．
（294 ページ）
（上村）
EF-G
Elongation Factor-G
翻訳因子の 1 つで，GTP 加水分解酵素．トランス
ロケーションを引き起こす因子である．
（294 ページ）
（上村）
トランスロケーション
Translocation
mRNA 上を 1 コドン分移動する構造変化のこと．
新しくアミノ酸が加わった新生ペプチド鎖が P 部
位の tRNA から A 部位の tRNA へと受け渡された後，
次の tRNA が A 部位に結合できるように A 部位の
tRNA は P 部位へと移動する．同時に P 部位に結合
していた tRNA は E 部位へと移動する．その結果
リボソームは mRNA 上を 1 コドン分移動する．
（294 ページ）
（上村）
マガイニン 2 の分子構造
Structure of magainin 2
カ エ ル の 皮 膚 か ら 単 離 さ れ た 抗 菌 ペ プ チ ド で，
23 個のアミノ酸からなり 4 個のリジンをもつため
強く正に荷電している．水溶液中ではランダムコ
イルをとるが，脂質膜界面では両親媒性の -へ
リックスを形成して膜面に平行に結合する．
（296 ページ）
（山崎）
部分モル体積
Partial molar volume
系（溶液）に溶質を加えたときの溶質 1 モルあた
りの系の体積変化を表す熱力学量．溶質の幾何学
的な体積だけでなく，溶媒和（溶質―溶媒間相互作
用）の効果も反映される．
（298 ページ） （今井）
3 次元 RISM 理論
3D-RISM theory
原子間ポテンシャルと熱力学条件から，溶質分子

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

の周りの溶媒分子の各原子サイトの 3 次元相関関
数（分布関数）を求める統計力学理論．得られた
相関関数から，溶媒和自由エネルギーや部分モル
体積などの熱力学量を解析的に計算することがで
きる．
（298 ページ）
（今井）
ポピュレーションシフト
Population shift
摂動（加圧やリガンド結合など）によるタンパク
質の構造変化に対するメカニズムの 1 つ．潜在的
に構造変化前後の状態間に平衡が存在する場合，
摂動による平衡定数の変化に伴い構造変化後の状
態のポピュレーションが増加することにより，構
造変化として観測される．
（299 ページ） （今井）
時間相関解析
Time correlation analysis
本文中では，時間相互相関関数を用いた 2 つの物
理量間の共時性の解析を指す．時間相互相関関数
のピークはその時系列変化のタイミングのずれを
表す．つまり，2 つの物理量が同時に変化する場
合，その時間相互相関関数は時間 t  0 にピークを
もつ．
（299 ページ）
（今井）
近接場
Near field
光場のうち，遠方に伝搬していかずに発生源近傍
に局在する成分．波長よりも小さい構造（粒子，
開口，突起，ラフネスなど）が光を散乱するとき
に，伝搬成分とともに発生する．散乱光は，構造
内や表面に誘起される分極からの放射により作ら
れるが，たとえばナノ粒子では，誘起分極の総和
は双極子のように振る舞う．双極子は，正極から
負極に向かう閉じた電気力線を形成する．これが
近接場成分である．近接場光強度の空間的な広が
りは，構造の大きさ程度になる．貴金属の微粒子
では，自由電子の集団的振動（プラズモン）によ
り大きい分極率を有するため，強い近接場を発生
させることができる．
（300 ページ）
（市村ら）
先端増強型近接場光学顕微鏡
Tip-enhanced near-field optical microscopy
ナノメートルレベルの先鋭な金属探針を用いた近
接場光学顕微鏡．探針先端に光を照射すると，先
端近傍の先端径程度の大きさの空間内に，強い近
接場が形成される．この近接場内にある試料（分子
や結晶）の光応答（蛍光，ラマン散乱，非線形散乱
など）を誘起し，検出する．1 点ずつ励起するた
め，必然的に走査型（試料走査もしくは探針走査）
の顕微鏡となる．近接場は原理的に波長よりも小
さい広がりしかもたないため，レンズで集光する
通常の顕微鏡（ファーフィールド顕微鏡）よりも
優れた分解能を有する．
（300 ページ） （市村ら）
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背部閉塞
Dorsal closure
胚発生における左右の上皮が背部正中線で融合す
る過程．本研究で対象としたショウジョウバエの
背部閉塞は，上皮細胞の融合，創傷治癒のモデル
として有用であり，ほぼ 2 次元プロセスと見なす
ことができることから，数理モデルの観点からも
魅力的な系である．（304 ページ）
（遠山）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

