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最近の研究により，アドへレンス・ジャンクションという細胞間接着装置では，力という情報を生化学的な情報に変換する，
メカノトランスダクションが起き，その構造は伝える力の増加に伴って強化されること，そして カテニンという分子の張力
に依存した構造変化がその基盤である可能性が明らかになってきた．
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ルドさせるという研究分野が生まれた．この手法によりタンパク質の内部構造やダイナミクスに関する情報が生理的溶液条件
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ミトコンドリアは細胞内で絶えず融合と分裂を繰り返し，ダイナミックにその形態を変化させている．これまでこのような形
態変化は，
ミトコンドリア DNA の維持やミトコンドリア数を調節する上で大きな役割を果たしていると考えられてきた．近年，
ミトコンドリアのダイナミクスは発生や疾患，さらには抗ウイルス免疫とも関連性があることが明らかになってきた．本総説
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子供の頃，私は生物というのは科学では扱えない何かをもつ不
思議なものだと思っていた．どちらかというと，そんな怪しいも
のには近づかない方がよさそうだというくらいに感じていた（自
分も生きているくせに）
．そんな私が研究するなら生物だ！と
思ったのは高校生のとき，父がくれた東大出版会の「生命の起
源」という本を読んだときだった．もちろん内容がまともに理解
できるはずはない．しかし私は「これで人工生命が作れる！」と
誤解した．自分で作れるものであれば研究してその秘密を解き明
かせると思ったのだ．学校で習う科目としては生物はむしろ嫌い
で，ものを覚えていなくても考えれば問題が解ける数学や物理の
方がずっと好きだったのだが，数学や物理で新しいことを切りひ
らく研究となると非常に難しそうだと思って，研究をするなら生
物だ，と思った面もあった．しかし大学に入って専門課程で老練
な教授が「生き物とはなんぞや，みたいなことを考えたがる若い
人がいるが，そんなことは考えなくても生き物は目の前にいるの
だから，それについて研究すればよろしい」というようなことを
のたまわったときには，そういう考えもあるのかと思いながら，
かなりがっかりした．また別の先生が，「生き物を定義するのは
非常に難しい，たとえば子孫を残さなければ生き物でないとした
ら，動物園生まれの子孫を残せないレオポンは生き物でないこと

理解したいと
いうこと
巻／頭／言

になるが，そんなことはない．
」と仰ったのも印象に残っている．
結局私は何がわかれば生命がわかるかという問題を正面から考え
るのは避けて，生き物は全部膜で外界と仕切られているのでその
膜で働くタンパク質について研究すれば何らかのヒントになるだ
ろうと思って膜タンパク質の働きを理解しようという方向に進ん
だ．しかし，これも難しい問題であることを最近痛感している．
研究が非常に進んだタンパク質については，反応サイクルが仔細
に明らかとなり，その中間体の結晶までとれるようになってい
る．おそらく，そのような機能をもつタンパク質を作りなさいと
いわれれば，ここにこういうふうに原子を配置して，向かい側に
はこのような原子があって…というように結晶構造と同じように
すれば設計図みたいなものも書けるかもしれない．しかしこれで
タンパク質の機能の謎が理解できたといってよいのだろうか．結
局，生命について避けたのと同じような「何がわかればタンパク
質を理解したことになるのか」という問が頭をもたげてきたので
ある．しかも研究対象としてはちょっと，と思って避けてきた物
理学がこのところ目の前に迫ってきて，いろいろサボったりして
いたつけが一気に回ってきた気がする．
このようなことを生物物理の巻頭言に書くのは，これを読まれ
た諸賢がこのような轍を踏まず，健全に生物物理の研究が発展し
てほしいからである．もっとちゃんと勉強しておけばよかったの
かも知れないし，そもそも問にセンスがないのかも知れない．し
かしいつか生き物についてすきっとした爽快感の感じられる理解
をしてみたいものだといつも思っている．
宗行英朗，Eiro MUNEYUKI
中央大学理工学部物理学科，教授
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解説

細胞間情報伝達シグナルとしての張力
米村重信

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター電子顕微鏡解析室

The adherens junction (AJ) is a major cell-cell junction that mediates cell recognition, adhesion, morphogenesis, contractile function and tissue integrity. Although AJs transmit forces generated by actomyosin from one cell to another,
AJs have long been considered as a site where signal transduction from cadherin ligation takes place through cell adhesion as seen with other conventional membrane receptors. Recent studies are unraveling the existence of mechanotransduction at AJs and its possible molecular mechanism in which -catenin in the cadherin-catenin complex changes its
conformation in a force-dependent manner. This mechanotransduction has advantages in that it can transmit more precise temporal, quantitative, and spatial information than signaling using diffusion of second messengers or phosphorylation cascades.
adherens junction / cadherin-catenin complex / myosin II / mechanotransduction

1.

た上皮シートが変形して管状の構造を作るときは，管

多細胞動物の形態形成と個々の細胞の収縮力の伝達

の内側の細胞表面直下のアクトミオシンが収縮し，管

私たちのような多細胞動物では，細胞が集合して組

の断面を見ると管が複数の扇形の細胞から形成されて

織，器官を作り，さらにそれらが適切に配置して秩序

いるようになる（図 1b）
．このような形態形成も，

をもった体全体ができている．細胞が作る組織や器官

個々の細胞の収縮が的確に隣接する細胞に伝達するこ

の形成の原動力となるのは，個々の細胞のアクトミオ

とで可能になっている．

シンの収縮力である．アクトミオシンの収縮力はそれ
ぞれの細胞レベルにおいて，細胞の変形，細胞質分

2.

裂，細胞の移動などに関与するが，組織レベルになる
と，個々の細胞の収縮や変形が隣接する細胞に伝わる
ことになる

力の伝達の場としての細胞間接着装置
アドヘレンス・ジャンクション（AJ）

細胞から細胞へ力が伝達されるためには，細胞間が

．たとえば，心臓の筋肉は個々の筋細

連結されていなければならない．細胞間接着装置とし

胞が直列に接着，連結しているので個々の細胞のわず

て，細胞と細胞との隙間を物質が自由にすり抜けない

かな収縮が加算され，全体として大きな動きとなり，

ためのバリア機能をもつ，タイトジャンクション，中

心臓をポンプとして機能させている．一層の上皮細胞

間径繊維が結合していて細胞間の接着に機械的な強度

1)-4)

シートの中の 1 個の細胞が死んだ場合，その死細胞の
周囲の細胞の死細胞に面した側にアクトミオシンが集
積し，収縮を開始する．このアクトミオシンは死細胞
の周りに輪を作っていることになり，その収縮は死ん
だ細胞を排除するとともに，死細胞の領域を生細胞で
被うという損傷修復を助ける．実際にはこの環状のア
クトミオシンは死細胞を取り巻く数個の細胞の一部に
形成されたものが連結したものである（図 1a）．個々

図1
個々の細胞の収縮力が伝達されて組織の形態形成が起こる例．
（a）上皮シートの損傷修復．中央の細胞が死に，周囲の細胞に
よって排除される．
（b）上皮シートによる管腔形成．神経管形成
などに代表される．
（文献 18 より一部引用）

の細胞の部分的な収縮の隣接する細胞への伝達が，損
傷領域の修復と死細胞の排除という，複数の細胞が協
調して行う運動にとって重要であることがわかる．ま

Tension as Important Information for Signal Transduction at Cell-cell Adhesion
Shigenobu YONEMURA
Electron Microscope Laboratory, Riken Center for Developmental Biology
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を増加させるデスモソーム，細胞間に低分子を行き来

が形成され，それが次第に細胞膜に水平なタイプに移

させる通路としてのギャップジャンクション，そして

行することがしばしば観察される．

力の伝達の役割を果たすアドヘレンス・ジャンクショ
ン（AJ）がある

細胞間を連結し，アクチン繊維に接続する役割を果

．電子顕微鏡下の観察の結果，AJ

たす中心的なタンパク質複合体がカドヘリン・カテニ

1), 5)

では 20 nm ほどの間隔で隣接する細胞の細胞膜が平

ン複合体である．カドヘリンは細胞膜タンパク質で，

行に並んでいる．その細胞外の空間には紐状の構造が

その細胞外領域で同種のカドヘリンを認識して結合す

橋渡しをしているのが見えることがある．一方，細胞

る．カドヘリンを欠失すると細胞は隣接する細胞と機

内では電子密度の高い裏打ち構造が見られ，ミオシン

能的に接着できなくなる．一方その細胞質領域でカド

II を含んだアクチン繊維束が接続しているということ

ヘリンは  カテニンと結合しており，さらに  カテ

がわかっている．

ニンに  カテニンが結合している．これらの結合は

アクチン繊維束と AJ との結合の様式から AJ を分類

1:1:1 の比で，強固なものである． カテニンはアク

すると，AJ の細胞膜にアクチン繊維束が垂直に接し

チン結合タンパク質であり，ビンキュリン，アファ

ている場合と，水平に接している場合がある ．垂直

ディン，ZO-1，エプリンなどのアクチン結合タンパ

な 場 合 の 典 型 は 心 筋 細 胞 間 に 見 ら れ る AJ で あ る

ク質と結合しうることから，AJ へのアクチン繊維の

（図 2a）．この AJ は基本的に点状であり，細胞の周囲

結合のために必須であると考えられており，実際に 

を連続して取り巻いているわけではない．AJ に両側

カテニン依存的にアクチン繊維の結合を伴った正常な

から接続するアクチン繊維束は一直線上に配置してお

AJ が形成される．

6)

り，その点からも AJ を介して隣接する細胞のアクチ

ここで指摘しておきたいのは，上皮細胞において

ン繊維束が引っ張りあっていることがわかる．水平な

は，カドヘリン・カテニン複合体が AJ 形成に必要で

場合というのは極性をもった上皮細胞に見られる

あり，AJ に含まれているものの，それは細胞全体の

（図 2b, c）．この種の細胞では AJ は細胞の周囲を連続

カドヘリン・カテニン複合体のごく一部であるという

して取り巻き，環状である．上皮細胞が細胞外基質上

点である．カドヘリン・カテニン複合体は細胞の側面

にシートを作っているとすると，AJ は細胞の接触し

全体にほぼ均一に分布していることが多く，そのうち

ている面上に形成されるが，その位置は細胞外基質か

自由表面近くの細い帯状の領域が AJ となるのである

ら最も遠い，自由表面近くであることがわかってい

（図 2c）
．単に分子が存在しているためだけでなく，

る．アクチン繊維束も AJ の位置で細胞膜に沿って細

張力が働いているために AJ へと分化するということ

胞を縁取っている．それぞれの細胞での環状のアクチ

を後ほど説明する．

ン繊維束の収縮は AJ を介して隣接する細胞に伝わっ
て，前述したような細胞の変形を起こしうる．発生の

3.

際は，それが神経管形成その他の大規模な上皮シート

細胞の接着性と AJ 形成における張力の重要性
（AJ 発達のシグナルとしての張力）

の変形につながる．上皮細胞では，AJ の成熟過程に

カドヘリンを介した接着には健全なアクチン細胞骨

おいて，まずアクチン繊維束が細胞膜に垂直なタイプ

格の存在が必要であることは以前から知られてお
り 7)，最近はミオシン II の活性が重要であることを示
す知見が増加している 8)-10)．また，2 細胞間のカドヘ
リンを介した接着面の面積はミオシン II の活性に依
存する細胞間の引っぱりあう力が強いほうが大きくな
る 11)．カドヘリンの細胞外領域を吸着させた基質や
ビーズを使った実験では，力を加えるほど，カドヘリ
ンによる接着が強くなる 12)．さらにミオシン II の活
性を下げて AJ 形成を阻害すると，タイトジャンク
ションの形成が阻害されてしまう例もある 3), 13)．前述
のような形態形成を行うときには，特に強い力が AJ
にかかると考えられるが，AJ が構造的に強化され強

図2
AJ におけるアクチン繊維の結合の向きと AJ の位置．アクチン繊
維が AJ 膜に垂直な場合（a）と水平な場合（b）．極性化した上皮
細胞では AJ の位置は自由表面に近い狭い領域に限られる．
（a）に
裏打ち構造を示す．

い力に耐えられるようになり，隣接する細胞に適切に
力を伝えるという仕組みがあれば，生物にとって好都
合だろう．また，強い力がかからなくなった場合には
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AJ が衰弱することが望ましいだろう．

キュリンだけが重要なのかどうかはともかく，張力依

ところが，AJ に関する情報伝達には，低分子量 G

存的な AJ の構造的，機能的な発達の分子背景を説明

タンパク質やチロシンキナーゼ，チロシンフォスファ

しうる例だと見なすことができる．

ターゼ，PI3 キナーゼなどについての研究がほとんど

また，まったく別のアプローチから，ビンキュリン

であった ．すなわち，カドヘリンを細胞膜上の一般

がカドヘリンを介したメカノセンシングに重要である

的な受容体と同じように見なして，その下流のリン酸

という報告もなされている 15)．細胞にカドヘリンの細

化などを介した情報伝達ばかりが注目されてきたので

胞外領域をコートした磁気ビーズをふりかけ，カドヘ

ある．本稿は，今まで見過ごされてきた張力もまた重

リン同士の結合を利用して細胞表面に吸着させる．そ

要な情報であるということを強調する．

の細胞に磁場をかけ，その磁場の方向を短い周期で変

14)

ミオシン II に依存した力が AJ の形成や機能に影響

化させることにより磁気ビーズを激しくゆらす．磁気

を与えるわけであるが，分子レベルでどのような変化

ビーズの動きをモニターすると，ビーズの動きがやが

があるのだろうか．ビンキュリンは細胞と細胞外基質

て小さくなってくる，すなわち，カドヘリンを介した

との接着構造である接着斑のタンパク質として有名で

接着は力を加えることで，その力に抵抗するように構

あるが，どのタイプの AJ にも存在するアクチン結合

造的に強くなるという現象が見られた．それはビン

タンパク質である．興味深いことにビンキュリンはミ

キュリンの発現量が高いとより明瞭となったのである．

オシン II の活性依存的に AJ に濃縮することをわれわ

では，どのような分子的な機構によって AJ は力と

れは見いだした 3)．Y27632 や Blebbistatin などの阻害

いう情報を感じ取り，ビンキュリンの動員というシグ

剤を用いて実験的にミオシン II の活性を下げると，

ナルに変換しているのであろう．

AJ に濃縮していたビンキュリンは消失し，阻害剤を
洗い流すとすぐに再び濃縮してくる．ミオシン II の

4.

ノックダウンを行って細胞内のミオシン II の量を激

張力情報を AJ の分子集合へのシグナルに
変換する機構

減させた場合もビンキュリンは AJ から消失する．一

AJ におけるビンキュリンの結合相手は何か． カ

方，生理的に AJ にかかる力を強くする実験としては

テニンであることがすでにわかっている 16), 17)． カ

損傷修復（図 1a）がある．死細胞周囲に形成される

テニンにおけるビンキュリンとの結合領域は分子の中

アクトミオシンは AJ によって連結されており，これ

央近くにある（全長は 906 アミノ酸であり，ビンキュ

らの AJ ではその周囲の AJ と比較するとずっと強い力

リンとの結合領域は 325-402）．その領域を欠失させ

がかかっており，より強くビンキュリンが濃縮するこ

た変異  カテニンは AJ にビンキュリンを動員できな

とが確かめられた．一方，通常よく使用される数種類

い．私たちはビンキュリンないしは  カテニン分子

の培養上皮細胞について，阻害剤によって一過的にミ

そのものに張力感受性があるのではないかと考えた．

オシン II 活性を下げると，細胞間接着に直接にかか

 カテニンを欠失しているために AJ のできない R2/7

わるカドヘリン・カテニン複合体やその他の接着装置

という上皮細胞を用いて，まず  カテニンのさまざ

の膜タンパク質，細胞質のタンパク質の局在には張力

まな欠失変異体を発現させ，分子のどの領域がどんな

依存性が見られないことが多かった．このことが細胞

役割を果たしているのかを検討してみた 18)．内在性の

基質間の接着と比較して細胞間の接着における張力の

 カテニンがないため，変異体の性質が明瞭にわかる

役割が分子レベルで最近まで研究されてこなかった理

系である．

由であろう．

 カテニンの N 末は  カテニンとの結合に必要で

この張力依存的なビンキュリンの AJ への濃縮の意

あり，C 末（698-906）はアクチン繊維との結合領域

味はどう考えられるだろう．ビンキュリンは AJ の構

であることが知られている． カテニンの全長を発現

成分子の 1 つで，アクチン結合タンパク質であるか

させた場合，細胞がきちんと接着し AJ が形成される

ら，ビンキュリンの濃縮によって多くのアクチン繊維

ようになるが，内在性のビンキュリンは予想通り，張

が AJ に結合しうると考えられる．隣接する細胞から

力依存的に AJ に動員された． カテニンを C 末から

強く引っ張られた場合にビンキュリンがより多く動員

ビンキュリン結合領域の手前まで削った変異体

されるようになれば，より多くのアクチン繊維が結合

（1-402, 1-510 など）はすでに報告されている通りビン

することになり，ミオシン II による力がより多く伝

キュリンを動員したが，たいへん興味深いことに，張

わる．そうなれば隣接する細胞からの力に耐え，引っ

力感受性が失われ，ミオシン II 活性が減少してもビ

張り返して均衡を保つことができるようになる．ビン

ンキュリンはまったく離れなかった（図 3）
．この段
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階で，張力感受性は  カテニンのほうにあり，ビン

えられる．その直接的な証明のためには，今後，構造

キュリンにはないということがわかる．一方，C 末を

学的解析や 1 分子計測による解析が必要と思われる

削り，アクチン繊維結合能を失わせた  カテニンを

が，このモデルが妥当であることを支持する結果は以

発現させると（1-697, 1-848）
，今度はビンキュリン結

下のように得られている 18)．

合領域を含んでいるのにもかかわらず，常にビンキュ

 カテニンの C 末がアクチン結合能をもつからと

リンは動員されなかった．またアクチン繊維を伴った

いって，C 末の欠失はアクチン結合能の消失だけを意

AJ も形成されなかった（図 3）．これらのことから，

味するのかどうかはわからない．アクチン結合以外の

ビンキュリン結合領域より C 末にいたるまでの間

重要な機能があったのかもしれない．そこで， カテ

（510-697）にビンキュリンとの結合を阻害する領域が

ニンの C 末を欠失させ，代わりにまるで異なるアミ

あると考えられた．また，C 末はその阻害を張力依存

ノ酸配列のビンキュリンのアクチン結合領域を融合さ

的に解除するために必要であるということができる．

せた．このキメラ分子を発現させても張力依存的なビ

この C 末はアクチン繊維に結合する領域であるから，

ンキュリンの動員が確かめられた． カテニンとビン

アクチン繊維によって  カテニンが引っ張られるこ

キュリンの生化学実験を行うことにより， カテニン

とが張力依存性に重要であるというアイデアが出てく

とビンキュリンとの結合の阻害は上述の阻害領域が存

る．すなわち，カドヘリンが細胞外から隣接する細胞

在するだけで起こり，細胞質の別のタンパク質はまっ

のカドヘリンから引っ張られ， カテニンがその C

たく必要ないということも明らかになった．

末でアクチン繊維と結合して引っ張られることで，

ミオシン II の活性そのものが重要なのではなく，

カテニン分子は引き延ばされ，その結果ビンキュリン

カテニンが引き延ばされることが重要なのであれば，

結合領域を被っていた阻害領域の位置がずれ，ビン

ミオシン II の活性を阻害せず，カドヘリン間の結合

キュリン結合領域が露出し，ビンキュリンが結合でき

をなくしても  カテニンは N 末が固定されないため

るようになるというモデルである（図 3）．セカンド

に，引き延ばされず，ビンキュリンと結合できなくな

メッセンジャーの放出，酵素反応，タンパク質修飾な

るはずであるが，培養液のカルシウムを除去し，カド

どを伴わず，張力に対する反応について，時間と位置

ヘリン間の結合を失わせたところ，その通りの結果と

の正確な単純で外からの影響を受けにくいモデルと考

なった．同様に，ミオシン II でなく，アクチンの重
合を阻害しても AJ からビンキュリンが消失した．
アクチン繊維に引っ張られ，ビンキュリンにも結合
している  カテニンは，そのような相互作用を起こ
していない  カテニンよりも動きにくいだろうと予
想される．蛍光  カテニンを使って細胞内の  カテ
ニンの局所的な動きやすさを測定した．AJ における
 カテニンは AJ 以外の細胞側面の  カテニンよりも
動きにくかった．また，AJ の  カテニンもミオシン
II の活性を阻害することで動きやすくなった．ビン
キュリンを常に結合している  カテニン変異体
（1-402）はもっと動きにくかった．
さらにわれわれは， カテニンに対する 1 つのモノ
クロナル抗体（18）の重要な性質を明らかにした．
この抗体は細胞内では張力がかかってビンキュリンを
結合している  カテニンを認識する（図 4）
．その認識
部位はビンキュリン結合領域ではなく，その近くであ
ることがわかり，阻害領域がビンキュリンの結合を阻
害しているときにはこの抗体は  カテニンにほとんど
結合できない．この認識部位は張力依存的にビンキュ

