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平成 26・27 年度委員の選挙を行っております．締切は 7 月 8 日（月）です．
ぜひご投票ください．

選 挙 公 告

日本生物物理学会会則および細則に基づき平成 26・27 年度委員の選挙を行います．昨年までとは異なり，本選
挙からは学会会員ページにある選挙システムにて行いますので，下記の「選挙要項」をご精読の上，期日までに
ご投票ください．なお，学会会員ページへは，生物物理学会のウェブページ（http://www.biophys.jp）からアクセス
すると簡単に入れます．

記
平成 26・27 年度委員選挙
投票期間：2013 年 6 月 5 日（水）9：00 〜 7 月 8 日（月）18：00
選挙要項
（1）本選挙は，学会会員ページにある選挙システムを利用して投票する．
（2）本選挙の選挙権者は，当該年度の学会会費を完納している正会員とする．
（3）WEB サイトに表示された被選挙者の中から，適当と思われる候補者を選出し，投票する．ただし，一
度投票した内容を変更することはできない．また，投票期間終了後の投票は認められない．
（4）開票は細則第十五条に基づき，公開により 7 月 9 日（火）午後 2 時より大阪大学大学院生命機能研究
科内において行う．投票内容に不備がある場合を除き，開票の際投票者個人が特定されることはない．

平成 26・27 年度

委員選挙要項

平成 26・27 年度の委員は，正会員 3 名以上の推薦のあった候補者の中から正会員の投票によって決定いたしま
す．会誌 2013 年 2 月号（53 巻 1 号）で委員候補者の推薦を公募いたしましたところ，推薦された方は 395 名，そ
の内 3 票以上獲得し候補者となった方は 108 名でした．以下の委員候補者の中から，適当と思われる候補者の氏
名（10 名以内）を投票してください．
（1）

委員候補者（所属）
相沢

智康（北大）

赤坂

一之（近畿大）

秋山

良（九大）

新井

宗仁（東大）

荒田

敏昭（阪大）

安藤

敏夫（金沢大）

飯野

亮太（東大）

池上

貴久（阪大）

池口

雅道（創価大）

池口

満徳（横浜市大）

石北

央（京大）

石森

浩一郎（北大）

伊藤

悦朗（徳島文理大）

伊東

大輔（北大）

稲葉

謙次（東北大）

井上

裕一（東北大）

今村

博臣（京大）

今元

泰（京大）

上田

昌宏（阪大）

内橋

貴之（金沢大）

太田

元規（名大）

太田

善浩（東京農工大）

岡田

康志（理研）

岡本

祐幸（名大）

小倉

尚志（兵庫県立大）

片岡

幹雄（奈良先端大）

片平

正人（京大）

加藤

貴之（阪大）

加納

ふみ（東大）

鎌形

清人（東北大）

川岸

郁朗（法政大）

北原

亮（立命館大）

上久保
川戸

裕生（奈良先端大）
佳（東大）

茅

元司（東大）

神取

秀樹（名工大）
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北村

美一郎（徳島文理大）

城所

俊一（長岡技科大）

木下

正弘（京大）

桐野

豊（徳島文理大）

金城

政孝（北大）

黒田

裕（東京農工大）

桑田

一夫（岐阜大）

児嶋

長次郎（阪大）

古寺

哲幸（金沢大）

後藤

祐児（阪大）

小松崎

櫻井

実（東工大）

佐甲

靖志（理研）

澤井

哲（東大）

篠原

康雄（徳島大）

下野

和実（松山大）

城地

保昌（JASRI）

城

杉浦

美羽（愛媛大）

杉田

有治（理研）

鈴木

健一（京大）

鈴木

誠（東北大）

十川

久美子（東工大）

園山

正史（群馬大）

曽和

義幸（法政大）

瀧口

金吾（名大）

田口

英樹（東工大）

橘木

修志（阪大）

楯

真一（広島大）

千見寺

浄慈（名大）

民樹（北大）

宣嗣（理研）

田中

裕人（NICT）

茶谷

絵理（神戸大）

出村

誠（北大）

豊田

太郎（東大）

内藤

晶（横浜国大）

中川

敦史（阪大）

中根

大介（学習院大）

中村

修一（東北大）

奈良

敏文（松山大）

西山

雅祥（京大）

濡木

理（東大）

野口

巧（名大）

浜田

大三（神戸大）

林

坂内

博子（理研）

樋口

芳樹（兵庫県立大）

廣明

秀一（名大）

広瀬

恵子（産総研）

廣田

俊（奈良先端大）

深田

吉孝（東大）

福岡

創（東北大）

船津

高志（東大）

古川

良明（慶應大）

本間

道夫（名大）

前島

一博（遺伝研）

槇

重彦（京大）

林

史夫（群馬大）

亙介（名大）

政池

知子（東京理科大）

松浦

宏治（岡山大）

松木

均（徳島大）

右田

たい子（山口大）

水谷

泰久（阪大）

南野

徹（阪大）

三野

広幸（名大）

向井

秀夫（埼玉医大）

村上

聡（東工大）

村田

武士（千葉大）

村本

和優（兵庫県立大）

森本

雄祐（理研）

安永

卓生（九工大）

山口

真理子（奈良先端大）

山下

高廣（京大）

（2） 本選挙は選挙要項に従って行う．
（3） 上記 108 名の委員候補者の中から委員として適当と思われる候補者（10 名以内）を選び，学会会員ページ
上にある選挙管理システムから投票する．
（4）

開票の結果により，得票順に定数（25 名）だけを当選とする．会費滞納者が当選した場合は，学会の請求
により直ちに滞納分の支払いがある場合に限りこれを有効とする．
また，最下位が同点の場合は抽選により順位を決定する．

（5） この選挙により選出された委員の任期は平成 26 年度・27 年度となるが，学会法人化により事業年度を変更
するため，平成 26 年 1 月から平成 27 年 6 月までとする．
平成 25 年 6 月
日本生物物理学会選挙管理委員長

南野

徹
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日本生物物理学会の一般社団法人への移行について
日本生物物理学会では，かねてより学会法人化について検討し，議論を重ねてまいりましたが，平成 20 年 12
月に「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」が施行されたことを受け，平成 26 年 1 月から本学会を一
般社団法人とする方向で現在調整を進めています．学会法人化の経緯等につきましては，平成 23 年の第 50 回総
会ならびに平成 24 年の第 51 回総会にてご説明申し上げ，ご承認いただきましたが，会員のみなさまに改めてご
理解とご協力をお願い申し上げたく，以下に学会法人化の必要性ならびに法人化後の変化について，簡単にご説
明させていただきます．
1．法人化の必要性について
法人化することの第一の目的は，信用力の確保です．日本生物物理学会は，3000 名以上の会員を擁する社会的
に認知された学会ですが，法人格を持たない任意団体であるため，社会的立場を喪失する危険を常に抱えていま
す．また，法律上，学会名義で契約行為をすることができず，学会運営に関するあらゆる契約は会長名義で行な
われているため，会長交代ごとに名義変更が必要となること，税制の優遇措置が受けられず，多大な課税リスク
を負っていること，運営および財務の全責任が会長に課されていることなど，多くの不都合が生じています．
これまでにも学会法人化について検討してきましたが，平成 20 年度の法改正以前は，社団法人設立には主務官
庁による認可が必要であったため，実現が叶いませんでした．それが法改正により，登記のみで一般社団法人を
設立できるようになりました．すべての社会活動に対してコンプライアンスが求められる時代になってきたため，
上記の問題点を解決し，社会的信用力の獲得，責任所在の明確化，適切な財務経営のためにも，早急に法人化を
することが必要であるとの判断に至りました．
2．法人化に伴う変更点
会員のみなさまにとって，また学会の運営にとって，法人化に伴う変更が最小限になるよう準備を進めており
ます．事業内容は変わりませんし，年会もこれまで通り実施いたします．ただし，法人化後は法律に則った運営
を行なう必要があるため，以下の 3 点につき，変更をご了承願います．
（1）事業年度，総会，および選挙制度の変更
現在の事業年度は 1 月から 12 月ですが，法人化後は 5 月から 4 月に変更となります．決算後 2 ヶ月以内に理事
会および決算総会を開催する必要があるため，それらを 6 月末までに開催することとなります．法人化後は，総
会の成立に全会員の半数以上の出席が必要となりますが，それは物理的に困難であるため，代議員制を導入しま
す．代議員は社員となり，社員総会に出席します．これまでの年会における総会は，会員のみなさまから直接ご
意見を伺う会員総会として継続させる予定です．代議員は，これまでの学会年度委員とほぼ同様の手続きで選出
します．運営委員は理事として学会運営に携わることになります．任期はこれまで通り 2 年間ですが，半数ずつ
毎年改選するのではなく，2 年に一度改選します．任期は 6 月開始となります．
法人における委員，運営委員，会長の役割名称
委員

→

代議員（社員）

運営委員 →
会長

→

理事

理事長 代表理事

（2）支部運営体制の変更
法人化後は，支部と学会は別団体とします．詳細は各支部長に個別に説明いたします．支部活動はこれまで通
り行なっていただけますし，実質的な支部活動が行われている限り学会からの援助も行ないます．
（3）会費金額の変更
これまで，会員数増加のための施策や，経費削減のための様々な取組みを実施してまいりましたが，和文誌「生
物物理」の出版費を支えていた広告収入が数年まえから激減し，学会の財政状況は依然として思わしくなく，赤
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決算が続いております．また，法人化後は事務手続きが増え，消費税増税が見込まれることから，それに伴い一
層の支出増が予想されます．この学会の赤字体質を改善するため，正会員の会費を増額することを検討していま
す．会員のみなさまにご負担をおかけするのは大変心苦しいところですが，増額が決定いたしましたら，何卒ご
理解いただけますよう，お願い申し上げます．
法人化後の定款案は学会ホームページ（http://www.biophys.jp/houjinka.html）よりご覧いただけます．日本生物物
理学会の一般社団法人化につき，ご意見・ご質問等がございましたら，学会会長室 <bpsjp@biophys.jp> までお送り
ください．可能な限り回答いたします．会員のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます．
平成 25 年 6 月
日本生物物理学会

会長

難波

啓一
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生物物理学の標準的な教科書がない，というのはよく話題にな
る問題です．たとえば 2009 年の「生物物理」巻頭言で櫻井さん
がこの問題を取り上げています．講義をするときに教科書がなく
て困ること，教科書がないのは分野の多様性と未成熟によると言
われてきたことが説明され，その状況に対しての憂慮が述べられ
ています．まったく同感！です．
私自身も，生物物理学の講義をするために良い教科書をいつも
探してきました．洋書で Biophysics と名のつく教科書類は片っぱ
しから購入しコレクションにしています．すると，この 5 年ほど
の間に生物物理学の教科書が矢継ぎ早に出版されているのに気づ
きました．玉石混交なのですが，非常に体系だって書かれている
ものがあり，その奥行に感銘を受けます．そのうちの 1 冊は，笹
井さんらにより翻訳されより身近なものになりました．
体系だった生物物理学の洋書を眺めてみると，ぱっとみて数式
が多いことに驚きます．和書の，生物物理分野の総説や啓蒙書の
類からは想像もつかないほどに数式が並んでいます．しかし，物
理学の教科書としては至って普通レベルです．生命現象を物理的

生命現象に
もっと数式を

に理解しようというのが生物物理学であるとすれば，実験データ

巻／頭／言

こから予測を行うことが Hodgkin-Huxley の時代から（実は 20 世

が定量化され，モデルに基づいて数式によって表現されることは
ごく自然で，必要不可欠なことのように思います．
そもそも生物物理においては，実験データを数式で記述し，そ
紀初頭から）盛んに行われ，輝かしい成功を収めてきました．た
だしそれらは定量化しやすい酵素反応や電気生理などに限られて
いました．その後，分子の世界を観るための技術開発にエネル
ギーが注がれ，構造生物学や 1 分子計測などの爆発的な進展のお
陰で，私たちの世界観は一変しました．それ自体は素晴らしいこ
とですが，そういう過程で，実験データをモデル化し数式で表現
する姿勢は一旦，後退していったように思います．
しかし，ゲノム情報が揃い，分子が同定され，分子の構造，動
態，ネットワークがかなりの程度明らかになった今日，時代は一
巡りしてきました．生命現象を数理的に記述するムードが再興し
てきたようです．システム生物学，定量生物学，数理モデリング
などの言葉が溢れています．新しい教科書の相次ぐ出版は，この
ような時代の流れに沿ったものなのかもしれません．生命現象の
核心的部分を物理的に理解できる準備が整った今こそ，本来の意
味での生物物理学が一番輝ける時代なのかもしれません．我が身
を振返ると，理論家の責任は大きいですね．
高田彰二，Shoji TAKADA
京都大学大学院理学研究科，教授
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祖先型設計法を用いた耐熱性タンパク質の配列探索
Exploring Sequences for Thermally Stable Proteins by the Ancestral Design Method

赤沼哲史

AKANUMA, S.

祖先型設計法は，分子進化系統学とタンパク質工学を組み合わせた，効率的な耐熱性タンパク質の配列探索法である．本稿では，
祖先型設計法を用いて耐熱性タンパク質を設計した研究例を紹介するとともに，同じく相同アミノ酸配列情報に基づいた耐熱
性タンパク質設計法であるコンセンサス法との違いについて解説する．

134

脂質膜のダイナミクスからみる細胞の起源
Origin of Cell Scenarios Supported by Dynamics of Lipid Membranes

鈴木宏明

SUZUKI, H.

生命は，その最少要素である細胞をみても，非常に複雑である．しかし，生命誕生初期の細胞（原始細胞）は非常に単純であっ
たにもかかわらず，増殖や進化といった細胞としての最小限必要な機能を備えていたと考えられている．本稿では，脂質膜の
物理的物性から生まれるダイナミクスから，単純な細胞が持ち得た特徴を探る．

総説

140

高速原子間力顕微鏡による結晶性セルロース酵素分解の
リアルタイム1分子イメージング
Real Time Single Molecular Imaging of Enzymatic Degradation of Crystalline Cellulose by High-speed Atomic Force Microscopy

五十嵐圭日子

IGARASHI, K.

内橋貴之

UCHIHASHI, T.

鮫島正浩

SAMEJIMA, M.

安藤敏夫

ANDO, T.

セルロース分解酵素（セルラーゼ）分子が，セルロース表面で「渋滞」する様子を，高速原子間力顕微鏡によって観察した．
本結果は，
「分子が渋滞する」という基礎科学的に新規な知見であるだけでなく，セルロース系バイオマスから液体燃料やプ
ラスチック原料を高効率に生産するシステム構築にも重要な指針を与える．

145

光受容ニューロンの応答性を特徴づける光受容体キナーゼGRK
の活性
Opsin Kinase Activities Characterize Light Responses of Rod and Cone Photoreceptors

白木知也

SHIRAKI, T.

深田吉孝

FUKADA, Y.

脊椎動物の視細胞には桿体と錐体の 2 種類があり，互いに大きく異なる光応答の特性を示す．筆者らは最近，光受容体を不活
性化状態に導く光受容体キナーゼ GRK の性質の違いが，桿体と錐体の光感度特性を制御することを見出した．この成果を中
心に本稿では，桿体と錐体を特徴付ける分子基盤に関する最近の知見を概説する．

149

ダイニンに駆動された微小管の集団運動
Collective Behavior of Microtubule Driven by Dynein

永井 健

NAGAI, K. H.

住野 豊

SUMINO, Y.

大岩和弘

OIWA, K.

軸糸ダイニンと微小管を用いた in vitro 運動アッセイを行い，鳥や魚の群れのような自走する粒子の集団運動に関して実験研究
を行った．微小管同士の運動方向を揃える短距離の相互作用により集団秩序が生じることを確認し，その形成要因について数
理モデルを用いて解析した．これらの結果について紹介する．

※本文中「
（電子ジャーナルではカラー）
」の記載がある図は，https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ で
カラー版を掲載しています．
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DNAオリガミを使った1分子解析
Single-molecule Analysis Using DNA Origami Nanostructures

遠藤政幸

杉山 弘

ENDO, M.

SUGIYAMA, H.

DNA オリガミと高速原子間力顕微鏡を用いて，酵素の反応や DNA の構造変化を 1 分子で解析することができる．本総説では
我々の研究グループが行った DNA 修復酵素の反応や，RNA ポリメラーゼによる転写反応の観測，さらに DNA オリガミで作
製したトラック上での DNA ナノマシンの段階的な動きについても述べる．
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祖先型設計法を用いた耐熱性タンパク質の配列探索
赤沼哲史

東京薬科大学生命科学部応用生命科学科

We developed the ancestral design method that incorporates a multiple amino acid sequence alignment of homologous
proteins and construction of the related phylogenetic tree to infer the ancestral sequence. Ancestral residues were introduced into several thermophilic proteins, producing mutant proteins with further enhanced thermostability. We also predicted, synthesized, and characterized the complete ancestral sequences of B subunit of DNA gyrase. The ancestral protein showed thermostability similar to a modern thermophilic protein. Thus, the ancestral design will serve as an eﬀective
method for creating thermally stable proteins that only relies on the amino acid sequences of homologous proteins.
ancestral design / consensus design / homologous protein sequences / multiple sequence alignment / phylogenetic
tree / thermally stable protein

あるいは選択するためのシステムの開発が同時に必要

1.
はじめに

となる．さらに，その都度膨大な実験をする必要があ

タンパク質の耐熱化設計は，アミノ酸配列・立体構

るため，簡便性という点では必ずしも優れた方法とは

造・安定性の相関の解明にとどまらず，産業利用に有

言えない．

用なタンパク質の開発という応用面においても重要な

簡便で多くのタンパク質に適用できる耐熱化設計法

課題である．好熱菌あるいは超好熱菌と常温生物由来

として，相同アミノ酸配列情報の比較に基づく方法が

相同タンパク質の立体構造の比較から，タンパク質の

ある．著者らの研究室では，相同アミノ酸配列の分子系

1)

様々な耐熱性獲得機構が提案された ．たとえば，中

統解析から推定した祖先型アミノ酸を，対象とするタ

性極性残基の減少と電荷を持ったアミノ酸の増

ンパク質に導入することによって耐熱化する祖先型設

加 2), 3)，溶媒に露出した非極性表面積の減少 4)，二次

計法を開発した．本稿では，祖先型設計法による耐熱

構造の安定化

5), 6)

，分子内イオンペアの増加

ブユニット間相互作用の強化
のパッキングの改善

11)

7), 8)

，サ

性タンパク質の設計例を紹介するとともに，同じく相

，分子内疎水性コア

同アミノ酸配列の比較に基づく耐熱性タンパク質の設

9), 10)

