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ばくてりやの足、　／　ばくてりやの口、　／　

ばくてりやの耳、　／　ばくてりやの鼻、　／　

ばくてりやがおよいでゐる。

萩原朔太郎の第一詩集『月に吠える』（大正 6年）所収の「ば

くてりやの世界」の冒頭である．動きはありながらも不思議に静

謐さを感じさせる．現在から見れば「ばくてりや」に対する誤解

は見受けられるものの，ロシア革命と同じ年にこんなイマジネー

ションあふれる詩を発表した朔太郎には感心してしまう．「ばく

てりや」の運動や走性の不思議さに魅せられて研究を続けてきた

私にとって，この詩は親しみ深いものがある．細菌走化性受容体

が細胞極でクラスター化することとその生理的意義に関して「バ

クテリアにも鼻がある？」と題して講演を行ったこともある．そ

んな個人的な思い入れは別にしても，「いま」「ここ」でない世界

に思いを馳せることは，文学だけでなくサイエンスにとっても重

要であろう．むしろサイエンティストだからこそ，イマジネー

ションを大切にしたいと考えている．

ところで，生命現象を物理学の観点からみることの大切さに気

づかされたのはいつの頃からだったろうか．本当の最初は曖昧だ

が，「レイノルズ数」について知ったときの驚きが鮮やかに印象

に残っている．「ばくてりや」はただ小さいというだけでなく，

慣性力のほとんど働かない世界に生きている！ それは私にとっ

て SF以上に SF的な感じがした．まさに “sense of wonder”である．

サイエンスにおいては，単に比喩を弄ぶのではなく，論理性に基

づくイマジネーションが重要であることにも気づかされる．実

は，われわれの日常の現象を外挿するだけでは，「ばくてりやの

世界」を理解できないのだ．生命現象についてこのような “sense 

of wonder”にもっと出会いたくて研究を続けているといっても過

言ではない．目の前の課題や日々の雑事に紛れがちであるが，初

心を忘れないようにしていきたい．

川岸郁朗，Ikuro KAWAGISHI

法政大学生命科学部，教授
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1.
 はじめに

遺伝暗号とは，DNAおよび DNAから転写される
RNAの 3塩基の組み合わせが，それぞれのアミノ酸
を規定する際の対応関係であり，それが 1961年に
ニーレンバーグによって明らかにされてから早くも
50年が経った．このわずかの間に，多くの人々の努
力の結果，ヒトゲノムの解読のような数々の偉業が成
し遂げられ，生物学という学問分野がかつてない急速
な勢いで成長した．現在では，そのような生命の成り
立ち，仕組みを明らかにするという学問体系に加え
て，そこで得られた知見を元に生物に人工的な作用を
施すことで，新たに生命システムの基本原理を理解し
ようという試み（構成的生物学）もさかんに行われる
ようになっている．そのような流れの中で，われわれ
は，あらゆる生物種において存在する遺伝暗号に着目
し，遺伝暗号をリプログラミングする，すなわち書き
換えることをめざした研究を展開しており，その結
果，翻訳系という生命のシステムを利用して，多様な
非タンパク質性アミノ酸を含む特殊ペプチドを合成す
ることを可能にした．以下では，そのような手法の基
盤となる当研究室発の人工アミノアシル tRNA合成リ
ボザイム（RNA触媒）「フレキシザイム」の技術につ
いて解説し，さらに，それを活用した試験管内特殊ペ
プチド翻訳システムである FIT (Flexible In vitro Transla-
tion)システムについて説明する．さらに，FITシス

テムを応用することで確立した，新規特殊ペプチド薬
剤の迅速な探索法である RaPID (Random non-standard 
Peptide Integrated Discovery)システムを紹介し，遺伝暗
号リプログラミングの技術およびそれを用いた新たな
研究展開について述べる．

2.
 遺伝暗号のリプログラミング

遺伝暗号のリプログラミングを理解するためには，
まず生体内で行われている翻訳反応について理解して
おく必要がある．翻訳反応とは，DNAから転写され
たメッセンジャー RNA (mRNA)の塩基配列を，遺伝
暗号表に従ってリボソームがアミノ酸配列へと順次変
換する反応を指す．遺伝暗号表は，mRNAがもつ 3
塩基ごとのコドンとそのコドンが規定するアミノ酸と
の対応関係を表した表であり，翻訳系ではその対応付
けをトランスファー RNA (tRNA)およびアミノアシ
ル tRNA合成酵素 (ARS)が担っている．すなわち，
アミノ酸をコードする各コドンには対応する tRNAが
存在し，それらに対応する ARSが固有のアミノ酸を
結合することで，コドンとアミノ酸が tRNAを介して
対応付けられている．ARSによってアミノ酸が結合さ
れた tRNA（アミノアシル tRNA）は，リボソームへ
と運ばれ，mRNAのコドンに従い，そのアミノ酸が
ペプチド鎖に組み込まれる．たとえば mRNAが GGU
の塩基配列の場合，遺伝暗号に従い，グリシンの ARS

生物物理 52（1），004-009（2012）

遺伝暗号リプログラミング技術
小嶋達矢，林　勇樹，菅　裕明
東京大学大学院理学系研究科化学専攻

Genetic Code Reprogramming
Tatsuya KOJIMA, Yuuki HAYASHI and Hiroaki SUGA
Department of Chemistry, Graduate School of Science, !e University of Tokyo

Genetic code reprogramming enables us to assign nonproteinogenic amino acids to codons in place of proteinogenic 
amino acids according to the genetic code, which allows us to express desired nonstandard peptides using an in vitro 
translation system.  Here, we discuss FIT (Flexible In vitro Translation) system, which is a method that facilitates genetic 
code reprogramming by employing flexizymes.  Furthermore, we also report a method called RaPID (Random non-
standard Peptide Integrated Discovery) system, which is an integration of FIT system with an in-vitro mRNA display.  
RaPID system allows us to select peptides with high binding a"nities from highly diverse nonstandard peptide libraries 
and is quickly becoming a valuable new tool for drug discovery.

Genetic code reprogramming / Non-standard peptides / Drug discovery / Flexizyme / FIT system / RaPID system

※図 3，図 4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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によってグリシンが結合された tRNA（グリシル
tRNA）がリボソームに取り込まれ，その結果グリシ
ンがペプチド鎖に組み込まれる．
しかし，翻訳系に用いることができるアミノ酸はコ

ドンが規定した 20種類のタンパク質性アミノ酸に限
られており，合成されるペプチドは直鎖状のものに限
られる．この制限を乗り越えるため，これまでに遺伝
暗号を改変しようとする取り組みがなされてきた．そ
の先駆けが遺伝暗号の拡張法であり，これまでにアン
バーサプレッション法 1)や 4塩基コドンによる拡張
法 2)が開発されている．アンバーサプレッション法と
は，遺伝暗号表に存在する 3つの終止コドンのうち，
UAGで指定されるコドン（アンバーコドン）に非タ
ンパク質性アミノ酸を割り当てるというものである．
この方法により天然の 20種類のアミノ酸に加えて新
たに非タンパク質性のアミノ酸を含む特殊ペプチドを
翻訳合成することが可能であるが，この手法の欠点と
して，扱えるコドンの数がただ 1つであり，かつ天然
の翻訳系中にある翻訳終結因子との競合があるため，
導入効率の非常によい非タンパク質性アミノ酸しか用
いることができない．4塩基コドン法による拡張法で
は，4塩基からなるアンチコドンをもつ tRNAを用い
て，4塩基対で非タンパク質性アミノ酸をコードする
というものである．しかし，この方法も天然の 3塩基
対を用いた翻訳との競合があるため，競合の少ないレ
アコドンの塩基対を利用するなど，4塩基対のデザイ
ンが制限されることが問題となる．
これらの方法に対し，遺伝暗号リプログラミングで

は，試験管内の翻訳系を用いて従来の遺伝暗号表を一
度「リセット」し，そこへ新たに非タンパク質性アミ
ノ酸を割り当てることを行っている．このことによ
り，原理的には遺伝暗号表のあらゆるセンスコドン
（アミノ酸をコードするコドン）に非タンパク質性ア
ミノ酸を割り当てることができ，かつ天然の翻訳系と
競合しない新たな翻訳系の確立が可能になった 3)．
上記の遺伝暗号リプログラミングを実現するために

必要な条件が 2つある（図 1）．1つは，翻訳系のコ
ドンとアミノ酸との対応関係をリセットする，すなわ
ち，遺伝暗号表に「空」のコドンを作ることである．
もう 1つは，遺伝暗号表の中で空となったコドンに新
たに非タンパク質性のアミノ酸を対応づけることであ
る．この 2つの条件のうち，前者を可能にする技術は
すでに確立されており，それは大腸菌再構成無細胞翻
訳系 4), 5)である．これは，大腸菌のもつ翻訳系を試験
管内で再構成したものであり，大腸菌のリボソームや
tRNA，ARSなどの翻訳反応にかかわる因子をそれぞ

れ単離，精製後，1つに混ぜ合わせた翻訳系である．
この手法の最大の特徴は，構成因子を任意に選べるこ
とであり，この特徴により，翻訳系から任意の天然ア
ミノ酸およびそのアミノ酸に対応する ARSを除くこ
とができ，それによって遺伝暗号表の中でそのアミノ
酸が規定されていたコドンを「空」にできるのである．
後者に関しては，原理的には，「空」となったコド
ンを認識する tRNAに対し，新たに非タンパク質性ア
ミノ酸を結合したもの（非タンパク質性アミノアシル
tRNA）が用意できれば，「空」となったコドンに非タ
ンパク質性アミノ酸を割り当てることが可能である．
そのような手法としてこれまでに化学的，酵素的手法
で非タンパク質性アミノアシル tRNAが調製されてい
る．化学的手法としては，アミノ酸に 2塩基を予め化
学結合させることでアミノアシル化し，それと末端
2塩基が欠けた tRNAをリガーゼにより結合させるこ
とで最終的にアミノアシル tRNAを得る手法がある 6)．
この手法を用いると，非常に多様な非タンパク質性ア
ミノアシル tRNAを合成することができるが，技術的
に煩雑な面があり，翻訳に必要な十分な量の産物を得
ることが難しいことがある．酵素的な手法としては，
非タンパク質性アミノ酸とそのアミノ酸に対応する
tRNAを認識するように人工的に改変した ARSを用い
ることで結合させる方法がある 7)が，この手法ではア
ミノ酸と tRNAの組み合わせごとに改変 ARSが必要
となるため，時間と労力が必要である．また，天然の

図 1  

遺伝暗号リプログラミング技術の概念図（Xaaは非タンパク質性
アミノ酸を指す）．
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ARSのミスチャージを用いた手法も存在する 8)．この
手法では，天然の ARSが天然アミノ酸のアナログを
基質認識することを利用して非タンパク質性アミノア
シル tRNAを調製するが，導入できるアミノ酸が天然
アミノ酸アナログに限られるという問題がある．
以上のような問題点を解決する手法として，われわ

れはフレキシザイムを用いた新しい手法を提案し，そ
の開発に成功した．

3. フレキシザイムによる非タンパク質性 
アミノアシル tRNAの調製

フレキシザイムは 45塩基程度の RNAからなる人
工リボザイムであり，非タンパク質性アミノ酸を含む
さまざまなアミノ酸のアミノアシル化を触媒する．こ
のフレキシザイムの開発により，われわれは従来の方
法に比べて迅速かつ簡便に非タンパク質性アミノアミ
ノアシル tRNAを調製することが可能となった．ま
た，これによって遺伝暗号のリプログラミングに必要
な第 2の条件である「空」コドンへの多様なアミノ酸
の対応付けが可能になり，実際に遺伝暗号をリプログ
ラミングし，さまざまな特殊ペプチドを翻訳合成する
ことにも成功した．
フレキシザイムは，当研究室で 2003年にそのプロ

トタイプ (Fx3)が取得された 9)．その後，さらなる改
良を経て，現在までにそれぞれ特徴のあるジニトロフ
レキシザイム (dFx)，エンハンストフレキシザイム
(eFx)，アミノフレキシザイム (aFx)の 3種類のフレ
キシザイムを取得している 10)-12)（図 2）．各フレキシザ
イムは，それぞれアミノ酸のカルボキシル基が 3,5-ジ
ニトロベンジルエステル (DBE)基，シアノメチルエ
ステル (CME)基，4-[(2-アミノエチル)カルバモイル]
ベンジルチオエステル (ABT)基で活性化されたアミ
ノ酸を基質として認識する．このうち dFxと aFxは脱
離基であるDBE基およびABT基の芳香環を認識する．
そのため，dFx，aFxはアミノアシル化を行うアミノ
酸の側鎖の構造に制限がない．一方，eFxはアミノ酸
側鎖の芳香環を認識するため，eFxは側鎖に芳香環を
もつ非タンパク質性アミノ酸（フェニルアラニンやチ
ロシン，トリプトファンのアナログなど）などに限ら
れるが，eFxの方がより活性が高いため，側鎖に芳香
環がある非タンパク質性アミノ酸を用いる際には eFx
を用いることが多い．また，aFxは難溶性の非タンパ
ク質性アミノ酸の場合に用いられる．aFxに用いる活
性化アミノ酸の脱離基にある正電荷により，難溶性の
活性化アミノ酸の可溶性を向上させている 12), 13)．
また，フレキシザイムは，自身の 3末端に位置す

る GG配列と tRNAに共通する 3末端 CCA配列の
CC配列を相補塩基対形成により認識し，さらにそれ
以外の配列は認識しないため，いかなる tRNAもアミ
ノアシル化が可能である 14)．ここで，フレキシザイム
により新たにコドンとアミノ酸との対応付けを行う
tRNAは，再構成無細胞翻訳合成系に含まれる ARSに
よって天然のアミノ酸でアミノアシル化されない（認
識されない）配列をもつ直交性 tRNAを用いている 15)．
以上に述べたように，活性化アミノ酸と tRNAにお
ける，フレキシザイムの認識部位は非常に局所的であ
るため，非常に多様なアミノ酸を任意の tRNAにアミ
ノアシル化することが可能である．この広い許容性を
用いて目的の非タンパク質性アミノアシル tRNAを簡
便に調製できることこそが，フレキシザイムの特徴で
ある．

図 2  

フレキシザイムによる非タンパク質性アミノアシル tRNAの調製
方法．
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4.
   FITシステムを用いた遺伝暗号リプログラミング

FITシステムは，再構成無細胞翻訳系とフレキシザ
イムの技術を組み合わせた技術であり，この技術に
よって遺伝暗号のリプログラミングによる特殊ペプチ
ドの翻訳合成が可能になった 13)．FITシステムを利用
した例として，再構成無細胞翻訳系を用いてグリシ
ン，アラニン，バリン，フェニルアラニンの 4種類の
アミノ酸以外のコドンをすべて空にした翻訳系を考え
てみる（図 1参照）．この翻訳系に対し，フレキシザ
イムを用いて調製した非タンパク質性アミノアシル
tRNA（空コドンを認識する tRNA）を系中に加えるこ
とで，空コドンにこれらの非タンパク質性アミノ酸を
任意に割り当て，遺伝暗号をリプログラミングするこ
とができるのである．このようにして，さまざまな特
殊ペプチドの翻訳合成が可能となり，実際に，当研究
室ではこれまでにさまざまな特殊ペプチドの翻訳合成
に成功している（図 3a）．代表例をあげると，主鎖の
アミノ基がメチル化された N-メチルペプチド 16)や，
主鎖のアミノ基に官能基を付けたグリシンを含有する
骨格（ペプトイド骨格）をもつペプチド 17)，主鎖が
-ヒドロキシ酸のエステル結合でつながったペプチド
（ポリエステル）15)，などがある ．また，D-アミノ酸
や -アミノ酸は伸長反応ではペプチド鎖中に組み込
まれないが，翻訳開始段階では，さまざまなアミノ酸
を許容することがわかっており，実際に翻訳開始段階
でこれらのアミノ酸を結合したイニシエーター tRNA
を使ってペプチドの N末端に導入が可能である 18)．
また，非タンパク質性アミノ酸を用いた特殊環状ペプ

チドも合成可能である 19)-21)．
以上のようなペプチドは，従来の 20種類のアミノ

酸からなるペプチドにはないさまざまな生理活性をも
つことがわかっており，近年創薬フィールドにおいて
注目を集めている．例として，薬剤としての高い活性
をもつと考えられるチオエーテル型環状ペプチ
ド 19), 22)について，期待される活性と実際の環化方法
について述べる．一般に，環状ペプチドはその剛直な
構造から疾病の原因となるようなタンパクと強く結合
することで高い阻害活性を示すことや，分子内水素結
合により分子の外側に疎水性残基が位置し，分子表面
の疎水性が増加することから，脂質 2重膜で形成され
る細胞膜を透過しやすくなると考えられ，さらに生体
内において，プロテアーゼ，ペプチダーゼなどの分解
酵素に対する耐性をもっていることがわかっている．
しかし，ペプチドの環状化によく用いられるジスル
フィド結合は，生体内の還元条件下で容易に切断さ
れ，直鎖状のペプチドとなり，その活性を失う，ある
いは分解を受けやすくなり，薬剤としての利用は難し
い．しかし，チオエーテル型環状ペプチドはそのよう
な還元条件下でも安定であり，高い生体内安定性を示
すため，薬剤への応用には適している．実際のチオ
エーテル型環状ペプチドの作り方であるが，まず，ク
ロロアセチル基を側鎖に結合させた非タンパク質性ア
ミノ酸を用意する．それを FITシステムによってペプ
チド鎖中に取り込むと，ペプチド鎖中のクロロアセチ
ル基に対して配列中にデザインしたシステイン残基の
チオール基が攻撃し，環化が進行する（図 3b）．この
反応は翻訳溶液中で速やかに進行することがわかって
おり，翻訳産物をそのままバイオアッセイなどに利用
できることもメリットの 1つである．以上のような高
い生理活性をもつ特殊ペプチドを実際に薬剤として用
いるために，当研究室では RaPIDシステムとよばれ
る特殊ペプチド薬剤の探索法を構築した．

5.
 RaPIDシステム

現在，薬剤となっている特殊ペプチドにも多く見ら
れるような，環状構造や非タンパク質性アミノ酸は，
その生理活性に大きく貢献している．こうした生理活
性ペプチドは，天然物からペプチドを抽出する方法
や，固相合成法による 1ビーズ 1ペプチド法，または
非リボソームペプチド合成酵素を用いた特殊ペプチド
合成法などによって調製したライブラリーからスク
リーニングされている．これらのライブラリーのサイ
ズは 106種類程度であり，特殊ペプチドの多様性が比

図 3  

（a）FITシステムで導入可能なアミノ酸骨格の例．（b）チオエーテ
ル型環状構造の形成法．
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較的小さい．また，ファージ DNAにペプチドの
DNAを組み込むことでその表面にペプチドを発現さ
せ，それらを用いて標的分子に結合するペプチドを選
別するファージディスプレイ法も用いられており，こ
の手法ではライブラリーのサイズは 109程度と上記の
方法に比べて多様である．しかし，生体内の翻訳系を
用いているため，非タンパク質性アミノ酸の導入はア
ンバーサプレッション法などの方法に限られ，試験管
内翻訳系と比べて導入できる非タンパク質性アミノ酸
の種類に限界がある．これらの方法に対し，われわれ
は新規に RaPIDシステムとよばれる特殊ペプチド薬
剤の探索法を開発した（図 4）23)．RaPIDシステムは，
試験管内でのペプチドのセレクション法であるmRNA
ディスプレイ法 24), 25)と，当研究室で開発した FITシ
ステムとを組み合わせたものである．この手法では，
1013種類の特殊ペプチドライブラリーを構築すること
ができ，さらに環状ペプチドをはじめ，N-メチル骨
格やペプトイド骨格をもったペプチド，二環式ペプチ
ド，さらにはそれらを組み合わせたペプチドなど，特
殊ペプチドの種類にもバラエティーをもたせることが
できるため，従来のスクリーニング法に比べ，圧倒的
な多様性をもつ特殊ペプチドライブラリーから強い生
理活性をもつ特殊ペプチドを探索することが可能であ
る．
以下 RaPIDシステムの仕組みについて述べると，
まず，ランダムなアミノ酸配列をコードする mRNA
を用意する．この mRNAライブラリーに対して，各
mRNAとそれ自身がコードするペプチドを共有結合