図3
AJ における  カテニンの張力依存的な構造変化とビンキュリンと
の結合を示すモデル．アクチン繊維と  カテニンとの結合が直接
なのか，他のタンパク質を介した間接的なものであるのかは不明
である．
（文献 18 より引用）

リン結合領域が露出したときに同時に露出するのであ
ろう．このような性質をもつ抗体の存在も， カテニ
ンが張力依存的に構造変化を起こすことを支持する．
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リーの  カテニンがアクチン繊維と結合することで，
アクチン繊維の枝分かれによる重合（Arp2/3 複合体が
アクチン繊維に結合することで行う）を阻害するとい
うことこそが  カテニンの機能として本質であると
主張されている．ただし，粒子を結合させたカドヘリ
ンの細胞膜上の動きを解析した結果，カドヘリン・カ
テニン複合体は  カテニンを介してアクチン繊維と
結合していると考えられる結果が出ているので 21)，
カテニンが関与しないとはたいへん考えにくい．この
矛盾を解決する考えは， カテニンが直接ではなく，
 カテニンに結合するアクチン結合タンパク質を介し
て間接的にアクチン繊維と結合するというものであ

図4
張力がかかっている  カテニン（AJ 形成過程の培養上皮細胞）
．
ミオシン II（緑）が集中している AJ では 18（赤）の結合が増強
しているが，カドヘリン・カテニン複合体（青）はすべての細胞
接着面に広くほぼ均一に分布している．スケールバーは 5 m．
（文献 18 より転載）

る．この場合， カテニンの C 末に結合するアクチ
ン結合タンパク質が候補となるが，今まで知られてい
るものではエプリンがそれにあたる 22)．しかし，C 末
を欠失してエプリンと結合し得ない変異  カテニン
（1-402）を  カテニン発現のない R2/7 細胞に導入し

5.

ても，張力感受性はなくなるものの，ほぼ正常にアク

細胞間接着におけるメカノセンシングの
意義や問題点

チン繊維を伴った AJ が形成されるようになるため（こ

力によって AJ が強化される，成熟するということ

の変異  カテニンに常に結合しているビンキュリン

から，前述の AJ がカドヘリン・カテニン複合体が分

に ア ク チ ン 繊 維 が 結 合 し て い る と 考 え ら れ る，

布する細胞側面全体にできるのではなく，細胞の自由

図 3）18)，エプリンそのものの役割はかなり限定的だ

表面近くに限定して形成されるという長年の謎がはじ

と思われる．

めて説明できるようになった．そこでアクトミオシン

あるいは， カテニンはカドヘリン・カテニン複合

が  カテニンを引っ張っているから実質的な AJ とな

体中にあってもアクチン繊維と結合できるが，それは

るわけである．なぜアクトミオシンがその場所で収縮

張力がかかっているときのみであるということも考え

力を発生するのかということについては，おそらく細

られる 23)．そうであれば生化学的にアクチン繊維との

胞極性に関する別の機構が絡んでくるのだろう．

共沈実験を行ってもほとんど結合が見られないという

これまで細胞接着に関してはいわゆる接着分子とよ

のも理解できる．そもそも，もしカドヘリン・カテニ

ばれるレセプターが細胞外でリガンドと結合するこ

ン複合体が常に強くアクチン繊維と結合していれば，

と，その下流でのシグナル関連分子の活性化というよ

胚発生の時期や，損傷修復の際に見られる素早い AJ

うな文脈で理解されてきた．しかし，細胞間の認識や

の崩壊，形成の邪魔になると考えられ，アクチン繊維

接着は，そのような分子の単なる結合ではなく，隣の

との結合も必要なときだけにするような調節があって

細胞が引っ張ってくることで生きた同種の細胞だとわ

しかるべきである．しかし，これに関してもまったく

かり，協調のために AJ などの接着装置を形成してい

証拠はなく，張力を加味したアクチン繊維との結合実

くというような，力を重要な情報とした動的なものだ

験をデザインすることが必要である．

というのが現在の流れであると考えられる．

また，細胞と細胞外基質との間の接着構造である接

これまで述べてきた分子機構の本質は，最近この分

着斑におけるメカノセンシングとの関連についても触

野で浸透してきている次のような考えと相容れないと

れる必要がある．接着斑においては，おそらく実験が

いう問題点がある．カドヘリン・カテニン複合体中の

より簡単であるため，メカノセンシングの機構の研究

 カテニンは，生化学的にはアクチン繊維との結合が

が進んでいる 24)-26)．細胞を透過性にしても接着斑に

検出されないので（ カテニン単体ならアクチン繊維

力をかければ，張力依存的に接着斑のいくつかのタン

と結合するから，複合体形成によってアクチン結合能

パク質は接着斑に濃縮するようになる．興味深いのは

が抑制されると考えられる）
，細胞内でもその結合は

ビンキュリンはやはり張力依存的に接着斑に濃縮する

なく， カテニンとは別の分子がアクチン繊維と結合

ということである．この場合の結合相手はタリンとい

しているという考えである 19), 20)．さらに細胞内のフ

うタンパク質である．タリンのビンキュリンとの結合
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よって示されている 27)．タリンにおいては分子内の
1 つの領域の伸び縮みが張力感受性を担っていると考

る．最近では，ビンキュリンにどのくらいの力がか
か っ て い る の か を， ビ ン キ ュ リ ン に 張 力 感 受 性 の
FRET モジュールを挿入することで可視化することが
できており 28)，細胞間接着において局所的にかかる力
をイメージングによって測定するということも可能に
なるだろう．
文
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メカノセンシング
Mechanosensing
機械的刺激を知覚すること．分子レベルでは，機
械的刺激によって分子が生化学的な反応を引き起
こすような，構造変化を起こすことに対応する．

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

機械的刺激が生化学的なシグナルに変換されるこ
とはメカノトランスダクションとよぶ 29), 30)．
（164 ページ）
（米村）
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解説

メカニカルアンフォールディング研究の最前線
―タンパク質を引っ張ってみてわかること―
谷口幸範，
小林亜紀子，川上 勝

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科

Using atomic force microscopy technique, it is capable of picking up a single protein molecule to apply a mechanical
force. This technique, called “force spectroscopy”, provides unique information about the intermediates and the free energy landscape of the mechanical unfolding of proteins. In this review we introduce recent studies that answer some fundamental questions: “Is the mechanical resistance of protein isotropic?”, “What is the structure of the transition state in
the mechanical unfolding like?” and “Is the mechanical unfolding related to biological functions?”.
Atomic force microscopy / protein folding / dynamic force spectroscopy / free energy landscape / -value analysis /
single molecule measurement

1.

2.

はじめに

フォースカーブからわかるドメインの内部構造

タンパク質の立体構造を眺めると，内部は密に詰

AFM によるタンパク質 1 分子伸長実験では，まず

まっており，ファンデルワールス結合や水素結合が効

タンパク質の両端を AFM のカンチレバーとステージ

率よく形成されていることがわかる．では「この部分

にそれぞれ固定しなければならない．タンパク質の一

の構造はどのくらい柔らかく，ゆらいでいるのか？」

端をシステイン残基のチオール基を介して基板などに

「ここの結合を切るのに必要な力はどのくらいだろう

共有結合にて固定し，もう一端はカンチレバーとの非

か？」といった興味が出てこないだろうか？ そして

特異的吸着（物理吸着ともよばれる）により分子のど

実際にタンパク質を

変形させたり，引っ

こか一部を非選択的に吊り上げる方法がしばしば用い

張ってほどいてみたいと思ったことはないだろうか？

られる．また単に両端とも非特異的吸着に頼る研究も

つまんで

手でつまむのは無理だが，原子間力顕微鏡（AFM）

多く見られる．目的分子の前後に既知のタンパク質分

や光ピンセットに代表される 1 分子操作技術の発達に

子を遺伝子工学的に数珠状につなげ，これらを分子を

より，このような実験が行えるようになってきた．

つかむための「ハンドル」部分として，また得られた

1996 年にはじめてメカニカルな力によるタンパク質

データが目的分子由来のものを含むことを示す目印と

のアンフォールディングが三井らによって観測さ

して用いることが多い．

れ 1)，翌 1997 年には Rief らによる筋タンパク質タイ

タンパク質をつかんだカンチレバーがステージから

チン（コネクチン）の論文がサイエンス誌に掲載され

遠ざかるにつれ，吊り上げたタンパク質に張力が掛か

た ．以後タンパク質を引っ張ってほどくという研究

り，カンチレバーをしならせる．レバーのしなりとバ

分野が生まれ，実験・理論の両面で発展を遂げてい

ネ定数から分子にかかる力が求まり，力対延伸距離の

る．今ではこの手法によってタンパク質の内部構造や

曲線（フォースカーブ）が得られる．

2)

ダイナミクスに関する多くの情報が生理的溶液条件下

フォースカーブにはいろいろな情報が含まれる．タ

で得られることがわかってきた．本稿ではこの新分

イチンを例にとって説明する．タイチンは筋肉内でミ

野，特に AFM を用いた手法について，これまでに得

オシン繊維と基盤部（Z 盤）とをつなぐバネとして働

られた知見を簡単にまとめ，最新のトピックスを紹介

き，筋肉の受動的弾性力を与えている．その一部に数

したい．

多くの Immunoglobulin-like フォールドをもつドメイン
が数珠つなぎになった領域がある．そのうちの I27 ド

The Cutting Edge of Mechanical Unfolding Research: What We Learn from Protein Pulling Studies
Yukinori TANIGUCHI, Akiko KOBAYASHI and Masaru KAWAKAMI
School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
※図 1，図 2，図 4，図 5 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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メイン（10 kDa）は構造が NMR により明らかになっ

に小さな転移があるのがわかる（図 2， hump

とよ

て い た こ と も あ り， 早 期 か ら そ の メ カ ニ カ ル ア ン

ばれている）．これは I27 に特徴的であり，部分的な

フォールディングが Fernandez ら（実験）や Schulten

アンフォールディングによるものである．シミュレー

ら（シミュレーション）により詳細に調べられてきた．

ションおよび変異体の実験から，これは 4 アミノ酸か

遺伝子工学的に I27 のみを数珠状につなげたポリタ

らなる  ストランド A が剥がれる過程であることが

ンパク質を AFM で引っ張ると，図 1 のような鋸の歯

明らかにされた 4)．この過程は逆過程と速い平衡にあ

形の特徴的なフォースカーブが得られる．ピークの立

るため，前述のようなピークではなく，連続的な転移

ち上がり（1 → 2）は構造をもたないリンカー部が引

として見える． ストランド A はドメイン表面にへば

き延ばされる過程であり，高分子鎖のエントロピー弾

り付いており，この部分がなくとも残りは安定に存在

性 を 表 す Worm-like chain（WLC） モ デ ル 3) で よ く

できる．しかし，次に  ストランド A' と G との結合

フィットされる．力を加えていくと，ある時点でドメ

が切れると，残りの部分は不安定になり，ドメイン全

インの 1 つが力に耐えられずにアンフォールドし（2）
，

体がアンフォールディングする．

その瞬間カンチレバーのしなりは元に戻ろうとするた

興味深いことに，アクチン結合タンパク質フィラミ

め（2 → 3），ピークとして観測される．さらにレバー

ンの FLN4 ドメインは同じ Immunoglobulin-like フォー

がステージから遠ざかり続けると，次のピークの立ち

ルドをもつにもかかわらず，ドメインのおよそ半分が

上がりが始まる．この立ち上がりはリンカー部とアン

アンフォールドした中間体が観察される 6)．同じトポロ

フォールドしたドメイン部が引き延ばされる過程であ

ジー（2 次構造の幾何学的配置）であっても， ストラ

り，これも WLC でよくフィットできる．立ち上がり

ンド間の相互作用力の差異が I27 との違いをもたらす

の間隔 L は，アンフォールドを起こした構造部に含

のであろう．またマルトース結合タンパク質（MBP）

まれていたペプチド鎖の長さに相当する．I27 の実験

のフォースカーブでは複数のピークが見られ，MBP

では L は 28 nm という値が得られるが，これは I27

がメカニカルに安定な 4 つのサブドメインから構成さ

の総アミノ酸数から見積もった値とほぼ一致する．た

れていることが示された 7)．単層  シートからなる

だし，立ち上がりをより詳細にみると，130 pN 付近

OspA でも同様に中間体が観測されている 8)．長いコイ
ルドコイルからなるミオシン尾部の場合はこれまで紹
介した例とはまったく異なり，50 pN に平坦部をもつ
S 字型のフォースカーブが得られ，ピークは観察されな
い 9), 10)．これは張力により壊れる構造単位が比較的小さ
く，かつ非常に速いアンフォールディング／リフォー
ルディング平衡にあるため，I27 の hump のように連続
的な転移として観測されると考えられる．このよう
に，フォースカーブ測定からドメイン内の準安定構造
単位やフォールディング過程に関する知見が得られる．

図1
I27 ポリタンパク質のフォースカーブに見られる鋸の歯状パター
ン．ポリタンパク質を引っ張るとまずフレキシブルなリンカー部
が伸びる（1 → 2）
．あるドメインが力に耐えきれずにアンフォー
ルドしカンチレバーにかかる力が急激に下がる（2 → 3）
．すべて
のドメインがアンフォールドするまでこれを繰り返す．最後の大
きなピークはタンパク質のカンチレバーからの脱離である．

図2
I27 ポリタンパク質のフォースカーブに現れる hump（こぶ） は
中間体への転移が力によって誘起されることを示す．実線は 2 状
態 WLC モデルを用いたフィット 5)．
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り 入 れ た 新 し い 理 論 モ デ ル（Dudko-Hummer-Szabo
アンフォールディング力と自由エネルギー地形

（DHS）モデル 11) など）も用いられるようになってき

ドメインがアンフォールドするときの力（FUN）は

た．DHS モデルは実験データの再現性がよく，また

何によって決まるのであろうか？

個々のドメインの

無負荷時の速度定数 k0 とエネルギー障壁の高さ G*

アンフォールディングは確率的に起こり，その統計を

が独立に求まるため k0  Aexp(G*/kBT) によりプレ

取ると FUN の中央値は引っ張り速度に依存する．これ

ファクター A の値が求まるという特徴がある．いず

らは，メカニカルアンフォールディングが速度論的過

れかのモデルを仮定し，フィッティングにより各速度

程であることを示しており，自由エネルギー地形の観

すべての FUN ヒストグラムを最もよく再現するパラ

点から理解できる．

メータの組を求める（詳細は原著論文 5), 11) 参照）
．さ

他の（たとえば変性剤などの）速度論的モデルと同

らに多少強引ではあるが，ポテンシャルの井戸を 2 次

様に，フォールドした天然状態とアンフォールド状

曲線と仮定し，井戸の幅 xu と深さ G* からその曲率，

態，そしてその間の遷移状態とを考える（図 3；ただ

すなわちバネ定数 D( 2G*/xu2) や 12)，ゆらぎの大き

しこの場合の反応座標は，引っ張る向きに沿った，限

さ <x>((kBT/D)1/2) が求まる．D は球状タンパク質の

定されたものである点に注意）．張力 F を加えると，

柔らかさの尺度を与える．たとえば I27 の場合，DHS

自由エネルギーは Fx だけ減少し，より広がった構造

モデルを用いたわれわれの測定（30C）では，xu は

が安定化するように働く．結果としてエネルギー障壁

5.1  0.2 Å, G* は 22  0.4 kBT, D は 0.7  0.06 N/m, A

が小さくなり，熱励起により天然状態からこれを越え

は 2.0  1.3  105s1 という値をとる（ただし I27 の場

る確率が増す．メカニカルアンフォールディングに特

合は天然状態からではなく図 2 で示した中間体から

徴的なのは，自由エネルギー地形上における天然状態

のアンフォールディングである）．なお xu や D は温度

と遷移状態との距離を表す xu が反応速度にかかわる

依存性を示し，温度を下げるとドメインが

点である．実験データの解析には従来 Bell モデルがよ

ると解釈できる 5)．また A も冷却にともない顕著に減

く用いられてきたが，近年 xu を定数として扱うこの

少することがわかった．これは溶媒の粘度や自由エネ

モデルの限界が議論されており，xu に張力依存性を取

ルギー地形の “roughness”（微細な凹凸の尺度であり，

固く

な

天然状態周りのゆらぎやフォールディング速度に関係
する重要な量）の関与を示唆しており興味深い．
アンフォールド力を決めるもう 1 つの重要な要素は
ドメインを引っ張る向きである．構造から想起される
ように，ドメインのメカニカルな安定性には異方性が
ある．Brockwell らはピルビン酸デヒドロゲナーゼの
E2lip3 ドメインを 2 方向から引っ張り， シートをず
り変形させる向き（図 4 黒矢印）に力を加えてアン
フォールディングさせるときの FUN は大きな値を示す
が， シ ー ト を 端 か ら ペ リ ペ リ と 引 き 剥 が す 向 き
（図 4 白矢印）に引っ張るといとも簡単に壊れること
を示した 13)．ユビキチン 14)，GFP 15) でも同様の結果
が得られている．なお， へリックスからなる球状ド
メインは機械的耐久性が低く，FUN が 100 pN を越え
るものは今のところ知られていない．

4.
図3
（a）アンフォールディング力のヒストグラム．アンフォールディ
ング力の分布，伸長速度依存性は自由エネルギー地形に関する情
報を含んでいる．
（b）メカニカルアンフォールディング反応の自
由エネルギー地形．外力 F の作用により自由エネルギーは Fx だけ
減少する．熱的に励起された分子はやがてエネルギー障壁を（確
率論的に）乗り越えてアンフォールディングする．

アンフォールディング反応経路

タンパク質のフォールディング研究において，遷移
状態の構造は重要な情報である．変性剤実験と同様
に，メカニカルアンフォールディングにおいても，遷
移状態の構造を調べるには部位特異的変異導入を利用
した  値解析法が有効である．フォールディング反
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図4
タンパク質の機械的耐久性は引っ張る方向に依存する．E2lip3 を
黒矢印の向きで引っ張ると強いが，白矢印の向きに引っ張ると非
常に弱い 13)．

図5
変性剤実験から得られた Protein L の B1 ドメインの各変異体の 
値（a）と AFM 実験から得られた  値（b）との比較．文献 16 よ
り許可を得て掲載．

応の F 値は，あるアミノ酸点変異による変性状態―
遷移状態間の自由エネルギー差の変化量（GU-TS）
と変性状態―天然状態のそれ（GU-N）との比で定義

5.