が耐熱性に寄与していると指

計法であるコンセンサス法との違いについて解説する．

摘されている．好熱菌タンパク質の耐熱性に関わると
予想された因子をアミノ酸置換として対象タンパク質

2.
タンパク質の耐熱性の評価

に導入することによって耐熱化に成功した例も多く報
告されている．しかし，耐熱性の違いは少数のアミノ

最初に，タンパク質の耐熱性の定義について触れて

酸の違いによるのではなく，個々の効果はそれほど大

おきたい．タンパク質はどの温度においても図 1 に示

きくはない多くの因子の積み重ねによって耐熱性の違

すように天然状態と変性状態との平衡状態で存在する．

いが生じている場合も多い．さらに，個々の因子の効

天然状態ではタンパク質は生物学的に活性型である特

果は周辺の構造環境に依存するため，あるタンパク質

有の立体構造へと折りたたまれている．変性状態ではポ

の耐熱化要因が必ずしも他のタンパク質の耐熱化にも

リペプチド鎖は特定の構造を形成せず，ランダムコイル

寄与するわけではない．

として存在することが多い．タンパク質の天然状態と変

タンパク質の立体構造やタンパク質化学に関する知

性状態との間の自由エネルギーの差（ここでは ΔGNU

識に依存しない耐熱化設計法として，進化分子工学を

と表す）は，タンパク質の安定性の指標として最も頻

用いる方法が挙げられる．しかし，進化分子工学的手

繁に用いられている．ただし，ΔGNU を実験的に決定で

法では膨大な遺伝子ライブラリーのなかから耐熱化し

きるのは 2 状態モデルが成り立つ場合に限られる．他の

たタンパク質をコードする遺伝子をスクリーニング，

分子と同様，タンパク質の ΔGNU も次の式で表される．

Exploring Sequences for Thermally Stable Proteins by the Ancestral Design Method
Satoshi AKANUMA
Department of Applied Life Sciences, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
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図1
可逆的な変性を示すタンパク質は天然状態（N）と変性状態（U）
との平衡で存在する．変性に伴う自由エネルギー変化 ΔGNU は平
衡定数 K から求められる．

図3
祖先型設計法による祖先型変異タンパク質の作製法．

性を持つ超好熱菌由来タンパク質はモデル 3，あるい
図2
タンパク質の耐熱化モデル．太線で示した安定性曲線が末広がり
になる（モデル 1），高温側へ平行移動する（モデル 2），あるい
は垂直方向へ平行移動する（モデル 3）と，タンパク質の変性温
度（Tm）が高温方向へシフトする．

はモデル 2 と 3 の組み合わせによって Tm を高めてい
る傾向が報告されている 12)．

3.
祖先型設計法の概念と点変異による耐熱化

ΔGNU = ΔHNU − TΔSNU

相同アミノ酸配列の分子系統解析を利用した耐熱性
タンパク質の設計法が著者らの研究室で考案され，祖
先型設計法と名付けられた（図 3）．この方法では，

ΔHNU は天然状態と変性状態との間のエンタルピー
の差であり，T は絶対温度，ΔSNU は天然状態と変性

まず対象とするタンパク質の相同アミノ酸配列をデー

状態との間のエントロピーの差である．

タベースから収集し，相同性に基づいて整列させる．

タンパク質の天然構造は，エンタルピー効果とエン

次いで，進化系統樹を構築し，その系統樹に基づいて

トロピー効果のバランスで維持されている．常温生物

共通の祖先が持っていたタンパク質の配列を推定す

のタンパク質は常温域で最大の安定性を示す場合が多

る．進化系統樹は，生物やタンパク質が進化してきた

い．さらに温度が高くなると ΔGNU は低下する．ΔGNU

道筋やどの段階で分岐が起こったのかを，樹木が枝分

が 0 となる温度は Tm と表され，天然状態にあるタン

かれする様子になぞらえて描いたものであるが，詳細

パク質分子と変性状態にある分子の割合が同じにな

は他の文献を参照していただきたい 13)．その後，1 つ

る．Tm よりも高い温度では変性状態にある分子の割

ないし少数の祖先型アミノ酸を，対象とするタンパク

合が天然状態にある分子よりも大きくなる．タンパク

質にアミノ酸置換として導入し，祖先型変異タンパク

質の耐熱性は Tm によって定量的に評価することがで

質の耐熱性を調べる．いろいろな生物が持つ相同タン

きる．

パク質のアミノ酸配列を比較した際，すべての生物が

耐熱性タンパク質はどのようにして高い Tm を獲得

同じアミノ酸を持つ部位は，そのアミノ酸が祖先型ア

しているのだろうか？ 「安定性曲線」と呼ばれる温度

ミノ酸であると推定できる．生物によって異なるアミ

と ΔGNU の関係を図 2 に模式的に表す．Tm を高くす

ノ酸を持つ部位については，図 4 に示す方法で祖先

るためには，図 2 に示した 3 通りの方法がある．天

型アミノ酸を推定できる．系統樹の右端に現存するタ

然の耐熱性タンパク質である好熱菌由来タンパク質は

ンパク質のアミノ酸を示している．隣りあった枝のア

モデル 1，あるいはモデル 1 と 3 の組み合わせによっ

ミノ酸が同じアミノ酸（たとえば E と E）であれば，

て高い耐熱性を得ている場合が多く，さらに高い耐熱

その 2 つの共通祖先も同じ（E）であると推定できる．
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図4
祖先型アミノ酸の推定法．詳細は本文を参照していただきたい．

隣りあったアミノ酸が異なる場合（たとえば D と N）
は，どちらが祖先型であるか決定できない．しかし，
さらに枝を遡って隣にあるアミノ酸が D であれば，
その祖先も D であると推定できる．このように右端
から左へ向かって順々に共通祖先が持つアミノ酸を推
定していく．左端が推定された全生物共通祖先のアミ
ノ酸（D）である．
祖先型設計法を用いると，タンパク質の耐熱性や立
体構造に関する一切の知識無しに耐熱性タンパク質を
設計できる．祖先型設計法は，祖先生物が超好熱菌で
図5
（a）祖先型 GlyRS 配列の推定に用いた系統樹．真正細菌共通祖先
と古細菌 / 真核生物共通祖先の位置を矢印で示している．スケー
ルバーはアミノ酸座位あたり 0.5 回のアミノ酸置換に相当する枝
長を表す．（b）真正細菌祖先と古細菌 / 真核生物祖先で共通する
祖先型アミノ酸を T. thermophilus GlyRS に導入した祖先型変異体
を作製した．

あったので，祖先生物のタンパク質は高い耐熱性を有
していたとする仮説に基づいている．つまり，祖先タ
ンパク質が持っていたアミノ酸は祖先タンパク質が
持っていなかったアミノ酸と比べ，タンパク質の耐熱
性に大きく寄与するだろうという考えである．この方
法が耐熱性タンパク質の設計に有効であることは，い
くつかの好熱菌由来酵素に，推定した祖先型アミノ酸

推定した祖先型アミノ酸を超好熱菌 Sulfolobus tokodaii

をアミノ酸置換として導入すると，好熱菌酵素をさら

IPMDH にアミノ酸置換として導入した．得られた変

に耐熱化できることで示された．

異型 IPMDH の耐熱性を調べたところ，7 つの変異型タ

最初に高度好熱菌 Thermus thermophilus 由来グリシル
tRNA 合成酵素（GlyRS）を用いて行われた研究を紹介

ンパク質のうちの 5 つが野生型 IPMDH よりも高い耐
熱性を示した 15)．渡辺らは，高度好熱菌 T. thermophilus

する．清水らは α2 タイプの GlyRS の系統樹を構築し

IPMDH を用いて祖先型アミノ酸が 1 つだけ導入され

（図 5a）
，GlyRS の祖先型アミノ酸配列を推定した ．

た 12 個の祖先型変異体を作製した．それらの耐熱性

推定した祖先型アミノ酸を 1 つずつ，または，近接し

を T. thermophilus 由来野生型 IPMDH と比較したとこ

た 2 つの祖先型アミノ酸を同時に T. thermophilus 由来

ろ，作製した 12 個の変異体のうちの 6 変異体で耐熱性

GlyRS に導入することによって 8 つの変異体を作製し

の上昇が見られた 16)．高度好熱菌 Caldococcus noboribetus

（図 5b）
，耐熱性を測定した．その結果，6 つの変異

由来 ICDH を用いた研究では，5 つの祖先型変異体の

14)

体が野生型 GlyRS よりも高い耐熱性を示した（表 1）
．

うち 4 つの変異体が野生型 ICDH よりも高い耐熱性
を示した 17)．

類似した研究がアミノ酸合成系で働く酵素を用いて
も行われた．ロイシン合成系酵素である 3-イソプロ

このように祖先型アミノ酸を導入すると，好熱菌あ

ピルリンゴ酸脱水素酵素（IPMDH）と TCA 回路で働く

るいは超好熱菌のタンパク質が高い確率で耐熱化す

イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）は，共通の祖先型酵

る．興味深いことに，祖先型アミノ酸が導入された変

素から分岐進化したと考えられている双子の酵素であ

異体は野生型酵素に比べて活性も大きくなる傾向が見

る．宮崎らは，全生物共通祖先生物が有していたと思

られた（表 1）．また，祖先型アミノ酸を導入するこ

われる IPMDH のアミノ酸配列を推定した．次いで，

とによる耐熱性上昇の程度と，置換部位の周辺のアミ
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表1
T. thermophilus 由来 GlyRS と祖先型アミノ酸を導入した変異型酵素
の変性温度と 70°C における比活性．変異型酵素の名称は図 5b に
対応している．

ンパク質はイムノグロブリン可変ドメインである 20)．
その後も，少数のアミノ酸配列を比較したコンセンサ
ス法によって，安定性の向上したタンパク質が設計さ

Tm（°C）

Activity（U/mg）

れた．tumor suppressor p53 DNA 結合ドメインと Renilla

野生型 GlyRS

79.6

381

reniformis ルシフェラーゼは，それぞれ 23 配列，15 配

m1

81.9

427

m2

84.3

610

m3

78.0

502

m4

82.1

366

m5

81.1

504

ている 23), 24)．それは，偏った配列データを用いると，

m6

76.9

444

真のコンセンサスアミノ酸ではなく，比較した配列の

m7

81.0

554

共通祖先アミノ酸を推定してしまうリスクが高くなる

m8

82.7

482

からである．コンセンサスアミノ酸の決定に用いる配

列の比較から決定したコンセンサスアミノ酸を導入す
ることにより安定性が向上した 21), 22)．一方で，進化
系統的に偏りの少ないアミノ酸配列データを利用して
コンセンサスアミノ酸を決定することが，タンパク質
を効率的に安定化するためには重要であると指摘され

列数を増やすことで，配列データの偏りの影響を小さ
くすることができる．アクチン結合タンパク質 1 の
ノ酸の保存性との間には相関関係があることもわかっ

SH ドメインが 266 相同配列の比較から決定したコン

た 18)．つまり，周辺が保存されている部位に祖先型ア

センサスアミノ酸を導入することにより耐熱化され

ミノ酸を導入すると，耐熱性が大きく上昇する傾向が

た 25)．また，安定な GroEL ミニシャペロンが 130 相

見られた．このように祖先型設計法は相同タンパク質

同配列を用いたコンセンサス法により設計された 26)．

のアミノ酸配列情報だけに基づいて耐熱性タンパク質

祖先型設計法とコンセンサス法とでは高い確率で同

を設計する効率的な方法である．また，この結果を逆

じアミノ酸置換を推定する．各部位に高頻度で出現す

説的に捉えると，祖先生物が超好熱菌であったことを

るアミノ酸は，祖先型タンパク質に由来する場合が多

実験的に示す証拠とも言える．

いからである．祖先型アミノ酸が導入されたタンパク
質の耐熱性の上昇が，祖先型アミノ酸の祖先性に起因
するのか，あるいはコンセンサス効果よるのかを探る

4.
コンセンサス法との比較

ため，渡辺らは IPMDH と ICDH の祖先型変異体の解

祖先型設計法とよく似た安定なタンパク質の設計方

析を行った 16)．渡辺らは推定した祖先型アミノ酸を 2

法としてコンセンサス法がある．コンセンサス法は，

つのグループ，祖先型であると同時にコンセンサスで

相同タンパク質のマルチプルアライメントにおいて各

もあるアミノ酸と，祖先型アミノ酸であるが出現頻度

座位に高頻度で出現するアミノ酸を，安定性を改善し

が少ないアミノ酸とに分類した．ここでいうコンセン

たいタンパク質にアミノ酸置換として導入する方法で

サスなアミノ酸とは，IPMDH 75 配列（または ICDH

19)

あり，次のような考え方に基づいている ．自然の進

79 配列）を比較したときに，各部位に最も高頻度で

化でタンパク質にランダムに生じるアミノ酸置換の多

出現するアミノ酸のことである．コンセンサスアミノ

くは，タンパク質の安定性を低下させる傾向がある．

酸が祖先型アミノ酸と一致する場合には「ドミナント

しかし，タンパク質が立体構造を維持できなくなるほ

な祖先型アミノ酸」，一致しない場合には「マイナー

ど不安定化してしまうアミノ酸置換は実際の進化では

な祖先型アミノ酸」と呼んだ．ドミナントな祖先型ア

排除されるはずである．したがって，相同タンパク質

ミノ酸を持つ 15 変異体のうち 10 変異体で耐熱性の上

のアミノ酸配列を比較した際に，ある座位におけるア

昇が見られた．同様に，マイナーな祖先型アミノ酸を

ミノ酸の出現頻度は，そのアミノ酸がタンパク質の安

持つ 6 変異体のうち 4 変異体で耐熱性が増大した．こ

定性に寄与する程度と相関があるはずである．言い換

のように，祖先型アミノ酸が耐熱化に寄与する割合

えると，ある部位に低頻度でしか出現しないアミノ酸

と，その祖先型アミノ酸が同時にコンセンサスアミノ

を，その部位に最も高頻度で出現するアミノ酸に置換

酸であるかどうかとの間には関連性が見られなかっ

することによって，タンパク質の安定性を改善できる

た．よって，祖先型アミノ酸の導入による耐熱性の上

と予想される．

昇はコンセンサス効果によるものではなく，導入した

コンセンサス法により最初に安定性が改善されたタ

アミノ酸の祖先性によると結論づけた．
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耐熱性と触媒活性を有するタンパク質を創出できるこ

5.
祖先型アミノ酸配列の全合成

とがわかった．

これまでに紹介した研究では，一度に導入する祖先

前に述べたように，コンセンサスアミノ酸は祖先型

型アミノ酸は，1 ないし数個に限っていた．ここから

アミノ酸としばしば同一である．したがって，コンセ

は，推定した祖先型アミノ酸配列全長を，図 6 に示

ンサス法と祖先型設計法が同じアミノ酸を推定する場

した手順にしたがって復元した著者らの最近の研究を

合も多い．合成した祖先型 DNA ジャイレースの高い

紹介したい．一般的に，信頼性の高い祖先型アミノ酸

耐熱性も，最初の段階ではアミノ酸の祖先性に起因す

配列を推定するには多数の配列を解析する方が有利で

るのか，それともコンセンサス効果によるものかが

ある．しかし，多数の配列を解析するには多大な労力

はっきりとはしなかった．祖先型配列推定に用いた

と時間を要するので，著者らは少ない配列データを用

16 生物種由来 DNA ジャイレース ATPase ドメインの

いて推定した祖先型アミノ酸配列を丸々復元し，その

コンセンサスアミノ酸配列と祖先型アミノ酸配列を比

耐熱性と活性を調べた．

較すると，396 アミノ酸残基中わずかに 25 アミノ酸

著者らは DNA ジャイレース B サブユニット（GyrB）

（6.3%）だけが異なっていた．そこで，各部位に最も

の祖先型配列を推定した 27)．DNA ジャイレースは真

高頻度で出現するアミノ酸を持つコンセンサス DNA

正 細 菌 が 持 つ II 型 ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ で あ り， 環 状

27)
ジャイレース ATPase ドメインを合成した ．コンセ

DNA に 負 の 超 ら せ ん 構 造 を 導 入 す る 働 き が あ る．

ンサス ATPase ドメインと祖先型 ATPase ドメインの耐

DNA ジャイレースは 2 つの遺伝子 gyrA と gyrB にコー

熱性を比較したところ，祖先型 ATPase ドメインの方

ドされており，A2B2 ヘテロ 4 量体を形成する．A サブ

が 約 5°C 高 い 変 性 温 度 を 示 し た． さ ら に， 祖 先 型

ユニットは DNA 鎖の切断と再結合に関わり，B サブ

ATPase ドメインの方がコンセンサス ATPase ドメイン

ユニットは ATP 加水分解活性を有する．私たちは 16

よりも大きい ATP 加水分解活性を示した．したがっ

種の真正細菌由来 GyrB とアウトグループとして 3 種

て，祖先型 ATPase ドメインの高い耐熱性と触媒活性

のタイプ IV トポイソメラーゼを用いて進化系統樹を

は祖先型アミノ酸の効果によると考えられた．

構築し（図 7）
，祖先型 GyrB アミノ酸配列を推定した．

しかし，19 GyrB 配列だけの解析では正しい祖先型

図 6 の手順で合成した祖先型 GyrB 全長タンパク質は

配列が推定できていない可能性もあるため別の解釈も

高度好熱菌 T. thermophilus 由来 GyrB と似た構造的特性

成り立つ．コンセンサス法による安定なタンパク質の

と熱変性曲線を示した．さらに，C 末端ドメインと切

設計には進化系統的に均一な配列データを用意するこ

り 離 し た 祖 先 型 GyrB の N 末 端 ATPase ド メ イ ン も，

とが重要であると前に述べた．しかし，この研究で用

高い耐熱性と ATP 加水分解活性を示した．このよう

いた 16 GyrB 配列のうち 5 配列はバチルス綱に属する

に，祖先型設計法を用いると，たった 19 種の相同ア

生物種由来のものであり，6 配列はプロテオバクテリ

ミノ酸配列の解析からでも好熱菌酵素と同程度の高い

ア門に属する生物種に由来している（図 7）
．つまり，

図6
完全祖先型タンパク質を合成する方法を概略的に示した．

図7
祖先型 GyrB の設計に用いた進化系統樹．祖先型 GyrB（ancGyrB）
に相当する位置を黒丸で示している．生物種名の後ろの括弧内は
祖先型配列の 155 番に相当する部位のアミノ酸である．
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脂質膜のダイナミクスからみる細胞の起源
鈴木宏明

中央大学理工学部精密機械工学科

The ﬁrst cell on earth, or the protocell, is thought to be a very primitive existence; informational molecules enclosed in a
small sack of membrane composed of amphiphiles. The proliferation and evolution of the protocell should have been
achieved by self-reproduction of the informational molecules as well as that of the membrane structure. In recent studies,
physical mechanisms for the continuous growth and division of the model membrane have been demonstrated without
sophisticated regulatory machinery found in modern cells, proposing the possible pathway of the protocell proliferation.
Origin of cells / protocell / membrane dynamics / growth and division / physical eﬀect