放射線損傷
Radiation damage
測定のために試料に照射した放射線（X 線，電子線
など）によって試料の状態が変化してしまう現象．
タンパク質の X 線結晶構造解析では，放射線損傷
によって得られる分解能が減少したり，解析後の
電子密度に損傷由来の変化が現れたりするため，
分子構造や化学反応の詳細な議論が困難となる．
（307 ページ）
（清水ら）
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CCA 付加ポリメラーゼ
CCA-adding polymerase
トランスファー RNA（tRNA) は，ポリペプチド
に翻訳されるメッセンジャー RNA（mRNA）同様，
ゲノム塩基配列から転写される．いろいろな tRNA
を比べると，3' 末端のシチジン‐シチジン‐アデ
ノシン（CCA）配列は共通であることに気がつく．
アミノアシル tRNA 合成酵素がここにアミノ酸を
共有結合することで，tRNA がもつアンチコドンと
アミノ酸との対応関係が完成する．CCA 配列は
tRNA の機能にとって重要な部分である．ところ
が，この部分はゲノム塩基配列に書き込まれてい
ない．CCA 付加ポリメラーゼとよばれる酵素が，
鋳型なしでシチジン 2 つとアデノシン 1 つを正確
に結合することで，すべての tRNA の 3' 末端がで
きあがる．
ここに示すタンパク質は古細菌がもつ CCA 付加
ポリメラーゼであり，tRNA の末端に CCA のアデ
ノシンを付加している瞬間をとらえている．ワイ
ヤー模型で示されている分子は，tRNA のアクセプ
ターステムとループの一部を模倣した小型 RNA で
あり，本物の tRNA と同じように CCA 付加ポリメ
ラーゼと相互作用する．黒丸部分で，RNA の CC
末端にアデノシン（空間充填模型）を結合しよう
としているところである．すでに RNA と共有結合
している 2 つのシチジンは，この絵に示す反応前
に，CCA 付加ポリメラーゼがシチジンを順番に付
加した結果である．CCA 付加ポリメラーゼは 4 つ
の ド メ イ ン か ら 構 成 さ れ て お り， 左 上 が 頭
（head），右上が首（neck）
，真ん中が胴体（body），
下がしっぽ（tail）とよばれている．頭としっぽで
RNA の両端をおさえている．頭ドメインはヌクレ
オチド転移酵素の立体構造と類似で，首ドメイン
はポリ（A）ポリメラーゼのドメインと立体構造
が似ている．立体構造と機能との間に納得できる
関係がある．胴体ドメインは RNA と相互作用する

タンパク質によく見られる RRM 構造と類似であ
り，こちらも tRNA をしっかりつかまえる機能か
らして納得ができる．しっぽドメインは，1 本の
 へリックスと 3 本の  ストランドからできてい
る小さなドメインである．さて，RNA をテンプ
レートに使わずに，どのようにして tRNA 末端に
CCA を正確に付加しているのだろうか．酵素がも
つ固い構造と柔らかい構造をうまく組み合わせて
正確性を生み出しているようである．tRNA のルー
プ部分を固くしっかりととらえ，CCA 重合部分の
アミノ酸残基側鎖の方向や  ターンの形を自在に
変えて，シチジンとアデノシンがこの順番で活性
部位に入っていく過程以外の選択肢がないように
しているようである．この巧みな技をどうやって
獲得したのだろうか（PDB1) ID: 2dra2)）
．
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Tomita, K. et al. (2006) Nature 443, 956-960.
(J. K.)
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生命の第二の秘密―タンパク質の協同現象とアロステリック制御の分子機構
マックス・ペルツ［著］
，林 利彦，今村保忠［翻訳］
マグロウヒル出版，1991 年，A5 判，118 ページ，2,242 円（税込）
．
タンパク質が単なる触媒のイメージを超えるのは
なぜか？
1 つの理由は，タンパク質の多くが自らの分子内
に張りめぐらせた相互作用のネットワークと構造変
化を使った活性制御を行っているからであろう．表
題の「生命の第二の秘密」とは，このようなタンパ
ク質の自己制御の分子メカニズムのことである．第
一の秘密は DNA の構造である．つまり，「DNA の美
しい二重らせん構造はその使命である遺伝情報保
持・伝達に適した構造であることは既によく知られ
ているが、アロステリックタンパク質にみられる見
事な対称構造の中に潜む秘密は何か？」という問題
提議であろう．
著者のマックス・ペルツ博士は，タンパク質 X 線
結晶構造解析の道を自ら切り開き，ヘモグロビンの
酸素結合に伴う構造変化を構成原子の座標ではじめ

て明らかにしたノーベル化学賞受賞者である．本書
は，博士が自ら関与したヘモグロビン研究のみなら
ず，執筆当時（1980 年代後半）に立体構造情報の
得られていたアロステリックタンパク質に関する知
見を Monod-Wyman-Changeux（MWC）モデルを下
敷きとしてまとめ上げた総説である．もちろん現在
ではもっと複雑なタンパク質の構造情報も得られて
いるが，本書はアロステリック制御機構研究の原点
を示すものであるとともに，ペルツ博士の立体化学
的直観力と研究哲学を学ぶ上で有用な一冊である．
また補足になるが，対象とするタンパク質の種類が
多岐にわたるため通読しづらいと感じたら，興味の
あるタンパク質に関する章から部分読みする読み方
もありだと思う．
（自治医大・生理学・生物物理 柴山修哉）