され（F  GU-TS/GU-N）
，変異を導入した部位近
傍の遷移状態での構造が天然状態に近いかどうかを示

リフォールディングの直接観察

リフォールディングは AFM 力計測で観察できるだ

す尺度となる．ここではわれわれのグループによるプ

ろうか？

ロテイン L の B1 ドメインの研究例を紹介する 16)．

る 2)．タイチンを引っ張ってアンフォールドさせた

Rief らは初期に次のような実験を行ってい

このドメインを N-C 末端の方向に引っ張ると，あ

後，すぐにカンチレバーをステージに近づける．少し

る力でドメイン全体が一気にアンフォールドする all-

待った後に再びステージから遠ざけると，いくつかの

or-none タイプのアンフォールディングが観測される．

ドメインがリフォールドし，そのドメイン数に応じた

疎水性コアの影響を調べるため図 5 で示した残基に

鋸の歯状のフォースカーブが再び得られた．これは間

変異を入れ，F 値を算出した．

接的なリフォールディングの観測である．しかしリ

変性剤によるアンフォールディングの場合にはこれ

フォールディング過程の「直接的」な観測，つまり

らの部位すべてで FD 値は低いのに対し，メカニカル

「ポリペプチド鎖が自発的に手繰り寄せられる過程を，

アンフォールディングでは I60 以外の 4 点では FF は

カンチレバーのしなり量の変化として観測する」研究

ほぼ 1 であり，これらの部位はメカニカルアンフォー

は，測定感度の低さと装置のドリフトの影響が大き

ルディングの遷移状態では天然様の構造を保っている

く，AFM ではあまり調べられていなかった．近年，

ことを示している．変性剤はドメイン全体に影響を及

Rief のグループは AFM の低ドリフト化に成功し，タ

ぼすのに対し，力の作用は局所的であるためかもしれ

ンパク質を非常にゆっくり引っ張ることを可能にし

ない．もう 1 つの見方としては，変性剤の実験から得

た．同時にシグナルの移動平均を大きなウィンドウで

られる情報は複数の経路上の多数の遷移状態構造のア

とることによりフォースカーブの S/N 比を向上させ

ンサンブル平均であるため，F 値はその平均値をも

た．彼らはカルモジュリンにゆっくり力を加えてい

つが，メカニカルアンフォールディングではそのうち

き，10 pN 付近でアンフォールディング／リフォール

の一部の経路しか許容されないため，このような結果

ディングにともなう分子長のジャンプが繰り返し観測

になるのかもしれない．

されることを示した 17)．また，Fernandez のグループ

こういった情報は機械的に安定なタンパク質を合理

は，独自に開発したタンパク質にかかる力を長時間一

的にデザインするのに有用である．面白いことに，60

定に保つ方法（フォースクランプ）を用い，ユビキチ

番目のイソロイシンの疎水性側鎖を短くした I60V は

ンの巻き戻り過程をリアルタイムに捕えたり 18)，1 分

WT に比べ FUN が 25% 減少したが，逆に疎水的コン

子アンフォールディング／ 1 分子化学反応の速度論的

タクトを増す I60F では FUN は 50% も高くなった．こ

解析を精力的に行っている 19), 20)．

れは I60 が特別なアミノ酸であり，その疎水性側鎖が
くさび

として働くためと考えられる．
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生体内でのメカニカルアンフォールディング

上述のように，タンパク質の機械的安定性は熱安定
性や変性剤などに対する化学的安定性とは必ずしも一
致しない．ゆえに異なる次元からタンパク質の構造・
安定性についての洞察を与える．これだけでもタンパ
ク質解析手法としての有効性があるのは間違いない
が，それだけでなく，メカニカルアンフォールディン
グがタンパク質の生体内における機能と直接的につな
がる例を紹介し，この手法が生物学的機能の作動機構

図6
リピートタンパク質のフォースカーブ．
（a）アンキリンリピート，
（b）-カテニンのアルマジロリピート，（c）クラスリン重鎖の
HEAT リピート，
（d）リボヌクレアーゼ阻害剤の LR リピート，
（e）
I27． へリックスからなるタンパク質（a-c）ではヒステリシス
（黄色）が非常に小さい．文献 24 より許可を得て転載．

解明に大きく貢献できる可能性を示したい．
近年明らかになってきたのが，力のセンサーとして
働くタンパク質の存在である．上述のタイチンには
Immunoglobulin-like フォールドをもつドメインの他に
キナーゼドメインがあるが，その ATP 結合サイトは
無負荷時には分子内の他の領域によって「ふた」がさ

ディングが分子の力学特性を決める．興味深い特徴

れている．力が加わるとこのふたが外れ，ATP が結合

は，I27 などとはまったく異なり，速く，かつ比較的

できるようになることが AFM により示された ．同

強い力（30 pN 程度）でも分子のリフォールディング

様に，細胞接着にかかわる分子であるタリンでは外力

が起こることである（このときカンチレバーが手繰り

により一部がほどけ，ビンキュリン結合サイトが露出

寄せられてたわむ）．ゆえにフォースカーブの往復時

する 22)．すなわちこれらのタンパク質では外力による

のヒステリシスが小さい，すなわちエネルギー散逸が

部分的な アンフォールディングが力センサーとして

少ない．生物が異なるタイプのバネを使い分けている

21)

とすると面白い．

の機能発現のメカニズムになっていると考えられる．
また生体内において，分泌タンパク質やミトコンド
リア内腔のタンパク質が膜を隔てた区画に輸送される

7.

今後の展望

際に，あるいはプロテアソームによる分解を受ける際
に，タンパク質は一度アンフォールドされる必要があ

これまでに実験的に調べられてきたドメインはタン

る．そのための分子機械があって，これがタンパク質

パク質全体から見ればほんの一部であるといわざるを

の一部を手繰り寄せてほどくと考えられている．この

得ない．生体内で何らかの形で力とかかわるタンパク

過程と AFM によるメカニカルアンフォールディング

質はまだまだあり，それぞれが面白い研究対象になる

との類似性が示唆されており

興味深い．両者にど

であろう．メカニカルにあまり強くないタンパク質を

の程度共通性があるのかは今後の研究の進展により明

測定するには，フォースカーブで pN レベルのピーク

らかになるであろう．

を検出する必要がでてくる．フォースカーブのノイズ

23)

タイチンやプロテイン L はもともと外部から力が

はカンチレバーの熱ゆらぎが原因である．長い時間平

加わる個所にあるドメインであり，外力に耐えること

均をとるのも 1 つの手ではあるが，実際にはカンチレ

が機能であると考えられる．プロテイン L がそうで

バーは大きくゆらいでいることに変わりはない．光ピ

あるように，細胞膜受容体の細胞外領域には球状ドメ

ンセットでは以前からその非常に小さいバネ定数を生

インが数珠状につながったタンデムリピート構造がよ

かして pN レンジの力測定が行われているが，その場

く見られる．こういう部分は図 1 のように「リンカー

合もビーズやリンカー分子は大きくゆらいでいること

部のゴム弾性＋ドメイン部のアンフォールディング」

に留意する必要がある．逆に熱ゆらぎを積極的に活用

という延伸特性を示す．一方で，受容体の細胞内領域

する方向の研究も可能であり，たとえばわれわれは熱

にしばしば見られるアンキリンリピートなどはそれと

ゆらぎの解析から生体分子の粘弾性が抽出できること

は異なる延伸特性を示すことが知られている

を示している 25)．

24)

（図 6）
．これらは 30-50 アミノ酸残基のおもに  へ

メカニカルアンフォールディングの計算機シミュ

リックスからなる構造を単位とする繰り返し構造をも

レーションも活発に行われている．シミュレーション

ち，その部分的なアンフォールディング／リフォー

には Go-like モデルなどの粗視化モデルがよく使われ，
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一定の成功を収めている．しかしながら，上述のプロ

21)

Puchner, E. M. et al. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105,

22)

del Rio, A. et al. (2009) Science 323, 638-641.

23)

Sato, T. et al. (2005) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 17999-18004.

24)

Kim, M. et al. (2010) Biophys. J. 98, 3086-3092.

25)

Kawakami, M. et al. (2004) Langmuir 20, 9299-9303.

13385-13390.

テイン L の場合ではアミノ酸 1 残基で機械的安定性
に顕著な変化が見られるが，今のところこれは再現で
きていない．また多くの場合，引っ張り速度が実験に
比べて数桁高く，実験と比較する場合に注意を要す
る．確かな全体像を掴むためには，やはり変異体の実
験などとフィードバックし合いながら相補的に進めて
いく必要があるだろう．
他にも本稿で紹介しきれなかった研究例がたくさん
あるので，ぜひ原著や他の総説をあたってほしい．この
分野が多くの人に興味をもってもらえると幸いである．
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WLC（みみず鎖）モデルとエントロピー弾性
Worm-like chain (WLC) model & Entropic elasticity
WLC は高分子鎖の屈曲性を記述する理論モデルの
1 つ．分子の全長 L と曲げの持続長 p のみを変数
としてもつ．dsDNA やポリペプチドの伸長過程を
よく記述できる．伸長には高分子鎖の熱ゆらぎに
由来する「エントロピックな」復元力に抗する力
が必要である．
（169 ページ）
（谷口ら）
自由エネルギー地形
Free energy landscape
タンパク質の取り得る各コンフォメーションにお
ける自由エネルギーをプロットしたもので，天然

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

状態のゆらぎやフォールディング機構の理解に欠
かせない．メカニカルアンフォールディングでは
張力が加わる 2 点間の距離（分子長）を横軸とし
て用いる．
（170 ページ）
（谷口ら）
 値解析法
Phi-value analysis
フォールディング反応における遷移状態の構造を
アミノ酸レベルで調べる実験的手法．点変異を導
入し，速度論的測定から遷移状態の不安定化の度
合いを示す  値を求め，遷移状態の構造，フォー
ルディング機構を推定する．
（170 ページ）
（谷口ら）
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総説

細胞内におけるミトコンドリアの形態調節ならびに
抗ウイルス免疫応答
小柴琢己1,2，
久保山美彩2
1

九州大学大学院理学研究院生物科学部門

2

九州大学大学院システム生命科学府

Mitochondria, dynamic organelles that undergo continuous cycles of fusion and fission events, are believed to play an important role in
controlling organelle morphology, copy number, mitochondrial DNA maintenance and are also involved in cellular innate antiviral immunity. In mammals, mitochondrial dynamics rely on high molecular weight GTPases, mitofusin (Mfn1 and Mfn2), OPA1, and Drp1.
Recently our studies revealed that Mfn2, a mediator of mitochondrial fusion, acts as an inhibitor of mitochondria-mediated antiviral immunity, which leads us to a linkage between mitochondrial dynamics and antiviral immunity in mammals. In this review, we discuss the
participation of mitochondrial dynamics in antiviral immune responses and also show the evidence that the physiological function of mitochondria plays a key role in innate antiviral immunity.
mitochondrial dynamics / antiviral immunity / MAVS / Mitofusin / RNA virus / mitochondrial membrane potential

1.

2.

はじめに
真核生物の細胞内にはミトコンドリアとよばれる細

細胞内でのミトコンドリアの形態変化
ミトコンドリアの形態を描写する際，一般的には原

胞小器官（オルガネラ）が存在し，そのおもな生理機

核生物ほどの大きさでピーナッツ状の構造物（図 1a）

能としてアデノシン三リン酸（ATP）の産生，脂肪酸

を想像する．しかしながら，生細胞内における実際の

の酸化，細胞内カルシウムイオン濃度の調節など，生

形態は特徴的で，一般に細胞質全体に管状の網様構造

体運営にとって重要な役割を担っている．細胞の種類

（tubular network）を形成・分布し（図 1b）
，絶えず融合

によっても異なるが，ミトコンドリアは平均的に 1 つ

と分裂を繰り返す運動性に富んだダイナミックなオル

の細胞あたり数百個存在している．本来，ミトコンド

ガネラである 1)（図 1c）
．哺乳動物において，ミトコン

リアは - プロテオバクテリアが真核細胞の前身とな

ドリアの融合には Mitofusin 1（Mfn1），Mfn2，および

る細胞のなかで適応し，今日にいたる細胞の生存に不

Opa1 の核（mtDNA ではなく）にコードされた 3 種類

可欠なオルガネラとして共生したものと考えられてい

のタンパク質が，一方，分裂には Drp1 および Fis1 が

る（リン・マーギュリスによる細胞内共生説）．ミト

調節分子として機能している 2)．興味深いことに，こ

コンドリア内に独自のゲノム（mtDNA）が存在し，

れらミトコンドリアの形態変化に関与する多くのタン

他のオルガネラでは見られない 2 重膜構造になってい

パク質は，共通してグアノシン三リン酸（GTP）結合

ることはその名残とも考えられている．このように，

タンパク質（GTPase）であり，その加水分解時に獲得

ミトコンドリアはしたたかに宿主と共存共栄していく

されるエネルギー差を利用して，ミトコンドリアの形

なかで，単なるエネルギー代謝の場としてだけではな

態調節に機能していると考えられている 3), 4)．ところ

く，細胞死（アポトーシス）や老化などとも深くかか

で，このようなミトコンドリアの形態変化はどのよう

わり，細胞の運命をコントロールする重要な地位を確

な生理的な意味があるのだろうか？

立したのである．本稿では，これまであまり周知され

ちはこの疑問に対する明確な回答をもち合せていない

ていない細胞内でのミトコンドリアの形態分布や新た

のが現状である．しかしながら，モデル生物やヒトの

な生理的側面について概説する．

疾患・病態に関するさまざまな知見から，このような

Mitochondrial Dynamics and Cellular Antiviral Immunity
Takumi KOSHIBA1,2 and Misa KUBOYAMA2
1
Department of Biology, Faculty of Sciences, Kyushu University
2
The Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University
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ミトコンドリアの動的平衡に異常をきたした場合，胚
致死

ミトコンドリア外膜上に発現しているアダプター分子

，アポトーシス ，mtDNA 消失 ，神経変性

（MAVS；別名 IPS-1 11)，Cardif 12)，VISA 13)）へと伝達さ

疾患 8) や優性視神経萎縮 9) など多数の障害が個体の高

れ，最終的には抗ウイルス活性の中心的な役割を担っ

次機能に及ぶことが次第に明らかになってきた．

ている I 型インターフェロン（IFNs）および炎症性サ

5), 6)

7)

1)

イトカインが産生誘導される，一連のシグナル伝達経

3.

路 で あ る（図 2a）． こ の 経 路 の 中 で 特 筆 す べ き は

ミトコンドリアを介した細胞内抗ウイルス
自然免疫の調節機構

MAVS の細胞内局在であり，ミトコンドリア以外のオ
ルガネラに強制移行させた場合にはその機能発現が正

近年，ミトコンドリアの新たな生理現象として，

しく行われないこと 10) や，C 型肝炎ウイルス（HCV）

RNA ウイルスに対する自然免疫と密接に相関してい

由来のプロテアーゼ（NS3/4A）によりミトコンドリ

ることが報告された ．その免疫機構とは，感染細胞

ア外膜上から切り離されると，その下流のシグナル伝

内に移行したウイルス由来の核酸を RNA センサー分

達が阻害されること 12), 14) などから，ミトコンドリア

子（RIG-I または MDA-5）が認識し，その後の情報が

を介した細胞内ウイルス免疫の基盤が確立された（た

10)

だし最近，ペルオキシソームにも少量の MAVS が存
在していることが報告されている 15)）．

図1
ダイナミックなミトコンドリア．
（a）
．ミトコンドリアの模式図．
ミトコンドリアは外膜，および内膜の 2 重膜構造になっている．
（b）
．NIH3T3 細胞内のミトコンドリア（管状の網様状に分布して
いる）のようす．ミトコンドリアは mtHsp70（緑）抗体を用いた
免疫染色法により可視化した．スケールバー，10 m．
（c）
．細胞
内のミトコンドリア形態は融合と分裂を繰り返すことで維持され
ている．

図2
細胞内における抗 RNA ウイルス自然免疫．（a）
．ミトコンドリア
を介した抗ウイルス自然免疫の模式図．RIG-I 経路とよばれ，ウイ
ルス RNA センサー分子である RIG-I がミトコンドリア上の MAVS
と 相 互 作 用 し， 一 連 の シ グ ナ ル 伝 達 が 起 こ る．
（b）
．Mfns-dm
-/-/MEF (Mfn1 , Mfn2 ) の免疫染色画像．この細胞ではミトコンドリ
アの融合がまったく起こらないため，断片化したミトコンドリア
（赤）のみが観察される．スケールバー，10 m．
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MAVS は C 末端アンカー型の膜タンパク質であり，
ミトコンドリアの外膜上で上述ミトコンドリア融合因
子である Mfn1 および Mfn2 と相互作用をし，細胞内
の抗 RNA ウイルス応答が巧妙に制御されている 16)-18)．
このような Mfns と MAVS の接点は，ミトコンドリア
の融合に起因する形態変化と抗ウイルス免疫とのクロ
ストークを示唆しており，ミトコンドリア形態変化の
生理的意義を探る上でもたいへん興味がもたれる課題
である．

4. ミトコンドリアの生理機能と抗ウイルス免疫
Mfn1 および Mfn2 が共に欠損したマウス胚繊維芽細
胞（Mfns-dm MEF）では，ミトコンドリアの融合が
まったく起こらず一方的な分裂のみが進行するため，
断片化したミトコンドリアのみが細胞内で観察され
る 3), 19)（図 2b）．この細胞では，RNA ウイルスに対す
る抵抗性が著しく損なわれており，センダイウイルス
（SeV）感染に伴うインターフェロン （IFN-）およ
びインターロイキン-6（IL-6）の産生量は野生型のも
のと比較して著しく低下していることが確認できる
（図 3a）． ま た， 他 の RNA ウ イ ル ス を Mfns-dm MEF
に感染させた場合においても同様に IFN- や IL-6 の
遺伝子発現量の低下が見られること 20) などから，ミ
図3
ミトコンドリア障害と抗ウイルス免疫応答．（a）
．野生型および
Mfns-dm MEF 細胞に対する SeV 非感染（），感染（）の IFN-
および IL-6 産生量の比較．
（b）．野生型 MEF を CCCP により処理
し，合成 dsRNA (poly(I:C)) 刺激後の IFN- 産生量の相違．
（図は文
献 20 より改変）

トコンドリアの融合不全は抗ウイルス応答に何らかの
障害をもたらすことが示唆された．
カリフォルニア工科大学の David Chan らのグルー
プは，これまでミトコンドリアの融合とミトコンドリ
ア内膜電位（m）の正常維持について明らかにして
いる 19)．m はミトコンドリアの重要な生理機能の 1