とも，細胞膜の増殖は可能なのだろうか．最近の研究

1.
はじめに

では，両親媒性分子のみから成るモデル膜小胞（以下

生命がどのように誕生したか，すなわち生命の起源

ベシクルと呼ぶ）でも，膜の成長や分裂といった変化

は，研究を志す者のみならずブルーバックス好きの一

が物理的かつほぼ自発的に進行し得るという実験的証

般科学ファンの 心 を も つ か む テ ー マ で あ る． マ サ

拠が蓄積しつつある．加えて，膜と内封高分子の相互

チューセッツ工科大学の生物学教科書というふれこみ

作用などから細胞膜の増殖に多様性が生まれ，原始細

で話題になった書籍，Life: The Science of Biology にも

胞のダーウィン進化に寄与したかもしれないという説

1)

Origin of life の章が設けられており ，人類の共通の興

も浮上している．
有名な Miller の実験 4) より継続されてきた生命の起

味として認知されていることが覗える．

源研究の中で，最近では膜を伴った細胞の誕生と進化

一般的に，自己の複製を触媒するという生命の特徴
を持つに至った重要な分子は，触媒活性を持つ核酸で

に関する議論が新しい展開を迎えている．本稿では，

あると考えられている（RNA ワールド仮説）
．次に，

まず筆者のグループで報告した原始細胞膜の増殖を模

核酸やアミノ酸とその重合体が両親媒性分子の膜で包

擬したジャイアントベシクルの融合と分裂様変形の

まれて最初の細胞が誕生したと考えられており，これ

カップリング反応 5) を紹介したい．次に，細胞の起源

．
は原始細胞（protocell）と呼ばれている 1), 2)（図 1 右）

説に関連した他の膜ダイナミクス研究を概説する．最

原始細胞の痕跡はないので架空の存在ではあるが，比

後に，私見ながらこの分野の課題と展望を議論したい．

較的簡単な分子の集合体であり，現代の細胞よりもは
るかに単純なものであっただろうと考えられている．

2.
ベシクルの融合と自発的変形・分裂

ここで膜は，細胞を構成する化学種を小さな空間に閉
じ込めて相互作用を促進し，かつ外界や他の細胞から

親水基と疎水基を併せ持つ両親媒性分子は，その分

自己を分け隔てるという重要な役割を担う．また，原

子構造や溶液組成に依存して，水中で 2 重膜小胞（ベ

始細胞が増殖するためには，情報分子（核酸）の複製

シクル）を形成する．ベシクルの内部に水溶性分子を

だけではなく，膜構造の複製も同時に進行する必要が

保持することができるため，これが細胞や細胞小器官

ある．したがって，両親媒性分子から構成される単純

の「区画」として働くわけである．この分子膜は厚さ

な膜が持つ静的・動的な性質を，あり得た原始細胞膜

が 5 ナノメートル程度であり，曲げに対して非常に柔

3)

の特徴に関連付ける研究は，細胞の起源 のシナリオ

らかい．この性質により，細胞は数十マイクロメート

を考える中で必要不可欠であり，本質的な役割を担う．

ル以上の自身の膜構造から，数十ナノメートルの輸送

それにしても，現代の細胞が行っているタンパク

小胞まで，根本的に同じ分子集合体でカバーする．同

質・酵素による膜形態の制御や膜分子の生合成がなく

じ材料・組織化原理でスケールが 103 倍以上異なる構

Origin of Cell Scenarios Supported by Dynamics of Lipid Membranes
Hiroaki SUZUKI
Department of Precision Mechanics, Chuo University
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造をカバーする能力は驚嘆に値する．

いて，融合後にほぼ球形であったベシクルが自発的に

では，細胞の膜構造はどのように複製されるのだろ

変形し，最終的に球形ベシクルが 2 個連なった形状

うか．真核生物では，小胞体でリン脂質が合成されて

（ダンベル型）になって変形が止まった（図 2a）
．共

細胞内のあちこちに分配されることで総膜面積が増加

焦点顕微鏡を用いてこの変形を詳しく観察してみる

する．その後，複製された染色体が有糸分裂によって

と，膜構造の時間変化が明らかになった（図 2b）
．ま

分配されたのちに，モータータンパク質から成る収縮

ず，電気融合直後に余剰の脂質膜がベシクル内部に陥

環の働きによって細胞膜のくびれが進行し，細胞質分

入し，内部構造ができる．時間の経過に伴って，内部

裂が完了する（図 1 左）．これに類似した細胞膜の形

構造が外側の膜に吸収され，ベシクル外形がピーナツ

の変化は，両親媒性分子のみのベシクルでもつくるこ

型に移行する．そして，中央のくびれが進行してより

とができる．基本的には，両親媒性分子がテンプレー

細くなり，最終的に内封体積が膜で隔てられた（分裂

トとなるベシクル膜に供給されると膜面積が増加し，

6)
．多数のベシクルが融合し膜面積が大過剰に
様変形）

膜面積余剰のベシクルが変形しくびれて内部体積が分

ある場合は，この分裂様変形が複数回起こり，すべて

割され，何らかの影響で膜がちぎれると分裂が達成さ

の娘ベシクルがほぼ球形になるまで続いた．高分子が

れる（図 1 右）
．これらの現象がある条件下で連続的

膜の内外両方に等濃度である場合，また，外液にのみ

に起これば，成長して分裂する膜システムが得られ

にある条件では，電気融合後のほぼすべてのベシクル

る．私たちは，この膜ダイナミクスが実現する単純な

は球形で安定化し，その後の変形はみられなかった7)．

条件を求め，以下の実験を行った ．

では，この分裂様変形はどのようなメカニズムで起

5)

まず，細胞質成分を模擬した高分子（分子量が数千〜

こったのだろうか．ポリエチレングリコールなどの高

数万のポリエチレングリコールまたはデキストラン）

分子は，膜と特異的な相互作用（化学結合など）を持

を内封させたジャイアントユニラメラベシクル

たないが，エントロピー由来の効果を及ぼす．ここ

（GUV）を調製した．細胞の成長（脂質膜成分の供給）

で，有名な朝倉・大沢理論をみてみよう 8)．高分子の

を模擬し，溶液中で電気パルスを与えて複数のベシク

溶液中に比較的巨大な粒子が存在する場合，高分子は

ルを電気融合させた．観察を継続したところ，内部に

自身の半径よりも巨大粒子に近付くことができない

のみ高分子を重量濃度で 5% 程度含むリポソームにつ

（図 3a 左）
．したがって，巨大粒子周囲の白色部分は
高分子が存在しない溶媒領域であり，
「排除体積」と
呼ばれる．その結果，溶媒中で高分子が熱運動により
自由に動き回ることができる領域は，図中斜線部分に
限定される．次に，巨大粒子が凝集した状態を考える
（図 3a 右）
．ここでは，巨大粒子の周囲の排除体積が
凝集によってオーバーラップした分だけ減少するた
め，相対的に斜線部分の体積が増加する．このとき，

図2
私たちが報告した GUV の融合と自発的な分裂変形．（a）微分干渉
像．（b）蛍光脂質による共焦点蛍光像．いずれも，時間 0s にお
いて矢印で示した GUV を電気融合させた．融合後に現れた内部構
造（下段 86s）は時間が経つにつれて外膜に取り込まれ，ベシク
ル形状が変形した．図中灰色矢印に示す部分でくびれが進行し，
最終的に分裂した．この形状変化は，ベシクル内部に高分子を含
む条件でのみ起こった．

図1
現代の細胞と原始細胞膜の成長分裂機構の比較．現代の真核細胞
（左）では，自身の複製は細胞周期によって厳密に制御されてい
る．単純な要素から構成される原始細胞（右）では，物理的変化
によって膜が肥大・分裂し，増殖したと考えられている．
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（a） に お け る 斜 線 部 分 の 体 積 V が，（b） に お い て

トを張り付けて下敷きをスポンジ側に曲げると，スポ

V + ΔV（ΔV：排除体積の減少分に相当）に変化した場

ンジが圧縮される状況を想像すればわかりやすいだろ

合，高分子のエントロピー由来の自由エネルギーは

うか．そのぶん，斜線部分の空間が相対的に増加し，

⎛V + ΔV ⎞⎟
ΔG = −NkBT ln ⎜⎜
⎝ V
⎠⎟⎟

高分子のエントロピーが増大する．これに伴う自由エ
（1）

ネルギーの変化が膜を曲げるのに必要なエネルギーを
上回れば，ベシクルはダンベル型への変形を遂げるの

だけ減少する．ここで，N は溶液中の高分子の総数，

である．このモデルにおいて，高分子が膜の外部のみ

kB はボルツマン定数，T は温度である．このとき，巨

に存在する場合には膜が内側に曲がると外側の排除体

大分子の凝集によるエントロピーの減少分も考慮にい

積が増加するし，膜の両側に高分子が存在すれば排除

れなければいけないが，通常は巨大粒子よりも高分子

体積の変化が内外で相殺するため分裂様変形は起こら

の方が数において圧倒的に上回るため，この影響は無

ず，先に得られた実験結果と一致する．

視できる．故に，熱力学の第二法則にしたがって，高

自由エネルギー変化を見積もるため，ベシクルの形

分子溶液中の巨大粒子は凝集するのである．言葉を換

状を単純化して，両端に半球のキャップを持つ円筒

えれば，巨大粒子が凝集した（b）の状態の方が，高

（spherocylinder）が，合計の面積と体積が等しい 2 つ

分子の配置がとり得る場合の数が多いため，圧倒的に

の球（two spheres）に変形した様を仮定する（図 3b）
．

高頻度に出現することになる．

この設定では，2 つの形状間での排除体積の変化分を

同様の議論を，高分子が膜に包まれた系にあてはめ

幾何学計算から見積もることができる．詳細は文献 5

て考えてみよう 5), 9)．図 3b のように，高分子がベシ

の補足資料を参照していただきたいが，半径 R のベ

クルの内部にのみ存在する場合を考える．ここで，ベ

シクル 2 個分に相当する表面積・体積を持つベシクル

シクルは膜面積が余剰のため変形可能だが，膜面積と
体積は保存されると仮定する．図 3b 左の円筒形のベ

の変形を考えたとき，上記の排除体積の変化分は ΔV
≈ 3.4Rrg2 となる．ここで rg は高分子の回転半径である．

シクルでは，高分子が自身の半径よりも膜に近づけな

R = 2.5 μm, rg = 3 nm を仮定すると，ΔV はおよそ 76 zL
−20

（7.6 × 10

いため，高分子は斜線の領域のみで動き回れる．ここ

L）であった．この変化は，全ベシクル体

積に対しておよそ 106 分の 1 でしかない．

で，ベシクルの膜面積と体積を保ったままダンベル形
状に移行させると（図 3b 右）
，高分子がアクセスで

では，この排除体積の変化に伴う高分子の自由エネ

きない排除体積（膜と点線の間の白色領域）が若干だ

ル ギ ー の 減 少 分 は い く ら だ ろ う か． 高 分 子濃度が

が変化する．図の上で排除体積の変化はわかりにくい

3 mM では，このベシクル中に 2.4 × 108 個の高分子が

が，膜の曲率が大きい（すなわち，より曲がった）ほ

存在する．式（1）に値を代入すると，|ΔG| = 5.6 × 10

−19

J

うが膜面積当たりの内側の排除体積が減少する．たと

（〜140 kBT）が得られる．このエントロピー由来の自

えば，プラスチックの下敷きの片側にスポンジのシー

由エネルギーの増分が膜の変形に必要な力学的エネル
ギーを上回れば，ダンベル型の形状がより安定であ
る．膜の曲げ弾性係数を 10

−19

J とした場合，このモデ

ルで変形に必要な膜の曲げエネルギーは 8 × 10

−18

Jで

あり，先に計算した自由エネルギー差とほぼ同じオー
ダーになる．この見積もりよりも高分子のサイズが大
きい，高分子の活量係数が大きい，またベシクルが大
きい条件では，極微小な排除体積の変化が，ダイナ
ミックな膜変形を引き起こす原因になり得るのであ
る．これは，膜の弾性係数が 10 kBT 程度 10) と非常に
柔らかい材料であることに起因している．
かくして，融合によって余剰の膜面積を得た高分子

図3
排除体積効果によるベシクル分裂のメカニズム．（a）朝倉・大沢
モデルによる巨大粒子の凝集．巨大粒子が凝集し，排除体積が小
さくなると高分子のエントロピーが増大し，系の自由エネルギー
が減少する．（b）内部に高分子を含む GUV の変形．膜の曲率が
増加し，円筒（チューブ）型からダンベル型に変形したほうが排
除体積が小さくなり，高分子のエントロピーが増大する．このエ
ネルギー増分が膜の曲げエネルギーを上回ると，変形が起こる．

内封ベシクルが，外力を与えずとも自発的に分裂様変
形するまでの変化を実験的に証明できたわけである．
ここで，ベシクルの電気融合は本質的ではない．内部
に高分子を含むベシクルに，何らかの影響により膜の
構成成分が供給されれば，同様の分裂様の変化を起こ
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す．また，この実験では，ダンベル型に変化したベシ

がなかったと考えられることから，ベシクル内部での

クルは，弱い電気刺激で簡単に再融合し，その後自発

生体高分子合成に必要な材料は外部から膜透過によっ

的に再分裂した．ベシクルの融合と分裂様変形を繰り

て供給されたという説が有力であり（重合された高分

返すことが可能であった．

子は不透過であり，内部に保持される），脂肪酸ベシ

また，分裂様変形後の隣接する娘ベシクル間では内

クルはその条件を満たしている 12)．次に，膜面積の増

封分子の移動がないことが確認されたが，対流や外力

加機構についてみてみよう．炭化水素鎖の炭素数が

のない環境下では隣接したままであり，膜が完全に分

18 の脂肪酸であるオレイン酸は，カルボキシル基が

離 し て い る か ど う か は 不 明 瞭 で あ っ た．Döbereiner

完全にイオン化しない pH = 8.0〜8.5 で 2 重膜小胞を

は，ダンベル形状のベシクルは多くの場合細い

形成する．Walde ら 13) は，100 nm 程度のオレイン酸

ネックで連結されているが，膜の相転移温度付近まで

ベシクル溶液中に不溶性のオレイン酸無水物がある場

冷却すると高頻度で完全に分裂することを報告してお

合，ベシクルが無水物の加水分解を触媒してより多く

り，筆者らも上記の実験系（文献 5 で使用した POPC

のオレイン酸分子が生成することを示した．新しく生

の Tm は −2°C）においてこれを確認した．以上の結果

成されたオレイン酸は既存のベシクルに取り込まれ，

より，膜組成の Tm が適切であれば，融合から膜分裂

ベシクルのサイズを 500 nm 程度に増大させた．膜量

までの一連の過程が連続的に進行すると考えられる．

が増加する同様の現象は，脂肪酸ベシクルの溶液に脂

ら

11)

肪酸のミセルを導入したときにもみられる 14)．水中の
ミセルが集合してベシクルを形成するよりも，これら

3.
原始細胞膜に関する議論

が既存のベシクルに優先的に取り込まれ（マトリック

前章では，我々が発見したリン脂質ベシクルの融合

15)
，あらかじめ存在したベシクルの膜量が増
ス効果）

（成長）と分裂のカップリングを紹介させていただい

加する．以上の現象は，ベシクルが両親媒性分子の生

た．しかし，歴史的には，P. L. Luisi, J. W. Szostak およ

合成経路を持っていなくとも，環境に存在する両親媒

び D. Deamer らの脂肪酸ベシクルに関する研究がこの

性分子が既存のベシクルに挿入されることで，ベシク

分野をリードしている．彼らの一連の研究に目を向け

ルのサイズが自発的に大きくなることを示している．

てみよう．

では，両親媒性分子を取込み続けて肥大化した脂肪

現代の原核・真核細胞の細胞膜は主に炭化水素鎖

酸ベシクルは，無制限に大きくなるのだろうか．理論

（疎水基）を 2 本持つリン脂質で構成されている．こ

的には可能だが，現実的には，肥大化したベシクルは

の分子が水中で集合するのに必要な臨界ミセル濃度

環境の擾乱（熱揺らぎや対流によるせん断など）によ

（cmc）は nM のオーダーであり，膜構造は非常に安定

り分割され，ある大きさ以下に抑えられたと考えられ

である．しかし，リン脂質の生合成には複数の酵素が

る．先に述べた Walde らの研究では 13)，新しいオレイ

必要なため，生命の起源における原始的な環境では存

ン酸が取り込まれたベシクルは，サイズだけでなくそ

在しなかったと考えられている．1 本の炭化水素鎖と

の数も増加したと報告している．より最近の Zhu ら

親水性のカルボキシル基から成るよりシンプルな脂肪

の報告では 16)，5 μm 程度の巨大マルチラメラベシク

酸も 2 重膜ベシクルを構成できるため，生命の起源で

ル溶液にミセル状のオレイン酸を導入した場合，既存

は脂肪酸が原始細胞膜を構成していたと考えられてい

のベシクルから糸状の膜構造が伸長し，それが非常に

る．脂肪酸の cmc は 1 mM のオーダーであり，分子集

弱い流体のせん断力で小さなベシクルに分割されると

合するのにリン脂質の 106 倍もの濃度を必要とする．

いう現象を報告した．

このことは，分子集合に伴う自由エネルギー利得が小

脂肪酸ベシクルでみられるこれらの変化は，膜を構

さく，ベシクル膜と環境の分子の交換や，膜のリーフ

成する両親媒性分子がどこかから供給され続けるとい

レット間でのフリップフロップが頻繁に起こる，より

う状況下においては，既存のベシクルが肥大し分裂す

「反応性に富む」両親媒性分子であることを意味して

るという一連の過程がほぼ自発的に進行し，かつ外部

いる．その結果，次に述べるような諸所の性質が生ま

から栄養分子を取り込んで内部反応を維持した可能性

れることが実験的に確認されている．

を示している．

まず，膜の物質透過に関して，リン脂質膜はほとん
どの極性分子に対して透過不可能な障壁であるが，脂

4.
原始細胞膜の進化シナリオ

肪酸の膜は NTP などの分子を透過させることがわ

少数の分子種から成る原始細胞は，より複雑で高等

かっている．原始細胞ではチャネル・輸送タンパク質
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な現代の細胞へと徐々に進化を遂げたはずである．こ
こで，ダーウィン的進化には，何らかの選択圧が必要
である．誕生当初の原始細胞膜は脂肪酸でできていた
として，これは進化に対して受動的な存在であったの
だろうか．または，何らかの積極的な役割を担ったの
だろうか．この点について，Szostak らのグループが
面白い実験と議論を展開している．2 つほど紹介し，
我々の得た結果の意義と関連づけたい．
Chen らは，RNA を多く含む原始細胞は，より肥大
化して分裂し，数を増やしたというシナリオを描い
た．RNA を内封した脂肪酸ベシクルと空のベシクル
を準備し，ストップトフロー装置でこれらを急速に混
合させた．すると，空のベシクルを構成する脂肪酸が
RNA を内封するベシクルに移動し，より肥大させる
という現象を発見した 17)．物理的には，RNA を含む
ベシクルは対イオンを多く含むため，浸透圧が高い膨
圧の状態にあり，それを緩和するために脂肪酸が取り