させることで，遺伝型（mRNA）と表現型（特殊ペプ
チド）を 1:1に対応付ける．その結合を実現している
のは，ピューロマイシンとよばれる小分子化合物であ
る．予めリンカーを介してピューロマイシンを結合し
た mRNAを，翻訳終結因子を系中から除外した FIT
システムによって翻訳すると，翻訳終結の際にピュー
ロマイシンがペプチヂル tRNA中のペプチドと tRNA
の結合部位を攻撃し，結果上記のような遺伝型と表現
型が 1:1に対応した複合体を形成することができるの
である．この特殊ペプチドライブラリーを逆転写する
ことで cDNA（相補的 DNA）を合成し，その後，ビー
ズなどの担体に固定した標的分子と混合し，標的分子
に対し結合能を有する複合体のみを回収する．その回
収された複合体中の cDNAに対して PCRを行うこと
で，結合能を有する特殊ペプチドのアミノ酸配列を
コードした DNAを増幅することができる．その
DNAを鋳型として転写することにより mRNAライブ
ラリーが新たに調製される．このようなサイクルを複
数回繰り返すことで，初期段階においてランダム化さ
れていたペプチドライブラリーから，標的分子に対す
る結合能をもったペプチドが次第に濃縮され，最終的
に高い結合能をもつペプチドが選択されてくる．すで
にわれわれはこの RaPIDシステムを用いてさまざま
な疾病の原因とされるタンパク質に対して選択を行っ
ており，結果高い結合能をもつ特殊ペプチドの取得に
成功している．また，それらの多くはバイオアッセイ
による阻害評価の結果，高い阻害能をもつこともわ
かっている．さらに特筆すべきなのは，それらのペプ
チドの中には，特殊ペプチド中の非タンパク質性アミ
ノ酸を天然のアミノ酸と置換した場合（N-メチルグ
リシンをグリシンに置換したものなど），阻害活性が
大幅に減少する，つまりその活性が特殊アミノ酸に依
存しているものも多く，特殊ペプチドの薬剤としての
高いポテンシャルを裏付けるものとなっている．

6.
 おわりに

われわれは，遺伝暗号をリプログラミングする技術
として FITシステムを開発した．さらに，それを利用
した新規特殊ペプチド薬剤の探索法として RaPIDシ
ステムを確立した．今後は，標的分子阻害剤の探索に
よる特殊ペプチド創薬のさらなる推進はもちろん，た
とえば遺伝暗号リプログラミングによってヒストンタ
ンパク質中に非タンパク質性アミノ酸残基としてアセ
チルリシンやメチル化リシンなどを導入することによ
るエピジェネティクスの研究や，RaPIDシステムに

図 4  

RaPIDシステムの概念図．
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よって得られる，標的分子に結合するペプチドを用い
た分子イメージングなど，さまざまな分野に応用して
いきたいと考えている．遺伝暗号という生物界の根幹
を成す仕組みを人工的に改変することで，生体機構の
解明や，生体機能を用いた化学，工学技術の新規開発
の一端を担うことができればと思う次第である．
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アミノアシル tRNA
Aminoacyl tRNA

tRNAの 3末端アデノシン残基中のヒドロキシ基
とアミノ酸のカルボキシル基がエステル結合する
ことで生じる分子．生体内では各アミノ酸に対し
1つのアミノアシル tRNA合成酵素が存在し，これ
によってエステル縮合反応が触媒される．
（004ページ） （小嶋ら）

ピューロマイシン
Puromycin

バクテリアから得られた抗生物質であり，真核生
物と原核生物の双方に対して作用する．ピューロ
マイシンはチロシル tRNAの 3末端とよく似た構
造を有するため，リボソームに取り込まれ，翻訳
反応を途中で終結させることでタンパク質合成を
阻害する．（008ページ） （小嶋ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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1. 微小管の長軸に沿った 1次元ブラウン運動

タンパク質間の相互作用は，しばしば「鍵と鍵穴」
に例えられ，その結合は一般に特異的かつ強固なもの
と考えられている．しかし近年，モーター分子をはじ
めとする様々な細胞骨格関連タンパクが，アクチンや
微小管などのフィラメント上で 1次元（1D）ブラウ
ン運動を示す例が次々と報告され（図 1a）1), 2)，その
分子間相互作用は「鍵と鍵穴」とはかなり様相が異な
ることが明らかになりつつある．

1Dブラウン運動においては，静電相互作用が重要
な役割を果たしていると考えられている．その根拠と
しては，（1）溶液の塩濃度を上げていくと運動持続時
間が短縮すること，（2）微小管上のブラウン運動の場
合に，チューブリン分子の C末端に集中する負荷電
アミノ酸や微小管結合タンパクの正荷電アミノ酸を人
為的に削ると，1Dブラウン運動が不安定化すること
があげられる．
微小管上でタンパク分子が，静電相互作用を基盤と

して 1Dブラウン運動を行う仕組みとして，2つの異
なる考え方が可能である 3)-5)．1つは，微小管上に 4 nm
ごとの間隔で並ぶチューブリンの C末のポリペプチ
ド鎖に対して，タンパクは静電的な結合解離を繰り返
し，ジャングルでツタの間を渡り歩くターザンのよう

に運動するという考え方（図 1b上）．もう 1つは，
微小管は全体として非常に強く負に帯電し，長軸方向
に等ポテンシャル面を形成しているので，正電荷を帯
びたタンパクはその上を多価イオンとして自由に動き
回る，という考え方である（図 1b下）．この場合，微
小管の負電荷はチューブリン C末に集中している必
要はなく，微小管全体の電荷密度が重要と考えられる．
生物学の分野では，微小管の静電相互作用という
と，C末の負電荷にスポットライトがあてられること
が多く，十分な物理化学的考察がされないまま前者の
モデルが仮定される傾向にあった．しかし最近のわれ
われの計測は，1Dブラウン運動の基本的メカニズム
として後者を支持する結果となったので，以下にその
概要を報告したい．

2. 微小管の表面電荷の挙動を調べる

微小管は，非常に多くの負電荷を帯びており，一種
の高分子電解質とみることができる．一般に塩溶液中
の高分子電解質は，静電相互作用により表面に多くの
対イオンが集積している．これらの対イオンにとっ
て，高分子電解質は長軸方向に等ポテンシャルであ
り，対イオンはその長軸に沿って自由に動き回ること
ができる 6), 7)．高分子電解質の理論によれば，もし高

生物物理 52（1），010-013（2012）

荷電粒子の微小管上の1次元ブラウン運動 
―非特異的で緩やかな分子間相互作用のモデル―
箕浦逸史，武藤悦子　（独）理化学研究所

One-dimensional Brownian Motion of Charged Particles along Microtubules: A Model System for Weak, Nonspecific Interactions
Itsushi MINOURA and Etsuko MUTO
Brain Science Institute, RIKEN

To understand the mechanism underlying the one-dimensional (1D) Brownian motion of proteins, we analyzed the behaviors of coun-
terions along microtubules using the electroorientation method and compared these with the 1D Brownian motion of charged nanopar-
ticles.  Both results demonstrated that during 1D Brownian motion, each positively charged nanoparticle behaves as a polycation con-
strained within the electrostatic field around the microtubules.  Owing to the polyelectrolytic nature of microtubules, nanoparticles can 
move along microtubules with a di!usion constant independent of the charge density of the microtubules.  "e study highlights the pos-
sibility that 1D Brownian motion of proteins is based on a similar, nonspecific charge-dependent mechanism.

One-dimensional Brownian motion / microtubule / polyelectrolyte / electrostatic interaction

※図 1–図 3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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分子電解質の負電荷が増えると，それに応じて表面に
集積する対イオンの数も増えるが，お互いの電荷は打
ち消しあうため静電場の大きさは一定に保たれ，対イ
オンの運動性は高分子電解質の電荷密度に影響を受け
ないことが予想される．
ここから類推してわれわれは，微小管結合タンパク

が示す 1Dブラウン運動も，多価イオンであるタンパ
ク分子が，微小管上の等ポテンシャル面を微小管の長
軸方向に動き回ることによって起きているのではない
だろうか，と考えた（図 1b下）．
この仮説を検証するため，まず最初にわれわれは，
微小管上の対イオンの挙動が微小管の持つ電場の大き
さとどう相関しているか，調べてみた．溶液中の微小
管に外部から高周波電場を与えると，微小管が電気力
線方向に配向することが知られている（図 2a）．この現
象は，交流電場中で微小管上の電荷が振動して双極子
モーメントが誘導され，その結果回転トルクが生じて
微小管が配向したものと考えられる（図 2b）．このと
き，微小管が電場から受けるトルクと溶液の粘性抵抗
によって受けるトルクはつりあっていると考えられ，
微小管の配向速度からその導電率を求めることができ
る．この方法で求めた微小管の導電率は 1.5  102 mS/m
で，周囲の水の約 14倍という大きな値となった 5)．
このように大きな導電率はタンパク質やアミノ酸の電
子分極で説明することは到底不可能で，もともと微小
管の周囲に集積して長軸方向にブラウン運動している
対イオンが，外部電場によってその分布に偏りを生じ
たためと考えられる（対イオンの分極）．実際，溶液
のイオン種を変えた計測も，外部電場による対イオン
分極を裏付ける結果となった 5)．
高分子電解質の理論からは，対イオン分極の大きさ
は，微小管の長軸方向の電荷密度に依存することが予
想され，線密度が 0.7 e/nm（2価イオンの場合）以下の

図 1  
1Dブラウン運動とそのモデル．（a）全反射顕微鏡で観察した単頭
キネシン KIF1Aの 1Dブラウン運動．写真は 0.5秒ごとの連続写
真で，輝点が KIF1A，横線が微小管．（b）ブラウン運動の 2つの
モデル．（上）タンパク分子は，負荷電アミノ酸の集中するチュー
ブリン C末端との間で，静電的な結合・解離を繰り返すことに
よって，微小管の長軸に沿った運動を行う．（下）多価イオンであ
るタンパク分子は，負電荷を帯びた微小管の静電場に緩く拘束さ
れつつ，微小管の長軸方向には自由に動き回る．

図 2  
交流電場による微小管の配向．（a）溶液中の微小管に 1 MHz, 9  104 V/mの交流電場をかけると，微小管は電場の向きに配向した．（b）配
向中の微小管においては，電場から受ける静電的トルクと溶液の粘性抵抗から受けるトルクがつりあっている．（c）微小管の導電率は電荷
密度と直線関係にある．（d）微小管の対イオン分極の模式図． ©2006 Elsevier
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範囲では，対イオン分極はほとんど起こらないことが
予想される．実際に溶液の pHを変化させたり負荷電
アミノ酸が集中するチューブリンの C末端を削除す
るなどして，微小管の電荷密度と導電率の関係を調べ
てみると，理論的予想の通り，電荷密度が一定の値以
上の範囲できれいな直線関係が成り立った（図 2c）．
このことから，微小管の電荷密度に比例して，表面を
運動できる対イオンの数が増えることが確かめられた
（図 2d）．導電率が対イオン数に比例して増加すると
いうことは，個々のイオンの運動性は微小管の電場の
大きさによって変化しないということでもある．

3.  荷電ナノビーズで 1Dブラウン運動を再現する

微小管表面に拘束された対イオンが，微小管表面を
自由に動き回ることができるように，正の電荷を帯び
た粒子やタンパクも，電荷密度や大きさが適当なら，
微小管表面の電場に拘束されて，長軸方向に熱運動を
することが予想される（図 3a）．
実際に，アクリルアミドゲルで人工的に合成したナ

ノサイズのビーズに，正の電荷をもつアミノ基を導入
し，この荷電ビーズと微小管との相互作用を調べてみ

たところ，アミノ基を導入しない無電荷のビーズでは
微小管との相互作用が見られないのに対し，荷電ビー
ズは微小管に結合し，長軸に沿ってブラウン運動する
様子が観察された（図 3b）8)．ビーズの電荷が増える
につれその拡散係数は急激に減少し，運動の持続時間
は長期化した（図 3c）．どちらのパラメーターもビー
ズの電荷 Qの指数関数であった（図 3d，e）．
以上の結果に基づいて，われわれは，1Dブラウン
運動中の荷電ビーズは微小管への結合（B状態）と拡
散運動（A状態）を繰り返しながら微小管の長軸に
沿って動き回り，ある閾値を越える熱エネルギーを得
ると，微小管から溶液中に解離する（F状態），とす
る 3状態モデルを考えた（図 3f）．モデルに基づいて，
拡散定数のデータ（図 3d）から結合のエネルギー（B
状態と A状態のエネルギー差）を求めると，ビーズ
の電荷あたり 0.1 kBTという値が得られ，一方，持続
時間のデータ（図 3e）から，A状態のビーズが微小管
から解離するのに必要な活性化のエネルギーは電荷あ
たり 0.12 kBTと見積もられた．A状態のビーズは，多
価イオンとして微小管表面の拡散層で動き回っている
が，電荷 Qが増えるにつれ，微小管表面の Stern層
（荷電表面の対イオン固定層）に取り込まれて B状態

図 3  
タンパク質分子の 1Dブラウン運動を荷電ナノビーズで再現する．（a）作業仮説：正電荷を帯びた人工的な粒子は，多価イオンとして 1Dブ
ラウン運動を行うことができる？（b）暗視野顕微鏡で観察した，荷電ナノビーズのブラウン運動（0.83秒ごとの連続写真）．（c）各時間に
おけるビーズの原点からの移動距離．アミノ基の密度は，（上から）0.30, 0.55, 0.96 /nm3．（d, e）拡散係数（d）と持続時間（e）の電荷依
存性．（f）1Dブラウン運動の 3状態モデル． ©2010 Elsevier
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になりやすくなり，その結果，拡散係数が減少したと
考えられる．つまるところ，微小管上の荷電ビーズの
振る舞いは，高分子電解質である微小管上を動き回る
多価イオンと同等にみなすことができる（図 1b下）．
一方，本論冒頭で述べたターザンモデル（図 1b上）
について検証するため，チューブリンの C末を削除
した微小管を使って荷電ビーズのブラウン運動を調べ
てみたところ，ビーズは C末を削除した微小管でも
ほとんど拡散係数を変えずに安定したブラウン運動を
示した．C末との結合・解離は，ビーズの 1Dブラウ
ン運動に必要不可欠ではないことが明らかになった．
C末の有無にかかわらず同じような大きさの拡散係数
が得られたのは，微小管表面で対イオンが集積した結
果，C末の有無にかかわらず微小管の電場がほぼ一定
に保たれていたためと推察される．
末節になるが，微小管上で対イオン集積が起きてい

るのに，ビーズ表面では対イオン集積が起こらないこ
とを読者は不思議に思われるかもしれないが，われわ
れの使ったビーズは微小管に比べ電荷密度が一桁低
く，対イオン集積が起こらなくて当然といえる 6), 7)．

4. 今後の展開：タンパク質の 1Dブラウン運動

微小管上に展開される 1Dブラウン運動は，微小管
の高分子電解質としての性質を基盤とする現象であ
り，人工的な荷電ビーズのモデルでは，ビーズはあた
かも電場に拘束された多価イオンのように振舞ってい
ることが明らかになった．モータ－をはじめとするタ
ンパク質分子の 1Dブラウン運動においても，おそら
く同様のメカニズムが働いているものと推測され
る 8)．特異的結合も関与するタンパクの系では，C末
が運動の制御に重要な調節機能を果たしている可能性
があり 9)，今後の研究の進展が興味深い．
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Stern層
Stern layer
高分子電解質の表面に固着した対イオン層のこと．
固定層ともいう．この外側に，高分子電解質の電
荷に引き寄せられた，運動自由度がある対イオン

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

の層（拡散層）があり，これらと高分子の電荷を
合わせて電気二重層とよぶ．
（012ページ） （箕浦ら）
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1. はじめに

私たちの細胞の中には，化学エネルギーを使って力
学的な運動をするタンパク質でできた分子モーターが
多数存在し，それらは生命活動において重要な役割を
担っている．本総説で取り上げる FoF1-ATP合成酵素
もその一種で，細胞膜の両側のプロトン濃度差と電位
差で形成される“プロトン駆動力”を回転運動に変換
しながら，生理的に重要な ATPを合成する．FoF1-ATP
合成酵素を構成する 2つの分子モーターのうち，ATP
合成のための触媒部位を保有する F1は，分子モー
ターの中でも非常に稀少な性質を保有しており，化学
エネルギーを力学的な運動に変換する過程で高効率
化・可逆化を実現している．この性能は人工熱機関を
凌駕しているため，その作動原理を理解することは長
年多くの研究者の夢であった．本総説では，FoF1-ATP
合成酵素の F1部分に着目し，筆者らの最近の研究成
果を踏まえて，現在までに解き明かされた興味深い作
動原理に関して解説する．

2. F1のすばらしい性能

F1(33)は現在知られている最小のタンパク質
でできた回転分子モーターであり，細胞膜側から見た
場合，ATPを加水分解して反時計方向に回転する 1)．
F1では，3種類のサブユニット (33)が回転運動の
最小構成要素として機能しており，33は円筒状の

モーター固定子を形成し，その中心を回転子である 

が貫いている 2)．ちなみに，ATPの触媒部位は と 

の各界面にあり，1分子あたり合計 3つ存在する．ま
た，F1の回転運動を観察すると，回転子が 1回転す
る間に 3つの ATPが加水分解され 40 pNnmの回転ト
ルクを発生することがわかる 3)．これを 1回転のエネ
ルギー収支に置き換えると，放出される運動エネル
ギー量と ATP加水分解によって獲得される化学エネ
ルギー量はほぼ等価であり，つまり F1は化学エネル
ギーを力学運動に変換する過程で驚異的な高効率化を
実現しているといえる．また，F1は ATP加水分解を
駆動力として回転するだけでなく，回転子を強制的に
逆方向へ回転させると，ADPと無機リン酸から ATP
を合成する 4)．つまり，F1は化学エネルギーを力学的
な運動へ変換する過程で可逆化を実現しているのであ
る．そこで，筆者らを含めた F1の研究者たちは，こ
のすばらしいエネルギー変換機構（高効率・可逆）の
作動原理を理解するため，化学反応と力学運動の共役
スキームを反応素過程単位の高い分解能で完成させる
ことをめざしている．

3. F1の化学反応スキーム

F1の化学・力学反応における可逆性は，化学反応
と力学運動が強固に共役していることを示唆してお
り，つまりは 1分子単位で回転運動を観察することで
触媒部位での化学状態を間接的に検出することができ

生物物理 52（1），014-017（2012）

F1の化学反応スキームに関する新しい理解
渡邉力也，野地博行　東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻

New Understanding of Chemomechanical Coupling Mechanism of F1

Rikiya WATANABE and Hiroyuki NOJI
Department of Applied Chemistry, !e University of Tokyo

F1-ATPase (F1) is a rotary motor protein which couples ATP hydrolysis/synthesis to rotary motion in a reversible fashion. Compared to 
other motor proteins, F1 is unique for its high e"ciency and reversibility in converting chemical energy into mechanical work. To eluci-
date its marvelous mechanism, we developed the novel single-molecule manipulation technique with magnetic tweezers and determined 
the timing of Pi release, which was the last unknown piece of the puzzle of chemomechanical coupling scheme of F1. !e established fun-
damental chemomechanical coupling scheme gave us a clue for high reversibility between catalysis and mechanical work.