り，このような動態変化が細胞，さらには高次な個体

つであり，このような観点から筆者らは m と抗ウ

機能にさまざまな役割・恩恵をもたらしていることが

イルス応答の関係性についても検討した．たとえば，

うかがえる．近年の目覚ましい光学顕微鏡の技術革新

野生型の MEF 細胞を脱共役剤（CCCP）により処理し，

に伴って，私たちは細胞内でのミトコンドリア形態変

m を消失させて，同様の抗ウイルス免疫応答に与

化に関する現象を目にすることが容易になりつつあ

える影響を調べると，予想通りその免疫応答が未処理

る．今後は，生物物理学的な手法を駆使してミトコン

のものと比較して阻害されていることが見てとれる

ドリア形態調節機構の分子基盤を解き明かし，包括的
なミトコンドリア像の理解が期待される．

（図 3b）．事実，m を回復させた細胞の抗ウイルス
応答は CCCP 処理を行っていない細胞の応答レベル

謝

にまで回復すること 20) からも，ミトコンドリアの膜

辞

本研究は多くの方々の支援により支えられており，

電位維持と抗ウイルス自然免疫との間には密接な関係
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究院の柳雄介教授の御指導を賜りました．また，多く
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これまで見てきたように，細胞内におけるミトコン

感謝致します．

ドリアの形態分布は非常に動的な状態を維持してお
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語
解
説

MAVS (Mitochondrial antiviral signaling)
MAVS は別名，IPS-1，VISA，または Cardif ともよ
ばれ，ミトコンドリアの外膜上に局在する分子量
約 6 万の膜タンパク質である．RIG-I を介したシグ
ナル伝達経路のアダプター分子として働き，最終
的には I 型インターフェロンや炎症性サイトカイ
ン産生を誘引する．
（175 ページ）
（小柴ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

Mfn (Mitofusin)
ミトコンドリア外膜上に局在する分子量約 8 万の
GTPase であり，ミトコンドリア同士の隣接や融合
に直接関与する内在性膜タンパク質である．酵母
からヒトまで広く保存されており，哺乳動物では
2 つのアイソフォーム（Mfn1 および Mfn2）が見
つかっている．（176 ページ）
（小柴ら）
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書
評

ノーベル賞の生命科学入門

構造生物学の発展

石田寅夫［著］
講談社，2010 年，A5 判，158 ページ，2,940 円（税込）．
構造生物学に関係する研究でノーベル賞を受賞し
た科学者を中心に，彼らの研究姿勢を紹介すること
によって，研究とは何かを伝えようとした本です．
女性研究者へのさりげない心配りに好感がもてまし
た．たとえば，あまりにも有名なワトソンの「2 重
らせん」によって偏った印象が広まってしまったフ
ランクリンに関しては，彼女の業績と置かれていた
立場がわかるように短い記述の中によくまとめてあ
ります．
これから研究の世界に飛び込む学生や若手研究者
には研究とかかわる人生を知る参考が，今何かを
つかもうとしている最前線の研究者や行き詰まりを
感じている現役の研究者には他人事とは思えない逸
話が，すでに名をなした研究者には後進の研究者に
対する配慮を思い起こさせるものがあるかもしれま
せん．

構造生物学は生命科学にかかわる物質の立体構造
に着目した学問であり，生化学および分子生物学に
より得られた知見を支える重要な分野です．構造生
物学を理解するためには，対象となる生物学の知識
が必要なことはもちろんですが，計測手法の原理と
なる物理・化学の知識が不可欠です．本書 1 冊の中
に，光学顕微鏡による細胞レベルの観察から分子・
原子レベルの計測にいたる構造生物学の歴史と基本
的な考え方から将来展望までまとめられています
が，必ずしも初学者に容易な内容ではありません．
専門的な内容はやや駆け足の説明となっていますの
で，より深く構造生物学を理解するためには参考文
献にあたるか，各内容の専門書をあわせて読む必要
があると思います．
（島根大・生物資源科学 青柳里果）
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粘菌ネットワークの賢さ
伊藤賢太郎 広島大学大学院理学研究科
中垣俊之 公立はこだて未来大学

The origin of information processing is a fundamental problem in evolutionary biology. True slime mold, Physarum, has become a model
organism for study of problem solving by single-celled organisms. Here we report its ability to find a smart network by describing its aptitude in maze solving, multi purpose optimization for transportation network and risk management in a spatio-temporally varying field.
We discuss these results in the context of a risk management strategy.
Physarum / bio-computing / Dynamic optimization / Nonlinear dynamics

決したということは，ただ目の前の問題を解決したと

粘菌は賢い

1.

いうこと以上の価値がある．生物の問題解決能力は，

原生生物の賢さと聞くと奇妙な印象をもたれる方が

進化的に獲得したものなのである．よって，彼等が問

少なくないだろう．高度な知性のようなものを連想さ

題を解いて賢さを示したのならば，その問題解決の過

れるかもしれない．今回，われわれは真正粘菌変形体

程のどこかに彼等の生存のために本質的な問題が含ま

が迷路を解くこと，賢いネットワークを作ることを示

れていたということなのだろう．以上のことから，こ

す．彼等の生み出すネットワークは洗練されており，

こでは賢さを，彼等が進化で獲得した戦略の合目的性

その生成の仕組みは，問題解決のためのアルゴリズム

を指すものとする．この賢さの定義にのっとれば，原

として，応用が期待されているほどである．だが，こ

生生物の走性や神経系をもった生物の反射も，われわ

こで生き物が賢いということの意味について考え直し

れのいう広義の賢さに含まれる．社会や世代交代まで

てみたい．たとえば，人間の設定した問題に正しい解

含めて考えると，生存するための戦略という問題は複

を与えることができるとしたら，それは賢いといえる

雑になるが，幸い粘菌は 1 世代の 1 個体で賢さを示し

のだろうか？

てくれる．

針金の枠内に張られた石鹸膜を考えて見よう．この

真正粘菌変形体は多核単細胞生物であり，1 つの細

とき石鹸膜は与えられた境界条件のもと，自由エネル

胞でありながら数 10 cm 以上にまで成長することがで

ギーを最小化するような曲面を形成する．では，このよ

きる．身体全体が 1 つの細胞であるので，神経ネット

うな最小化問題を解くことのできる石鹸膜は賢いとい

ワークはおろか，神経細胞すら存在しない．にもかか

えるのだろうか．これを賢いとするならば坂道を転が

わらず，身体に触れている複数餌の情報を巧みに処理

り落ちるボールも程度の差こそあれ賢いことになる．

することができるのである．次節以降では，与えられ

人間の目から見て問題を解いていることに変わりはな

た状況下で，粘菌が自身の生存に有利な選択を選べる

いが，これを賢いと形容するのは，違和感を感じる．

ということを紹介していく．

話を生物に戻す．生物の目標を「生存し続けるこ
と」であるとしよう．そして，その目標を達成するた

2.

めの有効な戦略をとれることを賢さであるとしよう．
限られた機能しかもたないはずの原生生物が問題を解

賢いネットワークとは
粘菌の身体と振る舞いに注目しよう．粘菌の身体は

Smart Network of True Slime Mold
Kentaro ITO1 and Toshiyuki NAKAGAKI2
1
Department of Mathematical and Life Sciences, Hiroshima University
2
Department of Complex and Intelligent Systems, Faculty of Systems Information Science, Future University Hakodate
※図 1– 図 5 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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シート状の構造とその上にある管状の構造部のネット

して安全な場所に避難することもできる．よって，な

ワークから構成されている．この管の内部では原形質

るべく少ない量の粘菌で連結なネットワークを維持す

が流れており，シート状の構造物の厚みの振動（約 2

ることが好ましい．その点から最短経路のみを残すと

分周期）と同期して往復流動を行っている．培養した

いう戦略は理にかなっているといえる．

粘菌の上に餌のオートミールを置いていくと，数時間

原形質流動は周期的な収縮運動により発生する圧力

で餌は粘菌に覆われ，やがて餌同士を結ぶ管が太く

で駆動される．その収縮リズムは刺激に応じて変調さ

なっていく．粘菌は自らの身体をゾル・ゲル変換する

れ，原形質の流れがかわる．粘菌の管は，原形質の流

ことにより，管の中を通って自らを輸送することがで

れが多いと太り，少ないと細る．流れが管を作り，そ

きる．よって，管ネットワークは，人間の血管のよう

の管が流れを導くことにより流れが変化する．このよ

に栄養分を全身に行き渡らせる役割も担っているが，

うに流れと管が相互に作用しているのだ．このような

移動の経路としても活用されている．

機構で情報を処理するとは驚くべきである．実際，こ

餌同士を結ぶ粘菌の管ネットワークのダイナミクス

の流れに適応的な管成長モデルは最短経路問題を解け

に注目して，筆者等は「粘菌が 2 点の餌同士を結ぶ最

ることが明らかになっている 2), 3)．

短経路を選択的に残す」ことを示した 1)．簡単にこの
実験を説明する．まず寒天培地の上に迷路の壁に見立

3.

てたプラスチックのシートを配置する．通路に相当す

多点を結ぶネットワーク問題と多目的最適化

る部分は，寒天が露出するようにしておき，この通路

粘菌は餌を見つけるたびに自身のネットワークに加

部分にほぼ等間隔に粘菌を置く．数時間待つとそれぞ

えていく．では餌が複数ある場合，できあがるネット

れの粘菌が広がり融合して，通路全体が粘菌で満たさ

ワークはどのようなものになるのだろうか．

れる．ここで，迷路の 2 つの出口に餌を置く．10 数

われわれが行った実験 4) を図 2 に示す．寒天培地を

時間経つと，2 つの餌を結ぶ最短経路の管だけが残

関東地方に見立て，その主要な駅の位置に餌を置い

り，それ以外の管は消滅する（図 1）．
では，餌同士を結ぶ最短経路を残すということは，
粘菌にとってどのようなメリットがあるのだろうか．
なるべく多くの餌を獲得することを正しい戦略とする
ならば，餌を探索するためにどんどん外へと広がって
いくべきであろう．ならば，餌を覆う部分以外の粘菌
はすべて探索に当てるべきで，餌同士を結ぶ管など残
す必要がないのではないか．だが，長い目で考えてみ
ると，粘菌が連結であることにはメリットがある．ま
ず第 1 の理由は，エネルギー源の確保ということがあ
げられる．また，片方の餌から探索に向かった粘菌が
多く餌を発見した状況を考えてみよう．このときすべ
ての粘菌が連結であれば，管という高速道路を利用し
て遠く離れた粘菌も呼び寄せることができる．また，
逆に，片側に粘菌の嫌う光に曝された場合も，管を通

図2
関東地方の路線と，粘菌のネットワークの比較．（a）関東地方の
鉄道網（b）粘菌の作ったネットワーク（c）地形効果を取り入れ
る場合の光照射パターン（d）地形効果を取り入れたときの粘菌
ネットワーク．
（文献 4 の図を改変）

図1
粘菌の迷路を解くようす．左から順に，餌を置く前の迷路に粘菌
（黄色）が広がっているようす，餌を置いてから 4 時間後，8 時間
後のようす．黄色い塊は粘菌に覆われた餌．
（文献 1 の図を改変）
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た．そして，東京都心部に大量の粘菌を餌と共に移植

われわれは，図 4a のように，粘菌の上に 3 つの餌

した．粘菌は次々と餌を覆いながら広がり，多くの管

を等間隔に配置し，この初期状態から，右の領域，左

を形成した．その後，時間が経つにつれ管の数が減

の領域，右の領域…と交互に時間 P（分）ずつ光を照射

り，最終的にほぼ定常状態へと落ち着いた．

した 6)．このときの光の照射パターンを図 4b に示す．

われわれは粘菌の生み出したネットワークの賢さを

実験開始から 6 時間後の結果の典型例を図 4c, d, e に

検討するために，次の 3 つの指標を用いた．

各 2 種類ずつ示す．また，統計データを図 5 に示す．

1，ネットワークの全長（Total Length: TL）

このように，間隔 P の長さにより，最終的に得られ

2，2 点間平均距離（Mean Distance: MD）

るネットワーク形状が大きく変わった．
図 4d に示すように，切り替え間隔 P が 60 分のと

3，耐故障性（Fault Tolerance: FT）
2 点間平均距離とは，餌間がどの程度離れているか

きには，はじめに光照射した右側だけが断線し，左の

を表す指標である．まず，ネットワーク内の餌 2 つを
選び，その 2 つを結ぶ最短経路の長さを計算する．そ
れをすべての餌の対について平均するのである．も
し，どの餌同士も直線で結ばれていれば，MD は最小
となり，高い輸送効率を実現しているといえる．次に
耐故障性とは，「ランダムに選ばれた 1 つの管が断線
してしまった場合に，ネットワークがまだ連結してい
るかどうか」の確率をあらわす．FT の値が低いと，
事故でネットワークが分断される可能性が高いことを
意味するので，FT は高い値をとることが好ましい．
大事なことは，全長 TL を小さくすることと，餌間

図3
多目的最適性の評価．
（a）ネットワーク全長 TL と平均長 MD の関
係．共に少ない値をもつことが理想的．
（b）TL と FT の関係．TL は
小さく，FT は大きくなることが理想的である．
（文献 4 の図を改変）

平均距離 MD を小さくすることは，トレードオフの
関係にあることである．たとえば，すべての餌同士を
直線で結ぶ管が存在すれば，MD は最小となるが，
TL は非常に大きくなってしまう．鉄道になぞらえて
いえば，なるべく鉄道敷設のコストを下げたい（TL
を下げたい）ということと，利便性を高めるためさま
ざまな駅同士を結ぶ路線を作りたい（MD を下げた
い）ということは，一般に両立させることが困難であ
る．実際には，与えられた予算のなかで可能な限り輸
送効率の高い鉄道を作るなど，折り合いをつけなくて
はならない．このような複数の指標を同時に最適化す
ることを多目的最適化という．全長 TL と耐故障性
FT にも同様のトレードオフの関係がある．実際の粘
菌のネットワークの各指標の関係を示したものが図 3
である．ばらつきは大きいものの，どの指標も程々に
最適化を実現していることがわかる．

4.

リスクマネジメントとしての管形成戦略
粘菌はなるべく連結であろうとすると述べたが，粘

菌が管を切断する能力をもたない訳ではない．余剰な

図4
光照射領域を切り替える実験．（a）初期状態（t  0）円の半径
r  30 mm，
（b） 照 射 す る 光 パ タ ー ン， 点 線 部 分 が 粘 菌 の 輪 郭
（r  30 mm）に対応し，白い部分が光を照射する部分に対応する．
（c）P  30（分）
，
（d）P  60（分）
，（e）P  90（分）としたときの
光照射から 6 時間後の典型的な管構造．（文献 6 の図を改変）

管を消すことは，常に行われている．部分的に粘菌の
嫌いな光を照射した場合 5) などは，そこから撤退す
る．では，光の当たる領域が時間と共に変動する場
合，粘菌はどのように振る舞うのだろうか？
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り返すだけで，断線までにはいたらない．切り替え頻
度が低くなって，連続して長時間照射されるとき，管
は撤去される．このような行動は，よくない環境が持
続するのかどうかという不確定な未来のリスクを先取
りした，ある種のリスクマネジメントとも考えられな
いか．いずれにしても，このような行動が中枢のない
情報処理で実現される点は興味深い．

最後に

5.

粘菌が状況に応じて賢いネットワークを作り出すこ

図5
光照射間隔 P ごとの最終状態の変化．各数字はサンプル数を表し
ている．グループ 1 はすべての餌点同士が他の餌を経由すること
なく直接つながっている場合，グループ 2 は右側の管のみが消失
する場合，グループ 3 は下の 2 つの餌同士のみが管でつながる場
合，グループ 4 は餌同士をつなぐ管がなくなる場合に対応する．
（文献 6 の図を改変）

とを紹介した．餌を結ぶネットワークは粘菌にとって
命綱のように大事なものであり，その形成維持には進
化による洗練の賜物が潜んでいると思われる 7)-10)．
文

管は存続した．トータルの照射時間は同じにもかかわ
らず，である．左側の管が切れると，3 つの餌場所は

献

1)

Nakagaki, T. et al. (2000) Nature 407, 470.

2)

Tero, A. et al. (2007) J. Theor. Bio. 244, 553-564.

3)

Nakagaki, T. et al. (2008) New Generation Computing, Ohmsha-

4)

Tero, A. et al. (2010) Science 327, 439-442.

Springer 27(1), 57-81.

連結でなくなる．連結性を失うような最後の管は切れ
にくいのかもしれない．図 4d は，P が 90 分のときの
結果を示している．左右の管はいずれも消失した．と

5)

Nakagaki, T. et al. (2007) Phys. Rev. Lett. 99, 068104.

6)

Ito, K. et al. (2010) NOLTA (Nonlinear Theory and Application)

7)

Tanaka, Y., Nakagaki, T. (2011) Journal of Computational and

journal, IEICE. Vol. 1, 26-36.

ころが底辺の管は存続し，かろうじて 2 つの餌場所が
つながりを保った．底辺の管は常に半分しか光を浴び

Theoretical Nanoscience, invited review 8, 383-390.

ないことが効いていると考えられる．これは，いった

8)

中垣俊之 (2010)「粘菌―その驚くべき知性―」PHP サイエ
ンスワールド新書，pp. 1-198. PHP 研究所，京都．

いどのように解釈できるだろうか．

9)

われわれは既存の粘菌の数理モデルにいくつかの近
似，単純化を行うことにより，パラメータの周期変化

10)

小林亮，中垣俊之 (2011) 真正粘菌の運動と知性 ［理論生
物学（望月敦編著）
］
，pp. 176-200, 共立出版，東京．
Saigusa, T. et al. (2008) Phys. Rev. Lett. 100, 018101.

する低次元力学系モデルを作った．そして，その解析
から，この現象のからくりを考察した．そのポイント
は，「個々の管は光を浴びると細くなり，光を浴びて
いないときは管の太さが回復していくが，ある程度以
上細くなってしまった管は光を当てなくても回復しな
いどころか，むしろさらに細くなっていく」ことであ
る．これで観察結果を再現できた．この研究の示唆す
ることをまとめよう．粘菌が管を形成するのも壊すの

伊藤賢太郎

もコストがかかる．よって，多少環境が悪くなって
も，それは一時的かもしれないので，すぐさま管を撤
去するのは得策ではないだろう．とはいえ，光に暴露
される面積はなるべく小さいほうがダメージが軽い．
こう考えて結果を解釈してみる．光の切り替え頻度が
ある程度高いと，管が太くなったり細くなったりを繰
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遺伝子ネットワーク解析とその応用
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In the post-genome era, with the availability of high-throughput data, our biological focus makes a shift from a behavior of individual
components to their regulatory/causative/interactive relationships. Gene network, which is inferred from microarray data by using reverse engineering algorithms, gives valuable information about the regulation of genes in the living cells under the certain conditions. In
particular, this technology is applied to the biomedical research fields, e.g. identification of drug targets and prognosis markers. In this
short review, we summarize what gene network is and how it is inferred. We also show our work that identified new drug target of wellknown compound in human endothelial cells by gene network analysis.
Gene network / reverse engineering / microarray / drug discovery

1.