図4
原始細胞膜の増殖・進化のシナリオ．モノマー，ミセル，ベシク
ルのいずれかの状態で両親媒性分子が膜に挿入され，膜面積が増
加する．膜面積余剰のベシクルは，何らかの効果によって変形・
分裂する．これらのステップにおいて，内封する生体高分子の依
存性や両親媒性分子種の依存性があると，ダーウィン進化に必要
な選択圧として作用する．

込まれたと考えられる．脂肪酸ではないが，栗原らの
研究 18) でも類似の現象がみられている．化学合成し
た両親媒性分子ベシクルの成長（モノマーの取込みに
よる膜面積増加）と分裂（娘ベシクルの放出）が連続
的に起こるベシクルの中で DNA の増幅反応（PCR）
を行ったところ，より多くの DNA を含むベシクルで

積が増加する．膜面積が増加すると，ベシクルが変形

成長と分裂が顕著であった．
Budin ら 19) は，リン脂質の生合成経路を獲得した原

するための自由度が増える．ここで，せん断 14)，正の

始細胞は数の増殖の上でより有利であり，細胞膜の構

自発曲率 20)，リーフレット間での面積や張力の不均一

成要素は脂肪酸からリン脂質へ徐々に移行したという

性 10)，膜の相分離 21), 22)，排除体積効果 5), 9) などに代表

シナリオを描いた．リン脂質が混在する脂肪酸ベシク

される何らかの効果があると，ベシクルは比較的簡単

ルに脂肪酸のみのベシクルを混合したところ膜面積の

に分裂へと移行する．分裂後の娘ベシクルに再び両親

増加が促進され，前述の Zhu ら

16)

媒性分子が供給されると，一連のプロセスが繰り返さ

が報告した糸状の

れる．ここで，膜面積増加および変形・分裂のプロセ

膜構造の伸長および分裂が続くことを示した．

スが，内封高分子の種類や濃度，両親媒性分子の種類

では，2 節で紹介した排除体積効果によるベシクル分
5)

裂という我々が提案したシナリオ は，どのように位

などに依存して多様性を持ち，かつそれが子孫（娘ベ

置づけられるだろうか．広い枠組みでみれば，この効果

シクル）に受け継がれれば，ダーウィン進化における

は物理化学で言う「束一的効果」であり，分子の種類や

選択圧として働く．その他にも，膜を構成するリン脂

化学的性質に依存せず分子の数と配置（およびその大

質の種類が核酸やタンパク質の合成活性に影響を与え

きさ）のみに依存する．したがって，上記のシナリオの

るといった報告もあり 23), 24)，両親媒性分子種の多様

うち，脂肪酸とリン脂質いずれのベシクルにおいても

性が原始細胞の進化に多様な影響を与え得た 25) こと

適用可能である．ここでも，何らかのメカニズムによっ

が想像できる．

て外部から膜を構成する分子を取り込んで原始細胞の
膜面積が増加したとき，より多くの（生体）高分子を含

5.
おわりに

むベシクルはより分裂へと移行しやすく，数の増加の

以上の報告では，原始細胞が誕生して増殖・進化し

上で有利であったと考えられるのではないだろうか．
以上の議論をまとめると，図 4 のように表される．

た「想像上のシナリオ」に適合する物理化学的事実の

両親媒性分子のベシクルに，モノマーやミセルが挿入

断片を議論しているという段階であり，化学物質から

される，または他のベシクルが融合すると，膜の総面

成る原始細胞の誕生から（原始的な）進化まで一連の
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流れを直接証明したわけではない．今後はこれらの傍
証を整理し，足りない要素やメカニズムを補足して
シームレスなシナリオを実証する実験を積み上げてい

2)

Szostak, J. W. et al. (2001) Nature 409, 387-390.

3)

生命の起源（Origin of Life）はアミノ酸などの生体分子が誕
生したことを指す場合が多い．膜と内封分子から成る細胞

く必要があるだろう．これまでに紹介した原始細胞モ

の構造を持ったもののはじまりは「細胞の起源」（Origin of

デルを，微生物培養に使うような流下培養層の中に放
り込んで材料となる分子を連続的に供給したときに，
原始細胞モデルが培養槽の中で指数的な増殖を継続す

4)

cells）と呼ぶ．
Miller, S. L. (1953) Science 117, 528-529.

5)

Terasawa, T. et al. (2012) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 59425947.

ることができれば，これは生物の主要な特徴である自

6)

英語表記では，膜小胞がくびれる変形過程を budding trans-

己複製能を満たしたと認めてよいのではないだろう

formation，膜が空間的に完全に離れることを ﬁssion と表現す

か．これまでの研究成果をみれば，これが実現する日

る．共通の日本語表記はないが，本稿ではそれぞれ分裂様

は遠くないと思える．そのためには，図 4 のプロセ

変形，および分裂と表記した．Division という表記はこの定
義上曖昧な場合があり，注意が必要である．

スの各素過程における速度定数や活性化エネルギーな

7)

どを定量的に評価し，離散的または連続的な微分方程

モル濃度で数 mM の高分子に対し，バックグラウンドに 500
mM のグルコースが存在するため，高分子の存在・非存在か

式で記述する枠組みの構築 26)-29) が必要不可欠であろ
う．この地球で起こった細胞の起源は誰もみたことが
ないため，そのシナリオ（説）が 1 つに収束すること

8)

ら生まれる浸透圧差が膜変形に与える影響は無視できる．
Asakura, S., Oosawa, F. (1954) J. Chem. Phys. 22, 1255-1256.

9)
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10)
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11)

Döbereiner, H.-G. et al. (1993) Biophys. J. 65, 1396-1403.

この方向性の中で，分子種に寄らない物理的効果は，

12)
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本稿の最後に，このような原始細胞研究を展開する

15)

Lonchin, S. et al. (1999) J. Phys. Chem. B 193, 10910-10916.

中で私が強く感じていることを述べたい．現在の生物

16)

間違いなく重要な役割を担うと考えている．

Zhu, T. F., Szostak, J. W. (2009) J. Am. Chem. Soc. 131, 57055713.

が長い進化の末に獲得した複雑で重複の多いシステム

17)

を，思い切って非常に簡単な構成要素でモデル化する
という手法は，工学設計のそれと酷似している．すな
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わち，原始細胞研究（細胞モデル研究）は，いわゆる

5249-5254.
20)

生物学という垣根を越えて，工学と結びつくのであ
る．その結果，太古の昔に誕生した「The ﬁrst cell」を
予想し具現化する努力の中で得られる知見は，自己複
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総説

高速原子間力顕微鏡による結晶性セルロース酵素分解の
リアルタイム1分子イメージング
五十嵐圭日子1，内橋貴之2，鮫島正浩1，安藤敏夫2
1

東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻

2

金沢大学理工研究域数物科学系

We carried out the real-time visualization of individual cellulase molecules using a high-speed atomic force microscopy (HS-AFM),
having sub-second time resolution and nanometer space resolution. Trichoderma reesei cellobiohydrolase I (TrCel7A) molecules were
observed to slide unidirectionally along the crystalline cellulose surface, and the catalytic domain without the cellulose-binding domain
moved with a velocity similar to that of the intact TrCel7A enzyme although inactive mutant did not move, indicating a processive
movement of the enzyme driven by the hydrolytic reaction. We also observed traﬃc jam of enzyme molecules and synergistic degradation of crystalline cellulose using HS-AFM.
cellulose / cellulase / high-speed atomic force microscopy / biomass utilization / cellobiohydrolase

1.

るかを世界中の研究者が競い合っているのである．

はじめに

本稿では，近年我々が結晶性セルロース表面におけ
セルロースは，植物細胞壁の約半分を占める構成成

るセルラーゼの挙動を観察するために取り組んでいる

分であり，地球上で最も豊富に存在する生物資源（バ

高速原子間力顕微鏡（high-speed atomic force microsco-

イオマス）である ．化学的に安定な β-1,4- 結合と分

py; HS-AFM）によるセロビオヒドロラーゼ（cellobiohy-

子内および分子間の水素結合によって結晶性セルロー

drolase, CBH）分子の直接観察の結果に関して紹介さ

ス（セルロース I）を形成しているため，再生可能で

せていただくとともに，そこから推測されたセルラー

はあるが難分解性のバイオマスである．その一方で，

ゼの反応機構に関して紹介させていただく．高速原子

セルロース分解性の微生物はこのように難分解性のセ

間力顕微鏡は，これまでの原子間力顕微鏡の 1,000 倍

ルロースを常温，常圧下で分解してしまうことを考え

にも達する速い走査速度と，試料に与えるダメージを

ると，セルロース分解酵素（セルラーゼ）による結晶

極限まで抑える制御回路の構築で，タンパク質のよう

性セルロース分解の仕組みを理解することで，バイオ

な柔らかい生物試料を無標識で直接観察することを可

リファイナリーを基本とする環境適応型かつ循環型な

能にしたものであり 2)，最近になって様々な生体分子

社会の構築も実現可能となる．しかしながらセルロー

の可視化に応用されてきている 3)-5)．筆者らは，この

スの酵素分解で大きな問題とされているのが，セル

高速原子間力顕微鏡を用いて，セロビオヒドロラーゼ

ラーゼによる結晶性セルロースの分解反応の遅さであ

が結晶性セルロースを分解する様子を世界ではじめて

る．化学的に安定なセルロースの分解が，自然界にお

観察することに成功したので報告する．

1)

いて長い年月がかかることは当然のこととも言える
が，セルロースを工業的に利用するためには，短時間

2. セロビオヒドロラーゼによるセルロースの分解

（長くとも数日程度）でグルコースにまで分解しなけ
れば，石油を出発原料としたオイルリファイナリーに

自 然 界 に お い て， セ ル ロ ー ス 分 解 性 の 微 生 物 は

は太刀打ちできない．このような背景の中，セルラー

CBH を生産することで，安定なセルロース I を加水

ゼによる結晶性セルロースをいかに効率良く分解でき

分解して，セロビオース（グルコースが β-1,4-結合し

Real Time Single Molecular Imaging of Enzymatic Degradation of Crystalline Cellulose by High-speed Atomic Force Microscopy
Kiyohiko IGARASHI1, Takayuki UCHIHASHI2, Masahiro SAMEJIMA1 and Toshio ANDO2
1
Department of Biomaterial Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
2
Department of Physics, Kanazawa University
※図 1– 図 4 は，電子ジャーナル（https://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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た二糖）を生産する．そのような酵素の中で，子嚢菌

いる 13)．高速原子間力顕微鏡による観察では，結晶性

Trichoderma reesei が生産する CBHI（TrCel7A）は，最も

セルロース表面だけでなく多数の TrCel7A 分子が基板

研究が進んでいる CBH の 1 つである 6)．TrCel7A は，

であるグラファイト表面にも吸着している様子が観察

糖質加水分解酵素ファミリー 7 に属する活性ドメイ

された．しかしながら，グラファイト表面に吸着した

ン，および糖質結合モジュールファミリー 1 に属する

分子は，ブラウン運動をしているだけで方向性を持っ

セルロース結合ドメインの 2 つのドメインからなるセ

た動きは観察されなかった．TrCel7A 分子がセルロー

ロ ビ オ ヒ ド ロ ラ ー ゼ で あ る 7)． 活 性 ド メ イ ン は，

ス表面でのみ 1 方向に動くという事実は，基質表面へ

50 Å の長いトンネル構造をした基質結合サイトを有し

の単純な疎水結合が運動性を引き起こしているのでは

ており，セルロース分子鎖中のグルコース 9 残基を取

なく，基質と酵素のコンビネーションによって移動し

り込んで，還元末端側からセロビオースを加水分解に

ていることがわかる．また，TrCel7A をタンパク質分

よ っ て 生 成 す る ． ま た， 野 生 型 TrCel7A か ら セ ル

解酵素で処理して得られる活性ドメインも同様に観察

ロース結合性ドメインを欠落させると，結晶性セル

したところ，TrCel7A と同じ濃度で添加した場合はほ

ロースの分解能が著しく低下するが，非晶性セルロー

とんど分子が観察されないが，10 倍の濃度（20 µM）

スや可溶性のセロオリゴ糖の分解にはほとんど影響が

にした場合には明らかに TrCel7A と同様に動く分子が

ないことが報告されている ．このような生化学的お

観察された．観察して得られる活性ドメインの移動速

8)

9)

よび構造学的特徴から，TrCel7A はセルロース結合性

度は TrCel7A のそれとほとんど変わらないことから，

ドメインによって結晶性セルロース表面に吸着し，さ

TrCel7A が結晶性セルロース表面を移動するためには

らに活性ドメインがセルロース分子鎖を連続的（プロ

セルロース結合ドメインは必須ではなく，活性ドメイ

セッシブ）に加水分解して，セロビオースを生産して

ンが重要な役割を果たしていると考えられた．

いると考えられている ．
10)

4. セルラーゼはどうセルロース表面を動くのか
11)

3. 高速原子間力顕微鏡によるセルラーゼの可視化

図 2a に示すように TrCel7A の活性ドメインは，基質

緑藻由来の高結晶性セルロースをグラファイト基板

結合サイトとして −7 〜 −1 までの 7 残基，生成物結合

上に乗せ，TrCel7A を添加し，高速原子間力顕微鏡に

サイトとして +1 と +2 の 2 残基の計 9 個のグルコース

よって観察したところ，図 1a に示したように結晶性

残基が活性ドメイン内に取り込まれることが報告され

セルロース表面を動く粒子が多数観察され，この粒子

ている 8)．その中で −1 と +1 サイトの間に位置してい

は結晶性セルロースの軸方向に 1 方向に動いているこ

る 212 番目のグルタミン酸（212Glu）は，加水分解反応

とがわかった．以前の研究から，TrCel7A はセルロー

時の求核性残基であることが知られている 14)．その残

スの還元末端から加水分解を進行すると考えられてお

基をグルタミンに置き換えた変異酵素（E212Q）は，シ

り，さらに TrCel7A とインキュベートした結晶性セル

オグサ由来結晶性セルロース，非晶性セルロースおよ

ロースは還元末端側から細くなっていくことが透過型

び可溶性モデル基質（p-ニトロフェニル-β-D-ラクトシ

電子顕微鏡によって観察されている

12)

こ と か ら，

ド）のすべてに対して活性を示さなくなる．一方で，

TrCel7A は還元末端から非還元末端に向かって動いて

−7 サイトに位置する 40 番目のトリプトファン（40Trp）

いると考えられた．TrCel7A のセルロース結合性ドメ

は，基質結合サイトの入り口付近に位置しており，基

インは，3 つの芳香族アミノ酸によって結晶性セル

質であるセルロース分子と疎水的相互作用をしている

ロースの疎水表面（110 面）に吸着すると考えられて

と考えられている残基であるが，それをアラニンに置
き換えた変異酵素（W40A）では，非晶性セルロース
と可溶性モデル基質に対しては TrCel7A と同等の活性
を示すものの，結晶性セルロースの分解活性が著しく
低下していた．これらの変異酵素の結晶性セルロース
表面での挙動を，高速原子間力顕微鏡によって観察し
てみたところ，E212Q は，多くの分子が結晶性セル
ロース表面で観察されるが，それらの分子はまったく

図1
高速原子間力顕微鏡で 20 秒ごとの取得した TrCel7A の微速度映像．
スケールバーは 50 nm で矢印はそれぞれ同じ TrCel7A 分子を示す．

動くことがなく，非常に長い時間セルロース表面に止
まっていることがわかった．また，W40A を同様の実
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5.

セルラーゼ分子が渋滞する？16)
上述のように，セルラーゼを利用する上で最も問題

とされているのが，その分解反応の遅さである．私た
ちは，高速原子間力顕微鏡を用いた観察によって，セ
ルラーゼの「遅さ」は何が原因なのかを把握すること
を試みた．セルロース I 上を動く TrCel7A 分子挙動を
さらに詳細に調べたところ，TrCel7A 分子は止まって
いる状態（平均速度は毎秒 −0.32 nm）と動いている状
態（毎秒 7.1 nm）を断続的に繰り返していることがわ
かり，道路を走る自動車のように「止まる」と「動く」
という動作を繰り返していると考えられた（図 3）
．
また，基質としてシオグサ由来のセルロース I に加え
て，セルラーゼによる分解性が非常に向上したセル
ロース IIII を用い，TrCel7A による 2 種類の結晶性セル
ロースの分解を比べたところ，セルロース I ではセル
ラーゼ分子がモノレールのように一列に並んで進んで

図2
（a）TrCel7A 活性ドメインの 3 次元構造と 40 番目のトリプトファ
ン（40Trp）および 212 番目のグルタミン酸（212Glu）．（b）高速原
子間力顕微鏡による観察から推測された TrCel7A および変異酵素
の動き．WT および CD はそれぞれ野生型 TrCel7A および TrCel7A
活性ドメインを指す．星印は高速原子間力顕微鏡で観察されたと
考えられる分子の状態．

いるのに対して，セルロース IIII では，結晶の表面全
体を酵素が進んでいることがわかった．この現象に関
しても，結晶性セルロース表面を動く酵素分子を自動
車として例えると，セルロース I 上には「車線」が 1
レーンしかないのに対して，セルロース IIII では複数
の車線があるために，セルロース IIII の分解性が高く

験に供したところ，E212Q とは違って W40A 分子はほ

なることが示唆された．また，セルラーゼが同じ（実

とんどセルロース表面に止まっていない．そこで観察

際には多少ずれているが）車線を前後で通っていくと

する速度を毎秒 1 フレームから毎秒 4 フレームまで上

き，直前の分子が何かしらの理由で動けなくなると，

げてさらに高速走査を行うと，多くの分子が結晶性セ

引き続く複数の TrCel7A 分子による「渋滞」が起こっ

ルロース表面への吸着と脱着を繰り返している様子が

てしまう様子も観察された（図 4）
．これまで，TrCel7A

観察された．これらの変異酵素の挙動から，図 2b に

に同菌由来のセロビオヒドロラーゼ II（TrCel6A）を

示したように E212Q はセルロース分子鎖を掴んでいる

添加すると結晶性セルロースの分解が相乗的に促進さ

状態で止まっているのに対して，W40A ではセルロー

れることが報告されている．そこで，本現象を高速原

ス分子鎖を捉えることができなくてセルロース表面か

子間力顕微鏡によって観察したところ，はじめに

ら離れてしまうという分子メカニズムが考えられた．

TrCel6A が結晶性セルロースを分解したところから

これまで，セロビオヒドロラーゼがセルロース表面に
吸着するとき，セルロース結合ドメインが結晶表面を
荒らし，1 本鎖になったセルロースが活性ドメインに
送り込まれるというメカニズムが提唱されてきた 15)．
しかしながら，本研究での高速原子間力顕微鏡による
変異酵素の観察結果から，活性ドメインにおける基質
結合と加水分解の双方が，結晶性セルロース表面を動
くために必須であることが示された．さらに，TrCel7A と活性ドメインの移動速度がほとんど変わらない
という結果から，セルロース結合ドメインはセルロー