F1-ATPase/ single-molecule biophysics/ mechanochemistry/ magnetic tweezers

※図 3–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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る．現在までに，1分子計測によって ATP加水分解の
各反応素過程が起こるときの の向き（＝反応角度）
が同定され，F1の化学反応と回転運動の共役スキー
ムはほぼ完成した 5)-8)（図 1）．このスキームでは，F1

を構成する 3つの触媒部位はそれぞれ反応位相を
120ずらしながら，同じ反応経路に則って協働的に 

を一方向に回転させている．また 1つの触媒部位の反
応経路に着目すると，結合した ATPは が 200回転
したのち ADPと無機リン酸に加水分解され，その生
成物である ADPはさらに 40回転したのち触媒部位
から解離する．一方，生成物である無機リン酸の解離
角度は，加水分解の反応角度と同じ（図 1a），もしく
は加水分解の反応角度から が 120回転した角度
（図 1b）のいずれかであることが示唆されているが，
一義的に確定していなかった 8)．
理由は，無機リン酸の解離速度が非常に速いゆえに

(1000˜ s1)，3つの触媒部位のうち特定の 1つに着目
して無機リン酸の解離計測することが困難だからであ
る．しかし，多分子計測の結果から，無機リン酸の解離
に伴う自由エネルギーの変化量が大きいこと（＝回転
トルク発生源としての寄与が大きい）が示唆されてお
り，無機リン酸の解離は回転運動において重要な役割
を担っていると考えられている 9)．そこで，筆者らは，
1分子操作後の分子の応答から触媒反応の進行のよう
すを明らかにする実験系を構築し，その解明を試みた．

4. 磁気ピンセットを利用した 1分子操作

F1は化学反応と回転運動が強固に共役しているた
め，加水分解が著しく遅い変異体 (E190D)を利用す

ると，加水分解の反応中間体に起因した長時間の停止
(300 ms)を伴いながら回転するようすが観察され
る 5)．筆者らは，この長時間の停止中に，磁気ピン
セットを利用して，磁気ビーズが結合した F1の回転
子をその停止角度（＝加水分解の反応角度）に強制的
に一定時間拘束する．そして，拘束から解放した直後
の挙動から，特定の触媒部位における加水分解の進行
状況を計測する実験系を構築した 10)（図 2a）．拘束か
ら解放直後に観察される 2種類の挙動を以下に示す
（図 2b）．

1. 次の停止角度へ回転する（＝加水分解が完了）
2. 拘束前の停止角度のまま（＝加水分解が未完了）
化学反応と回転運動の強固な共役関係から，「次の
停止角度へ回転する」挙動は，拘束解放直前に加水分
解が完了していたことを意味し，一方「拘束前の停止
角度のまま」の挙動は，加水分解が未完了であったこ
とを意味する．もし，無機リン酸が加水分解の反応角
度 (200)で解離する場合（図 1a），拘束中に一旦
ATPを加水分解すると直ちに生成物である無機リン酸
を解離するため，ATPを再度合成することができな
い．つまりは，加水分解の反応時間にくらべて長時間
拘束すると，無機リン酸の解離に伴って加水分解は
不可逆になるため，拘束解放後ほぼ 100%の確率で
「次の停止角度へ回転する」ことが期待される（赤，
図 2c）．また一方，無機リン酸が加水分解の反応角度
から回転子が 120回転した角度 (320)で解離する

図 1  

先行研究による化学・力学共役スキーム．ATP加水分解の反応素
過程のうち，ATP結合，加水分解，ADP解離の共役スキームが解
明された．生成物である無機リン酸の解離角度に関しては 2つの
候補がある．（a）加水分解の反応角度と同じ角度，（b）加水分解
の角度から回転子が 120回転した角度．

図 2  

1分子操作による加水分解 /合成の平衡計測．（a）磁気ピンセッ
トによる 1分子操作系の模式図．F1の回転子に観察および操作用
の磁気ビーズが結合している．（b）加水分解の進行状況の検出方
法．（c）予想される計測結果（可逆・不可逆）．
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場合（図 1b），拘束中に ATPを加水分解したとして
も，生成物である無機リン酸は解離しないため，再度
ATPを合成することができる．つまりは，たとえ長時
間拘束したとしても，加水分解 /合成反応は可逆的で
あるので，2つの挙動の出現確率はその化学平衡の程
度に応じて一定の値に収束する（青，図 2c）．ここで，
実際の計測結果について考察する．拘束時間が 0˜3秒
のデータに着目すると，「次の停止角度へ回転した」
事例の出現確率（＝加水分解が完了した確率）は，拘
束時間に依存して増加し，約 70%に収束しているこ
とがわかる（図 3a）．この結果は，加水分解 /合成の
化学平衡が平衡状態にいたるまでの経時変化を表して
おり，また，その割合が一定の値に収束することから，
磁気ピンセットで回転子を拘束したとしても，加水分
解 /合成の可逆性が保持されていることがわかる．
次に，拘束時間が 3秒以上の計測結果に着目する

と，加水分解が完了した確率は，ゆっくりではあるが
徐々に増加しほぼ 100%に達した（図 3b）．これは，加
水分解 /合成が平衡状態にある触媒部位から無機リン
酸が解離することで加水分解が不可逆化したことを示
唆し，つまりは無機リン酸解離の経時変化を表す．そ
こで，この増加の解析から加水分解の反応角度におけ
る無機リン酸の解離速度を求めたところ，0.021 s1で
あることが判明した．この反応速度は自由回転中での
解離速度 (1000˜ s1) 8), 10)と比較すると極端に遅いこと
から無機リン酸は加水分解の反応角度では解離せず，
消去法ではあるが，加水分解の反応角度から 120回
転した角度で解離することが判明した（図 1b）．ま
た，溶液中に無機リン酸を添加したところ，「次の停
止角度へ回転した」事例の出現確率は，その濃度に依
存して約 70%まで減少するが，それ以上変化はな
かった（図 3b）．もし，加水分解直後の無機リン酸の
解離が回転運動に必須であるのなら，たとえ加水分解
が完了したとしても無機リン酸が解離しないかぎり回
転できない．つまり，溶液中への無機リン酸の添加に
よって，その解離が阻害されるため，「次の停止角度

へ回転する」事例の出現確率は無機リン酸の濃度に依
存して 0%まで減少するはずである．しかし，計測結
果は約 70%で減少が収束することから，加水分解直
後にその反応角度で無機リン酸が解離することは回転
運動にとっては必須ではない，言い換えると回転トル
クの発生に寄与していないことが判明した．

5. 無機リン酸の解離機構と ATP合成

無機リン酸解離の反応角度の同定によって完成した
化学・力学共役スキームでは，無機リン酸は同じ生成
物である ADPよりも後に触媒部位から解離すること
が判明した（図 1b）．ちなみに，他の ATP加水分解
を駆動力とする分子モーターにおいては，無機リン酸
は ADPよりも先に触媒部位から解離すると考えられ
ている．ここで，生成物の解離順序の違いに起因する
F1固有の機能「生体内での ATP合成」について考察
する．生体内における F1は，Foとよばれる分子モー
ターによって外力が印加され，消費される ATPの大
半を合成している．生体内では，ATPの濃度が ADP
よりも 10倍以上高く，もし ATPを合成するのであれ
ば，高濃度の ATPの中から ADPを基質として選択的
に結合する仕組みが必要になる．ちなみに，もう 1つ
の基質である無機リン酸の濃度は ADPよりも 100倍
高い（＝ ATPよりも 10倍高い）．ここで，筆者らが
明らかにした加水分解時の反応スキームを合成時のも
のに置き換えてみると，基質である無機リン酸はもう
一方の基質である ADPよりも先に触媒部位へ結合す
ることがわかる．濃度の違いから無機リン酸の触媒部
位への親和性は ATPよりも高く，また無機リン酸と
ATPの リン酸の結合部位は一致しているため，無機
リン酸が触媒部位に結合することで，ATPの結合が物
理的に阻害されることが予想される（ADPは阻害さ
れない）．
つまり，生体内では無機リン酸の優先的な触媒部位
への結合によって，ATPと ADPが混在する溶液から

図 3  

加水分解 /合成の平衡計測結果．無機リン酸存在下（白），非存在
下の結果（黒）．

図 4  

ATP合成反応における無機リン酸の役割．触媒部位への無機リン
酸の結合が ATPの結合を物理的に阻害し ADPの選択的な結合を
促している．



F1の化学反応スキームに関する新しい理解

!"#

渡邉力也（わたなべ　りきや）
東京大学大学院工学系研究科助教
2009年大阪大学大学院工学研究科博士課程修了．
博士（工学）．
研究内容：世界最小モーターの開発
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1工
学部 1号館 501号室
E-mail: wrikiya@nojilab.t.u-tokyo.ac.jp

野地博行（のじ　ひろゆき）
東京大学大学院工学系研究科教授
1997年東京工業大学大学院総合理工学研究科博
士課程修了．博士（理学）．
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1工
学部 1号館 501号室
E-mail: hnoji@appchem.t.u-tokyo.ac.jp

URL: http://www.nojilab.t.u-tokyo.ac.jp

渡邉力也

野地博行

選択的に ADPを結合させることが可能になる（図 4）．
よって，この F1特有の反応スキームにより効率的な
ATP合成反応が実現していると思われる．

6. 無機リン酸の解離機構に残された疑問

今回解明された反応スキームに基づいて，無機リン
酸解離の反応角度 (320)における 3つの触媒部位の
化学状態を確認すると，そのうち 2つがヌクレオチド
を結合し，また残りの 1つが無機リン酸を結合してい
ることがわかる．しかし，近年，触媒部位に結合した
ヌクレオチドの個数を同定する多分子計測がなされ，
溶液中の ATP濃度が高い場合，ヌクレオチドが 3つ
結合することが確認されている 11)．また，すべての触
媒部位にヌクレオチドが結合した（＝ヌクレオチドが
合計 3つ結合した）結晶構造も X線構造解析により
解明され 12)，それらは筆者らのスキームと矛盾する．
そこで，筆者らは，この矛盾点を解決すべく新しいモ
デルを立案している（図 5）．
このモデルでは，溶液中の ATP濃度が高い場合，

ヌクレオチドを結合した触媒部位の 1つが ATPを加
水分解する最中に，別の触媒部位から無機リン酸が解
離し，本来の反応角度ではないのだが，無機リン酸が
解離して空になった触媒部位に対して新たに ATPが
結合する．そして，触媒部位へのヌクレオチドの結合
個数が 3つになるものである（図 5）．これは，筆者
らが考えうる最も確実なモデルであるが，無機リン酸
が解離しても，また ATPが結合しても，加水分解が
完了しないかぎりは回転運動ができないという仮説に
基づいているため，回転トルクの主たる発生源である

無機リン酸の解離，ATPの結合が完了しても回転運動
が引き起こされない点において若干不自然さが残る．
筆者らは，この疑問に最終的な決着をつけるために
は，無機リン酸単分子を直接可視化し，回転運動と無
機リン酸解離のタイミングを同時計測することが必要
であると考えており，その計測が近い将来実現される
ことを期待している．

7. 今後の展望

1分子操作計測により無機リン酸の解離角度は同定
され，ATP加水分解時の化学・力学共役スキームは完
成した．今後の展望としては，F1の生理的機能であ
る ATP合成時の共役スキームを新たに理解すること
が望まれる．そのためには，本総説で取り上げた 1分
子操作技術を利用して，合成方向の反応速度を網羅的
に計測することや，FoF1複合体がプロトン駆動力を利
用して回転しているようすを直接可視化することが必
要である．合成方向の共役スキームが得られたあかつ
きには，化学反応と力学運動が共役している分子モー
ターを支配する普遍的な作動原理を導き出せるのでは
ないかと期待している．
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図 5  

筆者らの提案する化学・力学共役スキーム．ATPが加水分解され
る間に，別の触媒部位では無機リン酸が解離し，さらに新しく
ATPが結合する．
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1. はじめに

細菌は体長 1マイクロメートルほどのたった 1つの
細胞からなり，最も原始的で単純な生物である．しか
し彼らは地球上のあらゆる環境に適応し生き抜くすべ
を身につけており，特に運動能をもつ細菌は，環境の変
化を感知して住みよい環境へ移動する行動能力を備え
ている．こうした細菌の運動は，多くの場合べん毛とよ
ばれる運動器官が担っている 1)．細菌べん毛は真核生物
の鞭毛とは構造も機能メカニズムも大きく異なる．真
核生物の鞭毛はその字の通り鞭がしなるように動くこ
とで推進力を得るのに対し，細菌べん毛はらせん状に
重合したべん毛繊維を細胞表層に埋め込まれたモー
ターによりスクリューのように回転させることで推進
力を得ている（図 1）．べん毛モーターは，人工の電気
モーターのように回転子と固定子で形成されているが，
細胞膜を介したイオン（Hまたは Na）の電気化学的
勾配を用いて回転する 1)．固定子内をイオンが透過する
際に起こる回転子―固定子間相互作用によってトルク
（回転力）が発生すると考えられているが，詳細は明ら
かになっていない．ここでは，モーターのエネルギー変
換を担う固定子複合体の特にペリプラズム側の構造に
焦点を当て，機能発現メカニズムについて解説する．

2.  モーターへ自己集合し活性化する固定子複合体

生物の分子機械は必要なときに適切な場所へ自己集
合して機能する．膜超分子ナノマシンであるべん毛
モーターも，20種以上のタンパク質が正確に制御さ

生物物理 52（1），018-021（2012）

ペリプラズム側構造から見たべん毛モーター構築と 
モーターの活性化機構
小嶋誠司　名古屋大学大学院理学研究科
今田勝巳　大阪大学大学院理学研究科

Assembly and Activation Mechanism of the Flagellar Stator Revealed by the Crystal Structure of Its Periplasmic Region
Seiji KOJIMA1 and Katsumi IMADA2

1Graduate School of Science, Nagoya University
2Graduate School of Science, Osaka University

Bacterial flagellar motor is an ion-driven supramolecular nanomachine embedded in the cell envelope.  Rotor-stator interaction that cou-
ples to the specific ion translocation through the stator channel is the nature of torque generation.  To produce fully functional motor, 
multiple stator complexes must be incorporated around the rotor at appropriate places.  However, such stator assembly mechanism has 
not been investigated by the structural point of view.  Here we describe stator assembly and activation mechanism revealed from the crys-
tal structure of a motor component located in the periplasmic space, suggesting the dynamic conformational changes in the stator during 
its assembly-coupled activation.

Flagellar motor / stator complex / crystal structure / conformational changes

※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．

図 1  
H駆動型サルモネラ菌べん毛モーター（左）と Na駆動型ビブリ
オ菌極べん毛モーター（右）の模式図．らせん状のべん毛繊維の
根元の細胞表層にモーターが埋め込まれている．
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れながら自己集合することで構築され，最終的に複数
の固定子が回転子周囲の適切な場所に配置されて，機
能的なモーターが完成する 2)．固定子は回転子周囲に
集合するとその名の通り固定され，安定でスムーズな
回転を生み出すと長い間考えられていた．ところが，
緑色蛍光タンパク質 GFPを融合させた固定子複合体
の細胞内動態を FRAP法により詳細に解析すると，驚
くべきことに固定子はモーターにずっと固定されてい
るのではなく，ダイナミックに入れ替わることが明ら
かになった 3)．一方で，固定子を細胞膜上に大量発現
しても過剰な H透過による菌の生育阻害が起きない
ことから，固定子のイオン透過能は，回転子の周囲に
集合し固定されてはじめて活性化すると考えられる．
つまり，回転子周囲に集合した活性化状態の固定子こ
そが，イオン流と回転力発生を共役する構造を有して
おり，エネルギー変換機構解明のカギを握っている．
細菌べん毛の解析は，変異体が多数単離できたこと

もあり，H駆動型のサルモネラ菌で非常によく進ん
でいる．この菌の固定子複合体は膜タンパク質MotA
とMotBからなり（図 1左），膜貫通領域で Hを透過
するチャネル構造を形成し，トルク発生は細胞内領
域，固定はペリプラズム（細菌の内膜と外膜の間の空
間）領域がそれぞれ担っている．固定を担うのは 1回
膜貫通型のMotBで，ペリプラズム側に大きな可溶性
領域をもつ．この領域は約 250アミノ酸残基で形成さ
れ，その 1次配列はペプチドグリカン（PG）結合タ
ンパク質 OmpAファミリーと相同性がある（図 2a）．
これらに特徴的な PG結合モチーフも保存されてお
り，ここに変異が生じるとモーターは回転しなくなる
ため，MotA/B固定子複合体の「固定」はこの PG結
合モチーフを介して行われると考えられている．
では固定子はどのようにして PG層に固定されるの

であろうか？上述の通り固定子はダイナミックにモー
ターへの集合と解離を繰り返しており，モーターに組
み込まれていない固定子は膜上を自由に拡散してい
る．もしMotBの PG結合モチーフと PGの間の親和
性が高いならば，固定子は常に PG層に固定されてし
まい，自由に拡散できない．ならば，モーターに集合
したときのみ PG層に固定されるようなメカニズムが
存在するのではないか？

一方，固定子は回転子の周囲の適切な部位へ配置・
固定されると，イオン透過能も同時に活性化すると考
えられる．MotBの膜貫通領域直後には，プラグとよ
ばれる両親媒性ヘリックスを形成すると考えられる
10数残基からなる領域がある（図 2a）．この領域を
欠失させた変異体を大量発現させると，過剰な H透

過による菌の生育阻害が起こるため，モーターに組み
込まれていない固定子の H透過チャネルは，プラグ
によって閉じていると考えられている 4), 5)．したがっ
て，固定子が集合し固定される際にプラグが開くと考
えられるが，このときMotBのペリプラズム領域にど
のような構造変化が起こるのだろうか？

3. MotBペリプラズム領域の構造と 2量体形成

こうした問いに答えるため，われわれは PG結合モ
チーフを含み，膜貫通部分を含まない可溶性のサルモ

図 2  
サルモネラ菌MotBのペリプラズム領域の結晶構造．（a）作成さ
れたペリプラズム側可溶性フラグメントとMotBLタンパク質．
（b）MotBC2単量体の構造．（c）MotBC2の 2量体（青と紫）を，
NMRにより構造が解かれた Haemophilus influenzae PAL（黄，単
量体）と PG前駆体（ball&stickモデルの部分）の複合体に重ね合
わせた像．MotBC2は 2量体なので PG結合部位を 2ヵ所もつ．（d）
MotBの PEM領域における大きな構造変化のモデル．PG結合コア
ドメインと PEM領域 N末端の相互作用が変化し，MotBに特徴的
なヘリックス 1, 2, 1が伸長すると，PG層に届く構造となる．
変異を導入した Leu119を球で示した．また，内膜の親水性層を
橙色，疎水性層を黄色で示した．
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ネラ菌MotBペリプラズム側フラグメント（N末から
77残基を欠失，MotBC1）を作製した（図 2a）6)．MotBC1

を野生株のペリプラズムで大量発現させたところ，菌
の運動能が阻害された．MotBC1が，モーター中の固
定子結合部位に結合したか，野生型固定子複合体の形
成を阻害したために，回転力の発生が阻害されたと考
えられ，少なくともMotBC1がモーターに作用しうる
構造をもつことが示された．ゲルろ過クロマトグラ
フィーと沈降平衡法による解析から，MotBC1は 2量
体を形成していることがわかった．MotBC1は大量発
現と精製が容易なため，結晶化を試みたが 1年ほどの
間まったく結果が出なかった．しかも，その間に英国
のグループから，ヘリコバクターMotBの PG結合ド
メイン（HpMotBC）の結晶構造 7)が先に発表されてし
まった．しかしわれわれのフラグメントは PG結合ド
メイン以外の領域も含むため，新たな情報を期待して
実験を進めた．
転機は NMR実験により訪れた．MotBC1は比較的
小さい（分子量約 26 kDa）ので，1H-15N HSQCスペク
トルを測定してみたところ，40残基ほどの構造をもた
ずよく動く部分があることがわかったのである．そこ
で，N末端と C末端領域をさらに欠失させたフラグ
メントを複数個作成したところ（図 2a），アミノ酸残
基 99-276を含むMotBC2の結晶が最初のスクリーニン
グでしかも一晩で出現し，最終的に分解能 1.75 Åで構
造モデルを組むことができた 8)．ここで 1つ強調して
おきたい．それは，MotB分子内欠失変異体の解析から
明らかとなっている運動能に必須なペリプラズム領域
（Periplasmic region Essential for Motilityより PEM領域と
命名，アミノ酸残基 111-270）をMotBC2はすべて含
んでいることである．つまり，MotBにおいて膜貫通
領域以外で機能に必須なすべての領域の構造をわれわ
れは手に入れたのである．
構造 8)を見てみると，MotBC2は 1つのドメインか

らなり，その N末端側に長い ヘリックスが突き出
た形をしている（図 2b）．コアドメイン（PG結合ド
メイン）は典型的なOmpA様構造を示し，PAL, RmpM
といった他の PG結合タンパク質の構造と非常によく
似ていた．なお，コアドメインのみを含む HpMotBC

の構造はMotBC2のコアドメインとほぼ同一であるが，
結晶化に用いられたフラグメントが短すぎたためか構
造が少し歪んでいた．一方，MotBC2の N末端側の配
列はさまざまな細菌のMotB間で保存されていない
が，2次構造予測を行うと，1, 2, 1は共通の構造
であることが示唆された．OmpAファミリーには存在
しないこの構造はMotBに特徴的であるため，固定子

の機能に重要である可能性が高い．また，生化学的解
析で見られたように，MotBC2は結晶中でも 2量体を
形成しており（図 2c），サブユニット界面は 4およ
び 4同士であった．2量体形成の機能的意義を調べ
るため，わずかに大きな断片であるMotBC6において，
2量体界面に存在する 4の残基（A216, E217）をか
さの大きなトリプトファン残基に置換し，ゲルろ過カ
ラムクロマトグラフィーにより解析した 8)．その結
果，予想通り変異体は 2量体を形成できず，モノマー
の位置にシングルピークで溶出した．さらに，これら
の変異を，MotBにおいて 50残基を欠失させた変異体
MotBLに導入した．MotBLはその膜貫通部位直後に
MotBC2に相当する領域を融合させた変異MotBと見な
せるが，MotAと複合体を形成して野生型の半分程度
の機能を保持している．不思議なことに，MotBLは
プラグ領域をもたないにもかかわらず，大量発現して
も菌の生育は阻害されず，H透過能は低く保たれる．
MotBLの 2量体界面に導入した変異は，MotA/MotBL

固定子複合体の機能を欠損させ，モーター回転が大き
く損なわれた．これらの結果は，PG結合ドメインを
介した 2量体形成が固定子の機能発現に必須であるこ
とを示唆している．