2．ある条件下で特異的に発現変動している遺伝子間

はじめに

の細胞内での因果関係はどうなっているのか？

マイクロアレイに代表される遺伝子発現（転写量）

たとえば，2 つの遺伝子が共発現（＝似た発現パ

計測技術の向上により，網羅的発現データが以前より

ターン）している場合，片方が一方を制御しているの

も簡便に，そして安価に得られるようになった．遺伝

か？

子発現解析は，比較対象とする細胞（単細胞の場合は

されているのか？

それ自身）の 2 つの条件下（例：薬剤投与群 vs 非投与

もしくはこれらは同一の転写因子によって制御

遺伝子ネットワーク解析にはこれらの問題に対する

群，変異株 vs 野生株）における発現データを比較し，

答えを導くことが期待される．

ある一方の条件下で特異的に発現変動している遺伝子
群を抽出する．それらの遺伝子群はその細胞内（例：

2.

薬剤投与した，または変異株の細胞内）で起こってい
る現象に対して重要な役割を担っていると考えられ，

遺伝子ネットワークとは
生体内には，タンパク質間相互作用，シグナル伝達

それらの遺伝子がもつ生物学的機能をもとにその現象

経路，代謝パスウェイなど，さまざまなネットワーク

を推察する．同解析手法は，疾患分類，予後予測，ス

が存在する．遺伝子ネットワークはおもにマイクロア

トレス耐性・有用物質生産微生物の生産など，これま

レイのデータ（＝遺伝子の転写量）を用いて構築され

でに実にさまざまな分野で用いられており，細胞の状

るため，転写制御ネットワークと位置づけられる．遺

態を俯瞰するのに非常に有効な解析手法である ．し

伝子の転写量を決定づける直接的因子は転写因子であ

かしながら，以下の 2 つの問題に対する答えを導くこ

るので，遺伝子ネットワークに見られる遺伝子間の関

とは同解析法だけでは困難である．

係は，転写因子―被制御遺伝子の直接的相互作用であ

1．ある条件下で特異的に発現変動している遺伝子群

ることが第一に考えられる．しかしながら，遺伝子の

は細胞内でどのように協調しているか？

発現量の調節にはタンパク質，代謝産物，非コード

1)

Gene Network Analysis and Application
Hiromitsu ARAKI1, Daniel HURLEY2, Edmund CRAMPIN2, Cristin PRINT1,3 and Satoru KUHARA4
1
Department of Molecular Medicine & Pathology, School of Medical Sciences, The University of Auckland, New Zealand
2
Bioengineering Institute, The University of Auckland, New Zealand
3
Bioinformatics Institute, The University of Auckland, New Zealand
4
Faculty of Agriculture, Kyushu University
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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成した 9), 10)．定常状態，時系列のデータの何れも，興
味ある状態のものを取得することが正しい遺伝子ネッ
トワークの構築のために重要であり，そのためには測
定の開始時間や間隔を慎重に決定する必要がある 4)．
これまでにさまざまな遺伝子ネットワークの推定手
法が開発されている 4), 11)．代表的な遺伝子ネットワー
クの推定手法について表 1 にまとめた．手法ごとで
想定する生物学的仮定・数理モデルが異なり，たとえ
ば，その簡便さから広く用いられている相関係数を用
いた相関ネットワークは，遺伝子発現パターンが類似

図1
遺伝子ネットワークの概念図（文献 2 より許可を得て改変引用）．
遺伝子（G）の発現制御はタンパク質（P）や代謝産物（M）より
受ける（例．G2 の発現制御は翻訳された G1，および翻訳された
G3, G4 が形成した複合体から受ける．G4 の発現制御は P2 によっ
て生産された M2 から受ける）
．遺伝子ネットワークはこれらシグ
ナル伝達や代謝パスウェイの作用を Gene スペース（図中の最下
層）に投影したものとされる（Gene スペースの破線）

していれば生物学的機能も類似しているという仮定が
前提にあるが，多くの場合この仮定が当てはまるかも
しれないが，すべての遺伝子に対して当てはまること
が保証されているわけではない．ベイジアンネット
ワークによって推定されるネットワークは非循環型と
なり，生物学に見られるフィードバック制御などの循
環型の制御機構の存在は仮定されない（ただし，時系

RNA なども間接的にかかわっており，ネットワーク

列データを用いて動的ベイジアンネットワークにより

推定時のデータとして使用されないが，これらを介し

推定された遺伝子ネットワークは循環型である）．遺

た間接的な制御関係も遺伝子ネットワーク上に含まれ

伝子ネットワークは，各遺伝子の転写量の変化をもと

るとされる（図 1）2)．遺伝子ネットワークはグラフを

に数理モデルを用いて遺伝子間の関係を記述したもの

用いて表される．グラフとは複数の頂点とそれらをつ

であり，用いる数理モデルによって辺が表す数学的意

なぐ辺によって表される図形で，各遺伝子は頂点で表

味は異なる（表 1）．一方，辺の生物学的意味に関し

され，遺伝子間の関係は頂点を結ぶ辺で表される．用

ては，辺で結ばれる 2 遺伝子の生物学的機能（たとえ

いる推定手法によって，有向辺からなる有向グラフと

ば転写因子，受容体，キナーゼなど）によりそれが意

無向辺からなる無向グラフとがある

味するものは変わってくるため，一意に表すことはで

．

3), 4)

きない．また，遺伝子ネットワーク上で多数の遺伝子

3.

と結合する遺伝子（ハブ遺伝子）は，生物学的に重要

遺伝子ネットワークの構築方法

であるとの報告がある 9), 12)．

遺伝子ネットワークの構築は，実験の設計，データ
取得，ネットワーク推定用遺伝子の選択，ネットワー

4.

ク推定，の流れで行われる．では，遺伝子ネットワー

遺伝子ネットワークの解析事例

クを構築するためにはどのようなデータがどれくらい

遺伝子ネットワーク解析はさまざまな分野に適用さ

必要か？「どのような」については大きく分けて定常

れている．一例として，筆者らのグループが行った既

状態のデータと時系列データの 2 種類がある（もしく

存薬剤の新規標的遺伝子の同定に関する研究について

は両方を使用）．後者の「どれくらい」については今

説明する 10)．フェノフィブレートは peroxisome prolif-

のところネットワーク推定にマイクロアレイデータが

erator activated receptor alpha（PPAR：ペルオキシソーム

いくつあればいいという明確な答えはない

．筆者

増殖因子活性化受容体 ）を標的分子とし，肝臓にお

らのグループは，遺伝子ネットワーク構築用大規模発

いて脂質低下作用を示す抗高脂血症薬である．同薬剤

現データとして，単一遺伝子を破壊した出芽酵母を用

はまた，がん細胞，血管内皮細胞で抗炎症，抗増殖作

い て 作 成 さ れ た 500 個 の デ ー タ と，small interfering

用を示すことが知られている．しかしながら，肝臓で

RNA（siRNA）により単一遺伝子の発現抑制したヒト

の作用機序に比べ，血管内皮細胞でのそれは明らかに

臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）を用いて作成された

なっておらず，PPAR 非依存的に作用するとの報告

400 個のデータを，それぞれ作成した

があるなど，PPAR 以外の標的遺伝子の存在が考え

7), 8)

5), 6)

．また，時

系列データとして，外的刺激，または薬剤投与した

られている．

HUVEC を経時的（6-8 時点）に計測したデータを作

筆者らのグループは遺伝子ネットワーク解析を用い
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表1
遺伝子ネットワークの推定手法の概要
ネットワーク

データタイプ

辺の方向
辺の数学的意味

相関ネットワーク

ベイジアン
ネットワーク

相互情報量

グラフィカル
ガウシアンモデル

線形微分方程式

定常状態，時系列

定常状態（ただし，動
的ベイジアンネットワー
クは時系列）

定常状態，時系列

定常状態，時系列

時系列

無

有

無（時系列を用いた場
合は有）

無

有

相関係数

条件付き独立事後確率

相互情報量

偏相関係数

物理的相互作用

発現パターンが類似
前提となる仮説
＝生物学機能が類似

文献

Fisen et al., 1998
Stuart et al., 2003
Lee et al., 2004

・相関ネットワークと
非循環型制御機構（た
同じ
だし，動的ベイジアン
・サンプルごとの遺伝
ネットワークは循環型）
子発現量が独立
Friedman et al., 2000
Imoto et al., 2003
Kim et al., 2003

Butte and Kohane,
2000
Magolin et al., 2007
Luo et al., 2008

マイクロアレイのデー
遺伝子の転写制御効果
タが多変量正規分布に
が線形
従う
Toh and Horimoto,
2002
Schäfer and Strimmer,
2005

De Hoon et al., 2003
Gardner et al., 2003
Basel et al., 2006

て同薬剤の血管内皮細胞における新規標的候補遺伝子

在する遺伝子）として存在する遺伝子群をそれぞれ，

の同定を行った．筆者らはまず，フェノフィブレート

7 遺伝子，5 遺伝子を抽出した．前者の中には PPAR

を投与した HUVEC の時系列マイクロアレイのデータ

が含まれており，われわれの手法が機能していること

（コントロールを含む 6 時点）を計測し，動的ベイジ

が示唆された．また，後者の中で，内皮細胞でフェノ

アンネットワークを用いて遺伝子ネットワークを推定

フィブレートの薬理作用と強く類似した作用を示す遺

した．次に，既知標的遺伝子である PPAR の発現を

伝子として，増殖分化因子（Growth differentiation fac-

抑 制 す る siRNA と フ ェ ノ フ ィ ブ レ ー ト を 投 与 し た

tor）の一種，GDF15 が同定された．GDF15 とフェノ

HUVEC のマイクロアレイのデータから，PPAR 依存

フィブレート（または PPAR）との関係は報告されて

的および非依存的発現変動遺伝子群を同定し，それら

おらず，同遺伝子がフェノフィブレートの新規標的候

を遺伝子ネットワーク上に配置した．最後に，ネット

補遺伝子であることが示唆された．実際に推定された

ワーク上において PPAR 依存的，または非依存的発

遺伝子ネットワークの GDF15 の下流には，アポトー

現変動遺伝子群が統計的有意に子供遺伝子（直下に存

シスなど抗増殖作用を示す遺伝子群が含まれていた．

図2
ネットワークを用いたフェノフィブレートの新規薬剤．標的遺伝子同定のための解析スキーム
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今後の展望

5.

生命活動は遺伝子やタンパク質が他の因子と相互作
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Yeung, K. Y. et al. (2004) Genome Biol. 5, R48.
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用することによって維持される．近年，その生命の営
みをシステムとして捉え，それらを解き明かす研究領

362, 1469-1487.

域として，システム生物学が注目を浴びているが，そ
れ自体は個々の因子間の関係を解明し，積み重ねてい
くもので，遺伝子ネットワークの解析はその一翼を
担っており，そのニーズは今後増々増えると思われ
る．一例として，遺伝子ネットワークの推定手法コン
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マイクロアレイのデータが出題され，参加者が独自の
アルゴリズムを用いて遺伝子ネットワークを推定す
る．推定結果は既知の相互作用のデータなどをもとに
客観的に審査され，成績優秀者は表彰される．応用面
としては，特に医学薬学分野でその有効性が発揮され
ており，薬剤の作用機序の解明や疾患原因遺伝子の同
定に成功している 14)-16)．今後の課題としては，タン
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る 17)．これにより，転写量のデータのみでは記述でき
ない遺伝子間の記述が可能となる．さらにその延長と

Daniel HURLEY

して，細胞内の遺伝子ネットワークやタンパク質相互
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作用から，細胞間，組織間，臓器全体の構造，機能の
関係までを統合し，個体全体のシステム的理解への展
開が期待される 18)．
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脊椎動物新規紫外光受容タンパク質
〜ヒトも紫外線を感じる？〜
山下高廣

1.

京都大学大学院理学研究科生物物理学教室

はじめに

多くの動物は，外界からの光情報を受容しその行動
に反映させている．視覚によりものの色や形を認識す
るだけでなく，光環境の変化から時刻や季節を認識し
たり，体色を変化させたりする．このような光受容に
おいて，視覚のロドプシンに代表されるオプシン類が
重要な働きをすると考えられている．オプシン類は，
レチナールを発色団とし G タンパク質を活性化する
G タンパク質共役型受容体（G protein-coupled receptor;
GPCR）の一員であり，そのアミノ酸配列を多様化す
ることにより受容する光の波長や活性化する G タン
パク質の種類を変化させている（図 1）1), 2)．ヒトゲノ
ムには視覚にかかわる 4 つ（桿体視物質ロドプシンと
3 種類の錐体視物質）を含む 9 つのオプシン類が同定
されているが，この中で最後に見つかった Opn5 を含

図1
オプシン類の分子系統的分類．Opn5 は独立した 1 つのグループ
を形成する．

むグループについて今回解析を行った結果，紫外光を
受容する GPCR として機能することを見いだした 3)．
2.

を解析対象に選んだ．当初はレチナールを結合し光

Opn5 の分子的性質

受容能のあるものが得られずあきらめかけた時期も
あったが，いくつかの条件を最適化し最終的に分光

Opn5 は最初ヒトとマウスのゲノムから同定され，
眼の網膜と脳においてその mRNA の存在が確認され

学的解析が可能な試料を得ることができた．その結

た ．その後，脊椎動物のゲノムに広く見いだされた

果，11 シス型レチナールを結合した状態の吸収スペ

が，その分子的性質や生理機能について明らかでな

クトルでは 360 nm に吸収極大を示した（図 2）．この

かった．オプシン類は，11 シス型レチナールを全ト

状態に紫外光を照射するとレチナールが全トランス

ランス型に光変換し G タンパク質を活性化するが，

型に異性化し吸収極大が 474 nm にある可視光受容状

それ以外に全トランス型レチナールを 11 シス型に光

態に変換する．つまり，cOpn5 は紫外光感受性オプシ

変換し他のオプシンに供給するレチナール光異性化

ンであることがわかった．さらに，この 2 状態は相互

酵素として働くものも存在する．Opn5 は分子系統樹

に光変換が可能であること，cOpn5 のアポタンパク質

においてレチナール異性化酵素に近縁であるという

は直接全トランス型レチナールを結合し，可視光受

報告もあり，GPCR としては機能しない可能性も考え

容状態を形成できることもわかった．次に，cOpn5 が

られた．そこでわれわれは，Opn5 のリコンビナント

G タンパク質を活性化できるのかが問題であった．い

体をヒト培養細胞で作製しその分子的性質を検討し

くつかの種類の G タンパク質活性化能を調べたとこ

た．その際，共同研究者である徳島大学の大内淑代

ろ，全トランス型レチナールをもつ状態で Gi 型 G タ

准教授らがニワトリの Opn5（cOpn5）について網膜

ンパク質を活性化できることがわかった．つまり，

での局在を確認していることに注目し ，まず cOpn5

Opn5 はレチナール異性化酵素ではなく，紫外光を受

4)

5)

Novel UV Light-sensitive Photoreceptive Protein in Vertebrates
Takahiro YAMASHITA
Department of Biophysics, Graduate School of Science, Kyoto University
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ナールを 11 シス型に変換する分子メカニズムが存在
するが，視床下部のような脳深部では存在しない可能
性がある．cOpn5 は直接全トランス型レチナールを結
合できるため，紫外光に比べて透過しやすい可視光を
この状態で受容し，G タンパク質の活性化を抑制する
役割を担っている可能性も考えられる．
われわれがニワトリの Opn5 について論文にまと
めていたとき，ウズラの Opn5 の解析結果が名古屋
大学の吉村崇教授らから発表された 6)．そこでは，
Xenopus oocyte にウズラ Opn5 を発現させ作用スペク
トルを測定し，吸収極大が 419 nm の紫感受性と報告

図2
cOpn5 の相互光変換できる 2 つの状態の吸収スペクトル．この
2 つの状態のうち，474 nm に吸収極大のある状態で G タンパク
質を活性化する．
（文献 3 の図を改変）

していた．ニワトリとウズラのアミノ酸配列を比較す
ると，7 回膜貫通領域と予想される部位は完全に一致
し分子的性質に大きな違いはないように思われるた
め，結果の違いは今後の検討課題である．

容し Gi 型 G タンパク質を活性化する機能を有すると

最初に記したように Opn5 はヒトやマウスのゲノム

考えられた．
3.

にもある．ニワトリとヒト・マウスの Opn5 を比較す
ると，レチナール発色団の周辺にあると思われるアミ

Opn5 の生体内発現部位

ノ酸残基はすべて一致するため，ヒト・マウスの Opn5

ニワトリでこれまでに解析されたオプシン類はすべ

も紫外光感受性である可能性が高い．つまり，ヒトも

て可視光感受性であったため，どの組織で cOpn5 を

紫外光を網膜で感じているのかも知れない．さらに，

介して紫外光を受容しているのか，について解析を

これまで哺乳類では脳内での光受容について明瞭な証

行った．抗 cOpn5 抗体により，網膜以外に脳の松果

拠がないため，Opn5 を突破口としてヒトも脳内で光

体と視床下部室傍器官にその発現が確認できた．網膜

を感じるのか，感じるとすればその分子メカニズムは

では，視細胞で受けた光情報を収斂・統合していると

どうなっているのか，解明が進むことが期待される．

考えられるアマクリン細胞と神経節細胞の一部に存在

謝

辞

するため，cOpn5 は視覚の順応に関与することが考え

本研究は，京都大学大学院理学研究科の七田芳則教

られた．また，松果体はニワトリにおいて概日リズム

授，酒井佳寿美さん，徳島大学大学院ソシオテクノサ

のリセットにかかわる光受容器官であり，メラトニン

イエンス研究部の大内淑代准教授らとの共同研究であ

を合成・分泌することにより時刻情報を体内に伝達し

り，この場を借りて深く感謝致します．

ている．cOpn5 が存在する細胞はセロトニン陽性細胞

文

であり，セロトニンはメラトニンの前駆体であるた
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1030.

め，cOpn5 はメラトニンの合成・分泌を制御する可能
性が考えられた．さらに，視床下部室傍器官はこれま

Biol. Sci. 364, 2881-2895.

で，日長を感知して生殖腺の発達を促す光周性の光受

22089.

容器官の可能性が指摘されていたため，この部位の
cOpn5 は光周性にかかわると考えられた．このよう
に，cOpn5 は眼と脳においてマルチな光受容機能に関
与すると思われる．
4.

献

1)

Opn5 の分子的特徴

オプシン類の分子系統樹では，これまでに系統的に
異なる 3 つの紫外光受容体グループが存在していた
が，Opn5 はこれらと系統的に独立しているため，紫
外光感受性の獲得には独自の分子メカニズムがかかわ

山下高廣

ると考えられる．また，網膜には全トランス型レチ
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Fluctuation Theoremによる生体モーターの
駆動力測定
林久美子

1.