図3
高解像度の高速原子間力顕微鏡による結晶性セルロース表面を動
く TrCel7A の移動度比較（a）および移動速度のヒストグラム（b）．
（b）における赤線と緑線はそれぞれ「止まっている」分子と「動
いている」分子のヒストグラムを表している．

ス表面を活性化する機能はなく，むしろ不溶性基質で
ある結晶性セルロースの表面における酵素濃度を高め
るために働いている可能性が高いことも示唆された．
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的（プロセッシブ）な加水分解反応によって動くこと
を明らかにするとともに，セルロース結合ドメインが
主にセルロース表面における酵素濃度を高めるために
働いている可能性も示唆した．さらに，加水分解だけ
でなくセルロース分子鎖に対する基質結合サイトの親
和性が，プロセッシブな動きをするために重要である
ことも明らかにしたが，一方でそのプロセッシブな動
きのせいで TrCel7A はセルロース表面で渋滞が起こっ
てしまうというユニークな現象を発見した．確かにこ
れまでに得られた情報でもこれらの分子機構を推測す
ることは可能であるが，古典的な生化学では決して証
明することができない現象であり，異なる学問の融合
がブレークスルーをした典型的な例だと思われる．し
かしながら，本実験で得られた TrCel7A 分子の移動速
度（毎秒 7.1 nm）から算出される加水分解速度は，セ
ロビオース単位を約 1.0 nm とすると毎秒 7 回であり，
実際に結晶性セルロースからセロビオースを生成する
速度（毎分約 1 回）の 400 倍にも達する．これまで，
セルラーゼが「遅い酵素」であると考えられてきた理
由は，セルラーゼを用いてセルロースやセルロースを
含むバイオマスを糖化する際に得られる糖の生産速度
の遅さにあるのだが，今回の高速原子間力顕微鏡によ

図4
高速原子間力顕微鏡により捉えられたセルラーゼ TrCel7A 分子．
TrCel7A 分子がセルロース結晶上を右から左へ移動している様子
が観察されるが，時間経過とともにセルラーゼが 渋滞 を起こ
している．

る 1 分子観察の結果は，セルラーゼの反応そのものが
遅いのではなく，反応に加わっている酵素分子の数が
少ないことを示している．つまり系に存在する酵素の
ほとんどが「駐車場」に止まっている状態で，実際に

TrCel7A が動き始める様子が観察されたことから，相

は道路を走っていないのである．これを解消するため

乗的に促進される結晶性セルロースの分解機構は，

に，より多くの自動車を道路に出せば，当然道路は渋

TrCel6A が表面に作った「入口」と「出口」を利用して，

滞をする．つまり，道を広げずに自動車を増やしたり

TrCel7A が渋滞せずに効率良く動けるようになってい

自動車の速度を向上させたりしても，交通量の限界は

るからであることが推察された．アンモニア処理に

道路によって決められていると言えるわけである．こ

よってセルロース I 型からセルロース IIII 型に結晶が

れまで，数多くの研究者がセルロースの糖化を向上さ

変換されることで結晶が膨潤し，結晶性セルロースの

せようとしてきたが，うまくいかなかった理由は「ボ

分解速度を向上すること，TrCel6A と TrCel7A の 2 つ

トルネック」が基質であるセルロースの側にあること

の酵素を使用することで効率良くセルロースが分解さ

を認識してこなかったことが原因だと著者らは考えて

れることは，これまでにも報告されていたが，これら

いる．本研究で得られたような情報を今後も蓄積して

の現象が「セルラーゼの渋滞解消」によって説明でき

いくことが，セルロース系バイオマスの糖化過程での

るということは，今回の高速原子間力顕微鏡を用いた

ボトルネックである酵素糖化速度の向上に繋がると筆

観察によってはじめて明らかにされた．

者は確信している．
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総説

用 語 解 説

バイオリファイナリー
Biorefinery
バイオマスを原料として燃料，電気，熱，化成品
原料などを製造する技術または施設のこと．石油
を精製してガソリン，ナフサ，軽油や重油など

※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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総説

光受容ニューロンの応答性を特徴づける光受容体キナーゼ
GRKの活性
白木知也，深田吉孝

東京大学大学院理学系研究科

Most vertebrates have two types of photoreceptor neurons, rods and cones. Rods operate in dim light, whereas cones function in bright
light. Cones have a lower photosensitivity and faster photoresponse kinetics when compared with those of rods. We have focused on
opsin kinases (GRKs) responsible for deactivation of photoactivated opsins. We found that cone GRK has much higher activity than rod
GRK in zebraﬁsh. We also showed that ectopic expression of cone GRK in zebraﬁsh rods leads to lowered photosensitivity. We also
review recent topics on the molecular mechanisms underlying the rod-cone diﬀerence.
photoreceptor / rod / cone / opsin kinase / GRK

1.

受容体（G protein-coupled receptor, GPCR と略）経路を

はじめに

介して伝達される．すなわち，GPCR である光受容分
網膜に存在する視細胞で光が受容されることにより

子（オプシン）の活性化→ 3 量体型 G 蛋白質の活性

視覚が始まる．ヒトを含む多くの脊椎動物は，幅広い

化→サイクリック GMP（cGMP）分解酵素の活性化

光強度の環境において適切な視覚応答を示すために，

（→細胞内 cGMP 濃度低下）→ cGMP 依存性カチオン

薄暗い所で働く桿体と明るい所で機能する錐体という

チャネルの閉鎖，という過程を経て光シグナルは増幅

2 種類の視細胞を利用している．電気生理学的な解析

さ れ る． 多 く の 神 経 細 胞 と は 異 な り， 視 細 胞 で は

から，桿体は光感度が高く，錐体は光応答速度が速い

（光）刺激に伴ってカチオンチャネルが閉鎖して陽イ

という特徴をもつことがわかっており，これらの光応

オンの流入が止まるため，過分極性の応答を示す．光

1)

答特性はそれぞれが担う視覚機能と良く符合する ．

刺激に伴って活性化された一群のシグナリング蛋白質

しかしながら，この光応答特性の差異を生み出す仕組
みについては，未だに明確な結論が得られていない．
桿体と錐体は，外節・内節・細胞体・シナプスとい
う両者に共通の特徴的な構造を有しており，光量子の
捕捉とそのシグナルの増幅・伝達のために特化した細
胞である（図 1）．このような光シグナルの伝達系は，
多数の細胞膜が層状に積み重なった外節部分に存在す
る．名称の通り，桿体の外節は円柱形，錐体の外節は
円錐状の形態をもつ．一般に，桿体外節ではディスク
膜という形質膜とは独立した膜構造が積み重なってい
るのに対し，錐体外節は形質膜がひだ状に折り畳まれ
ている（図 1）
．
光シグナル伝達系の全体像は，錐体に先んじて桿体
において明らかにされた（図 2）1)．これは，光シグナ
図1
（a）硬骨魚類の眼球の断面模式図とゼブラフィッシュ成魚の網膜
切片像．視細胞は網膜の最も奥側に位置する．（b）桿体と錐体の
模式図．

ル伝達系の生化学的解析の材料として用いられてきた
ウシやマウスの網膜では，視細胞のほとんどが桿体で
あることによる．光情報は典型的な G 蛋白質共役型

Opsin Kinase Activities Characterize Light Responses of Rod and Cone Photoreceptors
Tomoya SHIRAKI and Yoshitaka FUKADA
Graduate School of Science, the University of Tokyo
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示している．ロドプシンのリン酸化部位に関する解析
例は数多いが，光応答からの回復過程において，どの
アミノ酸残基のリン酸化が重要な役割を果たすのかに
ついては明らかではない．少なくとも GRK1 がリン
酸化するアミノ酸残基には選択性があり，ロドプシン
の不活性化には C 末端領域の複数箇所のリン酸化が
必要なようである 7)-9)．

3. GRKサブタイプの発現細胞とそのリン酸化活性
大阪大学の河村悟教授らのグループは，コイ網膜か
ら桿体と錐体を分離精製する手法を開発し，両細胞の
光シグナリング蛋白質の生化学的性質を比較解析し

図2
桿体における光シグナル伝達の活性化（上半分）とロドプシンの
不活性化（下半分）．Gt：G 蛋白質トランスデューシン，PDE：ホス
ホ ジ エ ス テ ラ ー ゼ，CNGC：cGMP 依 存 性 カ チ オ ン チ ャ ネ ル，
GRK1：ロドプシンキナーゼ，Arr：アレスチン．

た 10)-12)．その結果，錐体における光活性化オプシン
のリン酸化速度が桿体の 20 倍以上も速いことが明ら
かになった 10)．私共は，その生理的意義に迫るためゼ
ブラフィッシュを用いて解析を進めた．夜行性動物で

はその後，速やかに不活性化され，それと同時に減少

あるマウスでは視細胞のほとんどが桿体であり，桿体

した細胞内 cGMP 濃度も回復し，視細胞は興奮状態

と錐体の比較研究に必ずしも適していない．これに対

から素早く回復する．その後の研究により，これと同

し，昼行性であるゼブラフィッシュはほぼ同数の桿体

様の光シグナル伝達系が錐体においても作動すること

と錐体をもち，遺伝学的手法を用いた解析が可能であ

2)

がわかってきている ．これら桿体と錐体の光シグナ

る．したがって，桿体と錐体の機能の比較 3), 4), 13) や光

リングに関わる蛋白質の大部分は互いに異なるサブタ

応答性体色変化などの非視覚性光受容の解析 14) を進

イプが両細胞に発現しているので，桿体と錐体の光応

める上でゼブラフィッシュは非常に適したモデル生物

答特性の差異はこれらサブタイプの違いに起因するの

である．

ではないかと考えられた．

オプシンをリン酸化するキナーゼ GRK は，多くの

本稿では，筆者らが最近報告したオプシンキナーゼ

脊椎動物において，桿体には GRK1 が発現し，錐体

（G protein-coupled receptor kinase, GRK と略）に着目し

には GRK7 が発現している 2), 15)．これら grk 遺伝子の

た解析 3), 4) を中心に，桿体と錐体の光応答特性の差異

オルソログをゼブラフィッシュのゲノムデータベース

を生み出す分子基盤について概説する．

で探索した結果，grk1 遺伝子が 2 つ（grk1a と grk1b）
と grk7 遺 伝 子 が 2 つ（grk7-1 と grk7-2） 見 つ か っ た．

2.

これらの grk 遺伝子の発現を解析したところ，眼球に

GRK によるオプシンの不活性化

は 4 つの遺伝子すべてが強く発現していた．下等脊椎
光によって活性化された桿体の光受容分子ロドプシ

動物では頭頂部の松果体にも光受容細胞が存在する

ンは，その C 末端のセリンおよびスレオニン残基が

が，ゼブラフィッシュ松果体には grk1b, grk7-1 および

ロドプシンキナーゼ GRK1 によってリン酸化される．

grk7-2 の 3 つの遺伝子が強く発現していた．網膜の視

このようにしてリン酸化されたロドプシンにアレスチ

細胞における grk 遺伝子の発現解析の結果，桿体には

ンが結合することにより，光活性化ロドプシンは不活

grk1a が，一方，錐体には grk1b と grk7-1 が発現してい

性化される（図 2）
．事実，Grk1 ノックアウトマウス

ることがわかった．これらの遺伝子にコードされる各

の桿体では光刺激による電位応答が強く，また光応答

キナーゼの in vitro における（ウシ）ロドプシンのリ

5)

からの回復速度が顕著に低下する ．同様の表現型

ン酸化活性を比較したところ，主要な錐体キナーゼで

は，GRK1 によってリン酸化される C 末端領域を欠損

ある GRK7-1 は，その他のサブタイプと比較して約

したロドプシンを発現するトランスジェニック桿体に

30 倍も高い Vmax（最大反応速度）を示すことを見出し

6)

おいても観察される ．これらの実験結果は，GRK1

た 3)．これと同様の結果はコイの GRK サブタイプを

によるロドプシン C 末端領域のリン酸化が，桿体に

用いた解析からも報告されており 11)，錐体に特徴的な

おける光応答の回復過程に重要な役割を果たすことを

光活性化オプシンの素早いリン酸化は，基質としての
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錐体オプシンの特性ではなく錐体キナーゼ自身の高い
リン酸化活性に由来することが明らかとなった．ほぼ
同時期に，ゼブラフィッシュの grk7-1 を機能阻害する
と，錐体の光応答からの回復が減弱することが報告さ
れた 13)．以上から，GRK7-1 は錐体の光応答からの回
復に重要な役割を果たすと考えられ，GRK7-1 の高い
キナーゼ活性は錐体の光応答特性と何らかの連関があ
ると推測された．

4.

GRK 活性による光応答特性の制御
上記の仮説を検証するために私共は，錐体キナーゼ

GRK7-1 を桿体に異所的に発現するトランスジェニッ
クゼブラフィッシュ（GRK7-tg）を作製した 4)．桿体
の 1 細胞の光応答は，吸引電極に固定した単一の桿体
外節にフラッシュ光を照射することにより測定できる
（図 3a 左）．この方法を用いて単一細胞レベルでの桿

図3
（a）GRK7-tg 桿体の光応答の刺激強度依存性．吸引電極（左）を
用いて光応答を測定し，電流変化の大きさ（最大値に対する相対
値）を刺激光強度に対してプロットした（右）．GRK7-tg では野生
型と比較して同等の応答を引き起こすのに必要な光強度が高い方
向へとシフトしている．
（b）GRK7-tg の眼球運動解析．内側に黒
白 の 縞 模 様 が 描 か れ た ド ラ ム（左） を 回 転 さ せ る と， ゼ ブ ラ
フィッシュはその縞模様の動く方向に追随して眼球を動かす．こ
の追随速度を様々な強さの白色光のもとで測定した．この解析で
は錐体由来の応答を除くため，錐体が機能しない変異（eclipse）
［Nishiwaki, Y. et al. (2008) Mech. Dev. 125, 932-946］をバックグ
ラウンドにもつ個体を使用した．光強度の上昇と共に桿体の光応
答は飽和して回復が遅れるため，追随速度が低下する（右）
．眼球
運動の追随速度を光強度に対してプロットすると，GRK7-tg では
その関係性が光強度の高い方へとシフトしており，GRK7-tg の視
感度の低下を示唆している．文献 4 より改変．

体の光応答を測定した結果，GRK7-tg 桿体の光感度が
野生型桿体の約 1/8 まで低下していることを見出した
（図 3a 右）．このような細胞レベルの機能変化が個体
レベルの視覚にどのように反映するかを知るために私
共は，白黒帯をつけた回転ドラム（図 3b 左）を用い
て，視覚性眼球運動（optokinetic response, OKR と略）
を 指 標 に 個 体 の 視 覚 機 能 を 評 価 し た． そ の 結 果，
GRK7-tg は個体レベルにおいても光感度が低下してい
ることが明らかになった（図 3b 右）．つまり，錐体
オ プ シ ン キ ナ ー ゼ GRK7 の 異 所 発 現 に よ り 桿 体 の
GRK 活性を大きく亢進すると，桿体の光感度が有意
に低下することがわかった．このことから，視細胞に
おける GRK 活性の強さが，桿体と錐体の光感度の違

れたのだろうか．明確な答えはわかっていないが，単

いに寄与すると考えられた．
この GRK7-tg の桿体において，光応答特性が野生

純な仮説として私共は，この tg 個体の桿体に発現す

型と比較してどのように異なるかについて以下のよう

る 2 種類の GRK サブタイプに由来する可能性を考え

な解析を行った．非常に弱いフラッシュ光を与える

た．つまり GRK1 と相互作用した場合が大きい応答

と，活性化されるロドプシンの分子数はポアソン分布

RL を引き起こす一方，異所発現した GRK7 と相互作

に従うので，その光応答の強さの分布パターンから 1

用した光受容分子は小さい応答 RS を引き起こすとい

分子の活性化ロドプシンに由来する光応答を推定する

う モ デ ル で あ る．GRK7-tg 桿 体 に お い て モ ル 比 で

ことが可能である．GRK7-tg の単一光子応答の解析の

GRK1 の約 10 倍もの GRK7 が存在すると見積もられ，

結果，興味深いことに応答強度が大きい応答（RL）と

RS を引き起こす光受容分子が RL より約 20 倍多いこ

小さい応答（RS）の 2 種類の応答に分離できることが

とと概ね一致している．

わ か っ た．RL と RS の 応 答 強 度 の 比 aL/aS は 約 16 で，
それぞれの応答を引き起こす活性化光受容分子数の比

5. 他の光シグナリング蛋白質の光応答特性への寄与

ΦS/ΦL はおおよそ 22 と見積もられた．（ただし，そ
の他の解析の結果から，実際には ΦS は実測値より少

ここからは，他の光シグナリング蛋白質の光応答特

し減り，aS は少し大きくなると考えられる．）では，

性への寄与について，最近の遺伝子組み換えマウスを

GRK7-tg 桿体ではなぜ 2 種類の単一光子応答が観察さ

用いた解析を中心に概説する．
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G 蛋白質トランスデューシンの不活性化を促進する

う観点からも研究されており，受容体キナーゼ GRK

RGS9-1 複合体の発現量を増加させたマウス桿体では，

による GPCR のリン酸化とそれに続くアレスチンの結

光応答からの回復速度が速くなることが報告され

合は GPCR に普遍的な不活性化メカニズムである．私

た 16)． こ の こ と か ら， 少 な く と も マ ウ ス 桿 体 で は

共の解析から，GRK1 あるいは GRK7 と相互作用した

RGS9-1 複合体によるトランスデューシンの不活性化

光受容分子は互いに異なる細胞応答を生み出す可能性

過程が桿体の光シグナル伝達経路における律速段階で

が示唆された．この 2 種類の応答が生み出されるメカ

あると考えられる．RGS9-1 複合体の発現量が桿体よ

ニズムを解明できれば，GPCR の不活性化機構に新た

りも錐体においてかなり高いという報告があり

17)

，桿

な概念がもたらされるのではないかと期待している．

体と錐体の光応答速度の差異の少なくとも一部は
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総説

ダイニンに駆動された微小管の集団運動
永井 健
住野 豊
大岩和弘

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻
愛知教育大学教育学部
情報通信研究機構未来ICT研究所 / 兵庫県立大学大学院生命理学研究科

A vortex lattice of microtubules emerges in a dynein-microtubule motility assay. To clarify the physical mechanism of this collective behavior, the trajectory of isolated microtubules and the interaction between microtubules were experimentally examined. We found that
the trajectory of an isolated microtubule has a long correlation time of its curvature and microtubules interact with each other through
only nematic steric interaction. We developed the mathematical model based on the experimentally conﬁrmed characteristics and concluded that long correlation time of the motion of an isolated microtubule and high density of microtubules are the key factors for the
vortex lattice emergence.
Collective behavior / Dynein / Microtubule / In vitro motility assay

1.