4. 構造から見えてきた固定子の新規活性化機構

PG結合タンパク質の PALにおいて，PGの前駆体
との複合体の NMR構造が報告されている 9)．そこで
この構造をMotBC2に重ね合わせて，MotBC2の PG層
との結合部位を予測した（図 2c）．PGとの予測結合
部位は，MotBC2ダイマーの頂点側表面に 2ヵ所，膜
貫通領域につながる 1の N末端と逆側に存在した．
MotBLはMotAと機能的な固定子複合体を形成できる
ので，この複合体は回転子周囲の PG層に固定される
はずである．しかし，MotBC2 2量体のサイズは50 Åと
小さすぎて PG結合部位は PG層（細胞膜から 100 Å）
に届かない．そのため，固定には複合体の大きな構造
変化が必要となる．PG結合ドメインは保存されたコ
ンパクトな構造なので，MotBに特徴的な N末端領域
が構造変化の起こる領域ではないかと予想された．た
とえば，図 2dに示したように，1がコアドメインの
シートから離れ，1, 2と共に伸びた状態となれ
ば，PG層に届くことが可能である．われわれは 1と
コアドメイン間の疎水性相互作用がコンパクトな構造
を支えていると仮定し，このヘリックスのさまざまな
位置に変異を導入した 8)．その結果，ヘリックス中程で
PG結合ドメインと疎水性相互作用をする Leu119に変
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異（L119Pまたは L119E）を導入したMotA/MotBL複
合体を大量発現すると，菌の生育が阻害され，一方で
発現レベルを低くした場合には変異をもたない場合に
比べて菌の運動能が高くなりモーターがより高い効率
で機能することを見いだした．このことは，L119Pま
たは L119E変異によってMotBLの PEM領域全体の
構造が，おそらく PG結合ドメインと N末端領域間
の相互作用が崩れることで変化し，H透過能が高ま
ると同時にモーターへ集合しやすい構造に変わったこ
とを示唆している．すなわち，L119P/E変異固定子は
活性化状態，つまり回転子周囲に配置された後のイオ
ン透過能が高い固定子の状態に近いと推測された．
こうした結果をもとに，われわれは固定子の集合に

共役した H透過能の活性化メカニズムについて以下
のようなモデルを立てた．回転子と相互作用する前
は，MotA/B複合体は動的に細胞膜上を拡散している．
MotA/B複合体が回転子の周囲の適切な部位に配置さ
れると，回転子―固定子相互作用がトリガーとなって
MotBCの N末端領域の構造が変化し，PG層に固定さ
れると同時にチャネルが開いて H透過能が活性化さ
れるというものである．われわれは最近ビブリオ菌
Na駆動型モーター固定子タンパク質 PomB（図 1）の
ペリプラズム側領域についても同様の欠失変異体とフ
ラグメントによる解析を進め，プラグ領域の存在や
PomBCの 2量体形成など，PomBもMotBと基本的に
同じ性質をもつことを明らかにした 10)．

5. これからの課題

べん毛モーターの回転に必須なタンパク質のペリプ
ラズム側構造の決定により，固定子のモーターへの集
合とそれに伴うイオン透過能活性化メカニズムが少し
ずつ明らかになってきた．しかし，どのようにして固
定子は回転子周囲の適切な部位を探し出し，固定され
るのか？という問いにまだわれわれは答えられていな
い．最近，回転子―固定子間の静電相互作用を担う
MotAの保存された荷電残基の変異で，固定子の集合
が阻害されることが明らかとなった 11)．このことは，

回転子―固定子間の相互作用がトリガーとなって，固
定子ペリプラズム領域の構造変化が起きることを示唆
している．このモデルを確かめるには，固定子の膜上
への再構成と構造変化を検出する実験系の確立が必要
となってくる．そしてイオン透過メカニズムを明らか
にするには，固定子複合体の全体の結晶構造解析を避
けては通れない．べん毛モーター固定子の謎解きはま
だ始まったばかりである．
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1. タンパク質のフォールディングと 
シミュレーション

タンパク質分子が生理的機能を発揮する立体構造へ
折りたたまれる現象をプロテインフォールディングと
いう．試験管内で pH，温度，圧力などの条件を適切
に調節すれば，多くのタンパク質分子が自発的に
フォールドすると広く信じられている．よって，分子
動力学シミュレーションでフォールディングを再現で
きることが期待される．近年の計算機能力の向上に
よって，これがついに実現可能になってきた．ここで
は，最近われわれが行った villin headpiece subdomain 
HP36（HP36）という小タンパク質の折れたたみシ
ミュレーション 1)についておもに述べる．

2. villin headpiece subdomain HP36

HP36は，トリ villinに含まれる headpieceドメイン
の C末端近傍 35残基に N末端のメチオニンを付加し
た分子である 2)．ドメインの「半分」でありながら内
部に埋もれた疎水コアをもち，安定な天然構造へ
フォールドすることが実験的に示された 2)．また，分
子量が小さく，速くフォールドする（5から 10 秒）
ため，フォールディングシミュレーションのターゲッ
トとして魅力的である 3)．

3. MUCAREMで立体構造空間を効率的に探索

われわれは完全に伸びた HP36を初期構造として，
マルチカノニカルレプリカ交換法（MUCAREM）4)に
よるフォールディングシミュレーションを実行した 1)．
MUCAREMの詳しい説明は省くが，同手法によって
構造空間を効率よく探索できる．また，得られるシ
ミュレーションデータを分析すると，温度一定の条件
における立体構造の分布について議論できる．

HP36分子の周囲に陽溶媒（水）を配置して行った
シミュレーションのデータ（合計約 2 秒分）を分析
した．その結果，X線結晶構造解析により求められた
構造にたいへん近い（非末端残基の主鎖 RMSDの最
小値 =1.1 Å）構造へフォールドしたことが明らかに
なった（図 1参照）1)．

4. 力場選択の重要性

われわれは少し前に，MUCAREMなどの手法に
よってタンパク質系の力場の比較を行い，2次構造の
形成されやすさが力場の選択に依存することを示し
た 5)．たとえば，AMBER94力場では -ヘリックスがか
なり形成されやすく，GROMOS96（43a1），AMBER96
（C96）力場では ストランドが形成されやすい．
現実にはヘリックスを含まないタンパク質にもター
ン構造があり，ヘリカルなタンパク質であるHP36にも
ペプチド鎖の伸びている領域がある．したがって，あ
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図 1  
シミュレーションで観察された天然類似構造（緑）．X線構造（PDB 
ID: 1YRF, 灰色）を重ねて表示した．
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る特定の 2次構造ばかりが形成される力場を選択する
とタンパク質が天然構造にフォールドしにくくなると
考えられる．つまり，異なる種類の 2次構造の形成能
がバランスしていることが望ましい．そのために，量
子化学計算あるいは実際のタンパク質の天然構造デー
タを参照して 6)，主鎖二面角に依存するエネルギー項
（のパラメータ）を調節することが行われている．
今回われわれが行った HP36のシミュレーションで

は，そのような力場の 1つである CHARMM/CMAP
力場 7)を使用した．これは，主鎖二面角のエネルギー
を補正するために，と の交差項を含む関数（双 3
次補間によって求める）を用いるものである．

5. MUCAREMで観察したHP36のフォールディング

タンパク質がフォールドするときには，分子サイズ
のコンパクト化，天然の 2次構造の形成，内部に埋も
れる部位の脱水和が起こる．これらが HP36分子のど
の部位でいつ起こるのかについて調べた．ここでは折
れたたみの度合いを表す指標として，1次構造上離れ
た側鎖間の天然コンタクト数を用いた．
図 2は，疎水コアと turn2部位の側鎖（図中にス

ティック表示で示した）の脱水和がいつ起こるかを調
べた結果である．疎水コアの脱水和はフォールディン
グの後のほうの段階で起こることがわかった．

図 2からは，turn2部位の側鎖の脱水和が比較的早
い段階で起こったことも読み取れる．別の解析結果か
ら，turn2部位では天然類似の部分構造が早期に形成
されることも示された．
また，2次構造については，フォールディングの初
期において helix 3が安定に形成されるものの，helix 1
と helix 2の形成度は低いことがわかった 1)．

6. おわりに

以上，われわれが行ったフォールディングシミュ
レーションについて簡単に紹介した．シミュレーショ
ンがタンパク質のフォールディングを「見てきたよう
に」理解する助けになると思っていただけたなら幸い
である．今後は，「京」コンピュータなどの高速な計
算機資源が使用可能になり，力場などのパラメータ
や手法の開発／改良とともに，シミュレーションによ
るフォールディング研究は相当の勢いで進むと期待さ
れる．

文　献
 1) Yoda, T. et al. (2010) Biophys. J. 99, 1637-1644.
 2) McKnight, C. J. et al. (1996) J. Mol. Biol. 260, 126-134.
 3) Duan, Y., Kollman, P. A. (1998) Science 282, 740-744.
 4) Sugita, Y., Okamoto, Y. (2000) Chem. Phys. Lett. 329, 261-270.
 5) Yoda, T. et al. (2004) Chem. Phys. Lett. 386, 460-467.
 6) Sakae, Y., Okamoto, Y. (2010) Mol. Sim. 36, 159-165.
 7) MacKerell, Jr., A. D. et al. (2004) J. Am. Chem. Soc. 126, 698-699.

図 2  
疎水コア（細線）と turn 2部位（太線）の側鎖に接している水分子
の個数が天然状態のシミュレーション結果と同程度以下である確
率．大きな値は，その部位の脱水和が進んだことを表す．実線は
300 K，破線は 350 Kの温度一定条件における期待値．横軸は 1次構
造上離れた側鎖間の天然コンタクト数 /2であり，大きな値は天然
構造に近いことを表す．図中下部に示したHP36の構造は X線構造．
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1. はじめに

蛍光イメージングにおけるプローブ技術の進歩は，
細胞内イオンの流れや酵素活性のような目に見えない
「機能」の可視化を実現した．同様に，現在では見る
術のない生体深部の「機能」を可視化できれば，さま
ざまな疾病の機能解明が一気に進展することは想像に
難くない．しかしながら，蛍光イメージングでは生体
深部の可視化は困難である．一方，MRI（Magnetic 
Resonance Imaging：磁気共鳴イメージング）は臨床でも
使用されており，生体深部を高解像度で画像化でき
る．それゆえ，脳や疾病臓器などの深部における生体
分子機能をMRIで可視化する試みが大きな注目を集
めている．「酵素活性のMRI検出」に関しては，
Meadeらによる先駆的な研究が有名である 1)．しかし
ながら，これらの研究で用いられている 1H MRIは水
素原子を検出するため，水およびさまざまな生体分子
のシグナルを同時に反映することになる．すなわち，
蛍光イメージングのように「機能」由来の微弱なシグ
ナルを可視化するには，プローブシグナルとバックグ
ラウンドシグナルとを区別する必要がある．
そこで，筆者らが注目したのが 19F MRIである．19F
は 1Hに次いで高感度の NMR（核磁気共鳴）測定が可
能な核種である．そのため，内在性のバックグラウン
ドシグナルは見られず，フッ素化合物を動物に投与し
19F MRI測定を行うと，投与化合物の 19F MRIシグナル
のみが観測される．プローブ由来の 19F MRI画像を，
形態情報を与える 1H MRI画像と重ねることで，投与
したフッ素化合物の体内局在がわかる 2)．そこで，筆
者らは生体深部の酵素活性の可視化をめざし，酵素活
性を検出する 19F MRIプローブの開発を行ってきた．

2. Caspase-3活性を検出する 19F MRIプローブ

MRI画像とは，磁場勾配を用いて NMRシグナルを
各ボクセル（3次元単位領域）からの寄与に分解し，
コンピュータ上で 3次元画像として再構成したもので
ある．MRIシグナルの強度は原子核の存在量の他に
いくつかのパラメータによって決定される．代表的な

パラメータに緩和時間があげられる．緩和時間には縦
緩和時間 T1と横緩和時間 T2の 2種類があり，このう
ち T2が大きく短縮するとMRIシグナルは消失する
（図 1a）．よって，T2値を制御できれば，MRIシグナ
ルを自在に ON/OFFできる．酵素反応の前後でMRI
シグナルを OFFから ONにできれば，MRIを用いた
酵素活性検出が可能になる．
そこで，T2を制御するために「PRE（常磁性緩和促
進）効果」を利用した．PRE効果とは，常磁性物質が
もつ不対電子スピンの影響で近傍の NMR観測核の T1

および T2が短縮する現象である 3)．常磁性金属イオ
ンの 4f軌道に 7つの不対電子をもつ Gd3の錯体を，
NMR観測核種の 19Fと酵素基質を隔てて同一分子内
に修飾することで，新たなプローブ原理を考案した．
図 1bに示すようにプローブの T2は当初は PRE効果
によって著しく短縮し，19F MRIシグナルは OFFの状
態であるが，酵素によって基質リンカーが切断される
と T2が延長し，19F MRIシグナルが ONになる．
標的酵素としてアポトーシス時に活性化するプロテ
アーゼ Caspase-3を選択した．Caspase-3により特異的
に加水分解される配列 DEVDを含むペプチドの両端
に「Gd3錯体」と「19F含有官能基」を修飾したプロー
ブ化合物 Gd-DOTA-DEVD-Tfb（図 2a上）の 19F NMR
スペクトルは，分子内 PRE効果により大幅にブロー
ド化していた．ここに Caspase-3を添加したところ，
19F NMRピークは時間依存的にシャープに変化した．
Gd-DOTA-DEVD-Tfbの T2は大幅に短縮していたが，
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※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．

図 1  

a）横緩和時間とMRIシグナル強度の関係．b）PRE効果を利用し
た酵素活性検出 19F MRIプローブの原理．
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酵素添加によって大きく延長した．このプローブ溶液
をキャピラリーに詰め，Caspase-3活性の 19F MRI検出
を試みたところ，Caspase-3添加前の 19F MRI画像で
は，シグナルが完全に消失していたが，酵素添加後に
経時的にシグナル強度が増大した（図 2b）4)．以上，
PRE効果を利用して酵素活性を 19F MRIシグナルとし
て検出する新規原理を開発し，実際に Caspase-3活性
を 19F MRIで検出できることを示した．

3. 19F MRIによる細胞内遺伝子発現の可視化

開発したプローブ原理の一般性を示すため，続いて
細胞の遺伝子発現の 19F MRI検出に取り組んだ．遺伝
子発現を調べるレポーター遺伝子のうち，もっとも広
く使用されているものの 1つが大腸菌の遺伝子 lacZ
であり，lacZの遺伝子産物が -galactosidase（-gal）で
ある．-galは X-Galなどの -ガラクトシド結合を有
するさまざまな基質を加水分解する．そこで，この酵
素の基質特異性を利用して，-gal活性を検出する 19F 
MRIプローブ Gd-DFP-Galを開発した（図 2a下）．こ
のプローブも分子内 PRE効果により 19F MRIシグナル
は抑制されている．lacZが細胞内で発現して -gal活
性が上昇すると，Gd-DFP-Galの -ガラクトシド結合
を加水分解し，続く分子内反応によって，Gd錯体と
19F含有官能基が離れるように設計してある．
合成した Gd-DFP-Galを中性緩衝液に溶解し，19F 

MRI画像を撮像したところ，予想通り 19F MRIシグナル
は完全に消失していた．ここに-galを添加したところ，
時間依存的に19F MRIシグナル強度の上昇が観測された．
次に，細胞内の遺伝子発現の可視化を試みた．lacZを含
むプラスミドを HEK293T細胞にトランスフェクショ
ンし，膜の可溶化処理を行った後，Gd-DFP-Galを添
加したところ，トランスフェクションした細胞の培養
液からのみ 19F MRIシグナルが観察された．すなわち
細胞内の遺伝子発現をレポーター遺伝子 lacZの発現
を指標として，19F MRIにより検出することができた 5)．

4. まとめ

以上，筆者らが開発してきた「19F MRIによる酵素
活性検出法」について紹介した．19F MRIは「内在性
バックグラウンドがない」というすばらしい長所の一
方で，感度面では蛍光イメージングに較べて大きく劣
るため，実用化のハードルは低くはない．しかしなが
ら，ここ 2-3年で 19F MRIの報告数は急増しており，
その特長が改めて注目されている．特に欧米を中心
に，フッ素化ナノ粒子を用いた in vivo 19F MRIの研究 2)

が大きく進展し始めており，19F MRI用試薬を販売す
る企業も現れている．「PRE効果を用いた機能性 19F 
MRIプローブ開発戦略」は，それらの 19F MRIの高感
度化研究の流れと相まって次世代の分子イメージング
技術につながると予想される．筆者らはさらに多機能
プローブとして，酵素活性をMRIと蛍光の両方で検
出可能なデュアルモーダルプローブの開発している 6)．
マルチモーダルプローブは複数の手法の短所を補うこ
とが可能であり，実用上の大きな利点を有する．これ
らの高機能プローブ開発は分子イメージング研究の新
たな潮流となりつつある．

19F MRIのもう 1つの課題として，測定装置に関す
ることがあげられる．臨床で使用されているMRI装
置は 1H MRI仕様であり，19F MRIは測定できない．
しかしながら，19F MRIの需要が高まれば 1H/19F互換
MRI装置が市販されるようになるだろう．1H MRIで
解剖学的所見を測定し，同時に 19F MRIによって体内
局所の酵素活性などの生化学的所見を得られるように
なれば，疾病の早期発見や診断の確定，さらには治療
法の開発などに大きな変革をもたらすであろう．
文　献
 1) Louie, A. Y. et al. (2000) Nat. Biotechnol. 18, 321-325.
 2) Ahrens, E. T. et al. (2005) Nat. Biotechnol. 23, 983-987.
 3) Helm, L. (2006) Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 49, 45-64.
 4) Mizukami, S. et al. (2008) J. Am. Chem. Soc. 130, 794-795.
 5) Mizukami, S. et al. (2011) Chem. Sci. 2, 1151-1155.
 6) Mizukami, S. et al. (2009) Angew. Chem. Int. Ed. 48, 3641-3643.

図 2  

a）合成した各プローブの構造．b）Caspase-3添加による 19F MRI

ファントム像の経時変化．
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1. 研究の背景

生体内では分子・細胞・臓器といったさまざまな時
空間スケールでの静的・動的構造が階層的に存在して
おり，システムとして互いに協調することにより生命
現象が成り立っている．そのような複雑な生命体シス
テムを計算機手法で理解する試みとして，各スケール
での粒子系・流体系シミュレーションや数値モデルに
よる解析が行われてきた．最近では，多階層系を連成
した「マルチスケール」なシミュレーション法が提案
され，たとえば，細胞環境の寄与を取り入れた生体分
子の振る舞いが研究対象となっている．本稿では，わ
れわれが研究対象としている生体高分子の全原子
（MM）レベル，および複数の原子を 1自由度でまと
めた粗視化（CG）レベルでの粒子系シミュレーショ
ンの連成手法について紹介する．
全原子モデルでの分子動力学シミュレーション

（MD）は高精度の構造アンサンブルを得られる利点
があるが，タンパク質の機能発現にかかわるような時
間スケールで巨大な系をシミュレートすることは困難
である．一方で，粗視化MDでは広範囲な時間・空
間スケールでシミュレートすることが可能になるが，
CG力場にはMM力場ほどの精度は期待できない．両
者の利点を生かすため，以下の 2つのマルチスケール
シミュレーションが提案された．1つは，全原子MD
から CG力場を計算する Bottom-Up的な手法であり，
長時間の安定な粗視化MDをする上で必要な力場の
精密化が目的である．もう 1つは，両方のモデルを同
時に扱う，いわゆる連成シミュレーションであり，粗
視化モデルの導入により高精度な全原子モデルの運動
を効率的に得ることができる．

2. 粗視化モデル力場計算法（REACH）

粗視化モデルの構築とは，詳細モデルから粗視化す
る自由度を選びその自由度で定義されたポテンシャル
エネルギー（力場）を決めることである．自由度として
立体構造に即したモデル（たとえばタンパク質構造の
C原子位置を用いた Cモデル）を用い，全原子モデル
での力場関数を反映し細分化された力場へと発展する

ことで，粗視化モデルは生体高分子のダイナミクス研
究に適用可能となった．第一原理計算から得られた全
原子力場が正しいと仮定すると，それを粗視化自由度
上に投影することで理論的には粗視化力場が決まるが，
計算上困難である．そのため，やや間接的ではあるが，
全原子MDから計算された何らかの物理量を射影する
ことにより粗視化力場を計算するマルチスケール手法
が提唱された．McCammonらは，全原子MDから得ら
れた動径分布関数による平均場ポテンシャルからリボ
ソームの粗視化力場のパラメタを計算した 1)．Vothらの
force-matching法では，CGサイトでの力が全原子モデ
ルと一致するように粗視化力場パラメタを調整する 2)．
われわれは，分散共分散行列を射影することで粗視
化力場を計算する手法（Realistic Extension Algorithm via 
Covariance Hessian: REACH）を新たに開発した 3)．粗
視化力場モデルを弾性ネットワークモデルとすると，
残基間のばね定数 kijは全原子MDで計算された分散
共分散行列 Cにより，kij  kBTtr(C1

ij)と計算できる．
球状タンパク質であるミオグロビン（図 1a）への適
用例では，153残基すべての残基間ペアに対して kijが
一度に求まる（図 1b）．得られた kijの分布を相互作
用（近接する・しない）ごとに分類，力場モデル関数
を仮定することにより力場パラメタが計算される
（図 1c）．得られた粗視化力場パラメタを用いた粗視
化MDは，全原子MDのゆらぎを再現していること
がわかる（図 1d）．
すべての力場パラメタを consistentに決定するために
繰り返し計算を必要とする従来の手法に対し，REACH
では分散共分散行列から直接計算できる点が利点であ
る．2次構造の異なるいくつかのタンパク質から同じ
粗視化モデルポテンシャル力場が得られることから，
全原子力場を正確に射影した，汎用的な粗視化力場で
あることを示した 4)．また，2量体タンパク質の網羅
的解析に適用し，境界面が形成されるにつれ分子間の
並進・回転運動が小さくなることを明らかにした 5)．