東北大学工学研究科

Fluctuation Theorem と熱力学第二法則

私たちの日常生活では，モーターを動かすと発熱す
る（エントロピー生成が正）
．熱力学第二法則である．
ゆらぎの大きいミクロな系でも同じ法則が成り立つ
図1
ミクロな系で Fluctuation Theorem を考える．

か？
ミクロな系として電場で駆動される荷電コロイド粒
子を考える（図 1a）
．微小時間 t に生じる熱 Q は，

ln[P(X)/P(X)]  FX/kBT

この系の場合，Q＝力×移動距離である．コロイド粒

（2）

子の位置が熱ノイズでゆらぐため，測定を繰り返すと

X  X(tt) X(t) は重心の変位，P(X) は X の分

Q はさまざまな値を取る．引っ張って粒子が前進すれ

布．以下，
（2）式の利用を F1 モーターを例に考える 3)．

ば Q  0 だが，t が小さいと，たまたま水分子たちが

F1 は ATP を加水分解して得たエネルギーで回転す

駆動力 F に逆らって粒子を後方に押すことがあるので

るタンパク質モーターである．F1 が約 10 nm と小さ

Q  0 となる．Q の分布 P(Q) を見ると，Q  0（吸熱）

いため 200 nm 程度のビーズを付けて回転運動を光学

が観測できる（図 1b）．

顕微鏡で観察する．ATP 高濃度で F1 は連続的に回転

このような熱ノイズの影響の大きい系では熱力学第

する（図 2a）
．カメラの画像からビーズの重心を計算

二法則に代わって Fluctuation Theorem（FT）が成立し，

し，回転角 (t) を測定する．F1 の回転トルク（駆動

図 1a の例では

力） を N，  (tt) (t) と し て，
（2）式 は F1 の
場合

（1）

P(Q)/P(Q)exp[Q]

ln[P()/P()]  N/kBT

（1）式 で は Q の 単 位 は kBT と し た．T は 温 度，kB は

（3）

Boltzmann 定数．物理的意味付けが難しい？？な式だ

(t) を 元 に P() を 調 べ る と（図 2b）
，t → 大 で

が，マクロな世界＝Q の平均値が正でとても大きい世

P() のピーク値は右にずれ（駆動力の効果），分散

界では（1）式は「Q が正である確率が爆発的に増える

が大きくなる（拡散の効果）
．ビーズが熱ノイズの影

こと」を示すので，私たちの経験（熱力学第二法則）

響でゆらぐので   0 も観測される．次に ln[P()/

に一致する（図 1b）
．

P()] を計算し /kBT に対してプロットすると，

FT は 1993 年 Evans らによって提唱され 2002 年コ

異なる t に対してもグラフの傾きはすべて同じにな

ロイド粒子の実験で検証された 1)．FT には状況に応

り，（3）式よりこの傾きが N である（図 2b）
．

じたバリエーションがあり，たとえば Crooks が導出

これまで F1 の回転トルク N はビーズの粘性係数 

した仕事に関する FT は 2005 年 Bustamante らによっ

と平均角速度  から N   を利用して測定されてき

て RNA ヘアピンの実験で検証された ．

た（注： は図 2a の (t) のグラフの傾き）．しかしな

2)

2.

がら，カバーガラス表面で回転する F1 に付着する

生物実験の役に立つか…？

ビーズの粘性係数  は，ガラスの影響があるため理

私たちは一定の駆動力 F で一方向運動する生体モー

論値を正確に計算することが難しい．（3）式は  を必

ターを念頭に（1）式を変形し（2）式を導出した．

要とせず，(t) だけから N を見積もれる（実際，以

Fluctuation Theorem Applied to Bio-motors
Kumiko HAYASHI
School of Engineering, Tohoku University
※図 1 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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駆動力 F でコロイド粒子が引っ張られ続けるような
非平衡状態ではどうか？

図 3b では周期的なエネル

ギー E がある中，粒子が転がる（注：図 1a と（2）
（3）
式の例は E  0 だった）．非平衡状態の位置 X の分布
Pneq(X) は一般に Boltzmann 分布のようなエネルギーの
単純な関数ではない（理論解析の結果）．詳細釣り合
いの拡張を Pneq(X1) Tr(X1X2)  Pneq(X2) Tr(X2X1) と
したら，Tr(X1X2)/ Tr(X2X1) も魑魅魍魎とした関
数になってしまう．そこで Pneq(X) を使わないで，詳
細釣り合いの拡張を（4）式のほうから考えて
Tr(X1X2)/ Tr(X2X1)  exp[Q/kBT]
図2
Fluctuation Theorem を F1 モーターに利用する．

（5）

E に加え，駆動力によるエネルギー変化 FX を追加
した式 Q  E  FX になっている（Q の符号は発熱
が正）．局所的な移動に関する遷移確率 Tr(X1X2) と
エネルギーの関係は平衡状態の（4）式と同様に考え
る．つまり局所的な移動に限っては FX と E は区別で
きないから（図 3b）
，遷移確率の性質は平衡状態も非

図3
局所詳細釣り合いから Fluctuation Theorem を導く．

平衡状態もそう変わらないと仮定する．（5）式を局所
詳細釣り合いとよぶ．今日の非平衡統計力学では（5）
式 を 出 発 点 と し て Einstein 関 係 式，FT や Jarzynski 等

3)

前よりよい計測値を得た ）
．将来，重心の軌跡だけ

式などゆらぎに関する定量的関係式を体系的に導くこ

から駆動力が測定できる長所を生かして生体モーター

とができ，これらの関係式は実験で検証されている．

の in vivo 観 察 で も（2）
（3）式 を 利 用 し た い． な お，

補足：図 1a の例で，X(t)  X1，X(tt)  X2 としたら

ATP 低濃度の場合 F1 はステップ回転するが，この場

P(X)  dX1dX2(XX2X1)Tr(X1X2) で， こ れ は

合でも（3）式は利用可能だ ．F1 に類似した V1 の研究

2 点間の差＝X となる遷移の数の期待値．2 点間の関

でも FT の利用が始まった ．

数である P(X) は Peq(X) や Pneq(X) と違う量．P(X)

3)

4)

FT による駆動力測定は短所もある．（2）
（3）式に

に（5）式を代入して変形を繰り返すと（1）式や（2）式

kBT が表れることからもわかるように，FT による駆動

に．

力測定は系のゆらぎが熱ノイズに由来することを仮定
している．ゆらぎが自発的に起こる細胞性粘菌の重心

謝

運動の例では，適用限界が浮き彫りになったと思う ．
3.

辞

共同研究者の上野博史，飯野亮太，野地博行，本稿

5)

を精読してくれた谷川原瑞恵に感謝する（敬称略）
．

局所詳細釣り合い

コロイド粒子の移動で X1X2 を考える．また，観察

文

献

1)

Wang, G. M. et al. (2002) Phys. Rev. Lett. 89, 050601.

2)

Collin, D. et al. (2005) Nature 437, 231-234.

だ． こ の 遷 移 確 率 を そ れ ぞ れ Tr(X1X2) と Tr(X2

3)

Hayashi, K. et al. (2010) Phys. Rev. Lett. 104, 218103.

4)

Yokoyama, K. et al., in preparation.

X1)， 位 置 の 分 布 を Peq(X) と し， 平 衡 状 態 で Peq(X1)

5)

Hayashi, K., Takagi, H. (2007) J. Phys. Soc. Jpn. 76, 105001.

を続けると逆の移動 X2X1 も起こるだろう（図 3a）
．
熱ノイズの影響で X1X2 や X2X1 への遷移は確率的

Tr(X1X2)  Peq(X2) Tr(X2X1) を詳細釣り合いの原理

林久美子（はやし くみこ）
東北大学工学研究科助教
博士（学術）
研究内容：生物物理・非平衡統計力学
連 絡 先：〒 980-8577 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 片 平
2-1-1 科学計測棟 N 棟（佐々木研究室）
E-mail: kumiko@camp.apph.tohoku.ac.jp

と よ ぶ．Tr(X1X2)/Tr(X2X1)  Peq(X2)/Peq(X1) な の
で Boltzmann 分布 Peq(X) exp[E/kBT] を使うと
Tr(X1X2)/Tr(X2X1)  exp[E/kBT]

（4）

とも書ける．ここで E  E2E1 は系のエネルギー E

林久美子
@ 野地研お別れ会

の変化（注：
（4）式は平衡定数の式に類似）
．
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―科学コミュニケーションとは？―

室

梅原千慶
独立行政法人科学技術振興機構

はじめに

実施内容と成果

2010 年 9 月に東北大学で開催された生物物理学会

ではこういった科学コミュニケーションの概念やと

第 53 回年会では，研究成果発表以外の枠としてワー

りまく状況は，肝心の研究者の間でどのくらい共有さ

クショップ形式の「生物物理フォーラム」が新設され，

れ，そして理解が進んでいるでしょうか．それを知る

特定の分野にとどまらない一般的・社会的な 4 つの課

ためには，行政の委員会のようなアウェイではなく，

題が話し合われました．その 1 つである科学コミュニ

研究者のホームである学会に持ち込むのが近道と考え

ケーションのフォーラムについて，主催者の立場から

ました．

ご報告します．

年会初日の 2010 年 9 月 20 日午後，約 30 人の参加
者を得て生物物理フォーラム「科学コミュニケーショ

科学コミュニケーションとは

ンを雑用にしないために」を実施しました．休憩所の

テーマに掲げた「科学コミュニケーション」あるい

ような雰囲気で入退場自由としましたが，多くの方が

は「科学技術コミュニケーション」という言葉ですが，

終了まで残りました．参加者の内訳は大まかに学部・

「科学を伝える」とは必ずしも同義ではありません．

大学院生 4 割，ポスドク・助教 3 割，准教授以上その

その概念は科学技術社会論，科学教育，科学ジャーナ

他が 3 割で，また学会らしく，大学・研究機関所属の

リズムといったコミュニティで議論されながら常に変

方々が全体の 8 割程度を占めました．

化しています．実際，2010 年 12 月に総合科学技術会

フォーラムは（1）冒頭の趣旨説明，（2）ワールド

議で議決された答申 では，
「研究開発活動や期待さ

カフェ形式での対話，（3）まとめ講演，の三部構成と

1)

れる成果に関」する「国民と国，研究機関，研究者と
の間の双方向のコミュニケーション活動」と表現され
るようになりました．ほんの 5 年 10 年ほど前まで「理
解増進」と銘打たれていたことをご存知の方は，この
変化をどう感じられるでしょう．
キーワードは双方向性です．前述の答申ではあえて
「双方向の」という枕詞を添えて強調し，続けて「研究
者による科学技術コミュニケーション活動〜
（中略）〜
をこれまで以上に積極的に推進する」としています．
つまり，素直に解釈すると，
「研究者はいいっ放しで
なく，もっと広く国民と接点をもって，お互いの意見
を交換する機会を増やしましょう」と，ほかでもない
日本の科学技術政策の司令塔がいっているようにも聞

図1
フォーラム実施中のようす．

こえるのです．
Biophysics Forum on Science Communication: An Event Report
Senkei UMEHARA
Japan Science and Technology Agency
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究機関や民間の専門職が介在する体系的な仕組みが必

表1
ファシリテーターの配置と参加者発言抜粋

テーマ 1
（近藤菜穂・
安藤康伸）

テーマ 2
（加納 圭）

テーマ 3
（長神風二）

要かもしれません．

○できそうな活動：市民講座講演，出前授業，本
の執筆，大学での理科実験教室，写真・映像・絵
画制作，
「ひらめき☆ときめきサイエンス」
（日本
学術振興会）．

各論での貴重な生の声に加えて，現役研究者が集ま
る学会でこうした「科学コミュニケーションをテーマ
とするコミュニケーション」を成立させたこと自体
も，主催者としては成果と考えています．参加者から

○難しそうな活動：興味のない人への話，素人質問
のあるサイエンスカフェ，科学漫才，プレス発表．

「視点が広がった」といった類の感想をいただけたこ

○活動の価値：面白さを知ってもらう， なぜ？
を子供に考えさせる，一般の方の理解向上，学生
のリクルート，自身の研究の立ち位置確認．

と に は， 私 自 身 10 年 近 く お 世 話 に な っ た 学 会 に

○研究者にとってのメリット：研究の位置づけ，市
民の関心とのすり合わせ，充実感，助成金申請に
有利，研究者の人間教育．

フォーラムを終えて

ちょっとした恩返しができたように思います．

科学コミュニケーションについては，おそらく誰も

○活動を妨げる心理的・物理的バリア：話す相手が
不明（背景知識，興味の範囲や程度）
，メリットが
明瞭でない，機会・場所が少ない，教員の義務で
すでに一杯．

が日々の研究生活の中でふと考えたことのあることだ

○大学人・組織人としての活動：研究室公開，オー
プンキャンパス，高校生への大学入学案内，イベ
ント広報，展示会出展．

や要望，不安や懸念を抱いています．そんな状況で，

と思います．ただ，社会はかつてないほど科学技術に
対して敏感になっており，想像以上にさまざまな期待
当事者たる研究者 1 人ひとりもまた，自分がどのよう
な立ち位置でかかわりたいのか，どのような発信をす

○研究者としての活動：書籍出版，雑誌記事執筆，
若手の会での発表．

べきなのか，総論やお仕着せでない自らのポリシーを
備える必要があるでしょう．

○科学コミュニケーション活動への対価：直接的な
フィードバック，わかってもらえること，予算，評
価，活動履歴．

今回の年会では，生物物理フォーラムという器を用
意いただけたおかげで，このことを研究者が主役の学
会という場で正面から話題にできました．国内では生

しました．ここで「ワールドカフェ形式」とは，限ら

化学会や応用物理学会，海外に目を向けると米国生物

れた時間で参加者がなるべく異なる視点に触れられる

物理学会や全米科学振興協会（AAAS）など，姿勢に

よう工夫された対話形式の 1 つです．今回は会場内を

差はあるものの研究以外の話題を扱うセッションを開

3 ヵ所に分けて，それぞれ大学院生，研究機関，大学

催する研究者関係団体はさほど珍しくありません．今

の立場から，20-30 代の科学コミュニケーション活動

後は日本生物物理学会らしい

実践者をお招きしてファシリテーター（対話の進行調

出てくることを願っています．

ひとクセある企画

が

整役）として配置しました．つまり，参加者は 15 分

最後に，開催にあたって多大なるお力添えをいただ

ごとにその 3 ヵ所を移動することで，テーマや視点を

いた年会実行委員会の高橋聡先生，関安孝先生に厚く

少しずつ異にする 3 つの対話に加わるようになってい

御礼申し上げます．また，共同オーガナイザーの長神

ます．そして締めくくりには岡崎統合バイオサイエン

風二准教授，ファシリテーターの加納圭助教，近藤菜

スセンターの永山國昭教授から，英国王立研究所での

穂さん，安藤康伸さんに感謝致します．

「金曜講話」などご自身の経験に基づく事例を紹介し

文

ていただきました．

1)

フォーラムの中心となった対話の時間では，参加者

献
2010 年 12 月 24 日付議決「諮問第 11 号『科学技術に関する
基本政策について』に対する答申」
．

からさまざまな発言がありました（表 1）
．その中で，
梅原千慶（うめはら せんけい）
科学コミュニケーション推進本部科学ネットワーク部調査員
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程修了，博士
（学術）
．博士研究員を経て 2009 年より現職．科学コミュニケー
ションのすべてを包含する複合イベント「サイエンスアゴラ」を
担当する傍ら，最先端科学を題材にしたコミュニケーション実践
方法の体系化を志向する．
連絡先：〒 102-8666 東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ
E-mail: s2umehar@jst.go.jp
注：本稿の内容は筆者の個人的見解に基づき，所属機関を代表す
るものではありません．

多くの方が「顔の見えない相手には話しづらい」と感
じていることが私には印象的でした．この不安感を解
消するには，研究者が気軽に出られる場を種類・機会
とも多く用意し，かつ「自分が必要とされる喜び」と
いった充実感やフィードバックを研究者が感じられる
ように場を企画する，こういった環境面の整備が必要
となりそうです．研究者単独でこれらをクリアできる
場合もあるでしょうが，持続的な営みとするには，研
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高橋 聡1，
石島秋彦1，
大木和夫2，木下賢吾3，鈴木
新村信雄5，
本田真也6，若槻壮市7

誠4，

東北大学多元物質科学研究所，2東北大学大学院理学研究科，3東北大学大学院情報科学研究科，
4
東北大学大学院工学研究科，5茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター，
6
産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門，7高エネルギー加速器研究機構構造生物学研究センター
1

急，家族，大学に電話を入れるも，まったくつながら

はじめに

ない状態．ホテルロビーのテレビにてその惨状を見せ

東日本大震災では，大学や研究機関も大きな被害を

つけられました．幸い，家族，スタッフからメールが

受けました．東北大学では，キャンパスにおける重傷

届き，人的被害はなさそう，とのことなので，翌日，

事故はありませんでしたが，数棟の建物が使用不能に

何とか仙台まで戻ることにしました．

なったほか，小規模の火事も発生しました．筑波地区

帰宅して，家族と会い，まずはほっと一息．しか

においても，ビームラインなどがダメージを受けまし

し，電気，ガス，水道は止まっている状態．ラボに行

た．一方で，同じ地域でも，被害が小さかった研究室

くと，居室，実験室はめちゃめちゃな状態．特に顕微

もありました（建物の 1 階に位置する私の研究室も，

鏡室の防振台は地震の影響でかなり揺さぶられたよう

被害は最小限でした）．

で，顕微鏡室の壁にはその際の衝突の傷跡が多数残っ

本稿では，東北・北関東地区の生物物理研究室の

ていました．装置類を納めるラックも転倒防止を施し

方々に，災害報告をお願いしました．災害時に私たち

ていたにもかかわらず，ひっくり返り，装置類も床に

がなにを感じ，行動したのかを，現場の雰囲気ととも

散在している状態．生化学室も実験机棚にあった部

にお伝えできればと願っています．

品，ビーカー，フラスコ，薬品なども飛び散っていま

本稿の著者と被災地の学会員を代表して，多くの皆

した．居室も本棚の書類，本はすべて飛び出し，プリ

様からお寄せいただいたお見舞いとご支援に，心より

ンター，机などもひっくり返っている状態でした．現

感謝を申し上げます．特に，本学会と学会執行部の皆

時点では幸いにも致命的な装置の破損はなく，物も片

様には，被災地への支援情報をまとめてくださったこ

付き震災前の 90% まで回復しました．ただ，数日間

とや，第 49 回年会の学生参加登録費を免除する支援

の停電により，フリーザーなどに保存していたサンプ

など，数々の対応をいただきました．本当にありがと

ルは残念ながら再度調整のし直しです．

うございました．

装置類はあえて床に固定せず，ある程度動いて衝撃
（東北地区支部長・高橋

聡）

を和らげるほうがいい，という意見もありますが，今
回の防振台の動きぶりを見ると，もしそこに人がいた

3 月 11 日，その後

ら，被害はこんな物ではなかったでしょう．また家庭

3 月 11 日，その日は出張中で愛知県におりました．

では，1 週間程度の保存食，米，水，レトルトなどの

会議中にゆっくりとした揺れを感じ，ネットで地震速

食料品，カセットガスコンロ，魔法瓶の必要性も感じ

報を見てみると…宮城県のエリアが真っ赤に…

ました．3 月ということもあり，お湯のありがたさも

大至

Biophysics Laboratories that Experienced the Higashinihon Earthquake
Satoshi TAKAHASHI1, Akihiko ISHIJIMA1, Kazuo OHKI3, Kengo KINOSHITA3, Makoto SUZUKI4, Nobuo NIIMURA5, Shinya HONDA6
and Soichi WAKATSUKI7
1
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
2
Faculty of Science and Graduate School of Science, Tohoku University
3
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University
4
Graduate School of Engineering, Tohoku University
5
Frontier Research Center for Applied Atomic Sciences, Ibaraki University
6
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
7
Structural Biology Research Center, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
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痛感しました．お米も炊けますし．また，緊急時の水