菌集団のダイナミクスを考える上でも方向相互作用が
重要であることが指摘されている 10)．また，細胞の中
でも細胞骨格の形成や植物の表皮細胞における微小管
の再配列などにおいて方向相互作用を介した集団運動
が重要な役割を果たしていると考えられている 11)-13)．
上記の状況を踏まえ，我々は微小管とダイニンによ
る運動アッセイが方向相互作用による群れ運動のモデ
ル実験系となると考え，高い微小管濃度を用いて観察
を行った．その結果これまでに報告されていた全体の
向きが一様に揃った大域的な集団運動と異なり，局所
的な渦が周期的に並んだパターンが形成された 14)．本
総説では我々が得た実験結果および解析により明らか
になった渦の格子の形成メカニズムについて説明する．

群れ運動

ムクドリの群れ 1)，バッタの行進 2)，魚の群れ運動 3)
など様々な動物種において個体サイズに比べて巨大な
サイズの群れ運動の発生が報告されている4)．これらの
群れ運動は全体にかかる外力やリーダーの存在がなく
ても，各個体が周囲の個体と相互作用することによっ
て自発的に形成されることが明らかになってきてい
る．上記の群れ運動を形成するために主要な相互作用
の 1 つは個体同士の運動の向きを揃える短距離相互作
用（以下，方向相互作用）と考えられている．その大き
な理由の 1 つとして Vicsek らの数理モデルによりこの
相互作用のみによる群れ運動の発生が明らかになった
ことがあげられる5), 6)．この種の方向相互作用のみによ
る群れ運動の存在はミリメートルスケールの粉体を用
いてはじめて実験的に確認された 7)．またマクロな実
験系だけでなく，アクチン・ミオシンの運動アッセイ
を用い，熱揺らぎの影響を大きく受けるマイクロメー
トルサイズの系においても同様の方向相互作用による
群れ運動の存在が近年確認された 8)．この結果はバク
テリアなどの微生物集団の運動やバイオフィルムの形
成などでも方向相互作用が重要な役割を果たしている
ことを示唆している．実際，遊泳中の枯草菌で衝突に
よる方向相互作用の存在が報告されている他 9)，大腸

2.

実験設定

クラミドモナスの鞭毛から精製した軸糸ダイニン亜
種 c（以下，ダイニン）およびブタ脳から得た微小管
を用いた in vitro 運動アッセイを以下のように行った．
まず深さ 50 μm のフローセルにダイニンを含む溶液
を流しこみ，ダイニンをフローセルのガラス面上に吸
2
着させた．実験に用いたダイニン密度は 1 μm あたり
750-2500 分子であった．この状態のフローセルに Cy3
で蛍光ラベルした微小管，微小管の重合状態を安定化

Collective Behavior of Microtubule Driven by Dynein
Ken H. NAGAI1, Yutaka SUMINO2 and Kazuhiro OIWA3,4
1
Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo
2
Faculty of Education, Aichi University of Education
3
Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology
4
Graduate School of Life Science, University of Hyogo
※図 2– 図 4 は，電子ジャーナル（https://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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28.6 µg/ml では特徴的な模様は観察されず，57.2 µg/ml,
114.5 µg/ml では渦模様が観察されるため，渦の格子の

するタキソールを含む溶液を流しこみ，微小管をダイ
ニ ン と 吸 着 さ せ た． 用 い た 微 小 管 の 長 さ は
15.6 ± 7.3 µm であった．1 mM ATP を加えて微小管の
運動を開始させると，孤立した微小管はガラス板上の
どの位置においても特定の方向に運動することはな
く，向きを変えながらなめらかに滑り運動を示した．
これはガラス面上に十分多くのダイニンがあり，それ
ぞれのダイニンの向きはランダムであることを示す．

3.

形成に対して微小管の臨界濃度があることがわかった．

4.

微小管の運動解析

3. で述べた渦の格子の形成メカニズムを明らかにす
るため，2 本の微小管の相互作用および孤立した微小管
の運動の観察を行った．まず微小管の相互作用の観察
のため濃度を0.5-1.0 µg/ml まで減らした．観察の結果微
小管が離れている時は，双方の微小管の運動は独立で
あったので，長距離相互作用は無視できるものと判断
できる．一方で微小管同士が衝突すると多くの場合，衝
突角度が 90 度以下の時は運動方向が平行に，90 度以上
の時は反平行になる（図 2）
．つまり微小管同士には衝
突による方向相互作用のみが働き，その様体は液晶で
見られるネマチック相互作用であることがわかった 15)．
次に孤立した微小管の軌跡を追跡するために微小管
濃度を 4.8 ng/ml にした．孤立した微小管は図 3a に示

微小管の集団運動

微小管の集団運動を観察するため，40 µg/ml の微小
2
管濃度を用いた．この濃度は平均 100 µm あたり 5 本
の微小管があることに対応する．ATP 添加によって微
小管は運動を始め，微小管が縞模様状に並んだ．時間
がたつにつれその縞模様は徐々に太くなり，実験開始
から 10 分ほどたつと縞模様は蛇行を始め，さらに 10
分ほどたつと縞が円状に閉じ図 1a のような微小管の
渦が生じた．この渦中には右回りの微小管と左回りの
微小管が共に含まれているため 14)，微小管は液晶のネ
マチック状態の様に並んでいた 15)．渦の形状は徐々に
変化するものの直径はほぼ一定で長軸 443 ± 64 µm，
短軸 390 ± 59 µm であった．最終的に図 1b に示すよ
うに境界近傍以外はフローセルのすべてのガラス面を
渦が覆い，六角格子状に並ぶことが明らかになった．
格子ができている時，個々の微小管は 1 つの渦にとど
まることはなく，渦間の微小管の行き来による定常状
態として渦の格子が形成されることがわかった．
次に微小管の密度依存性を観察するため図 1c に示す
ように 14.3 µg/ml, 28.6 µg/ml, 57.2 µg/ml, 114.5 µg/ml の
各濃度でパターンの観察を行った．その結果 14.3 µg/ml,

図2
微小管の衝突．上から 90 度より小さい角度の衝突，90 度より大
きい角度の衝突，90 度に近い角度での衝突．矢印は微小管の運動
方向で右図の点線は重心の軌跡．スケールバーは 10 µm．

図1
（a）微小管によって作られる渦．微小管密度が高いところが明る
く見える．スケールバーは 100 µm（b）微小管によって作られる
渦の格子．スケールバーは 2 mm．（c）微小管濃度を変えた時の
パターンの変化．左から 14.3 µg/ml, 28.6 µg/ml, 57.2 µg/ml, 114.5
µg/ml．スケールバーは 500 µm．

図3
（a）孤立した微小管の軌跡．初期位置を原点とし，丸が実験デー
タ，線が平均化した軌道．（b）軌道に沿った距離に関する軌道の
曲率（κ）の自己相関．点線はデータを指数関数でフィットした
もの．ここから曲率の相関距離が 542 ± 4 µm と見積もられる．
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すように非常に滑らかに運動することがわかった．そ
こで Savitzky-Golay フィルター 16) を用いて微小管の
軌跡の平滑化を行い，曲率の長時間にわたる時系列
（〜300 s）を解析した．離散な実験データ点から曲率を
直接求めることは難しいが，この手法により平均化した
軌道の曲率の時系列を解析することが可能となる．曲率
の自己相関を指数フィッティングし，軌道に沿った相関
距離を見積もったところ 542 ± 4 µm であった（図 3b）
．
これは微小管の長さが 10 µm オーダーであることと比
べると非常に長いことがわかる．ここから微小管はラ
ンダムに運動するものの，軌道の曲率が長時間維持さ
れていることが確認された．また曲率の平均は −7.1 ×
10−4 µm−1，分散は σκ2 = 3.2 × 10−6 µm−2，平均運動速度は
8.75 µm/s であった．曲率平均が負であることは平均
するとわずかながら微小管が時計回りに回転している
ことを示している．しかしながら以下に見られるよう
に渦の形成に重要なことは，曲率が長時間にわたり相
関していることであり，渦の大きさは曲率の分散に
よって決定されている．

5.

微小管の集団運動に対する数理モデル

4. で得られた微小管の運動特性を考慮に入れた数理
モデルを構築し，渦の格子の形成メカニズムを探った．
微小管を定速度で運動する粒子と考え，運動方向 θ に
対して揺らぎおよび相互作用を考える．この時，曲率
の長時間の相関を考慮し，揺らぎは相関時間 τ の有色
ノイズであるとする．これらの性質を持つ最も簡単な
数理モデルとしては下のようなものが考えられる．
xi = v0 (e x cos i + e y sin i )

図4
（a）実験条件に対応するパラメータを用いた時に数理モデルに
よって形作られるパターン．領域は 7.68 mm × 7.68 mm．図中の
2
明るさが粒子密度を表す．
（b）τ, ρ を変化させた時の S, u (n)/na の変
2
（b-3）S の
化．
（b-1）相図中の領域の概要図．
（b-2）u (n)/na の変化．
変化．
（c）左から領域 i，ii，iii で見られる特徴的なパターン．矢印は
各場所での粒子の運動方向を表す．領域は 3.84 mm × 3.84 mm．

2
2
−4
2 2
また <(ω − ω0) > = σ τ/2 = 2.48 × 10 rad /s に固定した．
これらのパラメータの中で α のみ実験的に観測するこ
とができない．そこで今回は 2 粒子を衝突させた時に
衝突後の粒子の運動方向が平行，反平行となる衝突角
度範囲が実験のものと一致するように α の値を選んだ．
上記の数理モデルを用いて，実験に近い条件 ρ =
4.44 × 10−2 µm−2, τ = 171 s, σ2 = 2.90 × 10−6 rad2/s3 で数値
シミュレーションを行った．ここで ρ は平均の粒子密


i = i +
å sin 2( j - i )
ni (t ) xi -x j <l
1
 i = - (i - 0 )+ i (t )

ここで xi は各粒子の位置を表す．粒子は速さ v0 で θi
方向に運動し，半径 l（微小管の長さ）内にいる粒子
とネマチック相互 作 用 を す る． 相 互 作 用 の 強さは
α/ni(t) であり，ni(t) は粒子 i 周りの半径 l 内にいる粒子
数を表す．θi(t) はさらに相関時間 τ，平均 ω0，の有色
ノイズ ωi の擾乱を受ける．ここで ξi(t) は <ξi(t)> = 0,
<ξi(t)ξj(s)> = σ2δijδ(t − s) を満たす白色ノイズである．
た だ し δij は ク ロ ネ ッ カ ー の デ ル タ，δ(t − s) は デ ィ

度である．シミュレーションの結果，図 4a に見られ
るように渦が六角格子状に並ぶことがわかった．この
時渦の直径は 1 mm ほどであり，実験で見られた渦と
同程度の大きさであった．また，各渦は実験同様時計
回り，反時計回りの粒子から構成されていた．この結
果から我々の数理モデルを用いて実験で見られた渦の
格子模様が再現されることがわかった．

ラックのデルタ関数を表す．今軌道の曲率は θi (t)/v0
と定義されるため，孤立した粒子の曲率は微小管で観
察されたように軌道に沿って有限の τv0 の相関距離を
持つことになる．モデルのシミュレーションでは 4. で
述べた解析から得られる値を参考に v0 = 8.75 µm/s, ω0
= −0.00624 rad/s, l = 15.0 µm, α = 0.0583 rad/s を 用 い た．

6. 数理モデルを用いた微小管の集団運動の解析
実験で得られた渦の格子の発生条件を明らかにする
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ため，τ と平均密度 ρ をパラメータとして，生じる集
団運動の相図を作成した．そのために次の 2 つのオー
ダーパラメータを定義した．1 つはネマチックオー
ダーパラメータ S = ∑ exp(2 i θi )/ N （N は空間の全
粒子数）で，0 から 1 の値を取りその大きさは空間全
体でどれだけ平行または反平行に揃っているかを表
す．もう 1 つのオーダーパラメータは局所密度揺らぎ
2
2
2
を表す u (n)/na である．u (n) は 60.0 × 60.0 μm の領域
2
中の密度の分散であり，na は 60.0 × 60.0 μm の領域中
の平均粒子数である．この値は局所密度がばらつくと
大きくなるため，密度の一様性の判定のために用いた．
2 つのオーダーパラメータを τ-ρ 平面に描くと図 4b
のようになる．これから相図はおおまかに 3 つの領域
に分かれることがわかる．まず密度が低い時の領域 i，
密度が高く τ が大きい時の領域 ii，密度が高く τ が小
さい時の領域 iii である．領域 i では S, u2(n)/na ともに
小さい．これは図 4c に示すようにパターンに配向が
なく，一様であることを示している．領域 ii では S が
小さく，u2(n)/na は大きい．この時のパターンは図 4c
に示すように渦の格子模様である．渦ができていると
き局所的にはネマチック配向しているものの，それが
円を描くため領域全体の平均では S が小さくなってし
まう．また渦の中心部分と境界部分で密度の差がある
ため u2(n)/na が大きくなる．領域 iii では S は大きい
ものの u2(n)/na は小さい．これは図 4c に示すように
一様なネマチック配向があることを意味する．
図 4b を見ると領域 ii と iii の境界は τ = 100 s 付近にあ
るため 4.で示した値（τ = 62 s）は領域iii に入ってしまう．
しかしながら，62 sと100 sは同オーダーであることを考
えると我々のモデルは実験結果に対応している．そのた
め得られた結果を総合すると，実験で観察された渦の格
子模様は粒子の密度が十分高い時に軌道の曲率の長い
相関と方向相互作用によって引き起こされると言える．

7.

に述べたもの以外にも多彩なパターンが生じる．その
中にはソリトン状の局所的に集合したパターンも存在
する．このことは動物集団や細胞集団に見られる局所
的に集まった群れ運動の発生には，非常に単純な相互
作用で十分であることを示唆している．今後はこの系
を方向相互作用によって生じる群れ運動のモデル系と
して用い，様々な生物中の集団運動に普遍的な性質の
探索を推し進めていきたいと考えている．
なお，本総説は吉川研一（同志社大）
，Hugues Chaté
（CEA-Saclay）らとの共同研究成果 14) による .
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永井 健

まとめと今後の展望

ダイニン・微小管の運動アッセイ系において渦の格
子模様が形成されることがわかった．我々は本系にお
いて単一の微小管の軌道の曲率が長時間の相関時間を
持ち，微小管同士の相互作用として衝突による方向相
互作用のみを持つことを実験的に明らかにした．次に
パターンの形成メカニズムの解明のため，上記の 2 つ
の性質を考慮に入れた数理モデルを構築した．そして
モデルのパラメータ探索の結果，曲率の相関時間が十
分長く，微小管の密度が高い時に実験で見られる渦の
格子模様が現れることがわかった．
本研究で用いた数理モデルの相互作用は方向相互作
用のみであるものの，パラメータを変化させると本文中

住野 豊

大岩和弘
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総説

DNAオリガミを使った1分子解析
遠藤政幸1,3，杉山 弘1,2,3
1

京都大学物質―細胞統合システム拠点
（WPI-iCeMS）

2

京都大学大学院理学研究科

3

JST CREST

The dynamic behaviors of the enzymes and DNA structural changes were visualized using the designed DNA origami structures and
high-speed AFM. The movement and the reactions of DNA methyltransferase, DNA repair enzymes, and RNA polymerase were observed by introducing the substrate double-stranded DNAs (dsDNA) to the DNA nanostructures. For the formation and disruption of
G-quadruplex and double-stranded DNA, the two dsDNA incorporated in the DNA frame can amplify the small structural change to
the global structural change, which enable the visualization of the reactions. The stepwise strand migration of a DNA nanomachine was
visualized and analyzed on the DNA track constructed on the DNA origami surface.
DNA origami / high-speed atomic force microscopy / single-molecule observation / enzyme reactions / DNA structural change /
DNA nanomachine

1.

7,249 塩基）と，構造にあわせて配列設計した相補鎖

はじめに

DNA（多くは 32 量体でステープル DNA と呼ばれる）

DNA は塩基配列特異的な分子集合や明確で周期的

を混合し，85°C から室温まで 1 時間程度で徐冷（ア

な構造などを併せ持つ優れた生体超分子である．この

ニーリング）することで自己集合によって構造体がで

DNA に特徴的な分子集合のプログラム性と構造の規

きあがる（図 1）
．その形成過程でそれぞれのステー

則性を使って様々なナノスケールの構造体を作製する

プル DNA はまず長鎖の 1 本鎖 DNA の指定された配

技術の開発が行われてきた 1)．特に，近年発表された

列と相補的に結合し，その後 2 次元構造に折りたたむ

DNA オリガミ法によって，自由な 2 次元ナノ構造体

と考えられる．その構造は AFM で測定でき，ほぼ設

の設計と作製が可能となり，機能化などの面からも活

計どおりの構造体が形成できる．また，形成された

2), 3)

．また 1 分子観察の

DNA オリガミ構造体のそれぞれの位置には異なるス

観点から分子の振る舞いを直接捉えることができるな

テープル DNA が用いられているため，2 次元平面上

らば，生命現象を理解するうえで多くの情報を得るこ

の任意の位置に 1 本鎖 DNA やヘアピン DNA を配置

とが可能である．高速原子間力顕微鏡（AFM）の登

することが可能である．ステープル DNA に機能を持

場により，分子を捉える空間分解能と動画として解析

つ分子や粒子を結合して構造体を形成させれば，それ

するためのビデオレートに近い実時間測定が可能と

らを構造体上に自由に配置することができる 3)．この

なってきた 4)．本総説では，筆者らが開発した DNA

ことから，DNA オリガミによって形成された 2 次元

オリガミ構造体と高速 AFM による新規な 1 分子観察

構造は単なる形だけではなく，その構造のすべての位

法とその応用について解説する．

置に DNA 配列の情報（アドレス）を持っている．こ

発に研究開発が行われている

DNA オリガミは，100 nm 程度のデザイン可能な 2

の点が DNA オリガミの特筆すべき性質であり，従来

次元 DNA 構造体で，その構築方法は 2006 年にカリ

にはなかった 100 nm 程度のスケールで精密な自己集

フォルニア工科大学の Rothemund によって開発され

合体が構築でき，自由な構造のデザインと分子の配置

2)

ができる点で大きなブレークスルーとなった 1)．

た ．この方法では，長鎖の 1 本鎖 DNA（M13mp18，

Single-molecule Analysis Using DNA Origami Nanostructures
Masayuki ENDO1,3 and Hiroshi SUGIYAMA1,2,3
1
Institute for Integrated Cell-Material Sciences (WPI-iCeMS), Kyoto University
2
Graduate School of Science, Kyoto University
3
CREST, JST
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図1
DNA オリガミの構築方法．（a）長鎖の 1 本鎖 DNA と配列設計し
た短い相補鎖 DNA をアニーリングし自己集合させると設計した
形のナノ構造体ができあがる．（b）DNA オリガミ構造体とその
AFM イメージ（文献 2 より改変）．

図2
DNA ナノ構造内での EcoRI メチル転移酵素の反応性の制御．（a）
DNA フレーム構造．（b）DNA フレーム構造への 2 本の異なる 2
本鎖 DNA の導入．（c）M.EcoRI の DNA 鎖への結合とスライディン
グの高速 AFM による直接観察．1 イメージ / 秒で測定．

筆者らは，DNA オリガミ法で作製した DNA ナノ
構造体に酵素や DNA などの生体分子を相互作用させ
ることで，反応のコントロールとその振る舞いを直接

のメチル化反応の効率は M.EcoRI で反応後，EcoRI で

観察する方法を確立した．DNA によって直接 1 分子

切 断 し， メ チ ル 化 さ れ て 切 断 さ れ な か っ た 2 本 鎖

を観察する空間を構築することで，観察上の利便性に

DNA 配列をリアルタイム PCR で定量した．その結果，

加え，分子に対して様々な制御や操作も可能となる．

メ チ ル 化 さ れ た DNA 鎖 の 初 期 濃 度 か ら，74 bp の
DNA が EcoRI の切断を受けにくく，AFM で観察され

2.