3. マルチスケールシミュレーション（MSES）法

連成シミュレーションとしては QM/MM法のよう
に系の一部分の解像度を変える手法が一般的である

生物物理 52（1），026-027（2012）
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※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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が，われわれは Vanden-Eijndenらが提唱した，MMと
CGが独立に存在し相互作用するMM/CG連成系を考
える（図 2参照）6)．MMのサイズが不変のため計算
量の減少が見込めない欠点がある反面，MMと CG系
の幾何学的な境界問題を考える必要はない．われわれ
が新たに開発したMultiScale Enhanced Sampling（MSES）
法 7)のハミルトニアンは次式で与えられる．

H   KMM(pMM)  KCG(pCG)  VMM(rMM)  VCG(rCG)  

 kMMCG 
L

i1

[ fi((rMM))  fi(rCG)]2/2(VMMCG)

はMMから CGへの射影関数であり，カップリング
項（VMMCG）により CG自由度の任意の関数 fiでMMと
CGを拘束する．kMMCGが異なる複数の連成系（マル
チコピー）を導入してハミルトニアンレプリカ交換法
を適用することにより，バイアスのない（kMMCG  0）
MMの構造アンサンブルが得られる．
従来の温度レプリカ交換法では系のサイズに伴い必

要なレプリカ数が増大し，収束に必要なシミュレー

ション時間が指数関数的に増える問題があった．
MSES法は，レプリカ交換が VMMCGの分布の重なりに
より決まるためレプリカ数がMMのサイズに依存し
ない．よって，溶媒を陽に含んだ巨大タンパク質系に
適用可能できる利点をもつ．

10残基の人工タンパク質であるシニョリンの陰的
溶媒モデルでのフォールディング過程にMSES法を適
用した．全原子MDでは始状態にトラップされる
（図 2a）が，高速で巻き戻りを繰り返す CGモデルと
カップルさせることによりMMの構造空間が広がっ
た（図 2b）．ハミルトニアンレプリカ法により得られ
た構造アンサンブル（図 2c）は，他の構造空間を広
くサンプルする手法の結果（図 2d）8)と一致した．さ
らに，溶媒を陽に含んだ溶液中（原子数約 6000）で
も同じレプリカ数で全原子構造サンプリングが実現で
きることを示した 7)．

4. まとめと今後の展望

本稿では，全原子MDから CG力場を直接計算す
る REACH法とMMと CG自由度を連成させること
により高速かつ高精度な構造アンサンブルを得る
MSES法という 2つの異なるマルチスケール手法を紹
介した．これらはスケールによらない汎用的な手法で
あり，モデルの粗視化をさらに進めることで膜間輸送
にかかわる複合体分子といった巨大系にまで適用可能
である．分子と細胞のスケール間接続をめざし，粒子
系と流体系シミュレーションのヘテロな連成法を開発
することが今後の課題である．
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図 1  
REACHによる粗視化力場計算の概略．

図 2  
陰的溶媒モデルでの全原子モデルシニョリンフォールディング過
程の自由エネルギー面．
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1. はじめに

細胞膜の細孔を移動する DNA, RNA，タンパク質な
どの高分子の輸送は生体組織において欠くことのでき
ない現象である．たとえば，細胞がまわりの環境と相
互作用するための手段としてタンパク質の膜透過や，
バクテリオファージのカプシド内からウイルス DNA
の放出など，さまざまな輸送現象が起こる．
このトピックスでは，細孔を移動する高分子鎖の問

題を取り扱うために，原子の位置や分子の化学構造を
粗視化した N個のビーズがバネでつながれたバネ・
ビーズ高分子モデルを用いた計算機シミュレーション
や，統計力学的理論を用いた筆者の最近の研究を紹介
する．このような粗視化は，たとえば 1 ms程度の長
い時間を要して，膜を移動する高分子の普遍的な現象
を理解するのに適している．複雑な現象を理解するた
めの高分子物理学からのアプローチである．実際の
DNAは電荷を帯びていることが多いが，ここでは，
電荷の効果は無視する．このような近似で何が説明で
きるかをまず理解する．

2. 細孔を移動する高分子

生体膜中にある細孔やチャネルを移動する高分子の
輸送は，情報伝達や遺伝子治療やドラッグデリバリー
などの生物工学上において重要である．細胞膜の両側
の浸透圧の差，pHの勾配，電場などが高分子を輸送す
る駆動力になる 1)-3)．実際の生体系は非常に複雑で多
くの生物学的な因子を含むが，ここでは，膜中に開いた
細孔を，図 1のように親水基（白色：小さい球）と疎水
基（黒色：大きい球）からなる高分子（核酸モデル）が膜
の左から右へ移動する場合を考えよう 4)．膜の両側の
浸透圧の差が高分子を動かす駆動力である場合を考え
ている．高分子の分子構造や疎水基の効果を調べるた
めに，親水基（A）と疎水基（B）がランダムに分布して
いるランダム共重合体（図 1a，b）と，AB型のブロッ
ク共重合体（図 1c，d）について高分子が左の領域（細
胞内）から右の領域（細胞外）に移動する輸送時間を
モンテカルロ・シミュレーションによって調べた．
図 2はランダム共重合体の輸送時間（）とビーズの

数（N）の両対数プロットを示す．疎水基（B）の割合
fBが変えてある．高分子の分子量が大きくなるにつれ
て，輸送時間は増加し，  N のスケーリング側が成
り立つことがわかる．膜の両側の浸透圧の差が の
とき（弱い駆動力を仮定している），高分子の重心の速
度は /Nに比例する．時間 の間に高分子がその大き
さ（R  N ）程度拡散すると考えると，  N 1/の
関係式が得られる．ここで，指数 は Flory指数で良
溶媒中では 0.6である．図からわかるように指数 の
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※図 1，図 3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．

図 2  

輸送時間 と重合度 Nの両対数プロット．親水基の割合 fBが変え
てある．

図 1  

膜中の細孔を移動する高分子のスナップショット．小さい白球が
親水基，大きい黒球が疎水基であり，膜表面は横棒で，細孔は縦
の小球の並びで表現した．
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値は疎水基の割合が増加するにつれて 1.6から大きく
なり，疎水基の割合が多いほど膜中で疎水基の会合体
が局在化して移動に時間がかかることがわかる．指数
については，静電効果や流体効果を考慮したさまざ
まな値が理論的に予測されている 5)．ここでは示して
いないが，疎水基の割合が 50%程度以上になると，
細胞外への放出は起こらず膜タンパク質のように膜中
への高分子の局在化が起こる．その他，ABA型や
BAB型のトリブロック共重合体などさまざまな分子
構造の違いが輸送ダイナミクスに影響を及ぼす．

3. 球状空洞への高分子鎖の侵入と放出

次に，球状の空洞への高分子の侵入や放出について
紹介する．バクテリオファージのカプシド内への DNA
の侵入や放出の粗視化モデルに対応する．カプシドの
サイズは 10 nm程度であるのに対して，DNAの長さ
はそれよりも数桁大きい 1-10 m程度ある．高分子の
慣性半径は理想状態で R0  aN

—
である．このような

高分子が半径 D(<R0)の空洞内に閉じ込められると，
高分子のもつエントロピーは減少する．このエントロ
ピー損失が高分子放出の駆動力となる．図 3は球状の
空洞から高分子が放出される過程のモンテカルロ・シ
ミュレーションのスナップショットを示す．ビーズの
色は，赤色から紫色になるにつれて速度が遅いことを
示す．空洞外のビーズのほうが早く動いている（図3b）．
この色の差がまさにエントロピーの差に対応する．
ここでは，分子間相互作用と空洞のサイズを考慮す

ることで，カプシド内外への高分子輸送を理解する．
孤立高分子鎖のコイル・グロビュール転移理論を，こ
の系に応用した平均場理論の予測を図 4に示す 6), 7)．
ここでは溶媒分子は高分子に対して良溶媒であると仮
定している．縦軸は空洞の半径 (D/R0)，横軸は高分子
鎖と空洞内の壁との間の引力相互作用(/kBT)を示す．
たとえば，D/R0  0.7の時，空洞の半径が小さく壁と

の相互作用が小さい領域 (a)では高分子鎖は空洞から
放出した状態が安定であるが，壁との引力相互作用が
大きくなるにつれて，領域 (b)では部分的に放出され
た状態が安定になる．さらに大きな引力の領域 (c)で
は，すべての高分子が空洞内に侵入した状態が安定と
なる．高分子のもつエントロピーと壁との相互作用の
競合によって 3つの状態が可能であることがわかる．

4. おわりに

近年の計測技術の発展によって，ウイルスなどの
1分子の直接観測ができるようになってきた．今後ま
すます生物学と物理学の融合が必要な分野となるであ
ろう．ここで紹介した結果が，どこまで生物の普遍性
をとらえているかは，今後の実験的検証が必要であ
る．粗視化モデルは，生体を模倣した材料設計（Bio-
mimicking）においても重要となるはずである．
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図 4  

空洞の半径（D）と壁と高分子の相互作用（/kBT）によって 3つ
の安定な状態が存在する．

図 3  

高分子放出の時間発展のスナップショット．
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1. はじめに

生物個体を生きたまま可視化する蛍光ライブイメー
ジング技術が著しい発展を遂げている．観察対象がさ
まざまな動植物種に広がる一方で，蛍光観察が有する
サンプルへの光毒性や自家蛍光といった問題が浮上し
てきた．これらの問題を回避するために，われわれは
ホタルに代表される生物発光を用いたライブイメージ
ングに取り組んできた．生物発光は蛍光と違い外部か
らの励起光を必要としないため，自家蛍光や生物個体
に対する光毒性といった問題を回避することができ
る．Electron-multiplying CCD（EM-CCD）カメラに代
表される高感度 CCDカメラの登場により，生物発光
の微弱なシグナルを用いてライブイメージングが可能
となってきた．本稿では，われわれが行った生物発光
を利用した機能指示薬開発からライブイメージングま
でを紹介する 1)．なお，生物発光タンパク質・発光基
質についての詳細な説明については秋元らの総説を参
照されたい 2)．

2. BRETを利用した Ca2指示薬の開発

われわれは生物発光タンパク質と蛍光タンパク質間
のエネルギー移動（Bioluminescence resonance energy 
transfer, BRET）を利用した Ca2指示薬開発を行った．
BRETは励起状態にある生物発光分子から近傍にある
蛍光分子へとその励起エネルギーが移動する現象であ
り，これは発光生物であるオワンクラゲやウミシイタ
ケなどの体内で実際に起こっている現象としても知ら
れる．BRETを利用した Ca2指示薬の遺伝子構築は，
FRETを利用した Ca2指示薬である Yellow Cameleon 
3.60（YC3.60）3)をベースにして行った．図 1aに示す
ように，この指示薬は Ca2感受性タンパク質である
カルモジュリン（CaM）とその結合ターゲット配列であ
るM13ペプチドを，蛍光タンパク質 Venus 4)および発
光タンパク質である改変型ウミシイタケルシフェラー

ゼ（RLuc8）5)でサンドイッチした構造をもつ（図 1a）．
Ca2の結合に伴うカルモジュリン-M13複合体形成に
より分子全体がコンパクトな構造をとる．そのため
RLuc8-Venus間の距離が縮まり BRETが起こると考え
られる（図 1b）．多数の分子を観測した場合，BRET
の大きさは Ca2濃度に応じることになるので Ca2濃
度をスペクトル（色）の変化として計測可能となる．
さらに Venusに替えて Venusの円順列変異体（任意の
位置で切断し N末端と C末端を異入れ替えた人工タ
ンパク質）への置換などの試行錯誤を行った．その中
で Ca2有無におけるスペクトル変化量が最大である
コンストラクトをピックアップし，これを BRAC
（BRet-based Auto-luminescent Ca2 indicator）と名付けた．
精製した BRACタンパク質について物理化学的特性
評価を行った．Ca2滴定測定の結果 BRACの Ca2に
対する解離定数Kdは1.9 M，Hill定数は1.3であった．
また pH 6.5-8.0の生理的な環境下では BRACは安定に
働くことがわかった．Ca2解離のカイネティクスをス
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※図 1–図 3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．

図 1  
FRETを利用した Ca2指示薬 YC3.60と BRETを利用した Ca2指示
薬 BRACのドメイン構造（a）および BRACの予想される立体構造
（b）の模式図．さまざまな Ca2濃度での BRACの発光スペクトル
（c）．文献 1の図を改変．
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トップドフローにより測定したところ，解離時定数 
は 0.21 secであった．これは神経活動のイメージング
に用いられる G-CaMPの時定数（0.19 sec）と同程度
であることから BRACが Ca2変動に対して素早く応
答できることがわかった．

3. BRACを用いた Ca2イメージング

BRACを発現させた HeLa細胞での毎秒 1枚の Ca2

イメージングを行い，ヒスタミン刺激後の Ca2上昇
を擬似カラー（Venusと RLuc8チャンネルの強度比率
（レシオ）を色で表示したもの）の変化として観察す
ることができた（図 2a）．また，レシオ変化量の経時
変化から，Ca2振動を 10分以上にわたり計測するこ
とにも成功した（図 2b）．次に，安定的に BRACを発
現するシロイヌナズナ株を作成し，その葉にシロイヌ

ナズナが耐性を示す植物病原細菌を接種した．この細
菌は接種後約 12時間後に耐病性応答（過敏性細胞死）
を起こすことがわかっている．接種約 80分後に一過
的に Ca2上昇が接種部位で起こることが可視化でき
た（図 3）．一方で，シロイヌナズナが耐性を示さな
い細菌を接種しても Ca2上昇は起こらなかった．こ
の結果は，接種部位で Ca2が耐性応答シグナル伝達
に関係していることを示唆している．

4. おわりに

以上，蛍光と同様に生物発光でも指示薬開発やライ
ブイメージングが可能であることを示せたかと思う．
しかしながら生物発光は蛍光よりもシグナルが弱く，
指示薬の数もまだまだ数が少ない．今後は明るさの改
善と多種多様な指示薬の登場が期待される．
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図 2  
BRACによる HeLa細胞の Ca2イメージング（a）．細胞内 [Ca2]振
動のようす（b）．縦軸 R/R0は [Ca2]に応じて変化する．文献 1
の図を改変（（a）は電子ジャーナルでのカラー図，もしくは原著
論文（1）の Fig. 4を参照のこと）．

図 3  
BRACによるシロイヌナズナ葉の Ca2イメージング（a）．一過性
[Ca2]上昇のようす（b）．文献 1の図を改変（（a）は電子ジャー
ナルでのカラー図，もしくは原著論文（1）の Fig. 5を参照のこと）．

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009935
https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophys/49/2/49_2_070/_article/-char/ja/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15247428?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11753368?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16857694?dopt=AbstractPlus
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1. はじめに

タンパク質に付加された糖鎖は，細胞外において細
胞間相互作用などのシグナルとして働いている．一方
細胞内においては，糖鎖はタンパク質の成熟・輸送・
分解の過程において「目印」としての役割を果たして
いる．小胞体内で翻訳された新生タンパク質の折りた
たみの補助とゴルジ体への輸送，折りたたみに失敗し
たタンパク質の細胞質への輸送と分解といった一連の
過程は，糖鎖とそれを認識するレクチンの相互作用を
通じて決定されている．小胞体における糖タンパク質
の品質管理機構を解明するためにはレクチンと糖鎖の
相互作用の詳細を明らかにすることが重要となる．本
稿では，小胞体レクチン OS-9の結果を中心に，糖鎖
を目印とするタンパク質の品質管理機構の構造機能解
析研究の進展について紹介する．

2. 糖鎖を目印とする糖タンパク質の小胞体品質 
管理機構

小胞体では，N結合型糖鎖を目印としたタンパク質
の品質管理が行われており，さまざまなレクチンが機
能している（図 1）．カルネキシンサイクルは，その
代表例の 1つであり，UDP-グルコース糖タンパク質
グルコース転移酵素（UGGT）によるモノグルコシル
化，レクチン（カルネキシン）によるモノグルコシル
化糖タンパク質の認識，小胞体グルコシダーゼ IIに
よる脱グルコシル化，などが協同的に機能すること
で，新生タンパク質の折りたたみの補助が行われ
る 1)．また一方で，タンパク質が正しい高次構造を形
成できなかった場合，そのような異常タンパク質を細
胞質へ放出し分解する小胞体関連分解（ERAD）も同
時に機能している．ERADにおける糖鎖の役割はこれ
まで不明な点が多かったが，近年新たに，マンノース
6-リン酸受容体相同（MRH）ドメインをもつ小胞体
レクチン・OS-9が同定され，OS-9レクチンおよび関
連分子の新規機能が明らかにされた．OS-9ファミ
リーはその重要性と新規性から大きな注目を集め国際
的に熾烈な競争となった 2)．OS-9は折りたたみに失

敗した糖タンパク質と結合することで ERADを促進
すること，OS-9のMRHドメインは小胞体マンノシ
ダーゼ様タンパク質 EDEMの 1,2マンノシダーゼ活
性により生成したマンノース 1残基がトリミングされ
たMan1,6Man1,6Man部分（(1-6)結合が 2つつな
がっている；図 2の点線で囲った 3つのマンノース）
を認識するという糖鎖特異性が明らかにされた．
筆者らはこれまでに，糖タンパク質の細胞内輸送を
行う糖鎖認識型の輸送レクチン（VIP36）の構造機能
解析を行い，VIP36がグルコシダーゼ IIにより脱グル
コシル化された高マンノース型糖鎖の D1アームの
Man1,2Man1,2Man部分と Ca2依存的に結合する構
造基盤を明らかにしてきた 3)（図 2）．一方，ERADに
かかわるMRHドメインをもつ小胞体レクチンの構造
的な知見は得られておらず，糖鎖認識の仕組みは不明
であった．このような研究背景のなか，筆者らはヒト
OS-9のMRHドメインに注目し糖鎖複合体の立体構
造解析に挑んだ．

3. OS-9のMRHドメインはWWモチーフを介して 
トリミングされた高マンノース型糖鎖を認識する

OS-9のMRHドメインの糖鎖結合部位は，マンノー
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※図 3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．

図 1  
糖鎖を介した糖タンパク質の小胞体品質管理機構．
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ス 6-リン酸受容体のマンノース 6-リン酸結合部位に
相同なマンノース結合部位と，連続する 2つのトリプ
トファン残基からなる 6オリゴマンノース認識部位
から構成されていた（図 3a）．われわれはこの特徴的
な糖鎖認識部位を“WWモチーフ”と名づけた．X線
結晶構造解析では，結合にかかわる 3糖のうち還元末
端のMan(3)残基の電子密度を明瞭に観測することが
できなかったが，溶液 NMR解析を行うことでその結
合様式の全貌を明らかにした．非還元末端のMan(B)
の 2位の水酸基は OS-9に認識されていることから，
EDEMによる高マンノース型糖鎖の 1,2結合した
Man(D3)残基のトリミングは OS-9のWWモチーフ
を介した相互作用に必須であることが明らかになった
（図 3b）．このように，筆者らは OS-9のMRHドメイ
ンがWWモチーフを介して高マンノース型糖鎖の D3
アームのMan1,6Man1,6Man部分と特異的に結合す
る仕組みを明らかにした 4)．

4. おわりに

細胞内レクチンは，糖鎖との結合と解離の制御が機
能の発現において必須である．またこれらの事象は細
胞内オルガネラの環境変化や他の分子の相互作用に
よって調節されていると考えられる．今後はこのよう
な調節機構に注意を払いながら品質管理機能と糖鎖の
関係を理解することが大切である．

謝　辞
本研究は，東京大学・山本一夫教授，胡丹博士，陳
陽氏，理研・花島慎弥博士との共同研究によって行わ
れたものです．深く感謝いたします．

文　献
 1) Helenius, A., Aebi, M. (2004) Annu. Rev. Biochem. 73, 1019-1049.
 2) Hosokawa, N. et al. (2010) Glycobiology 20, 651-660.
 3) Satoh, T. et al. (2007) J. Biol. Chem. 282, 28246-28255.
 4) Satoh, T. et al. (2010) Mol. Cell 40, 905-916.