りますが，助教の城田君とポスドクの笠原君が部屋の

の確保，も重要です．飲料水に限らず，トイレを流す

ドアを押し開けて「大丈夫ですか !?」と来てくれた

のにも必要となります．備えあれば憂いなし，天災は

ことは鮮明に覚えています．

忘れた頃にやってくる，という言葉が身にしみる経験

今回の地震の結果，本棚が壊れたり，水漏れで床が

でした．震度 4 くらいは…津波っていっても数 10 セ

水浸しになったり，プリンターと FAX が壊れたりし

ンチでしょ，と阪神大震災を経験している割には，

ましたが，ラボ全体としては無傷に近い状態だと思っ

まったくその教訓が生かされていないなあ…と改めて

ています．建物も無事ですし，1 階にあったサーバ群

反省している状態です．

もディスクが一部壊れたぐらいで実害は軽微です．
（石島秋彦）

その後しばらくは，夢の中にいるような感じで現実
味もなく，ゆっくりとときがすぎていきました．そん

震災からの早期復旧と正常化

なときに，産総研の福西さんから「被害状況を教えて

今回の震災では生物物理関係の方々から多くのお見

ほしい」というメールが来ました．最初は気が乗らず

舞いの言葉と支援の申し出をしていただき，有難う御

適当な返事しかできませんでしたが，ちょっと時間を

座いました．津波の被害を受けた地域は想像を絶する

おいてみると，比較的被害の少ない人が状況の調査を

壊滅的な状態ですが，場所により被災状況が大きく異

する必要がある気がしてきました．その後は，研究科

なるのは今回の大震災の特徴だと思います．私の研究

内で生命系のラボや医学部，薬学部，加齢研など思い

室は 2002 年に新築されていた建物の 5 階でしたので，

つくままに状況を聞いて取りまとめるというようなこ

研究室員の人的な負傷も含めて建物と内部の実験機器

とをしていました．今思い起こすと福西さんのこの

にはほとんど被害がありませんでした．しかし，この

メールが，震災から復興モードへと気分の切り替える

同じ建物でも 8 階以上では実験装置，本などが散乱す

きっかけになったと思い感謝しています．その他にも

る被害を受けています．研究室の実験装置は使用でき

多くの方から物質面・精神面でのご支援をいただきま

る状況にあり，ライフラインが復旧した現在では，大

した．紙面の都合ですべての方の名前をあげて感謝す

学院，学部の授業，セミナーなども実施しており，研

る事はできませんが，おかげさまで順調に復興しつつ

究も再開しています．物理学専攻でも茨城県地区の大

あります．まだ道半ばですが，最終的には震災前と比

型施設を使用する研究の再開は容易ではないようで

べて 120% の研究活動状態にもっていけるように頑張

す．原子力発電所の事故もあり，海外からは日本は研

りたいと思います．

究・教育ができる状況にはないと思われていますの

（木下賢吾）

で，その懸念を払拭するためにも被害の少なかった私

青葉山の材料系研究室から

の研究室は教育と研究を順次に再開し，早期の正常化
に努めています．

3 月 11 日の東日本大震災によって，私の研究活動
（大木和夫）

の拠点だった本館建物は，電気・水道・ガスはもちろ
ん，主柱の亀裂により居住機能そのものが損なわれ，

そのとき青葉山の上で

全員退去となりました．エレベータも動かないため大

あの日は 14:30 まで別の場所での会議に出席して，

型装置の搬出もできず，かろうじて教職員のマンパ

14:40 頃に自室に戻りました．15:00 からの学生との進

ワーだけで別棟の小さめの研究室に必要最小限の実験

路面談を前にお茶を飲んでいると緊急地震速報が鳴り

機器や PC などを移しました．居室は，幸い近くの建

ました．「宮城県震度 4」という大きなアナウンスに

物に移ることができたので，新たな卒研生を 1 ヵ月遅

「震度 4 ね」というぐらいの軽い気持ちでそのときを

れで受け入れたところです．研究環境の悪化で途方に

迎えました．最初はゆらゆらと，そして徐々に強くな

暮れていたときに，近くの研究室から実験スペースの

る揺れ．最後は椅子に座っているのも困難な揺れにな

提供をいただいたり，大学共同利用のスペースを使え

りました．あまりの強い揺れに慌てて机の下に潜り込

ることになったり感謝の日々です．まだ万全には遠い

みました．激しく揺れ続ける中，阪神淡路大震災の記

状況ですが主要測定系（高分解誘電分光測定システ

憶が頭をよぎり，ぼんやりとダメかもしれないと思い

ム）の立ち上げや，タンパク質（筋肉のミオシン S1）

ました．その後，いったん収まったかと思ったらさら

を精製できるようになりました．

に強い揺れという状態を経て，永遠とも思える 3 分間

さて，復興にかかわる作業の過程で，いくつか問題

が終わりました．その後の記憶はあいまいな部分もあ

に直面しています．1 つ目は，立ち入り禁止判定の建
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物では，多くの大型装置の破損状況を確認すること

世界の中性子研究施設から暖かい援助のメッセージが

も，業者に修理の見積もり依頼もできません．にもか

次々と届き，今年度 J-PARC で予定されていたいくつ

かわらず，補正予算への要求では見積書が必須とのこ

かの実験はそれら国外の中性子施設で実施される便宜

と，このままでは多くの装置の復旧の要求もできませ

が計られました．これまで海外で築き上げられた先輩

ん．復興では装置修理だけでなく，せまいスペースを

諸氏の信頼が若い研究者等への便宜という形で受け継

実験できる状態にするため改造や電力増設などの費用

がれたと感謝しております．

が必要で，その資金は通常の研究費からだすことは

われわれの研究室もたとえば各人のオフィスのほと

難しく，四苦八苦の毎日です．2 つ目，幸いにも稼働

んどの図書類は書棚から床に放り出され足の踏み場も

状 態 に で き た 大 型 装 置（た と え ば 600 MHz 高 分 解

ないくらいであったり，化学実験室の実験機器の破損

NMR）の部屋に，本館からの強磁場装置を移転する

も相当であったりなどで詳細は省きますが，規模は東

方向で話が進み，高分解 NMR の性能を失う懸念など，

北大学などに比べたら小さいかもしれませんが，かな

悩ましい問題がありました．なんとかほかの移転先が

りありましたこともコメントしておきます．

あったのでよかったのですが，その研究室は実験を開

（新村信雄）

始できるめどがいまだに立っていません．大学は教育

産総研つくばセンター

機関としての使命が第一なため，研究と教育の環境の
整備作業はまだまだ続きそうです．

幸い人的被害はありませんでしたが，茨城県南部に
（鈴木

誠）

位置する産総研つくばセンターにおいても機器や施設
に大きな被害を受けました．私は研究所全体の被災状

J-PARC の被災と復旧

況を総括できる立場にありませんので，一研究室の責
任者の目線で自身の経験を記します．

私の所属する茨城大学フロンティア応用原子科学研

震災当日，私は霞ヶ関の経産省にいました．高層ビ

究センターは東海村の大強度陽子加速器施設（J-PARC）
のある日本原子力研究開発機構の隣にあり，茨城県か

ルのため長周期で大きく揺れましたが，机や棚が転倒

ら委託されて J-PARC に 2 台の中性子回折装置を運転

するほどではありませんでした．帰宅困難者となり仮

維持管理しております．J-PARC には世界最強のパル

眠泊を強いられましたが，電気と電波網は断たれな

ス中性子源があり，これを利用したタンパク質の水素

かったので省内で地震の状況をつぶさに知ることもで

原子を観測する茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）

きました．一方でつくばとの連絡はまったく叶いませ

が 3 年前に稼働始めたばかりです．J-PARC は太平洋

んでした．そのため部下の安否確認や避難誘導などの

沿岸海岸線に沿って建設された日本有数の大型施設

責務を果たすことはできませんでした．本震（三陸

で，陽子線形加速器，3 GeV シンクロトロン，中性子

沖，14:46，Mw9.0）で屋外避難した室員が，自主的

施設，50 GeV シンクロトロンなどの複合施設です．

に 再 入 室 し た 際 に 余 震（茨 城 県 沖，15:15，Mw7.7）

陽子線形加速器は重さがトンクラスの加速管・磁石な

に遭っていたことを後日談で知りました．結果的に無

どが mm 以下の精度で 300 m に及んでアライメントさ

事であったからよかったのですが，不在の責任を感じ

れ建設されております．海岸防砂堤により津波の被害

ました．非常時の判断に現場の責任者の役割は大きい

は免れましたが，震度 6 弱の地震による被害は甚大で

と思います．

した．被害の詳細は J-PARC ホームページなどに載っ

入構禁止が解除された翌週の研究室は無惨な状況で

ておりますが，精密科学の粋を集めた大型研究施設の

した．もう実験は当分無理だと感じました．しかし，

被害現場を見たときは復旧可能なのだろうかとの大き

室員の懸命の努力で，転落した装置や什器の復元，浸

な不安が頭を過ったのを今でも覚えております．それ

水した物品や飛散したガラスの清掃などに関しては思

ぞれの設備の被災程度は千差万別で，陽子線形加速器

いのほか速やかに完了しました．対照的に私は，漏水

の被害が最大であったようです．iBIX は軽症の部類

漏ガス確認，被害状況の記録と報告，危険薬品や組換

だったかもしれません．その後，J-PARC 関係者等は

え生物などの法令関連対応，自宅実家を含む連絡網の

復旧に向けて精力的に働き，今年 12 月からビーム調

再構築など，火急の管理業務で連日忙殺されました．

整運転開始，年度内に 2 サイクル以上の共用運転の確

それゆえ，年度末決算処理や報告書作成などの平時の

保という超スピードの復旧目標を公開しました．その

業務も事も無げに発注されてくることに不条理を感じ

ための努力を高く評価し，目標が達成されることを強

ていました．研究インフラは，電気，上水，トイレ，

く期待いたします．J-PARC 被災のニュースを聞いた

都市ガス，高圧ガスの順で復旧しましたが，本稿執筆
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時点（5 月末）で研究排水が未完です．このため洗い

中の結晶化プレートはどれも無事で，その中から新し

物がまだ流しでできません．現場にとって大きかった

い結晶も見いだされています．大地震の揺れとその後

のは，震災直後の長期停電と節電策として指示された

の停電による温度変化が幸いしたのかもしれません．

フリーザーの停止に伴う研究試料の劣化です．現在，

このような状況のなかで 7 月までの共同利用実験は

予算縮小，電力半減，研究排水不可と共に研究再開を

いったんすべてキャンセルし，電力需給の一部復旧と

阻む障害の 1 つになっています．

と も に 鋭 意 復 旧 作 業 を 進 め，5 月 中 旬 か ら ま ず は

地震がもたらした緊迫の国内問題に対して，学術研

PF2.5GeV リングに電子ビームを蓄積し少しずつビー

究が直ちに解決できることは限られていると思いま

ムラインに X 線を通す作業をしております．7 月 7 日

す．ゆえに，国策としての優先度は当分低下せざるを

までは試験運転としてユーザーの方々のご協力を得な

得ないでしょう．しかし，その信頼が失われることは

がらビームラインでテストを行い，秋以降の共同利用

ないと信じ，4 月に入学した若い人たちと一緒に未来

再開に向けて準備を進めています．一方，PF の復旧

を議論していきたいと考えています．

期間中 SPring-8 や国内外の多くの放射光施設から PF
（本田真也）

ユーザーのためのビームタイムのオファーをいただ
き，150 件以上のユーザー実験が行われることになり

つくば高エネ機構フォトンファクトリーの被災と復旧

ました．震災により大学共同利用，構造生物研究は

大震災の起こったときはターゲットタンパク研究プ

いったん減速しましたが，逆に多くのことを学ぶこと

ログラムの公開シンポジウムの最中で，東大安田講堂

もでき今後の発展にむけて新たな出発をめざしたいと

から全員外へ出るのに数分かかったかと思います．1

思っているところです．

時間ほど外で待った後公開シンポは中止となり，帰宅

（若槻壮市）

困難者として秋葉原駅近くで一夜を過ごすことになり
ました．携帯電話がつながらず，つくばの放射光施設

高橋 聡（たかはし さとし）
東北大学多元物質科学研究所教授
E-mail: st@tagen.tohoku.ac.jp
石島秋彦（いしじま あきひこ）
東北大学多元物質科学研究所教授
E-mail: ishijima@tagen.tohoku.ac.jp
大木和夫（おおき かずお）
東北大学大学院理学研究科教授
E-mail: ohki@bio.phys.tohoku.ac.jp
木下賢吾（きのした けんご）
東北大学大学院情報科学研究科教授
E-mail: kengo@ecei.tohoku.ac.jp
鈴木 誠（すずき まこと）
東北大学大学院工学研究科教授
E-mail: msuzuki@material.tohoku.ac.jp
新村信雄（にいむら のぶお）
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教授
E-mil: niimura@mx.ibaraki.ac.jp
本田真也（ほんだ しんや）
産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門研究グループ長
E-mail: s.honda@aist.go.jp
若槻壮市（わかつき そういち）
高エネルギー加速器研究機構構造生物学研究センター長
E-mail: soichi.wakatsuki@kek.jp

がどうなっているかさえもわからず不安な一夜を過ご
し翌朝 6 時間かけてつくばに戻ってみると高エネ機構
全体が停電で，加速器のマグネットの落下，放射光リ
ングの半分が大気曝露，ビームライン機器，道具箱，
棚なども多数転倒という状況でした．3 月 11 日午前
に 2010 年度ビームタイムを終えたばかりで幸い負傷
者は出ませんでしたが，停電，断水が続き，復旧作業
をしばらく始められませんでした．大震災で破壊され
た高電圧ガイシの修理後も機構全体で 2 MW という
自主規制を行っていたため，電灯，暖房のない中で，
まずは懐中電灯による目視で被災状況の確認から始め
ました．構造生物実験棟のほうも停電のためフリー
ザーの温度が上昇し生物試料のかなりの部分に損害が
出ました．恒温室の棚に縦に積んだ結晶化プレートは
すべて落下し，結晶，結晶化ドロップはすべて失われ
てしまいました．結晶化ロボットのほうにも多々ずれ
が生じましたが，附置されているインキュベーターの

談
話
室
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支 部 だより
2011 年中国四国支部大会を終えて

奈良敏文
松山大学薬学部

質疑応答のようす

にいたるまで，演者にとっても聞き手にとっても有意
義な討論が活発にされました．
1. はじめに

そんな中，初参加の沈健仁先生（岡山大院自然科

中国四国支部は，平成 20 年（2008 年）5 月に高知

学）は，光合成 PSII の結晶構造（解像度 1.9 Å，Nature

大学で第 1 回支部大会を開催して以来，徳島年会開催

2011 年）を報告されました．今や 20 サブユニットか

による休止を 1 年はさみ，昨年は松山大学で第 2 回を，

らなる複合体の構造まで解けるのか，単純な化学結合

そして本年は第 3 回支部大会が広島大学にて楯真一先

も活性中心では歪んでいるのか等々，興味津々聴きま

生（広島大院理）のお世話のもと開催されました．会

した．

期は 5 月 14 日（土）
，15 日（日）の 2 日間，爽やかな

また，津田基之先生（徳島文理大薬）は自身の口演

青空のもと，緑豊かな東広島キャンパスの学士会館

で，特定領域研究の最後であり，科学研究から身を引

に，総勢 61 名の参加となりました．

いて淡路島で陶芸をすると前置きの後，ホヤ視覚サイ
クルの発表をされました．本当に研究をおやめになる

2. 第 3 回中国四国支部大会

のでしょうか？

ホームページでの案内や講演要旨のとりまとめな

来年以降の支部大会にもぜひ参加し

てほしいと思いました．

ど，開催前からスマートさを感じる支部大会です．会

その他，加茂直樹先生（松山大薬）の口演に桐野豊

場として用意された学士会館 2F のレセプションホー

先生（徳島文理大香川薬）が突っ込み入れて会場の空

ルにはグランドピアノも配され，つかの間のリサイタ

気は和らぎ…等々，大先生方が楽しく学問する姿に触

ルなどもできそうです．

れたことは，若手にとっても喜びとなり励みになった

さて今回の発表は，香川（香川大医，徳島文理大香

ことでしょう．

川薬）
，徳島（徳島大院ヘルスバイオ，院ソシオテク

定刻を 30 分ほど押してプログラムは終了，キャン

ノサイエンス，疾患ゲノム研，院薬，徳島文理大薬）
，

パス外の料亭にマイクロバスで移動しての懇親会で

愛媛（愛媛大無細胞センター，院理工，松山大薬）
，

す．津田基之先生が「オーラルで討論できるとてもよ

山口（山口大農）
，広島（広島大院理，QuLiS，放射

い場だ」と仰有れば，支部長の桐野豊先生が「年会と

光），岡山（岡山大院自然科学，川崎医大），そして予

は違った雰囲気に育てましょう」とお言葉．支部大会

想外の京都（京都大生命科学，院エネルギー）から，

始まって以来初の座敷での懇親会は，会員間にほのぼ

合計 31 演題が集まりました．持ち時間は昨年と同じ

のとした空間を作り上げていました．

12 分＋ 3 分，日本語での口頭発表です．シミュレー

2 日目も討論は朝から活発に進み，最後に全員参加

ションの発表が幾分増えたように感じましたが，例に

のもと総会を行いました．会計報告のあと，桐野豊支

よって分野は多種多様．3 回目の支部大会となりお互

部長から繰越金を有効に使いたい旨の提案がありまし

いの「顔」も見え出したことも手伝って，専門外の内

た．若手が元気を出して頑張れる材料に使えるとよい

容でも聴きやすく感じます．今回も香川弘昭先生（岡

ので，月並みですが奨励賞などに充てるのも方法で

山大理）を筆頭に，本質に鋭く迫る質問から，知見や

しょうか．また運営委からの話題として，副会長の伊

考え方を知ろうという質問，また今後の展開への助言

藤悦朗先生（徳島文理大香川薬）から学会誌電子化へ
の動きが紹介されました．紙媒体がなくなることへ不
安の声もありましたが，電子化はやむを得ないという

E-mail: tnara@cc.matsuyama-u.ac.jp
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意見が多数でした．Nature などのサービスにあるよう
に，目次のメール配信を併せてしてもらえると有り難
いと思いました．
3. おわりに
会期を通じて中堅・若手から多くあがった健全な
討論を聞くと，この支部大会がラボのようにまとま
る可能性や先々の楽しみを感じ，このまま続いてほ
しいと思いました．一方，中国四国と一括りにされ
る支部ですが，よく見れば海をも挟む広範な地域．
今回，四国地区からの参加者が減ったことを考える
と，開催地の選択は支部大会の活動を左右しかねな
い重要な問題かも知れないと感じました．来年は，

懇親会にて．楯先生（向かって右端），お世話になりました．

右田たい子先生（山口大農）のお世話で山口開催．多
くの皆さんとまた楽しく交流できますことを期待し
よび学生の皆様，会場も運営も気持ちよく，快適に過

たいです．

ごすことができました．この場を借りて御礼申し上げ

最後になりましたが，第 3 回支部大会をお世話くだ

ます．

さいました楯真一先生を中心とした広島大学の先生お

2 日間の支部会を終えて．参加者の集合写真．
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若 手 の 声
東日本大震災を研究室で被災して