た切断の結果との一致が見られた．このことは，緩く

酵素反応の 1 分子観察への応用

張った 74 bp の DNA ではメチル化反応が，64 bp の配

筆者らはフレーム状の 2 次元 DNA 構造体を作製し，

列に対してはるかに起こりやすいことを示している．

その内部に 2 本鎖 DNA を張ることで，DNA メチル化

こ の 方 法 を 使 い，8-oxoguanine glycosylase（hOgg1）

酵素の挙動を直接観察でき，DNA 鎖の張力が酵素反

と pyrimidine dimer glycosylase（PDG）を用いてこれら

応に影響することを実験的に示した（図 2） ．DNA 修

の DNA 修復酵素の反応が DNA の張力に対して影響

飾酵素の多くは特異的な位置で 2 本鎖 DNA を折り曲

6)
を受けるか検討した ．これらの DNA 修復酵素は，2

げ，反応を進行させることが複合体の構造解析から示

本鎖 DNA を 60-70° 折り曲げ，損傷塩基を除去する．

唆されている．このため，2 本鎖 DNA を折り曲げら

このため，DNA フレーム内に反応基質を中心に持つ

れる状態と折り曲がらない状態を人工的に作製できれ

64 bp と緩んだ 74 bp の 2 本鎖 DNA を導入し，酵素に

ば，構造上から酵素反応の制御を行える．これを実験

よる DNA 鎖切断と中間体と酵素との還元による結合

的に確かめるため，長さの異なる 2 本鎖 DNA を固定

によって，その反応性の違いを見た．反応の直接観察

するための空間（40 × 40 nm）を有する 2 次元構造体

を AFM によって行った結果，緩みの大きい 74 bp の

「DNA フレーム」構造を設計し，その中に空間と同じ

DNA 鎖がどちらの反応とも効率が高かった．また，

長さの 64 bp（塩基対）と緩んだ状態の 74 bp の 2 本鎖

高速 AFM による酵素 1 分子の動的挙動を DNA フレー

DNA を導入した（図 2b）．導入した DNA には，DNA

ム内で観察し，酵素の結合，スライディング，切断，

鎖に EcoRI メチル基転移酵素（M.EcoRI）に特異的な配

解離が直接観測された．つまり，酵素反応の全過程と

列が導入してある．M.EcoRI は DNA 鎖を約 60° 折り

それに伴う酵素 1 分子の挙動をそのままの状態で高速

曲げることでメチル化反応を行う．M.EcoRI の DNA

AFM によって捉えることができた．

5)

鎖への結合では 64 塩基対と 74 bp の 2 本鎖 DNA とも

筆者らは，DNA オリガミ構造体を観察基盤にして

に結合し，その DNA 鎖上での酵素の挙動を高速 AFM

RNA ポリメラーゼと転写の 1 分子観察を検討した 7)．

によって捉えた（図 2c）．それぞれの 2 本鎖 DNA へ

転写反応は生命現象の根幹であり，その分子レベルで
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の動的な観察が必要である．プロモーター領域を含む

観察された．この構造体にカリウムイオンを添加する

鋳型 2 本鎖 DNA を導入した DNA ナノ構造体を作製

と 2 本鎖 DNA が中心で結合した X 型のナノ構造が観

し，精製後，導入した 2 本鎖 DNA の動きを確かめた．

察された．次に，グアニン 4 重鎖構造の形成をカリウ

この DNA ナノ構造体に T7 RNA ポリメラーゼ（RNAP）

ムイオン存在下で高速 AFM によって実時間で観察し

を加えると，RNAP が鋳型 DNA 上をスライディング

た．その結果，カリウムイオンを含む観察用の溶液中

する様子が観察され，その運動を解析した．さらにヌ

で，AFM 走査中に X 型構造を形成するものが観察さ

クレオシド 3 リン酸を加え，高速 AFM によって転写

れた（図 3b）
．また，グアニン 4 重鎖をカリウムイオ

反応を観察すると，鋳型 DNA 上を RNAP が一方向へ

ン非存在下で高速 AFM で観察すると，走査中に X 型

動き，それに伴って合成された RNA が直接観察され

の形状から解離した 2 本鎖 DNA に変化する様子が観

た．この観察系では，RNAP の鋳型 DNA への結合，

察された．このことから，DNA ナノ構造体を用いて，

スライディング，プロモーターへの結合，RNA 合成，

2 本鎖 DNA の構造変化からグアニン 4 重鎖の形成と

RNAP の鋳型 DNA からの解離といった転写に伴う一

解離を動的に 1 分子観測できる系の構築に成功した．

連の RNAP の挙動の可視化が可能である．

次に，2 本鎖 DNA の解離と形成を 1 分子観察する

これらの結果は，反応機構をもとに，基質となる 2

系を構築した 9)．観察する DNA 鎖には光応答性のア

本鎖 DNA を様々な形で DNA オリガミ構造体へ導入

ゾベンゼンが導入してあり，UV 光と可視光の照射に

することで多種多様の観察を行え，酵素 1 分子の挙動

よって，2 本鎖の解離と形成をそれぞれ制御できる．

と反応を実時間に近い状態で直接観測できることを示

こ の 光 応 答 性 DNA を 2 本 の 2 本 鎖 DNA に 結 合 し，

している．

DNA フレームに導入した．光照射前，光応答性 DNA
は 2 本鎖を形成し，DNA フレーム内で X 型の構造を

3.

形成するが，UV 光照射を行うと光応答性 DNA から

DNA 構造変化の 1 分子観察への応用

なる 2 本鎖は解離し，DNA フレーム内に 2 本鎖 DNA

DNA フレーム構造体を用いて，グアニン 4 重鎖構造

が並んだ構造が観察された．さらに，可視光を照射す

の動的な形成と解離を検出する系の構築とその 1 分子

ると再び 2 本鎖の形成が行われ，X 型の構造が観察さ

観察を行った ．このためにグアニン 4 重鎖構造の形成

れた．これらの可逆的な 2 本鎖の解離と形成を高速

によって DNA フレーム構造内に導入した 2 本鎖 DNA

AFM 上で光照射を行いながら 1 分子観察すると，2

の構造変化を誘導し，その動きを高速 AFM によって

本鎖の解離と形成のスイッチングが UV 光と可視光の

観察した．分割した［3 + 1］グアニン 4 重鎖の配列を中

照射に応じて連続的に観察された．

8)

心にそれぞれ含む 2 本の 2 本鎖 DNA を中空な DNA

DNA フレーム構造体を 1 分子観察系に利用するこ

ナノ構造内に固定した（図 3a）．自己集合後にその構

とで DNA 構造の形成や解離を操作でき，その動的な

造を AFM で観測すると，2 本鎖 DNA が並んだ構造が

変化を実時間観察することが可能となった．

4.

DNA 分子機械の移動システムへの応用
DNA はその配列特異的な分子集合によって，分子

を動的に操作することが可能であり，DNA によって
構成される分子機械は，その運動を DNA 鎖の結合と
解 離 で プ ロ グ ラ ム 的 に 操 作 で き る 10)． 筆 者 ら は，
DNA を用いた移動可能な分子機械（DNA モーター）
を DNA オリガミ上に作製したトラック（経路）を使っ
て移動させ，高速 AFM によってその運動を可視化，
解析した 11)．DNA オリガミ上に 17 本の 1 本鎖 DNA
を配置したトラック（約 100 nm）を作製し，DNA モー
ター鎖と呼ぶ相補鎖の 1 本鎖 DNA を加えて酵素反応

図3
グアニン 4 重鎖構造の動的な形成と解離の 1 分子観察．（a）DNA
フレーム構造内の 2 本の 2 本鎖 DNA の中心にグアニン 4 重鎖構
造を形成する配列を導入し，形成されれば 2 本鎖 DNA は X 型の
構造をとる．（b）グアニン 4 重鎖構造形成の高速 AFM イメージ．

させることで，1 方向に連続してモーター鎖を運動さ
せることを検討した（図 4a）
．図 4b に示すように，
DNA オリガミに配置した 1 本鎖 DNA とモーター鎖
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DNA モーターが進行できるようになる．酵素反応を
行い，DNA モーターの位置を AFM による解析と蛍光
消光実験で検討した結果，ゲートの開いた方向に
DNA モーターは進み，4 つの指定された終着点に精
密に移動させることができた．このように，複雑に分
岐した経路を DNA 構造体上に作製し，分子の進行方
向のナノスケールでの制御を可能とする分子技術の開
発に成功した．
また，最近，DNA オリガミ上にトラックを構築し，
連続的な DNA 分子機械の運動を制御でき操作する研
究が報告された 13), 14)．DNA オリガミを使うことで分
子機械の挙動や運動を行える経路がプログラム可能で
あるため，ナノスケールでの複雑な分子機械の運動の
制御と操作や分子の運搬が実現できる．

5.

3 次元 DNA 構造体の構造変化の直接観察
2 本鎖 DNA は周期的なジオメトリーを持つため，2

本鎖 DNA 間の立体配置を工夫すれば，2 次元構造か

図4
DNA 運搬システムと DNA モーター 1 分子の運動．（a）DNA 構造
体上に導入した 1 本鎖 DNA のトラック（緑色）と DNA モーター
鎖（赤色）．酵素反応によってモーター鎖が移動する．（b）DNA
モーターの酵素反応による分岐移動の原理．（c）高速 AFM による
モーター鎖の移動の 1 分子観察とその運動の解析．

ら 3 次元構造へ拡張することも可能である 1)．中空な
柱状構造（プリズム構造）を形成させ，高速 AFM に
よって走査を続けることで，形成されたプリズム構造
を開環でき，その過程を実時間で観察できる 15)．この
ことは，DNA ナノ構造体の立体構造の変換が AFM に

が 2 本 鎖 形 成 し， 切 断 酵 素 Nt.BbvCI が ト ラ ッ ク の

よる物理的な操作で可能であることを示している．ま

DNA 鎖を切断するとその DNA 鎖が短くなるので，

た，筆者らは 3 次元構造の変換の操作を外部から導入

モーター鎖は隣接する DNA 鎖に移動する（分岐移

した DNA 鎖による鎖交換反応を用いて行い，閉じた

動）
．トラック上には同じ配列の 1 本鎖 DNA が 1 列

チューブ構造から開環することで，内部に導入した鋳

に等間隔で配置してあるため，DNA 鎖の切断と分岐

型 DNA から転写を開始できる構造変換を用いた分子

移動が自律的に進行する．トラックの末端にモーター

スイッチを作製した 16)．これらの構造変換技術を基盤

鎖を導入し，酵素反応に伴うモーター鎖の位置を測定

として，ナノ空間への分子の閉じ込めやその放出を利

すると，時間経過に伴って，モーター鎖は 1 方向に移

用した機能性材料への展開も可能である．

動することがわかった．さらに，モーター鎖がトラッ
ク上を移動する様子を高速 AFM によって実時間で観

6.

察した．この結果，AFM の走査中に DNA モーターが

おわりに

運動している様子が直接観察でき，その運動を 1 分子

筆者らは，DNA オリガミ法で作製した DNA ナノ構

解析すると DNA モーターの分岐移動の様子とトラッ

造体に酵素や DNA などの生体分子を相互作用させるこ

ク上の 1 本鎖 DNA を介して段階的に移動していくこ

とで，反応のコントロールとその振る舞いを直接観察

とが明らかとなった（図 4c）．

する方法を確立した．また，DNA によって直接 1 分子

さらに，ナノスケール下で分子の移動を精密に制御

を観察する空間を構築することで，分子に対して様々

するため，DNA モーターを使って DNA オリガミ上

な制御や操作を行えることを示した．これらは，設計さ

に構築した複雑な経路を制御して動かすことを検討し

れたナノ空間で生体分子の挙動と反応を動的にかつ直

た ．DNA オリガミ上に 3 ヵ所分岐した経路を作製

接観察できるナノスケールの 1 分子解析システムとし

し，分岐点の両側にゲートを設けて，DNA モーター

て広く応用可能である．自在にナノスケールの構造体

の進行方向の制御を行った．ゲートはあらかじめブ

を作製できる DNA オリガミ法は，様々な 1 分子観察系

ロック鎖で閉じて お り， 鎖 交 換 反 応 で 取 り 去ると

を構築するうえで有用な手法を提供するものと考える．

12)
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用 語 解 説

ステープル DNA
Staple DNA
鋳型となる長鎖 1 本鎖 DNA を 2 次元に折りたた
むための短い相補鎖 DNA のこと．32 塩基の長さ
を持ち選択的に 3 本の 2 本鎖 DNA 間を繋ぎ止める．

これを複数規則的に配置すると平面構造の DNA オ
リガミを作製できる．（153 ページ）
（遠藤ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

書

生物物理学［現代物理学展開シリーズ］8

評

大木和夫，宮田英威［著］
朝倉書店，2010 年，A5 版，256 ページ，4,095 円（税込）
．
著者自身が「まえがき」に記しているように，生
物物理学と銘打った教科書はほとんど存在しませ
ん．これは生物物理学の定義が難しく，何が標準的
な知識なのか規定するのが難しいことによると思わ
れます．本書でもこれらの教科書執筆にあたっての
苦労が垣間見られます．本書前半では，生物物理学
で使われる一般的な知識や手法を広く解説していま
す．生物物理学，特に著者の専門である生体膜に関
するエッセンスを掴むには好適と言えますが，限り
ある紙数で網羅的な解説をしようとするあまり，記
述が過度に簡素化されている部分があることは否め
ません．後半部分では，分子や細胞の運動，力の計
測に関する記述に紙数が割かれています．これら
は，生物や物理学の教科書ではなかなか御目にかか
れない，生物物理学研究の特徴的な例であると言え
ます．たとえば，モータータンパクに関し，研究の
歴史から最近の 1 分子計測に至るまで，やや詳しく
記述されていますが，学生，あるいは私のような専
門外の研究者が，最先端の研究の概観を短時間で理
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解するには格好の読み物となっていると思います．
（光産業創成大学院大 井出 徹）
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歩くナノ温度計
鈴木

1.

団1,2，大山廣太郎3，石渡信一1,2,3

1

早稲田大学早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所（WABIOS）

2

早稲田大学重点領域研究機構

3

早稲田大学先進理工学部物理学科

我々のナノ温度計の場合，顕微鏡下で直接測定され
るのは，蛍光強度の変化である．そこで温度一定のも
と，様々な pH やイオン強度でナノ温度計の蛍光強度
を測定した．その結果，設計通り，pH は 4 から 10，
イオン強度は 0 から 500 mM の範囲で，応答性は見ら
れなかった（図 1b）
．
ナノ温度計は高輝度ナノ粒子である．よって単一粒
子ごとにその 2 次元位置を決めることができる．実
際，1 秒間の標準誤差（SEM）から求めた位置決め精
度は ±5.3 nm（1.96 × SEM，測定値の 95% が入る範囲）
だった．またこの間の蛍光強度変化の SEM から見積
もった，温度の測定精度は ±0.3°C となった．我々は
これを，我々の光学顕微鏡におけるナノ温度計の温度
分解能と定義した．次に 115.8 Hz で画像を取得しな
がら熱パルス 6), 7) を与え，温度変化の時間経過を測定
した．温度の立ち上がり，立ち下り共に 2 フレーム以
内に完了した．よって時間分解能は 17 ミリ秒（115.8/2
= 57.9 Hz の逆数）未満であると定めた．

はじめに

モータータンパク質の動きを生きた細胞内で計測し
つつ，その場の局所環境も検出できる蛍光プローブを
作るという目的で始まった研究 1) を紹介する．
局所環境として，我々はまず温度に着目した．歩く
分子モーターの温度依存的な活性化を，細胞内で測定
することが目標である．これには，活性指標としての
運動速度を測定しながら，分子のいるその場所の温度
を同時に検出する新しいプローブが必要だった．
2.

蛍光ナノ粒子型温度計の開発と評価

開発した蛍光ナノ粒子型温度計（ナノ温度計）は球
状で，核と殻の 2 層構造を持つ（図 1a）．
粒子中心部の核には蛍光色素を閉じ込め，温度計の
機能を持たせる．核を取り囲む殻は媒質から核を遮蔽
し，かつアニオン性の細胞膜への付着を促すためカチ
オン性にする．
透過型電顕画像から求めた核の平均半径は 113 nm
だった．また動的光散乱法から求めた，希薄溶液中で
の流体力学的半径は 211 nm だった．これが，細胞へ
応用する際のナノ温度計の大きさの目安となる．ま
た，粒子の表面電位は +60 mV（pH 7.4）だった．
PBS 中に分散させたナノ温度計の蛍光強度は，20 〜
60°C の温度上昇に伴い一定の割合で低下した．温度
感受性を 1°C 当りの蛍光強度の減少として定義すれ
ば，25°C 基準で 2.2%/°C だった（図 1b）．
特定のパラメータを測定しようとするプローブの開
発でしばしばつきまとう問題は，それが目的のパラ
メータ以外にも反応してしまうことである．細胞内で
は pH やイオン濃度が変動するが，その変動幅は小さ
いという報告がある 2)-5)．しかし，ナノ温度計が存在
する細胞内の超局所で，それらが大きく変動する可能
性は否定できない．

図1
（a）核には疎水性の高い蛍光色素 europium tenoyltrifluoroacetonate（Eu-TTA）と fluorescein 5(6)-isothiocyanate（FITC）とが，poly
(methyl methacrylate)（PMMA）ポリマーに封入されている．UV
光（λ = 365 nm）で励起される Eu-TTA は温度計として用い，UV
励起のできない共焦点蛍光顕微鏡でも粒子を可視化するために，
FITC を 用 い た． 殻 に は カ チ オ ン 性 の ポ リ マ ー poly (allylamine
hydrochloride)（PAH）を用いた．（b）ナノ温度計の蛍光強度は温
度増加に対してほぼ線形に減少するが（左），pH やイオン強度を
変えても反応しない（中・右）．

Walking Nanothermometer
Madoka SUZUKI1,2, Kotaro OYAMA3 and Shin’ichi ISHIWATA1,2,3
1
Waseda Bioscience Research Institute in Singapore (WABIOS), Waseda University
2
Organization for University Research Initiatives, Waseda University
3
Department of Physics, Graduate School of Advanced Science and Engineering, Waseda University
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（https://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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3.