図 2  
小胞体で機能するレクチンの糖鎖結合特異性の 1例．各レクチン
により認識される部位を点線で囲んだ．

図 3  
OS-9のWWモチーフを介した糖鎖認識の分子機構．Man(3)は
NMRデータをもとにモデリングした．分子間 NOEシグナルが観
測された水素原子をボールで表示した（a）．

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15189166?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17652092?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21172656?dopt=AbstractPlus
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1. 見えているのは分子の特性？ラベルの特性？

蛍光ラベルは，観察対象となる生体分子や外部から
投入した化合物の所在を明らかにする．しかし，蛍光
ラベルは万能ではなく，ラベリングすることによる化
学的，生物的な特性の変化が現れる場合がある．特に
小さな構造の分子の場合，その特性変化は顕著であ
る．たとえば，抗がん剤として知られるフルオロウラ
シル（5-FU）の分子量 130に対して，代表的な蛍光
団の Rhodamine 6Gは分子量 479である．これでは，
化合物の特性を観察しているのか，ラベルの特性を観
察しているのかわからない．
最近，われわれは，観察対象が小さな分子であって

も，その機能を阻害しない微小なタグの開発を行って
いる．蛍光観察以外にもさまざまな光学的な顕微観察
法があり，その中でもラマン散乱顕微鏡は，試料内の
分子の振動を検出することで分子の所在を明らかにす
る．われわれはユニークな分子振動を示す構造を微小
なタグとして利用し，ラマン散乱顕微鏡により検出す
ることを試みた．

2. ラマン散乱とラマンタグ

ラマン散乱とは，光を分子に照射した際に生じる，
光の波長変化の効果であり，その波長の変化量は試料
中の分子の振動数に依存する 1)．その振動数は分子の
構造に固有であるため，ラマン散乱のスペクトルを分
光計測すれば，どのような構造の分子が試料中に存在
するか把握できる．
波長 532 nmの光を細胞に照射し，554-633 nmの散
乱光（波数 *750-3000 cm1のラマンシフトに相当）の
強度を測定して得たラマン散乱スペクトルを図 1aに
示す．細胞内分子のラマン散乱は 1800-2700 cm1の波
数領域に強いラマン散乱をもたない（Silent Regionと
よばれる）ため，この領域にラマン散乱ピークを示す

官能基を分子に導入すれば，ラマン散乱を用いて，そ
の分子を細胞内で特異的に検出できると考えられる．
われわれは，この領域にラマン散乱ピークを示す分
子構造として，炭素―炭素 3重結合を有するアルキニル
基に着目した 2)．アルキニル基は 2100-2300 cm1に炭
素―炭素 3重結合に由来するラマン散乱ピークをもつ．
生体内には 3重結合を有する分子はほとんど存在しな
いため，アルキニル基由来のラマン散乱光は，他の分
子からの散乱光と分離して検出される．もっとも小さ
なアルキニル基であるエチニル基は，炭素 2個と水素
1個のみで構成されることから，従来の蛍光ラベルよ
りも格段に小さいタグとして使用できると考えた．
図 1bにエチニル基を有する化合物として EdU

（5-ethynyl-2-deoxyuridine）の構造を示す．EdUと細胞
のスペクトルを比較（図 1a）すると，2122 cm1に炭
素 3重結合の伸縮振動（炭素原子間の距離が伸び縮み
する振動）に由来する強いラマン散乱ピークが，上で
述べた “Silent Region”に現れていることがわかる．

3. 微小タグを利用した小分子イメージング

われわれは，EdUを HeLa細胞内に取り込ませ，そ
の細胞内分布をラマン散乱顕微鏡 3)により観察した．
EdUはデオキシウリジン（dU）にエチニル基を導入し
た構造をもっており，DNAの原料であるデオキシチ
ミジン（dT）と間違えて細胞に取り込まれ，細胞の
DNA合成にあわせて，核内に集積すると予想される．
図 2に EdUと共に 12時間培養した HeLa細胞から
得られたラマン散乱スペクトルを示す．細胞由来のラマ
ン散乱光に加え，核ではエチニル基に由来するラマン散
乱ピークが 2123 cm1の波数において 15 cm1程度の広
がりをもって確認できる（ラマン散乱ピークは分子の
周辺環境により若干シフトまた広がることがあり，こ
の測定では，図 1の結果よりわずかにずれた位置に
エチニル基由来のラマン散乱が現れたと考えられる）．
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このエチニル基によるラマン散乱光の分布を図 3に
示す．エチニル基の他，シトクローム C，タンパク質，
脂質分子内の結合に帰属できるラマン散乱光の分布も
示した．これらの図より，エチニル基のラマン散乱ピー
クの細胞核内への局在を確認できる．さらに，EdUと
の培養時間を変化させながら同様の観察を行った結

果，時間と共に EdUの核内への取り込みが進行し，約
21時間後，視野内のほぼすべての細胞において EdUの
取り込みを確認できた．この EdUの核内蓄積の時間
応答は，細胞の増殖周期とほぼ同じであり，タグの導
入によるdUの特性変化はほとんどないと考えられる．

4. ラマンタグの可能生

ラマンタグを用いれば従来の蛍光観察法では追跡で
きなかった小分子の細胞内の挙動を追跡できる．しか
し，本手法の最大の弱点は，ラマン散乱の散乱効率が
低く，長い測定時間を要すること，低濃度の分子の検
出が難しいこと（実験結果より，EdUの場合，数
100 Mの濃度が必要と推測）にある．しかし，今後，
より高感度に分子振動を検出できるとされるコヒーレ
ントラマン散乱 4), 5)の利用や，より高い散乱効率をも
つラマンタグの開発により，よりダイナミックな小分
子の細胞内動態の観察が実現できると考えている．

“Silent Region”の利用は，アルキニル基の導入以外で
も可能である．たとえば，水素分子を重水素で置換すれ
ば，CD結合の伸縮振動を “Silent Region”に出現させら
れる．重水素を含むアミノ酸を細胞内に取り込ませ，
そのタンパク質代謝を可視化した報告がある 6)．ラマ
ン散乱による分子振動検出も以前と比べ技術的に容易
になっており，それを利用した新しい細胞分析法・イ
メージング法が今後も登場すると期待している．
文　献
 1) 濵口宏夫，平川暁子 (1988) ラマン分光法，学会出版センター．
 2) Yamakoshi, H. et al. (2011) J. Am. Chem. Soc. 133, 6102-6105.
 3) Hamada, K. et al. (2008) J. Biomed. Opt. 13, 044027.
 4) Cheng, J. X., Xie, X. S. (2004) J. Phys. Chem. B 108, 827-840.
 5) Freudiger, C. W. et al. (2008) Science 322, 1857-1861.
 6) Manen, H. J. et al. (2008) Anal. Chem. 80, 9576-9582.

図 1  
（a）HeLa細胞，および EdU（固体）のラマン散乱スペクトル．（b）
EdUの分子構造．

図 2  
EdUを導入した HeLa細胞のラマン散乱スペクトル．

図 3  
EdUを導入した HeLa細胞のラマン像．それぞれ，2124, 749, 
1685, 2857 cm1のラマン散乱の強度分布を示す．励起波長
532 nm，スケールバー 10 m．撮像時間約 40分．画像ピクセル
数，および空間分解能は190  400，および約0.3 m（回折限界）．
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http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac801841y
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中国の山奥へ

キク科リグラリア属（メタカラコウ属）の根にある
有機成分（特にテルペン類）の多様性生成メカニズム
の研究のため，2011年も 8月の 3週間の採集旅行へ
行ってきた．
目的地は中国雲南省・四川省の横断山脈地域であ
る．ここはヒマラヤ山脈・チベット高原の東の端で，
山脈が南北に連なる．金沙江（揚子江）・瀾滄江（メ
コン川）・怒江（サルウィン川）の三川が並流し，世
界自然遺産にも指定されている．地勢が複雑なため，
植物の多様化が進んでいるだけでなく，民族も多様で
あり，近年は風景のすばらしさもあって，観光開発が
さかんである．われわれは，そんな地域で，ときには
標高 5000 mもの高地に車を走らせ，見つけたリグラ
リアを採集して行く．採集した植物は，文字通り「草
の根を分けて」洗って泥を落とさなければならない．
そして，1回の採集旅行で 100個にも達する根のサン
プルや標本にカビが生えないよう，毎晩，夜半すぎま
でヘアドライヤーで乾燥させる作業はたいへんであ
る．しかし，大学でのさまざまな業務を忘れ，日本の
夏の暑さを避けて，風景やさまざまな植物の美しさを
楽しみながら，仕事ができることはすばらしい．

形態分類・有機分析・DNA解析の協働

この研究は 2000年の予備調査から数えるとすでに
12年に及ぶ．リグラリアが多く生えている雲南省西
北部と四川省の西半分のうち，車で行ける場所はほと
んど制覇し，青海省や甘粛省にも足を踏み入れた．リ
グラリア属植物は日本には 8種が生息するが，中国全
体では 100種を超えている．われわれはこれまでに，

同定できたものだけでも，33種を採集した．同種の
植物についても多地域での採集を行っており，また，
リグラリア属に再近縁のクレマントディウム属なども
採集しているので，累積サンプル数は 1000に達した
だろうか．種内多様性がどのように生まれて，種分化
につながっていくのかを知ろうという壮大な目標に向
かって，サンプルとデータを蓄積しつつある．
研究の発端は，立教大学が 1998年に中国科学院昆
明植物研究所と学術交流協定を結んだことであった．
黒田（東大・化学・高橋武美研（天然物化学）出身）
は有機合成化学に専念していたが，この協定締結を機
に生物への興味が再燃した．そこで，同じ大学に勤め
ていて DNAの解析ができ，横断山脈地域に興味をも
つ花井を誘い，植物の研究を始めることにした．研究
対象としてリグラリア属を薦めてくれたのは，昆明植
物研究所の武素功老師である．
昆明側の中心的パートナーは龔洵博士である．疾走
する車の中からリグラリアを見つけ出して見分ける目
の勁さと速さ，そして，無限ともいえる記憶力にはい
つも驚かされる．有機分析では，黒田と同じ高橋研出
身の通が早くからこれに加わり，その後，やはり高橋
研出身の永野肇博士（お茶の水女子大学）と廣田洋博
士（理研），そして，大崎愛弓博士（東京医科歯科大），
斎藤義紀博士（徳島文理大）へと共同研究の輪が広
がった．さらには，生物全般に造詣が深くキク科植物
に興味をもつ河原孝行博士（森林総合研究所・北海道
支所）を巻き込んで，研究に奥行きと広がりを加えて
いる．こうして，異業種の人間が集まった研究グルー
プが作られた．

生物物理 52（1），036-037（2012）

中国横断山脈でオーミックスペースを齧る
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※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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中国横断山脈でオーミックスペースを齧る
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植物の生き方はしぶとい

このように，形態・成分・DNAの 3つの組み合わ
せで植物の多様性を追う研究は，どうも前例がないよ
うだ．技術の点で比較的容易な時代がやってきたこと
もあるだろうが，共同研究が長く続く人間関係が築け
たことが重要であることは間違いない．そうして，
フィールドに出て感じるのは，生物の生き様は，化学
者や生物物理学者が想像するよりも，ずっとしぶと
い，ということである．動いて逃げられない植物は，
特にそうではないだろうか 1)．
形態は似ていても，成分や DNAを調べると違って

いる 2)．同じ地域で調べても，化学的・遺伝的な多様
性の大きな種や小さな種がある 3), 4)．同種のはずなの
に，成分が違っていて，DNAを調べてみると，別種
（「隠蔽種」）だと考えたほうがよいものもある 5)．「浸
透交雑」とよばれる現象が起こっている，つまり，他
の植物の遺伝子をちょこちょこ取り込んでいるものも
見つかる 6)．種自体が最近の交雑でできたと考えられ
るものもある．人間にはなかなか見透せない努力と工
夫で植物は生き残ってきたのだ．しかし，生物はその
秘密を垣間見せてくれることもあるようだ．上の隠蔽
種は開花時期が違ったことで生殖隔離が起こったよう
だし，浸透的交雑の 1段階目である F1個体も見つ
かってきた．「フィールドワークは時間がかかる」と
聞かされていたが，10年ぐらいやると多少のヒント
は出てくるらしい．

進化研究もオーミックスペースへ

個別に興味深い現象がいくつか見つかってきたが，

正直なところ，多様化の分子メカニズムにはなかなか
迫れていない．特に，テルペン類の生合成に関与する
酵素の遺伝子は非常に多いため，どこから手をつけた
ものかわからず，進化的に中立な DNA領域を解析す
ることで，系統情報を引き出そうとしている．どのテ
ルペンが植物の生存競争にどのような役割を果たして
いるのかもわかっていない．オーミックスペースで考
えた場合 7)，テルペン類に直接つながっているゲノム
やフェノームの部分ではなく，齧れるところをとりあ
えず齧っているわけである．それでも，成分分析＝メ
タボローム解析は最も網羅性が高く，解析の効率化の
ために，LC-MSデータのライブラリーも構築しつつ
ある 8)．今後，ゲノムやトランスクリプトームの解析
技術が進歩するにつれて，齧りたい部分も齧れるよう
になるだろう．
将来は，オーミックスペース全体が環境とどのよう
に相互作用して変容・進化するのか．また，スペース
同士が融合すると何が起こるのか．進化もオーミック
スペース上で理解できる時代が来るに違いない．その
ときにはわれわれの研究が 1つの嚆矢であったといわ
れたいものである．
最後に，この研究のきっかけを作ってくださった故
高田健夫博士（立教大学）に拙文を捧げて冥福を祈り
たい．

文　献
 1) 塚谷裕一（2001）植物のこころ，岩波書店，東京．
 2) Nagano, H. et al. (2010) Helv. Chim. Acta 93, 1945-1952.
 3) Hanai, R. et al. (2005) Bull. Chem. Soc. Jpn. 78, 1302-1308.
 4) Nagano, H. et al. (2007) Chem. Biodiv. 4, 2874-2888.
 5) Tori, M. et al. (2006) Tetrahedron 62, 4988-4995.
 6) Tori, M. et al. (2008) Phytochem. 69, 1158-1165.
 7) 豊田哲郎 (2007) Bionics 4, 26-30.
 8) Okamoto, Y. et al. (2009) Phytochem. Anal. 21, 513-523.

図 1  

標高 3900 mの沢で根を洗う黒田（右）と共同研究者の齊藤義紀博
士（徳島文理大学）．後ろは Ligularia duciformisと L. fischeriの群落．

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hlca.201000266/abstract;jsessionid=8784A09CF35220CBBCED7F986DBA6575.d03t04?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+26+May+from+10%3A00-12%3A00+BST+%2805%3A00-07%3A00+EDT%29+for+essential+maintenance
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bcsj/78/7/78_7_1302/_article
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402006003619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20333615?dopt=AbstractPlus
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北京への道

今回中国北京で行われた IUPAB Congressは前回
2008年の米国との共催不調の苦い経験を踏まえ，中
国生物物理学会（BSC）との緊密な連携を取りながら
準備を進めてきた．具体的には 2007年 9月の北京で
の覚書交換に始まり，2009年 11月 IUPAB常任理事
の北京視察，2010年 4月岡崎での IUPAB理事会と中
国側組織委員会とのプログラム会談，2010年 9月，
2011年 4月，6月，7月，9月，10月北京での IUPAB
会長と組織委員会の会合などである．

会議の概要

2011年 10月 30日から 11月 3日の 5日間開かれた
会議は，きわめて盛況で総参加数は 2500名弱，中国
以外の参加も 540名強を数えた．会場が北京オリン
ピック会場跡地の中国国家会議センターであり，すべ
てが 1ヵ所に集中していたため運営はスムーズだっ
た．研究内容も過去の中国の生物物理学会議よりはる

かに高いレベルが感じられた（後の若手報告参照）．
日本からは約 100名の参加があり，この数は海外から
の参加国中トップで，口演数も，ポスター数も日本で
開催された 1978年の京都会議を除き過去最高数で
あった．日本生物物理学会の多方面の協力が功を奏し
た結果であり感謝したい．

プログラム概要は以下の通りである．基調講演数：
8人（うち日本人 1人），口演セッション数（3サテライ
ト会議含む）：36，口演数：435（うち日本人24），ポスター
セッション数：2，ポスター数：740（うち日本人：45）．
学術プログラムと並び重要な総会では新しい理事が
次の如く決まった（投票権保有代表者数：52名（35ヵ
国），日本からの代表者：難波啓一，原田慶恵，野地博
行）．
常任理事（5名）：今期会長（Gordon Roberts（英）），
次期会長（Zihe Rao（中国）），前期会長（永山國昭（日
本）），事務局長（Cris dos Remedios（豪）），経理担当
（Patrick Cozzone（仏））．
新任理事（12名）：Bill Williams（ニュージーランド），

Michele Auger（カ ナ ダ），Alicia Alonso（ス ペ イ ン），
Bruno Maggio（アルゼンチン），N. R. Jagannathan（イ
ンド），Galina Riznichenk（ルーマニア），G. J. L. Wuite
（オランダ），Marcelo Morales（ブラジル），Jiri Kozelka
（チェコ共和国），Uli Nienhaus（独），Catherine Royer
（米），Claudio Soares（ポルトガル）．
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次回は 2014年 8月オーストラリア・ブリスベンに
決定しているが，次々回の 2017年第 19回 IUPAB国
際会議は英国エディンバラでヨーロッパ生物物理学連
合との共催として行われることになった．

若手報告：学術シンポの具体的内容については今回震
災・若手支援プログラムの援助を受けて参加された若
手の方々の報告の抜粋を転載したい．

1．上柳　翔（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科
学研究科）
私が今回 IBCに参加して感じたことは，中国が今
回の国際学会に対して非常に注力していることです．
それは会場である中国国際コンベンションセンター
（CNCC）が数千人収容できるほどの大きな会場で
あったことや，出展している企業の数が非常に多かっ
たことから伺えます．数百人を収容できるフロアで開
会式が大規模に行われた後に，世界各国から集まった
研究者による口頭発表およびポスター発表が始まりま
した．発表内容はもちろん，アニメーションの使い方
など，日本とは異なる形式での口頭発表や英語でのポ
スター発表の仕方は非常によい勉強になりました．

2．金　明月（九州工業大学情報工学府生命情報工学研
究系）
たくさんの国々からの参加者が発表を行ったため，
数多くのすばらしい発表を聞くことができてたいへん
勉強になった．そのうち，発表内容に関して設問し，
その問題を解きながら発表を進めていくスタイルが聞
き取りやすかった．日本の生物物理学会も今年から英
語で口頭発表をするようになり，国際学会でも落ち着
いた発表をするための経験になると考えている．私
は，「Cytoskeleton and motor dynamics」のセッションで
クライオ電子顕微鏡法に遺伝的なラベルを導入する新
しい方法について発表を行ったところ，同じ会場で発
表された Prof. Huang（China）から蛍光顕微鏡では実
現が不可能な高い分解能を誇っている電子顕微鏡法に
遺伝的なラベルを導入することに高い評価を得ると同
時に共同研究の話まで持ち掛けられた．

3．澤田康之（名古屋大学医学系研究科）
中国で開催される学会に参加したのははじめてでし
たが，最初に驚いたのが，日本の生物物理学会以上に
参加者の方々の熱意が感じられたことでした．発表を
聞く姿は皆意欲的で，メモを取るにも発言するにも積
極的でした．

また自分のポスター発表の際にも，いつも以上に多
くの方が見に来てくださり，有意義な発表となりまし
た．その中でも特に，同じ分野の研究をしていながら
も，これまでまったく知らなかった海外の研究室の方
が私のポスターを見に来てくださり，帰国した今でも
メールなどで連絡をしながらお互いの研究内容につい
ての議論を続けています．

4．芝　るみ（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科
学研究科）

10月 30日の 17時半に，はなばなしく Opening Re-
marksが行われ，続いて，Plenary lectureが行われた．
約 2000人入る会場は埋め尽くされ，その規模の大き
さに驚かされた．会期中，8:30から 22:20まで，多岐
にわたる分野の研究者が発表を行い，密度の濃い時間
を得ることができた．私はポスター発表での参加で
あったが，ポスターでも多くの参加者と討論を行うこ
とができ，有意義な時間を過ごすことができた．

5．谷川原瑞恵（大阪大学工学研究科）
北京で開催された本会議は中国生物物理学会年会と
合同で行われた．invited speakerによる plenary lecture
と talk，ポスター発表から選ばれた一般口頭発表から
なっていた．個人的には F1-ATPaseの結晶構造を解い
た Prof. J.E. Walkerや同じく F1-ATPaseなどのダイナミ
クスを解明していらっしゃる木下一彦先生の話を聞く
ことができ非常に勉強になった．特に 1分子の DNA 
helicaseが 2本の DNA鎖を 1本ずつに unwindするよ
うすを顕微鏡下で観察した「マジック」には感動した．
また，新規アルゴリズムを用いて画像の SN比を上
げ，蛍光シグナルを解析する手法も紹介されており，
私の研究に活かせるのではないかと思った．