高井英輔
筑波大学数理物質科学研究科白木研究室
修士 2 年
被災直後の研究室

保つ必要性から非常に高額な被害になった．さらに被
害額は小さいが，ガラス器具の落下・破損や試薬・廃

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分
突然研究室中のものがカタカタと鳴り，数秒後にそ

液の漏出，棚やガスボンベの転倒といったものは被災

れは周期約 1 秒の大きな揺れになった．棚から本がバ

時に研究員に直接被害を与え，避難を妨げる可能性か

サバサと落ち，ガラス器具は落下し粉々に割れた．そ

ら軽視できない被害である．その点，今回人的被害が

の時間は実際には 1，2 分だっただろうが，5 分から

なかったのはただ運がよかったとしかいえない．

10 分も続いたように感じた．まもなく停電し，研究

筑波大学がある茨城県南部の震度は 6 弱で，震源に

室は一瞬静まり返った．その後も第二・第三の揺れが

近い仙台市では 6 強あった．発生が想定される東南海

到来し，被害はさらに拡大した．

地震では最高震度 7 である．本研究室のように対策を
怠れば，甚大な人的被害が出てしまうかもしれない．

筆者は所属する筑波大学の研究室で，M 9.0 死者・
行方不明者数 2 万 5 千人の東日本大震災を被災した．

次項では，今回の被災から得た教訓をもとに，研究室

日ごろ大地震の対策など一切想定していなかったの

での地震対策について考えてみたい．

で，研究室内はめちゃくちゃになってしまった．本記
研究室の地震対策

事では，東日本大震災を研究室で被災した経験やそこ
から考えた対策を紹介したい．そして，大学などで研

今回の大震災の経験から想定される研究室で実施可

究に従事されている読者のみなさんに，今後発生が想

能な地震対策を表 2 にまとめた．最も強調しておき

定されている東南海地震などでの震災が対岸の火事で

たい対策は避難訓練である．被災当時，筆者は避難す

はないことを感じていただければと思う．

ることなど念頭になく，友人と野次馬気分で被害見物
のために構内を歩きまわっていた．建物の耐震性が十
分で火事の発生もなかったことから，二次被害にあう

研究室の被害状況
今回の大震災による研究室のおもな被害を表 1 に

ことはなかったが，本記事を執筆している今，もしも

まとめた．幸いにも筑波大学全体でも人的被害は出

のことを想像するとぞっとする．避難訓練は簡単でか

ず，筆者の研究室も怪我などを含めた人的な被害はな

つ非常に有効な地震対策だと思う．しかし，実施して

かった．被害はすべて物損であった．被害額として最

いる大学は本震災以前ほとんど聞いたことがない．筑

も大きかったのは，要冷蔵・冷凍の試薬類（特にタン

波大学はこれを契機に入学時に行うようになったが，

パク質）の十数万円だった．1 週間ほど続いた停電で
冷蔵庫が稼働しなかったことが原因であった．本研究

表1

室が保有する測定装置・機器類は重心が低く，高重量

研究室内のおもな被害

・棚の転倒，本やガラス器具などの落下・破損
・冷凍・冷蔵の試薬被害
・ガスボンベ・スタンド・PC ディスプレイの転倒
・試薬瓶の落下・転倒・衝突による内容物の漏出
・廃液タンク転倒・漏出
・装置の破損および停電による電源喪失

のため大きな被害はなかったが，別の施設にある大型
の加速器や電子顕微鏡などは高身長でかつ常時真空を
E-mail: t.eisuke201@gmail.com
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研究室のおもな地震対策

・避難訓練
・避難通路の確保
・懐中電灯，ラジオ，救急箱の準備
・棚の転倒防止
・棚内の試薬瓶同士の仕切り
・収納扉のストッパー
・緊急地震速報の活用

被災直後のコンビニと数時間後の陳列棚

ぜひ各研究室でも避難場所・経路を確認し，非常時に
的確な行動ができるようにしていただきたい．
物損被害を軽減するには「棚の転倒防止」「棚内の

してしまう．本震災での筆者の状況はまさに理由①に

試薬瓶同士の仕切り」が有効だろう．硫酸や塩酸・有

当てはまる．小学生のころにテレビで見た阪神・淡路

機溶媒といった試薬は使用頻度の高く使用量も多いの

大震災は昔の出来事になり，危機自体をまったく想定

で，つい実験台に置いていたり，試薬棚に近接した状

していなかった．そのため，ほんの少しの意識・行動

態で収納したりしてしまう．瓶入りの試薬は揺れで容

で被害を少なくすることができるにもかかわらず，そ

易に転倒や衝突してしまうので，収納棚を緩衝材で仕

れを怠り，被害を大きくしてしまった．本記事の読者

切るといった措置が有効だ．劇薬の漏出は被災時だけ

のみなさんにある可能性は理由②だ．危険性は認識し

でなく，避難時や復旧時にも厄介なことになる．試薬

つつも，つい訓練や管理を怠ってしまうという可能性

類の取扱いや収納は一度確認してほしい．

がある．理由③は危機対応の誤りであり，これについ
ては専門書を参考にしていただきたい．

さらに，可能ならばぜひ実施してほしいのが「緊急
地震速報の活用」である．地震の発生が予想される地

地震や火事などの危機への対策・対応を誤ることは

域に対してテレビや携帯電話で注意を喚起するシステ

取り返しのつかない重大な結果を招いてしまう．ボス

ムである．余震のたびにアラームが鳴り正直うんざり

トン大学のロバート・M・ショック教授がアメリカ同

させられるが，筆者は本震時にそれを活用できなかっ

時多発テロ事件の際に危機管理の重要性を表現した言

た．研究活動中でテレビや携帯電話に流れた警報に気

葉に「歴史は未来の青写真であり，過去の出来事は未

付かなかったからだ．研究室用に警報システムと連動

来の鍵である．私たちはそれを知る必要がある．
」と

したベルを設備し，被災時に有効な対応ができるよう

いうのがある．過去の出来事から潜在的なリスクを分

にしておけばなおよいだろう．

析・認識し，十分に対策を講じることは絶対に必要だ．
研究室以外にも目を向けると，揺れによる直接の被
害は小さく津波被害もなかったが，事態の大きさを

危機管理

知った学生らが被災直後にコンビニに殺到し，あっと

今回私たちが経験した大震災はまさに危機であり，
地震対策は危機管理にあたる．一般的に危機管理は行

いう間に商品がなくなってしまった（写真）．その後，

政や企業など大きな組織が行うものと考えがちだ．し

3 日間電車・バスが完全運休し

かし，読者のみなさんの研究室も大学・研究所という

つくば市では，1 週間水道が止まり，1 ヵ月間食料不

組織に所属しており，危機管理の意識は必要だろう．

足・ガソリン不足が続いた．このように筆者は，研究

ここで一度危機管理について考えてみたい．

はもとより生活すら危うかった．研究室における備え

陸の孤島

に戻った

だけでなく，防災バックの準備など一般的な地震対策

防災・危機管理の専門書「災害危機管理論入門（弘

も同様に行うことが必要だ．

文堂，吉井博明・田中淳）
」によると，危機管理が失
敗する理由は 3 つあるという．理由①危機そのものが

論文がアクセプトされたとか，新しくできたラーメ

想定外であり，危機管理を想定していない．理由②危

ン屋のチャーシューがうまいとかいう平凡な幸せが，

機を想定していても実用的な対応計画づくりや訓練・

ある瞬間に足元からぐらぐらと崩れてしまう．そんな

演習をしていない．理由③危機に対して経験則で対応

「非日常」を真剣に想像することも必要かもしれない．
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で明け暮れる毎日ですが，住めば都です．LMB は大
学の建物が集まる中心部から少し離れた病院の敷地内
にあって，毎日自転車で通勤しています．周辺は住宅

海 外 だより

街でほとんどお店がなく，同僚と飲みに行くにも自転

イギリス，Cambridge

の行事があるようです（黒いガウンを着て食事をする

車で移動します．院生はカレッジにも属すので，大学
のはケンブリッジやオックスフォードならではなので
しょう）．

浅野由香子

LMB は 4 つ の 部 門，Cell Biology，Neurobiology，Pro-

MRC Laboratory of Molecular Biology
Christien Merrifield lab

tein & Nucleic Acid Chemistry，Structural Studies に分かれ
ていますが，実験室は多少混在しています．各研究室
は少人数で，多くても 10 人ほどしかいません．毎年
10 月にある研究所全体のトーク週間では，学生から
PI までが 15 分ほどずつ話し，まるで学会のような緊

縁あって，今はケンブリッジの MRC Laboratory of

張感で聴き応えがありますし，他の部門の研究を知る

Molecular Biology の Christien Merrifield 博士の下で研究

のに手頃です．LMB は特に構造解析の環境が整って

を続けています．

いて，さかんに研究が進められています．一昨年には
Venki Ramakrishnan 博 士 が リ ボ ソ ー ム の 構 造 解 析 で

イギリスに来た初めの頃

ノーベル化学賞を受賞しました．受賞のニュースはそ

ケ ン ブ リ ッ ジ に 来 る 前 に は University College of

の日のお昼頃までには研究所中に広まり，夕方には食

London に付属する研究所で 4 年間過ごしました．ロ

堂でシャンペンを開けてお祝いをしたのでした．珍し

ンドンに来たばかりの頃は，英語がまったくわから

いことで私はお祭り気分でしたが，「いずれは自分の

ず，毎日それだけで疲れ切っていました．
「ピンセッ

番がくる」という思いを秘めて実験の手を緩めない人

ト」だの「引き出し」だのという身近な単語に苦労し

も少なくなかったのかもしれません．

ては同僚に笑われていましたし，話が通じないことで

食堂は最上階にあって，大きな空とフィールドの眺

頻繁に落ち込んでいました．日本の元上司の「3 ヵ月

めを楽しめる集いの場所で，朝夕のお茶とランチの時

もすれば，『英語がわからない』という状況に慣れる

間にはほぼ満席になります．LMB ではシニアの研究

よ」という励まし（？）のお言葉通り，ようやく周り

者がリタイア後も研究を続けていて，食堂で彼らから

が見えてきたのは夏になる頃だったかと思います．そ

時折研究所の昔話を聞けるのは思いがけないことでし

れまでは自分のことで精一杯だったのですが，苦労し

た．来年には，同じ敷地内にある現在建設中の建物に

ているのは私だけではありませんでした．私が口を開

移動することが決まっていますが，その食堂も最上階

く前から相手が眉間に皺を寄せて構えているのを見る
と挫けますが，それは単なる不快の表情ではなく，こ
ちらを理解しようという努力の現われだったようで
す．しばらくして互いの話し方の癖がわかるようにな
ると，コミュニケーションが徐々に楽になったのでし
た．今でも初対面の人と話すのは特に試練のときで
す．ロンドンは賑やかで，休む暇のない刺激的な場所
でした．通勤さえも観光気分である一方で，自分が外
国人だということを忘れて，日々の生活自体を存分に
楽しみました．
研究所（LMB）
ケンブリッジの静けさもなかなかよいもので，仕事
LMB の食堂からの眺め
E-mail: yasano@mrc-lmb.cam.ac.uk
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にあることから，いかに今の食堂の位置が気に入られ
ているかがわかります．
Merrifield 研究室は Cell Biology 部門に属し，おもに
エバネッセント顕微鏡を用いてエンドサイトーシスを
研究しています．私の研究は少し外れていて，同じ顕
微鏡を使って，細胞骨格を中心とした細胞の運動を調
べています．細胞が動くということはどういうことな
のか，複数のタンパク質の機能がどう統率されて動く
ということになるのか，という問題にアプローチすべ
く，GFP/RFP 融合タンパク質を細胞内で発現させて，
局在とそのタイミングを細胞の動きを指標に調べると
いう方法を取っています．以前はショウジョウバエの
培養細胞を用い，今は細胞性粘菌を使っています．ど

Merrifield lab

ちらの系も培養が簡便で常温で扱えることなどから気
に入っています．特にショウジョウバエの培養細胞は
形態が異なる多くの細胞株が確立されていて，各株の

で，もちろん実際のサンプルで最先端の顕微鏡を使っ

違いは興味深く，いずれまた使ってみたいものです．

てみることもできましたし，光源や CCD カメラにつ

研究所の設備は充実していて，共焦点顕微鏡や電子

いても学びました．そして，講義や実習の合間に海を

顕微鏡も使いますが，専門の人が管理してくれるので

眺められるのは，下田や三崎の臨海実験所と同様で，

とても助かります．それに実験器具や基本的な溶液や

滞在を快適なものにしていました．

培地などのサポートもしっかりしていますし，また，
国外へ出るということ

金属加工や電気機器類の修理などはワークショップの

さまざまなバックグラウンドの人たちと接すること

人たちに頼めるので便利です．

で，随分と自分の思い込みから解放された気がしてい
ます．しかし，改めて国内外で何が違うのかと考える

Plymouth の顕微鏡実習など
イギリスでは，国内各地で気楽に参加できる小規模

と，指摘するのは難しいものがあります．やっている

のミーティング（参加者は 100 人前後か）が開催され

ことはあまり違わないのですが，なぜか時間に余裕が

ており，アクチン，膜のダイナミクス，Multi-photon

あるようです．気のせいかもしれません．

顕微鏡や「Physics of Living Matter」といった会に参加

昨今は海外の日本人研究者は珍しくないのでしょう

しました．そして，アクチンのミーティングでは口頭

けれど，それでもマイノリティーであることには変わ

発表の機会に恵まれました．

りなく，人はまず「日本人」と捉えるのだと思います．

また，Plymouth の臨海実験所（Hodgkin と Huxley が

日本人であることをこれほど意識させられ，日本のこ

イカの神経で生理学実験を行った研究所）で毎年行わ

とを考えさせられるとは，来る前には思いもつきませ

れる EMBO 主催の顕微鏡実習には，助手として（実

んでした．日本の代表と見られてしまうのは困ります

際には教わる側で）参加しました．生物と物理の学

が，個人ではおさまらないのが海外に出るということ

生，ポスドクを対象とした 10 日間の実習と講義で，

なのでしょう．

どちらの学生も興味がもてるようにバランスよく構成
されていました．実習で，簡単な顕微鏡を解体して仕

こちらの季節はとても穏やかに移り変わります．夏

組みを理解させるのはよい案だと思いましたし，レー

は本当に暑い日はあるかないか程度で過ごしやすく，

ザー顕微鏡についても，作業ボードにレンズやレー

8 時を過ぎても明るいので，つい帰るのが遅くなりが

ザーを並べて再構成する課題に感心しました．入れ替

ちです．一方で，冬は 4 時頃には暗くなるので早々に

わりで来る講師陣の数は生徒とほぼ同数で，顕微鏡の

仕事を終えた気分になるものです．

会社の人も大勢参加して，丁寧に指導していましたの
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用
語
解
説

概日リズム
Circadian rhythm
多くの生物の体内に備わる約 24 時間の周期をも
つ自律的な生体リズム．この 概ね 24 時間の生
体リズムを外界の昼夜変化に合わせるため，光な

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

どの刺激により時刻を認識することが重要になる．
（187 ページ）
（山下）
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タンパク質計算科学
神谷成敏，肥後順一，福西快文，中村春木［著］
共立出版，2009 年，B5 判，251 ページ，5,040 円（税込）．
本書は，タンパク質の分子シミュレーション技法
自由エネルギー計算法（6 章）
，薬物スクリーニング
を，初歩から，かなり最先端までコンパクトにまと （7 章）とたいへん欲張りです．さらにカラーの図と
めた教科書です．私は本書が出版されたと聞くと， いくつかの演習を行うためソフトを納めた CD-ROM
即座に 5 冊購入し，いま研究室の学生に読むように
が付いています．タンパク質のシミュレーション研
薦めています．
究のだいたいの範囲がカバーされているので，分野
近年，生物物理分野の理論の本というと，多くが
を概観するのに最適です．また，各著者が取り組ん
バイオインフォマティクス関連のものです．本書は
でいる最先端の研究技法・内容を相当盛り込んでい
それらと一線を画したもので，構造に基づく物理化
ます．ただ 250 頁足らずの中にこれだけ入っていま
学の視点からタンパク質の計算手法を解説していま
すから，個々の内容が詳細に書いてあるわけではあ
す． 現 在 出 版 さ れ て い る 邦 書 で は， 類 似 の 本 は
りません．数式レベルできちんとわかりたい人は本
ちょっと見当たらないでしょう．生体分子シミュ
書から参考文献（文献リストは充実しています）な
レーションを研究するときの最初に読むべき（実際
どへ進む必要があります．
的にはほとんど 唯一の ）邦書として，間違いな
価格は，率直にいって，250 頁の本としては少し
く貴重な本です．
高いと感じます．昼食代をけちっている学生さん
内容は，タンパク質と低分子化合物の基礎（2 章）
， に，自分で買って読みなさい，というには躊躇しま
タンパク質などの電子状態論と電気物性（3 章）
，分
した（それで研究室で 5 冊購入しました！）
．
子動力学計算技法（4 章），モデリング技法（5 章）
，
（京大・理 高田彰二）
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ホーミングエンドヌクレアーゼ I-Tsp061I
Homing Endonuclease I-Tsp061I
遺伝子を分断する塩基配列はひとまとめにして
イントロンとよばれるが，イントロンはその特徴
によっていろいろな種類に分類される．イントロ
ンそれ自身がエンドヌクレアーゼをコードしてい
る場合は，このエンドヌクレアーゼを使ってイン
トロンが動くらしい．
「動く」といってもエンド
ヌクレアーゼの認識配列が長くて厳密なため，ほ
とんどの場合はイントロンが存在しない相同遺伝
子の相同部位に挿入されるだけである．このエン
ドヌクレアーゼが，切り出されたイントロンを自
分の家（に非常に似た場所）に返すように見える
ことから，ホーミングエンドヌクレアーゼと命名
されている．ホーミングの実際の反応は複雑で，
ホーミングエンドヌクレアーゼが相同部位を切断
してから，DNA2 重鎖損傷修復の機構がイントロ
ンのある遺伝子を鋳型に切断部位を修復すること
で，イントロンが挿入されるらしい．いったいこ
のイントロンは何をしているのか不思議である．
ここに示すのは，超高熱環境で生育する古細
菌がもつホーミングエンドヌクレアーゼの 1 つ
I-Tsp061I の立体構造である．絵の中央上部にある
末端が N 末端，左側と右側が別々のドメインに
な っ て い る．N 末 端 側 か ら 2 次 構 造 が 
の順番に現れるホーミングエンドヌクレアーゼ
の典型的な立体構造である．タンパク質の下側
で，DNA と相互作用し切断する．I-Tsp061I は，摂
氏 99 度を超えても立体構造を維持することが知
られている．立体構造解析の結果，静電相互作用
ネットワークの存在が安定性に重要であることが
わかってきた．共通祖先由来のさまざまなホー
ミングエンドヌクレアーゼの構造を比較すると，

I-Tsp061I は静電的相互作用の網がはられていると
ころに特徴が見いだされる．ネットワークを破壊
する変異を導入すると，熱安定性が下がってしま
う．ところが，同程度に熱安定な I-DmoI ホーミン
グエンドヌクレアーゼには，顕著な静電的相互作
用ネットワークはない．I-DmoI の場合は，表面の
疎水性が他の相同タンパク質と比較すると低く，
このことが熱安定性を生み出しているようすであ
る．I-Tsp061I の表面は，熱安定ではないホーミン
グエンドヌクレアーゼと同程度に疎水的である．
どうやらいろいろな方法でホーミングエンドヌク
レアーゼの熱安定性が達成されているようである
（PDB1) ID: 2dch2)）
．
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Nakayama, H. et al. (2007) J. Mol. Biol. 365,
362-378.
(J. K.)