6．徳田直子（名古屋大学工学研究科）
私が感じた改善すべき点はおもに 3つあります．

1つ目は，部屋の割り振りです．具体的には，講演を
聞くために会場に入ると，講演開始からまだ間もない
にもかかわらず，部屋の入り口あたりに立ち見の人た
ちであふれかえり，部屋の中になかなか入れないとい
うことがありました．一方，他の会場では，比較的空
席がみられました．このことから，もう少し，ある会
場で開かれるセッションに聞きに来る人数をあらかじ
め把握し，部屋を割り振るか，あるいは，もう少し大
きな部屋を講演会場とすべきだと思います．2つ目
は，学会会場の中で，座って談話するスペースや，食
事をとれる場がもう少しあった方がよかったと思いま
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す．3つ目は，本学会は，“国際”生物物理学会も，
中国生物物理学会と兼ねていたわけですが，もう少
し，国際色が現れていてもよかったのではないか，と
感じました．

7．橋本　優（学習院大学自然科学研究科）
8つのプレナリーレクチャーと 8つの部屋に分かれ

てのセッションが終日にわたり行われました．参加者
の多くは中国人でしたが，講演者は国際色豊かであり
ました．多くの発表について質問があがり活発な議論
がなされました．プレナリーですばらしい講演された
木下先生をはじめ，日本人の発表もいくつも行われま
した．
余談ではありますが，北京滞在中は北京語で話しか

けられることが多くありました．中国人，日本人，韓
国人を見分けることは難しいようです．これだけ近い
国でありますから，交流がさかんになり今後の科学発
展につながることを期待します．

8．林久美子（東北大学工学研究科）
東日本大震災支援プログラムを利用し 2011/10/30- 

11/3に北京で開催された第 17回国際生物物理学会
（IBC）に参加した．IBCでは，元・難波研（阪大）の

Fan Baiさん，元・四方研（阪大）の Tianzhun Wuさん

など，阪大所属時の知己に再会し，彼らが中国で大学
のポストに就いたことを知った．また会場で知り合っ
た Fangyuan Dingさんは Croquette研（EMS Paris）の学
生だが，先の日本生物物理学会のシンポジウム招待講
演者で自分の友人であるMaria Manosasさんの同僚で
ある．野地研（東大）の留学生である Huijuan Youさ
んもよい発表をし，彼女が中国に戻りポストを得るこ
とは近い将来の現実だと感じた．中国の研究者社会は
身近になりつつある．

9．三好　翼（関西学院大学理工学研究科）
コレステロールは脂質間の隙間に入ることで，脂質
が無秩序に動き回る液体無秩序相から脂質の動きがあ
る程度制限された液体秩序相を形成することが報告さ
れている．この相はゲル相と液晶相の中間の性質を
もっているため，比較的かたいドメインである．しか
し，コレステロールの添加に伴い，コレステロールが
分子構造レベルでどのように相互作用するのか未解明
な部分が多く残されている．今回，コレステロールの
働きを理解するために，コレステロールとわずかに分
子構造の異なる類似体を用いた研究を行い，その成果
を報告した．発表に関しては，予想以上に多くの研究
者と意見交換ができた．今回の経験を，今後の研究や
学会報告に生かしていきたい．

永山國昭（ながやま　くにあき）
自然科学研究機構生理学研究所特任教授
自然科学研究機構生理学研究所　理学博士．
1973年東京大学大学院理学系研究科満期退学，
74年理学博士．同助教，日本電子（株）生体計
測学研究室長，科学技術振興事業団プロジェクト
総括責任者，東京大学教養学部教授，生理学研究
所教授，岡崎統合バイオサイエンスセンター教授
を経て，2011年より現職．
研究内容：電子線顕微鏡学，画像科学，生命の熱
力学的基礎論
連絡先：〒 444-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山
5-1　生理学研究所
E-mail: nagayama@nips.ac.jp

上柳　翔（うえやなぎ　しょう）
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
エネルギー変換科学研究室所属．2005年岡山大
学工学部生物機能工学科卒業．
研究内容：生物物理，分子構造生物学，フォール
ディング
連絡先：〒 630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5
E-mail: u-sho@ms.naist.jp

URL: http://mswebs.naist.jp/LABs/kataoka/

永山國昭

金　明月（きん　めいげつ，中国）
九州工業大学大学院生命情報工学研究系情報工学
博士．2008年九州工業大学大学院生命情報工学
研究系修了，同年情報工学博士．08年より九州
工業大学大学院生命情報研究系・博士研究員．
研究内容：クラミドモナスの軸糸外腕に遺伝的な
金属ラベルを導入して，クライオ電子顕微鏡法と
クライオ電子線トモグラフィー法を用いて外腕ダ
イニンの構造，およびそのサブユニットの正確な
配置を決定することをめざしている．
連絡先：〒 820-8502 福岡県飯塚市川津 680-4
E-mail: jinmingyue@bio.kyutech.ac.jp

URL: http://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/

index.html

澤田康之（さわだ　やすゆき）
名古屋大学大学院医学系研究科研究員．2004年
早稲田大学理工学部卒．06年名古屋大学大学院
医学系研究科修士課程終了，10年同博士課程卒
業．同年より現職．
研究内容：分子シミュレーションを用いた機会受
容チャネルの構造機能連関の解明．
連絡先：〒 466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞
町 65番地
E-mail: ysawada@med.nagoya-u.ac.jp

URL: http://www.med.nagoya-u.ac.jp/physiol2/

上柳　翔

金　明月

澤田康之
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第 17回 IUPAB国際会議報告および若手報告

芝　るみ（しば　るみ）
2011年 3月奈良先端科学技術大学院大学物質創
成科学研究科博士後期課程修了（工学博士），同年
4月より奈良先端科学技術大学院大学物質創成科
学研究科エネルギー変換科学研究室博士研究員．
研究内容：タンパク質の構造形成・機能発現領域
の探索
連絡先：〒 630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5
E-mail: s-rumi@ms.naist.jp

URL: http://mswebs.naist.jp/LABs/kataoka/index.

html

谷川原瑞恵（たにがわら　みづえ）
大阪大学大学院生命機能研究科一貫性博士課程 5

年在籍（東京大学応用化学野地研究室所属）．
研究内容：F1-ATPaseのトルク伝達機構の解明
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail: m_tanigawara@nojilab.t.u-tokyo.ac.jp

URL: http://www.nojilab.t.u-tokyo.ac.jp/

徳田直子（とくだ　なおこ）
2006年名古屋大学大学院理学研究科物質理学専
攻磁性物理学研究室修士課程修了．12年名古屋
大学大学院工学研究科計算理工学専攻理論生物物
理研究室博士課程修了見込み．
研究内容：真核生物の転写制御の解明，DNA・染
色体の分子シミュレーション
連絡先：〒 464-8603 愛知県名古屋市千種区不老
町名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻笹
井研究室
E-mail: tokuda@tbp.cse.nagoya-u.ac.jp

URL: http://www.tbp.cse.nagoya-u.ac.jp/

橋本　優（はしもと　ゆう）
学習院大学大学院自然科学研究科博士前期課程
2年．学習院大学物理学科卒，2010年より現課
程に進学．
研究内容：F1-ATPaseの回転機構
連絡先：〒 171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 南 7

号館 5階西坂研究室
E-mail: 10141010@gakushuin.ac.jp

URL: http://www.gakushuin.ac.jp/univ/sci/phys/

nishizaka/lab/index.html

林久美子（はやし　くみこ）
東北大学工学研究科助教．学術博士．
東京大学総合文化研究科を 2006年修了．
日本学術振興会特別研究員，大阪大学産業科学研
究所特任研究員を経て，現職にいたる．
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
E-mail: kumiko@camp.apph.tohoku.ac.jp

URL: http://www.apph.tohoku.ac.jp/mathphys/

三好　翼（みよし　つばさ）
関西学院大学大学院理工学研究科後期課程 1年．
2009年関西学院大学大学院理工学研究科前期課
程修了．
研究内容：リン脂質 /ステロール混合膜の構造・
物性
連絡先：〒 669-1337 兵庫県三田市学園 2-1
E-mail: t.miyoshi@kwansei.ac.jp

URL: http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/~skato/

芝　るみ

谷川原瑞恵

徳田直子

橋本　優

林久美子

三好　翼
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Three-Dimensional Electron Microscopy of Macromolecular Assem-
blies: Visualization of Biological Molecules in Their Native State 
(New Ed edition)
Joachim Frank［著］
OUP USA，2006 年，ペーパーバック，432 ページ，$105．

 電子顕微鏡写真の単粒子解析の原理や概念，方法
を 1冊の本にまとめあげてあるこの分野の代表的な
書籍です．電顕の単粒子解析の方法は発展を続けて
いますので，新しい方法や概念は最新の論文を読む
必要がありますが，2005年より前から確立してい
る主要な概念や原理については容易に理解すること
ができます．この本は，前提となる知識は，ほぼな
し（学部レベル）でも読むことができます．
 電子顕微鏡の原理，単粒子とは何か，Contrast 

transfer function (CTF)，画像の similarityの計算方法，
画像の分類の方法，2次元画像をどのように 3次元
再構成するか，解像度の計算方法の原理などが書か
れています．また，多くのこれまでに解かれた電顕
3次元構造の例が列挙されています．

 アメリカのニューヨークで行われた Joachim Frank

博士が主催者となって開催された SPIDERの講習会
に私は参加させていただいたのですが，その講習会
ではこの本の内容を順次教えていただきました．そ
して，私がポスドクとして勤務している英国リーズ
大学の生物学科の電顕グループでもこの本を学生や
ポスドクが読んでいて，また，よく学部学生の指導
でも使用されています．これから電顕の画像解析を
学ぶ研究者や学生はもちろんのこと，電顕が専門で
なくても電顕の研究室と共同研究している研究者や
単に興味があるという研究者や学生が電顕の単粒子
解析を学ぶのに最適な本であろうと思います．

（英国リーズ大学　今井　洋）

書

評



支 部 だ より
北陸支部からのたより

淺川　雅 1，福間剛士 1,2,3

1金沢大学理工研究域バイオ AFM先端研究センター
2金沢大学フロンティアサイエンス機構

3金沢大学理工研究域電子情報学系
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教授）では，時間分解能を飛躍的に高めて高速な画像
取得を実現した「高速 AFM」の開発に成功していま
す．最近では，アクチンフィラメントに沿って動くミ
オシン V，回転軸である サブユニットを除去した
F1-ATPase，セルロースを分解するセルラーゼなどの
動的振る舞いを可視化できることを報告しています．
超解像 AFM研究開発部門（部門長：福間剛士准教授）
では，これまで超高真空中で用いられてきた周波数変
調 AFM（FM-AFM）を大幅に改良し，液中でも原子・
分子分解能の直接計測が可能な「超解像 AFM」の開
発に成功しています．
バイオ AFM先端研究センターは，これらの技術開
発を進める 2つの研究部門に加えて，それらを使って
生体分子の液中観察を行う「イメージング研究部門」
（部門長：安藤敏夫教授），バイオ AFMのための生体
試料開発を行う「分子・細胞研究部門」（部門長：福森
義宏教授）の 4研究部門から構成されています．装置
開発から分子生物学的・細胞生物学まで異なるバック
グランドをもった研究者が先端バイオ AFM研究のた
めに結集しているのが特徴です．より詳細な研究内容
や最近の成果については，ホームページをご覧いただ
ければと思います．
バイオ AFM先端研究センター HP：

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/bioafm_center/index.htm

金沢大学フロンティアサイエンス機構／福間剛士（准
教授）・淺川雅（助教）
福間研究室は，金沢大学のフロンティアサイエンス
機構（FSO）という学内の重点研究プログラムを支援
する組織に所属しています．2007年 4月に FSOが設
立されるのと同時に福間剛士准教授がテニュアトラッ

今回の支部だよりでは，北陸地区の近況報告として
金沢大学の理工研究域内に創設されたバイオ AFM先
端研究センターと，同センターにも所属する金沢大学
フロンティアサイエンス機構の福間研究室についてご
紹介させていただきます．

金沢大学理工研究域バイオ AFM先端研究センター
2010年 10月，金沢大学理工研究域にバイオ AFM

先端研究センター（センター長：安藤敏夫教授）が創
設されました．当センターは，金沢大学発の革新的な
原子間力顕微鏡（AFM）技術を使ったバイオ研究と
次世代バイオ AFM技術の開発を推進することを目標
に掲げています．

AFMは鋭く尖った探針で試料表面の凹凸をなぞる
ことでナノメートルスケール構造を直接観察する走査
型プローブ顕微鏡（SPM）の 1つで，生体分子のよう
な絶縁体試料でも観察できるという特長をもちます．
現在，超高真空中では原子操作・元素識別など原子レ
ベルの直接観察が可能となってきました．一方，液中
では，空間分解能が超高真空中に比べて著しく低下す
ることや，1画像を取得するために数分単位の時間を
要するために生体分子の動的挙動を観察することが難
しいことなど，液中 AFMを生体分子の計測に利用す
ることには多くの制約がありました．
バイオ AFM先端研究センターには，従来の液中

AFMの制約を独自の技術革新でブレークスルーした
先端的液中 AFM技術をもつ 2つの研究開発部門があ
ります．高速 AFM研究開発部門（部門長：安藤敏夫

E-mail: hi_asa@staff.kanazawa-u.ac.jp（淺川）
E-mail: fukuma@staff.kanazawa-u.ac.jp（福間）

図 1  
高分解能 FM-AFMを用いた実験のようす
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ク教員として着任し，研究室をスタートしました．現
在は，バイオ AFM先端研究センターの「超解像 AFM
研究開発部門」にも所属しており，3名のスタッフと
電気電子システム工学科・電子情報工学専攻から受け
入れた7名の学生と一緒に研究を進めています（図1）．
中心となる研究テーマは，液中で原子・分子分解能

を有する周波数変調 AFM（FM-AFM）に関する先端技
術を開発し，それを生体分子計測へ応用することで
す．FM-AFMはあらゆる計測手法の中でも，最高レ
ベルの分解能を有する観察技術ですが，原子レベルの
観察は長年にわたって超高真空中でのみ可能でした．
私たちは液中 AFM計測の高分解能化の鍵となる超低
ノイズカンチレバー変位検出器などの装置開発を進め
てきました．その結果，2005年に液中で原子分解能
観察が可能な FM-AFMを開発して以降，液中 FM-
AFMがアミロイド線維や脂質分子など柔らかい生体
分子であってもサブナノメートル分解能で液中観察で
きることを報告してきました．
最近では，細胞骨格の微小管を形成するチューブリ

ンの分子集合体を液中 FM-AFMで直接観察しました
（図 2）．その結果，チューブリン表面に存在する -ヘ
リックスのらせん構造を 0.5 nm間隔の周期構造とし
て捉えることに成功しました．これは個々の -ヘ
リックスを実空間で直接液中観察したはじめての例だ
と考えられます．さらにチューブリンの C末端部位
を特定し，サブナノメートルスケール構造を観察する

ことができました．この C末端構造は翻訳後修飾を
受けると，モータータンパク質とチューブリンとの相
互作用を変化させると考えられていますが，C末端が
どのような立体構造をもつのかあまり明らかにされて
いません．今後，翻訳後修飾により C末端の立体構
造や物性がどのような影響を受けるのか，液中 FM-
AFMで明らかにしたいと考えています．
さらに福間研究室では，固液界面の 3次元ナノ空間
を計測する 3次元走査型原子間力顕微鏡（3D-SFM）
の開発にも取り組んでいます．この方法では，探針を
水平方向に走査するだけではなく，垂直方向にも数
nmの範囲で高速に走査します．この探針を走査する
間，その先端の働く力を連続的に記録することで，固
液界面の 3次元ナノ空間に広がる構造情報を計測する
ことができます．図 3は，マイカ／水界面の 3D-SFM
像を示しています．マイカのハニカム状の原子スケー
ル構造とその近傍に存在する水分子の 3次元分布を可
視化できていることがわかります．このように 3D-
SFM技術は，固液界面の局所的領域に形成される水
和構造の 3次元分布を計測することができる技術で
す．現在，この方法を利用してタンパク質・脂質・核
酸といった生体分子と水の界面に存在する水和の局所
分布の可視化を進めています．
以上のように，福間研究室では液中 FM-AFMの技
術開発を進めており，その応用研究として，タンパク
質の 2次構造などサブナノメートル分解能の局所構造
観察や，固液界面に存在する水分子の 3次元空間分布
を可視化することも可能となってきています．今後，
原子・分子分解能をもつ液中 FM-AFMのユニークな
特長を生かし，生体システムの分子機構の解明をめざ
した研究課題を進めていこうと考えています．

図 2  
チューブリン集合体の液中 FM-AFM観察

図 3  
マイカ／水界面の 3D-SFM計測



若 手 の 声
～異分野交流の意義～

柴崎宏介

北海道大学生命科学院出村研究室
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入り，自分の研究をまとめあげることは，社会にでてか
ら次の専門をもつための必須のステップです．それが，
学生にとって，はじめてもつ自分の専門になります．
その反面，当然のことながら，直接研究とはかかわ
らない勉強をすること，研究室以外の人間関係を新た
に築くことは難しくなります．しかし，専門を学べば
学ぶほど，急速に疑問点や課題が増え，「これを勉強
しなくては」と思うことが多くなると思います．専門
を深めるためには，広範な知識が必要です．これは学
部時代にやるべきことではありますが，完全にはでき
ないことがほとんどです．特に，研究者になりたいと
いう思いが強いほど，その傾向が強いのではないかと
思います．研究と基礎知識の習得に費やす時間とのバ
ランスを保つことは難しく，みなさんも苦しんだ経験
はあるのではないのでしょうか．
だからこそ，自分にはない知識やスキルをもった方
と交流する機会は大事だと思います．彼らと意見交換
をすれば，自分では数年かけても身につかないような
知識や考え方を知ることができます．自分の研究が，
相手にとって貴重な提案になることもあり，自分を改
めて見つめ直すことができるでしょう．
学生のうちは，現在の自分の研究を深めることが第
一ということを絶対忘れてはなりませんが，自分と異
なる研究分野の話を聞き，勉強するのは，①自分の専
門だけではわからない考え方や知識を得る，②自分の
研究の突破口を開き，自分の専門の位置づけを知る，
③自分の専門をより深く理解できるので，大切なこと
だと思います．完全には理解できなくても，概要を理
解していれば，異分野の方とも交流，意見交換できま
す．それを通じて，人脈を広げ，自分の抱えている悩
みや不安を相対化でき，さまざまな角度からのアドバ
イスを受けることができるでしょう．
生物物理若手の会北海道支部は，今後も，互いに若
手研究者同士が，足りない知識や情報を交換しあい，
悩みや不安を共有し，切磋琢磨を促すセミナーを開催
いたします．これからもよろしくお願いいたします．

The 2nd夏の学校 in Hokkaido

私たち生物物理若手の会は，毎年夏の学校というセ
ミナー合宿を行っています．来年の夏の学校が北海道
で開催されることになりました．日時，場所が決まり
ましたのでご連絡いたします．

日時： 8月 31日（金）～ 9月 3日（月）
場所： 支笏湖ユースホステル
http://web.mac.com/logbear/syh/Welcome.html

今までの北海道支部の活動
はじめまして，北海道大学大学院生命科学院博士課

程 1年の柴崎宏介と申します．生物物理若手の会北海
道支部長に就任して早，1年になります．生物物理若
手の会北海道支部は，前任者の田村さんが卒業されて
から，ほぼ 1人で活動しておりました．そこに，新た
に加わってくれた BC4の西野明理沙さん，北海道支
部の先輩方，先生方の応援をいただいたおかげで，本
州の先生をお招きしてセミナーを開いたり，生化学若
い研究者の会とはじめて合同セミナーを開いたりと，
研究室の枠を超えた交流を深める活動を行うことがで
きました．特に，生化学若い研究者の会との合同セミ
ナーは 70人もの方が参加してくださり，懇親会での
討論も活発に行われました．一方で，異分野の研究を
理解することは非常に難しく，それが参加する上での
壁になっているという点を，改めて実感しました．自
分の研究には関係ないから参加しないという方は非常
に多いのです．確かに，これにも一理あると思います．

異分野交流と研究の兼ね合い
学生は研究室に入ると，研究をまとめることで，研

究室に貢献することが求められるようになります．学
部時代の学生生活は，自分の興味にしたがって，授業
を受講し，何かの学問を独学するというように，いわ
ば自分の好きなことをやっていても評価されました．
もちろん，その中でいい成績を取ることが求められま
すが，選択自体は自分の自由にできます．人間関係も
然りです．
しかし，研究室に入れば，その中で人間関係を構築

し，研究に必要な技術，知識を習得します．研究室に

E-mail: shibasaki_kou@mail.sci.hokudai.ac.jp
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現在，私たちは経済的にも，国際的にも厳しい時代
に生きております．研究者として生きていくために
は，自分の研究を通じて何を得られたのか，得られた
ものの社会での位置づけを，説明していかねばなりま
せん．
生物物理は基礎的な分野で，一般の方からはわかり

にくいという印象を受けています．私たちは，生物物
理という分野の意義，特に，他の生物関連分野にはな
い魅力を一般の方に明確に説明しなくてはならないの
でしょうか．これは，実行委員を誘うときに「生物物
理って何？」と聞かれた度に感じたことでもあります．
そこで，第 52回夏の学校のテーマを「生物物理と

は何か」に設定しました．今までの生物物理を振り返
り，何がまだわかっていないか？今後，どのようにそ
の未解決の問題を解決するのかを皆様と共に，考えて
いきたいと思います．
今回の会場の支笏湖ユースホステルは，美しい湖と

自然に囲まれた場所で，費用も安く，合宿セミナーに
は最適な場所です．
さらに，今回の夏の学校では，皆様が研究者として生

きていくために必要なスキルを身につける機会を作ろ
うと考えています．論文を書くための表現力，研究を持
続するためのメンタル力など，研究者に必要なことは
山ほどあり，それを身につけることは容易ではありま
せん．個人で学ぶよりも友と一緒に学ぶほうがいい！
ということで，研究者に必要なスキル，メンタルの作
り方を教えていただける先生をお招きする予定です！ 
世界を渡り歩けるタフな研究者になりましょう！

52回夏の学校の会議のようすは，Ustream, twitter, 
Mixiで見ることができます．

Ustream account: bpsslive
Twitter account: @BPss2012
Mixi community:   

http://mixi.jp/view_community.pl?id=5840380

スタッフの紹介
北海道での夏の学校は 2年前にはじめて開催された
ばかりで，私も含め，実行委員のほとんどが夏の学校
の未経験者ですが，着実に準備を進めております．

普段の会議の他にも，夏の学校の予行演習として，
セミナーを開き，より実のある夏の学校を探求してい
く所存です．今のところ，応用物理学会北海道支部の
特別講演に生物物理のセミナーを入れていただき，生
物物理という分野をより多くの方に知っていただき，
夏の学校に興味をもっていただけるようがんばりま
す．
夏の学校の実行委員は現在，下記のメンバーで構成
されています．
校長： 柴崎宏介（北大・出村研 D1）
副校長： 永幡裕（北大・小松崎研 D1）
会計： 西野明理沙（北大・河野研 BC4）
講演： 大浅翔（北大・河野研M1）
広告： 土井健太郎（北大・石森研 BC4）
会場： 武田一樹（北大・川端研M1）
 堤元佐（北大・河野研 D1）
Web： 田中良昌（北大・川端研 BC4）
書記 &予稿： 堤元佐（北大・河野研 D1）
アドバイザー： 伊東大輔（北大・河野研 PD）
 喜多俊介（北大・田中研 D3）
最後になりましたが，夏の学校の準備にあたり，多
くの先生方，企業および研究機関にご協力をいただい
ております．この場を借りて厚く御礼申し上げます．

2010の夏の学校で異分野交流を楽しむ私．このような学会
ではできない，先生も含めた，気軽な異分野交流を今後もた
くさん盛り込む予定です！
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ンの作製で有名な John Gurdon教授を初代 Chairman
として約 20年前にWellcome/CRC Institute of Cancer and 
Developmental Biologyとして発生と発ガンメカニズムの
解明をめざして開設された研究所で，現在も非常にイ
ンパクトの高い研究を量産し続けている．研究所自体
はWellcome Trustと Cancer Research UK（CRUK）という
英国の生物医学研究に大きなプレゼンスをもつチャリ
ティーからの資金で運営されているが，個々の PIが
研究室を維持するには外部のグラントを継続的に獲得
し続けることが前提とされている．私の場合，2010年
に CRUKからのプログラムグラントの延長の審査が
あり，ここ数年の世界的不況によって CRUKへの寄付
が減っていることもあり（つい先日も CRUKはこの先
3年間プロジェクトグラントの募集を停止するとの発
表を行った），研究室の存続および自分自身のポジショ
ンが危ぶまれた．幸いなことに，予算は一部カットされ
つつも，かろうじて研究室を維持することは許された．

1分子観察にチャレンジ
独立後も，ポスドク時代から引き続き，モデル生物
である線虫 C. elegansとほ乳類培養細胞の両方を用い
て，遺伝学的手法と生化学的手法を組み合わせつつ，
動物細胞に共通の進化的に保存されたメカニズムの解
明をめざした．同じく線虫をモデル動物として用いる
Eric Miska博士や Julie Ahringer博士の助けのおかげで，
線虫の実験はスムーズに立ち上げることができた．中
央紡錘体の中央で，微小管を逆平行に束化する，
MKLP1 kinesin-6と CYK4 RhoGAPとの複合体である
centralspindlinに注目して研究を進め，その過程で，他
のよく研究されているキネシン関連タンパクと異な
り，centralspindlinは生理的条件下で自ら集合してさら
に大きなクラスターを形成することがわかってきた．
クラスタリングが centralspinlinのキネシンモーターと
しての活性へどういった影響を及ぼすか調べるために
は，1分子レベルの観察が必須であると思われた．こ
こで，以前までなら他の生物物理の研究グループと共
同研究にする以外に方法がなかったであろうし，そう
したほうが論文発表という点ではより効率的だったか
もしれないのだが，ちょうど各社から全反射顕微鏡が
市販され始めたということもあり，自分のラボで 1分
子観察を立ち上げたいと考えた．が，ことはそう簡単
ではなく，グラントに応募して資金を得て実際に導入
するまで 2年近くかかってしまった．たとえば，顕微
鏡の会社は各社とも英国には営業所があるだけで，数
人で英国全土をカバーする体制であり，デモをお願い
しても担当者が 1分子観察のことを知らないことも多

はじめに
「海外だより」への寄稿のお誘いを受けて，喜ぶと同
時に，年会にも参加したことのない者が「生物物理」
に書かせていただいてよいのか，少々戸惑い，今も正
直不安である．しかし「生物物理」は学生時代から愛読
し，毎年正月の細胞運動班会議にも毎回参加していた
し，ごく最近 Centre for “Mechanochemical” Cell Biology
という新しい研究所に参加したというわけで，まった
く縁がない訳ではないと気を取り直してみる．90年代
前半から中盤にかけての大学院生時代は，細胞運動班
会議で柳田グループによる分子モーターの 1分子計測
や木下グループによる F1-ATPaseの回転運動の発表な
どに衝撃を受け，強いあこがれをいだいたが，当時の自
分の研究（とある海産野生動物の卵割時のリン酸化）
との距離は絶望的に遠いように思われた．その後随分
と時間がかかってしまったが，数年前に英国で独立し，
ようやく 1分子観察を実際に自分の研究テーマに取り
入れることができるようになった．その顛末について
（微妙なところは端折りつつ）述べさせていただく．

ウィーンでのポスドクから英国で PIに
海外でのキャリアの第一歩は 2000年から 2005年に
かけて，オーストリア，ウィーンの Research Institute of 
Molecular Pathology (IMP) Dr. Michael Glotzerのラボで
のポスドクであった．細胞質分裂において重要な役割
をになう微小管構造である，中央紡錘体の形成メカニ
ズムについて思いがけずよい仕事ができたことで，
2005年から英国ケンブリッジ大学の Gurdon Institute
で group leaderとして独立するチャンスを得た．Gurdon 
Instituteは，核移植によるツメガエル成体からのクロー

E-mail: masanori@mechanochemistry.org
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く，GFP 1分子のブリンキングが見えるはずといって
も信じてもらえない，など．最終的には，なんとかシ
ステムを立ち上げ，線虫MKLP1がクラスタリングに
より微小管上をより連続的に運動できるようになるこ
とを示すことができた．このこと自体は理論的にも予
想されるのでさほど驚くべきことではないが，変異体
の観察による in vivoでのクラスタリングの重要性と
組み合わせて議論できたところに意義があったと思
う．さらに分裂後期の HeLa細胞内で形成途上の中央
紡錘体の上を運動する centralspindlinの個々のクラス
ターを直接可視化することにも成功した．普通に考え
るとカバーグラス表面からは遠すぎて全反射顕微鏡で
は見えるはずがないと思われるものを見えるようにし
ようと試行錯誤を繰り返すのは，よそのラボとの共同
研究では難しかったと思われるので，少々遠回りした
ことも無駄ではなかったと思いたい．

Centre for Mechanochemical Cell Biology（CMCB）へ
以上のように，1分子観察をラボに取り入れること
に一応は成功したのであるが，一方で，この方向の研
究をさらに発展させていくことの難しさも感じるよう
になった．発生学やクロマチン研究が主流の Gurdon 
Instituteでは，同僚と分子モーターの物理学を議論した
り，観察・計測の実際面での建設的批判を受けることは
困難であったし，物理のバックグラウンドをもつポス
ドクや学生をリクルートすることも容易ではなかった．
ケンブリッジ全体を見渡しても分子モーターの 1分子
観察をアクティブに行っているラボは多くなかった．
細胞骨格やモーター分子の生物物理学の専門家と日常
的に理論と実際の両面で丁々発止議論できる環境を求
める思いが強くなってきた．そんな中，キネシンのメカ
ノケミストリーで有名な Rob Cross教授や彼の同僚が

Warwickに移って，生物物理の手法で細胞生物学にア
プローチするべく，新しく研究センターを立ち上げた
というニュースを耳にし，自分も参加したいと直感し
た．以前に彼らがいたMarie Curie Research Instituteにお
られた山野博之博士（現 University College of London）
にセミナーに呼んでいただいたことがあったという縁
もあり，連絡を取ったところ，CMCBのほうでも興味
をもってもらえ，紆余曲折はあったものの，2011年
10月からCMCBに参加させてもらえることになった．

University of Warwickは，イングランド中西部の，英
国 2番目の都市である Birminghamから車でロンドン
方向に 30分ほどの Coventryという街にある．南に車
で 20分ぐらいでウィリアム・シェークスピアの出生
地である Stratford upon Avonがあり，1時間少々で
Oxfordや美しい丘陵地として名高い Cotzwoldsという
位置関係である．Coventry周辺は英国の自動車産業の
中心地で，大学内にインドのタタモーターズとのジョ
イントベンチャーの研究所があったり，息子の友人の
お父さんが，ジャガーのデザイナーだったりする．新
設の大学らしくいわゆるキャンパスというものがあ
り，構内に映画館，多目的ホール，スポーツセン
ター，学生寮，宿泊施設があるところはアメリカの大
学に近いかもしれない．学内で各種学会が開かれるこ
とも多く，2012年春の日本発生生物学会と英国発生
生物学会・細胞生物学会の合同年会もここで開かれる
ことになっている．大学自体，開学は 1965年とごく
最近で，CMCBの属するWarwick Medical Schoolにい
たっては開設 10年ほどと，とても歴史が浅く，いわ
ゆるブランドとしてはケンブリッジとは比べるべくも
ないのであるが，「新しい酒は新しい革袋に盛れ」と
の言葉にもあるように，この新しい環境でこそ可能な
研究があるはずと確信している．

2010年の Gurdon InstituteクリスマスパーティーではMiska

研とともにMr. Incrediblesと Batmanに仮装した．

完成間近の CMCB研究棟
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べん毛モーター
Flagellar motor
細菌べん毛の根元の細胞表層に埋め込まれた直径
約 45 nmの膜超分子複合体．膜を介したイオン
（Hまたは Na）駆動力をエネルギー源とし，イオ
ン流に共役した固定子―回転子間の相互作用により
回転トルクが発生する．（018ページ） （小嶋ら）

OmpAファミリー
OmpA family
OmpAは外膜タンパク質で，C末端にはペプチド
グリカンと非共有結合により相互作用するドメイ
ンが存在する．MotBや Palなど，このドメインを
共通にもち，ペプチドグリカンと相互作用するタ
ンパク質は OmpAファミリーとよばれる一群に分
類される．（019ページ） （小嶋ら）

マルチカノニカルレプリカ交換法
Multicanonical Replica-Exchange Method
エネルギー地形が起伏に富む場合に分子シミュ
レーションによる配置空間探索の効率をあげるた
めに使われる拡張アンサンブル法の 1つ．温度を
交換する通常のレプリカ交換法に類似しているが，
個々のレプリカにマルチカノニカル重み因子を適
用する点が異なる．（022ページ） （依田ら）

弾性ネットワークモデル
Elastic network model
タンパク質の形状に応じて（たとえば各アミノ酸
の C.原子に）質点を設定し，質点を線形バネで結
んだモデル．共有結合や静電相互作用といった実
際の分子内相互作用を極端に単純化しているが，
タンパク質の協調的な運動を再現することが示さ
れている．（026ページ） （森次）

ハミルトニアンレプリカ交換法
Hamiltonian replica exchange method
レプリカ交換の一般化手法．温度レプリカ交換法
は温度が異なる複数の系（レプリカ）のシミュレー
ションを並行して行い，途中で系の温度を交換す
ることで構造空間を広くサンプルする．ハミルト

ニアンレプリカ交換法は，温度ではなくハミルト
ニアンを交換する．温度レプリカ交換法では，系
のサイズに依存して必要なレプリカ数が増える．
（027ページ） （森次）

高分子の理想状態
Ideal chain
高分子鎖の慣性半径の 2乗平均が分子量に比例す
る場合を理想鎖とよぶ．理想鎖はモノマー間の相
互作用が無視できる状態で，ランダムウォークモ
デルともよばれる．溶融体の高分子鎖や，36Cで
のシクロヘキサン中のポリスチレン鎖は理想鎖で
ある．（029ページ） （松山）

FRET
Förster resonance energy transfer
色素分子の励起エネルギーが，近接（<10 nm）し
た別の色素分子に無輻射的に移動する現象．色素
分子がどちらも発光性をもつ場合はスペクトル
（色）の変化として観察される．生体分子の大きさ
程度の距離で起こるため，分子間相互作用解析，
分子内構造変化解析の他，機能指示薬に応用され
ている．（030ページ） （齊藤ら）

レクチン
Lectin
糖と結合するタンパク質の総称で，抗体および酵
素を除いたものと定義される．古くから植物由来
のレクチンがツールとして利用されているが，動
物由来のレクチンも近年数多く見いだされ，さま
ざまな機能を発揮していることが明らかにされて
いる．（032ページ） （佐藤ら）

浸透交雑
Introgression, Introgressive hybridization
雑種生物に対して一方の親種との戻し交雑が繰り
返された結果，形態的には戻し交雑を起こした親
種の特徴を強くもちながら，ゲノムの一部が他方
の親種に由来する個体が生じること．キク科植物
では交雑が起こりやすいことが知られている．
（037ページ） （花井ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．



E. coli in Motion
Howard C. Berg［著］，E. R. De Vivie［編］
Springer，2003 年，23.616 cm，134 ページ，95,95�€．

 大腸菌は誘因物質を感知すると，べん毛とよばれ
る運動器官を用いて，好ましい方向に移動する走化
性を示します．本書は，大腸菌の走化性やべん毛研
究に物理学的観点や手法を適用することで，多くの
重要な生命現象を明らかにしてきたハワード・バー
グ博士の著書です．その内容は，大腸菌のマクロレ
ベルでの集団運動から，1細胞レベルの細胞の動き，
走化性応答そしてべん毛モーター回転機構にいたる
まで，広範囲にわたり簡潔にまとめられています．

また，微生物学や分子生物学，物理学の知識がなく
ても理解できるよう書かれていて，専門外の人でも
読みやすいと思います．本書の中で著者は，「大腸
菌はシンプルでよく理解されているモデル生物だ
が，働いている原理は複雑な高等動物の神経細胞と
共通するところがある．」と述べています．本書を
読めば，今取り組んでいる研究に対する新しい視点
がみつかるかもしれません．

（法政大学・生命機能　蔡　栄淑）

書

評

生物記号論―主体性の生物学
川出由己［著］
京都大学学術出版会，2006 年，A5 判，351 ページ，3,570 円（税込）．

 生物という対象を物理学の方法で研究なさってい
る会員の皆さんは，生物とは「分子部品が組み合わ
された複雑精妙なマシン」だとお考えでしょう．そ
う考えることで分子生物学は栄華を極めたわけです
から，そこに文句をいうつもりはありません．しか
し，こうした物質還元主義への批判も最近よく聞き
ます．反還元論の立場は「複雑系科学」あるいは「シ
ステム生物学」とよばれることが多いようです．本
書も反還元論なのですが，複雑系ではなく「記号論」
の視点から生物を見てみようという提案です．タイ
トルはまるでポストモダンな似

え せ

非科学書ですが，そ
うではありません．著者は，京大ウィルス研の名誉
教授であり，定年退職後 10年以上かけて練った自
身の生物観を，真摯に丁寧に説いた書物のようです．
 まず「記号論」的なものの見方について簡単な例
を示しましょう．日本語では，■を「クロ」，□を
「シロ」とよぶことになっています．しかし，なぜ
このようによぶのか，その理由（語源）はよくわか
らない．入れ替えて，■を「シロ」，□を「クロ」
とよんでも別に問題はないような気もします．こう
した単語の呼び名と意味の関係について，ソシュー
ルは，さまざまな言語の単語を分解して調べたあげ
く，名称（記号表現）と意味（記号内容）の結びつ
きは根源的に「恣意的」（必然性はない）と断言し
ました．これは人間の言語のお話ですが，同じよう
な例は細胞内の分子の世界にもたくさんあります．
たとえば，コドン表では「AAA」はリジンを意味し
ますが，AAAというヌクレオチドとリジンというア
ミノ酸には化学的な関連は一切ありません．cAMP
は細菌において飢餓のシグナルですが，cAMP分子
単体の物性をいくら調べても「飢餓」という意味は

読み取れません．これらの「意味」は，レセプター
から始まる生体高分子群の組み合わせで決まるもの
です．それらがどのようにつながるかは進化上高い
自由度があり，逆に，分子と機能の関係を「恣意的」
に選べるからこそ，生物は進化することができたの
だとも考えられます．同様のことをモノーは「偶然
と必然」のなかで，「無根拠性」という言葉で説明
しています．
 本書の前半は，分子生物学によって明らかになっ
た生物内部の諸過程（細胞内の通信系，細胞間の通
信系，生体防御系，遺伝系など）が，「記号作用」
としてどう解釈できるかが丁寧に説明されていま
す．記号のさまざまな特徴（恣意性，差異性，多義
性，冗長性，2重分節など）が分子生物学の世界に
も見られるのです．後半は，これらの事実をもとに
した生物観が語られます．筆者は，細胞がある種の
記号活動をしていることを認めるなら，細胞にも
「意図」の原初形や「心」の原初形があり，記号作
用を行う「主体」こそが生物の本質だと主張します．
生物記号論は，科学というより思想であって，筆者
も認めるように，物理生物学に新しい研究法をもた
らすことはないかもしれません．しかし，記号性を
意識することによって，逆に，物理生物学のテリト
リーが明らかになります．生体分子群の「物性」（記
号表現）は物理生物学で研究できますが，その分子
群の「機能」（記号内容）は，解釈者たる主体（た
とえば細胞）の「意図」を読み取らない限り理解で
きないものです．しかし，主体の意図が何であるか
は，物理で答えられる問題ではなく，擬人的に推し
はかるしかないものなのです．

（阪大蛋白研・蛋白質情報科学　川端　猛）
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脳科学の教科書　神経編
理化学研究所脳科学総合研究センター［編］
岩波ジュニア新書，2011 年，B40判，225 ページ，1,029 円（税込）．

 生物物理学はもはやタンパク質や核酸など，個々
の生体分子の機能・構造解明に留まらず，生命の普
遍的原理を解明する学問へと移りつつあると思われ
る．その中でも大きなテーマの 1つとして「脳・神
経」があげられると思う．
 脳科学を扱う際，神経科学の分厚い教科書を読み
ながら，場合に応じて，生理学，解剖学，細胞生物
学，分子生物学，生化学などの教科書も引用して学
び進めていくしかないのであるが，正直，多大な労
力を割く点は否めない．もちろんその努力が身とな
り（血肉となり？）自身の研究に役立つというのは
当然であるが，もう少し肩の力を抜いて全体像と
キーワードを拾っていける書物の存在に気が休まる
のも事実であろう．
 本書は，脳科学研究で世界をリードする組織であ
る理化学研究所・脳科学総合研究センターがまとめ
た脳科学の教科書シリーズの第一編であり，神経の
構造・機能の分野を取りあげている．初学者にもわ
かりやすく，神経系の成り立ち，脳の構造について
説明がなされているが，ジュニア向けの新書とあな
どるなかれ．神経科学のトピックスを忠実かつすら
すらと読み進めていける書物である．そのため対象
者としては，学部生や大学院生など，これから知識
を蓄えなければならない学生のみならず，学生のこ
ろに脳科学や神経解剖学の講義を受講する機会のな
かった研究者が読み進めても，この分野の全体像を
掴み，基本的かつ重要なトピックスについて整理す

ることができるであろう．
 なかでも面白いと感じたのは，学術用語で定義さ
れた言葉の意味の大切さを伝えるコラムである．
「活動」「刺激」など一般生活でも使用するが，神経
生理学においては一義的な意味がある言葉を取り上
げており，学術用語として使用するときはその意味
を厳密にして用いなければならない大切さを再認識
させてくれる．このような点からも，本書は単なる
読み物ではなく「教科書」として位置付けることが
できるであろう．

（北大・先端生命・細胞機能　北村　朗）

書

評
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