分子モーターの温度依存的な活性化の細胞内測定

おわりに

4.

ナノ温度計は，培地に混ぜて 1，2 時間放置するだ
けで自然に細胞に取り込まれた．細胞内小器官との共
局在を確認すると，エンドソームやライソソームと
いった酸性細胞内小器官へ取り込まれ，微小管に沿っ
て能動輸送されることもわかった．
ナノ温度計の位置決め精度は，細胞内での能動輸送
速度を測定するのに十分である．そこで細胞に数秒の
熱パルスを与え，輸送の速度変化を測定することにし
た．予想される動きは，①熱パルス中は温度が高いの
で，ナノ温度計は速く移動する．同時に，ナノ温度計
の蛍光強度は減少する．②熱パルス終了と共に，温度
は元に戻る．ナノ温度計の蛍光強度も運動速度も，パ
ルス前と同じになる．
やってみると，予想通りだった（図 2a）．36°C か
ら平均 47.2°C まで上げると，1 秒間の移動距離から計
算した速度は 0.32 µm/s から 0.93 µm/s に上昇し，パル
ス後は 0.32 µm/s に戻った（図 2b）．1 秒程度であれば，
たとえ 47°C であってもモータータンパク質の機能は
破壊されないことがわかる．
温度が 10°C 上昇したときの速度の変化率 Q10 値は，
(0.93/0.32)10/(47.2-36.0) = 2.6 と計算され，in vitro 滑り運動
系での 2 と比べて有意に大きかった．この原因はいく
つか考えられる．たとえば，細胞内小胞の輸送は，微
小管を互いに逆方向へ移動するキネシンとダイニンに
よって担われている．温度変化が発生力や微小管と作
用する分子数を変化させて，綱引きの力バランスに影
響を与える可能性がある．また温度変化によって細胞
内 Ca2+ 濃度も変わる 7)．Ca2+ 濃度に依存する制御系タ
ンパク質の働きによって，モータータンパク質の活性
が変化している可能性もある．さらに，温度が上がる
と，細胞質の粘性が水以上に大きく減少するという報
告もある 8)．細胞質の見かけの粘弾性に温度依存性が
あり，これがミクロンサイズの細胞内小胞の動きを大
きく変化させている可能性も高い．

細胞内を能動輸送される小胞の位置と温度を画像フ
レームごとに決定する手法を開発することができた．
すなわち，細胞内を「歩くナノ温度計」として機能す
る蛍光ナノ粒子を作製できたことになる．このよう
な，ターゲットの活性（細胞機能）と局所温度情報を
細胞内で同時に記録することができる手法は，溶液系
での活性（機能）の温度依存性とは異なる，細胞固有
の情報を我々に提供してくれることだろう．
謝
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鈴木

団

大山廣太郎

図2
（a）細胞内を歩く温度計に熱パルスを与え，温度依存的な能動輸
送速度の変化を計測．（b）温度（上）と輸送速度（下）の時間変
化を 1 つのプローブで測ることができる．
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DNAを巻き取る分子リール―F1-ATPaseの
おもちゃ
游

1.

慧娟，飯野亮太

東京大学大学院工学系研究科

はじめに

DNA は生命の遺伝情報が刻まれた紐状の高分子で
ある．ヒトの染色体 DNA は引き延ばすと全長 2 m に
達するが細胞内ではコンパクトに折りたたまれて直径
10 µm の核の中に納まっている．これは，直径 1 cm
の球の中に長さ 2 km の紐が詰め込まれているのに相
当する．核に DNA を詰め込むため，様々なタンパク
質が DNA に結合しそれを折りたたんで，コイルおよ
びループ状の構造を形成する．たとえば，ヒストンは
図1
DNA の曲げと遺伝子の発現スイッチング．（a）ヒストンと DNA
の複合体．DNA の曲率半径は 4.5 nm.（b）Lac リプレッサータン
パク質と DNA の複合体．左，結晶構造は直径 10 nm の DNA ルー
プを示唆している．ヒストンと Lac リプレッサーは水色．

DNA と結合して巻きつけて，外径 11 nm のヒストン
-DNA 複 合 体（ヌ ク レ オ ソ ー ム） を 形 成 し て い る．
（図 1a）
．また，多くの転写因子も DNA を折り曲げ
てループを形成する（図 1b）．
DNA はきつく折りたたまれることで遺伝子として
の機能を制御されている．先に挙げた例で言うと，ヒ

を表すことができる．光散乱測定や電子顕微鏡観察，

ストンに巻きついた DNA は転写因子との結合が阻害

または 1 分子牽引実験 1) により，2 重鎖 DNA の Lp は

され，遺伝子の発現が抑制されている．折りたたまれ

約 50 nm と報告されている．
Lp は ポ リ マ ー の 曲 げ 弾 性 係 数 κ と の 間 に，κ =

た DNA がヒストンからほどけると，転写は始まる．
ループ状の DNA と転写因子の複合体は他のタンパク

Lp kBT という単純な関係がある．ここで kBT はボルツ

質の結合を抑制し，転写のスイッチのオフとオンを制

マン定数と絶対温度の積である．つまり Lp がわかれ

御している（図 1）．言い換えると，DNA をきつく折

ば，長さ L の DNA を角度 θ だけ曲げた時のエネルギー

り曲げるためにエネルギーや力を費やすことで遺伝子

2
はフックの法則 E = Lp kBTθ /2L によって計算できる

の発現スイッチが制御されている．遺伝子の発現ス

（WLC モデルは DNA の曲げ弾性エネルギーをフック
の法則で記述している）
．

イッチの動的な挙動を定量的に理解するには，DNA

ところが，フックの法則は弾性変形を維持する範囲

をきつく曲げるのに必要な力やエネルギーを直接定量

内でしか成り立たない．強い力で 2 重鎖 DNA を曲げ

的に測定することが重要である．
2.

ると局所的に塩基対が開裂してキンクを生じると考え

きつく曲げられた DNA の弾性エネルギー

られている．しかしこれまでの計測では，DNA は熱
ゆらぎによる弱い力で曲げられているだけであった．

長い DNA は溶液中で熱ゆらぎによって曲げられて，
ランダムコイルな状態にある．一方，短い DNA（数

DNA に積極的に大きな力をかける方法はなく，外力

十ナノメートル）は直線性を維持する傾向がある．

でキンクが生じるかは検証されていなかった．また

Worm-like chain（WLC）モデルによると，高分子鎖が

短い DNA の環化反応実験では，長い DNA と同様の

熱 ゆ ら ぎ に よ り 方 向 の 相 関 を 失 う 距 離 , 持 続 長 Lp

Lp を持つ WLC モデルが成立するという結果だけでな

（Persistence length）というパラメーターで DNA の硬さ

く 2)， 非 常 に 柔 ら か い と い う 結 果 も 報 告 さ れ て い

Winding DNA on Molecular Reel Made of F1-ATPase
Huijuan YOU and Ryota IINO
Graduate School of Engineering, The University of Tokyo
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（https://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 3), 4)．我々はこの問題に着目し，新しい 1 分子計測
法を開発した．
3.

DNA を巻き取る分子リール

我々はナノサイズの回転モータータンパク質 F1ATPase と 1 分子操作技術（光ピンセットと磁気ピン
セットの同時利用）を組み合わせ，DNA を紐のよう
に巻き取る

分子リール

を開発し，DNA をきつく
図2
（a）DNA をきつく巻き取る方法．F1 の回転軸は直径 2 nm なので，
DNA を十分小さく巻きつけられる．（b）かけた力と巻き取った
DNA ループの直径（曲率半径）の関係．黒線は WLC モデル（Lp =
54 nm）でのフィット．

折り曲げるのに必要な力を測定することに成功し
た ．DNA の曲率を局所的に力で制御した初の成果
5)

とも言える．
具体的な操作は糸巻きと同じである．DNA の一端
を，磁性ビーズに結合させた F1 モーターの回転軸に
結合させ，回転する磁場（磁気ピンセット）で回転軸

質の結合解離の 1 分子イメージングを組み合わせ，遺

を回転させる．逆の一端は，光ピンセットで捕捉した

伝子発現の力学的制御メカニズムに迫りたい．

プラスティックビーズに結合させた（図 2a）．DNA
謝

の両末端にかかる力は釣り合っており，張力に応じて

辞

DNA ループの直径は変わる．磁性ビーズの回転角度

本稿で紹介した研究は，東京大学の野地研究室で

から巻き数を測定し，プラスティックビーズの変位か

行ったものです．共同研究者の野地博行教授，渡邉力

らかけた張力と巻いた DNA の長さを測定し，DNA

也助教と西川宗さん（ニコン）にお礼を申し上げます．

をきつく曲げるために必要な力と DNA ループの曲率

また，研究費を助成していただいた文部科学省および

半径との関係を定量的に明らかにした（図 2b）．

科学技術振興機構に深く感謝いたします．

DNA では WLC モデルのような線形弾性モデルだ
文

けでなく非線形弾性モデルも提唱されているが 6), 7)，
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我々の結果は WLC モデルを支持し（図 2b，黒い線）
，
Lp = 54 ± 9 nm が得られた．6.0 pN の力で直径 8.5 nm
まで曲げても DNA は弾性的性質を維持しキンクは生

のに必要なエネルギーを計算すると，38 kBT という高
い値が見積もられた．ヒストンの正電荷と DNA の負

游 慧娟（ゆう ふぇいじぇん）
東京大学大学院工学系研究科特任研究補助員
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研究内容：DNA のマイクロメカ二クス
連絡先：〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail: youhuijuan@nojilab.t.u-tokyo.ac.jp

電荷の強い相互作用により，この高いエネルギーを得
られるのだと考えられる．
4.

おわりに

我々の結果は Lp 〜 50 nm の WLC モデルを支持した

游

慧娟

が，上述のように DNA は WLC モデルの予想より柔
らかいという主張も根強くある

3), 4)

．DNA の曲げ弾性

は塩基配列，塩濃度，ねじれ方向の自由度などに依存
する．よって，DNA の硬さ（柔らかさ）に関する論
争に決着をつけるためには，様々な条件で測定を行う
必要がある．今回開発したシステムを用い，今後は塩

飯野亮太

濃度，塩基配列と曲げ弾性の関係を検証していきた
い．さらに , 我々の計測システムと転写因子タンパク
トピックス
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Delta-Notchシグナル伝達経路を介した細胞間
コミュニケーションシステムの再構成
戎家美紀1,*，松田充弘1,2,*
1

京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット

2

京都大学大学院生命科学研究科

*現 理化学研究所発生・再生科学総合研究センター

1.

生命現象を再構成するアプローチ

複雑な生命現象を理解しようとする時には，まずそ
の現象に必要な要素を同定し，しくみを推定していく
のが王道である．しかし，ある程度理解が進んだら，
同定した要素を組み合わせて推定したしくみを人工的
に再構成し，目指す生命現象が再現できるか調べるア
プローチも有効である．たとえば，近藤孝男博士のグ
ループは，3 つの精製タンパク質と ATP を混合するこ
とで，シアノバクテリアの概日リズムを試験管内に再
構成した 1)．この再構成実験により，たった 3 つの遺
伝子でリズム生成に十分なこと，転写制御は必要無い
ことなど，いくつもの驚きがもたらされた．
2.

図1
（a）隣接細胞間が互いに Delta の発現を高め合う，細胞間ポジティ
ブフィードバック回路．（b）シグナル伝播．Delta の発現領域（緑）
がトリガー細胞（赤）から周辺細胞へ広がる．

ティブフィードバック回路が存在する 3), 4)．一部の細
胞で Jag1 発現量が増加すると，その周辺細胞に Jag1
の発現領域が伝播するという報告もある 3)．この遺伝
子回路は，Jag1 が均一に発現する発生領域の形成に貢
献すると考えられている．そこで，細胞間ポジティブ
フィードバック回路を培養細胞の中に再構成し，シグ
ナル伝播が起こる条件を理解しようと考えた．

Delta-Notch 経路を介した遺伝子回路を再構成

私達は，Delta-Notch シグナル伝達経路が関与する，
細胞間コミュニケーションの再構成に取り組んでい
る．本稿では，細胞集団でシグナル伝播の挙動を示す
ような，細胞間ポジティブフィードバック回路につい
て紹介する 2)．Delta（リガンド）と Notch（受容体）は
ともに膜タンパク質で，二者が隣接細胞間で結合する
と，Notch の細胞内ドメインが切断されて核移行し，
転写因子として機能する．この転写因子が Delta の転
写を活性化するように遺伝子制御回路を設計すると，
隣接する細胞間が互いに Delta の発現を高め合う，細
胞間ポジティブフィードバック回路になる（図 1a）
．
この遺伝子回路を持つ細胞集団の中に，常に Delta を
高発現する細胞（トリガー細胞）を置けば，トリガー
細胞から周辺の細胞に Delta の発現量の高い領域が伝
播していくと期待される（図 1b）．
実際に，発生過程の脊椎動物の内耳には，Jagged1
（Jag1：Delta 同様，Notch のリガンド）が Notch に結合
すると，Jag1 の発現が上昇するという，細胞間ポジ

3.

3 種類の細胞間ポジティブフィードバック回路

まず，Notch 細胞内ドメインを tTA（原核生物由来
の 転 写 因 子） に 置 換 し た キ メ ラ 分 子 を 作 製 し た．
Notch の内在性の標的遺伝子群には Delta-Notch 経路に
影響を与え得る遺伝子もあるので，原核生物の転写因
子を用いることでそれらの影響を避けるためである．
そして，tTA によって活性化される TRE プロモーター
下に，Delta＋2A ペプチド配列＋GFP（Delta の発現量
をモニターするため）をつないだ．この 1 段階細胞間
ポジティブフィードバック回路を，CHO 細胞にウイ
ルスベクターで導入した．しかし，Delta の発現量が
低すぎて，GFP 陽性細胞もシグナル伝播も観察され

Reconstitution of a Cell-Cell Communication System Based on Delta-Notch Signaling
Miki EBISUYA1 and Mitsuhiro MATSUDA1,2
1
Career-Path Promotion Unit for Young Life Scientists, Kyoto University
2
Graduate School of Biostudies, Kyoto University
Present Address: *The RIKEN Center for Developmental Biology
※図 1– 図 3 は，電子ジャーナル（https://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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回路を持った細胞クローンのすべてが，シグナル伝播
を示したわけではなかった．クローンによっては，1
段階回路と似た不活性型や，2 段階回路に似たシグナ
ルの漏れを示した．そこで，クローン間の挙動の違い
を，簡単な数理モデルを用いて考察した．ここで，遺
伝子部品はレンチウイルスベクターで細胞に導入され
るため，ゲノムへの挿入位置やコピー数によって，各
部品の発現の強さが異なることに注目した．特に，
2 つのプロモーター（TRE と UAS）の強さの組み合わ
せによって，遺伝子回路の安定定常点の数が，1 個か
ら 2 個（双安定）へと変化するとわかった（図 3b）
．
そして，シミュレーション上でシグナル伝播が起こる
のは，遺伝子回路が双安定の時だけであった．考えて
みれば当たり前で，シグナル伝播を示す細胞集団は，
トリガー細胞の非存在下では Delta の発現量の低い状
態に留まる必要がある（安定定常点 1）
．トリガー細
胞の存在下では，同じ細胞集団が Delta の高い状態に
留まる必要がある（安定定常点 2）
．よって，シグナ
ル伝播を示す遺伝子回路は，安定定常点を 2 個持たな
くてはならない．安定定常点が 1 個の場合は，不活性
型（安定定常点 1 だけの場合）やシグナルの漏れ（安
定定常点 2 だけの場合）を示すことになる（図 3b）
．
おそらく，発生過程の内耳の Jag1-Notch の細胞間ポ
ジティブフィードバック回路も，
（方法は異なるかも
しれないが）双安定という条件をうまく満たしている
のであろう．今後はより複雑な遺伝子回路に挑戦し，
生命現象を再構成レベルで理解していきたい．

図2
（a）1 段階回路では，Delta の転写活性化が弱すぎた．（b）2 段階
回 路 で シ グ ナ ル が 増 幅 さ れ た が， ト リ ガ ー 細 胞 の 非 存 在 下
（Cont.）でもシグナルが漏れてしまった．（c）Lfng を加えると，2
段階回路の S/N 比が改善し，シグナル伝播が起きた．

図3
（a）線状に並べた細胞におけるシグナル伝播．
（b）2 つのプロモー
ターの強さをパラメーターとした時の分岐図．二者のバランスが取
れている時に，遺伝子回路は双安定になり，シグナル伝播が起こる．

文

なかった（図 2a）
．そこで，シグナルを増幅するため，
遺伝子回路を 2 段階に改良した（図 2b）．2 段階の細
胞間ポジティブフィードバック回路では，tTA が別の
転写因子である Gal4VP16（GV）の転写をまず活性化
し，次に GV が UAS プロモーター下の Delta-2A-GFP
の転写を活性化する．結果，狙い通り Delta の発現量
が増幅されたが，今度は逆に，トリガー細胞の非存在
下でも GFP 陽性細胞が出現してしまった（図 2b）
．そ
5)
こ で，S/N 比 を 改 善 す る た め，Lunatic fringe（Lfng）
を遺伝子回路に加えた（図 2c）．Lfng は，Notch を糖
鎖修飾する酵素で，Delta と Notch の結合能力を高め
るとの報告がある．Lfng を加えた 2 段階回路では，ト
リガー細胞非存在下では GFP 陽性細胞が観察されず，
トリガー細胞の周辺では GFP の陽性領域が広がった
（図 2c）
．図 3a では，シグナル伝播の過程を可視化す
るため，細胞を線状に配置している．
4.
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ブラウン型ナノマシンの作動原理
岩城光宏1,2,3
1

理化学研究所生命システム研究センター

2

大阪大学大学院生命機能研究科

3

ハーバード大学医学部・ダナファーバー癌研究所

1.

search-and-catch」と筆者らは名づけている．しかしな

はじめに

がらこれまでの研究では，この 2 つの運動素過程がど

自然は 38 億年の試行錯誤の果てに，柔軟性，適応

の程度モーターのエネルギー変換に貢献するのかわ

性や超低消費エネルギーを実現するナノテクノロジー

かっていなかった．そこで，（1）,（2）の両方の過程

を作り上げている．これら自然のテクノロジーに対す

が直視できるミオシン V に外力を加えて 1 分子解析

る理解の解像度を高め，自在に制御することができれ

を行った 3)．

ば，医療・工学へのスムーズな応用が期待できる．本

2 つの運動素過程を高精度で可視化するためにはミ

稿では，生体内でナノアクチュエータとして機能する

オシン V のモーター部位の位置をマイクロ秒の時間

モーター蛋白質のミオシンをモデル系とした筆者らの

分解能で検出する必要がある．我々は，ミオシン V

最近の研究と今後の展開について紹介する．

のモーター部位に定量的に力を加えつつ，モーター部

2.

位の位置をモニターする方法として，DNA ハンドル

ブラウン運動を止める仕組みとエネルギー変換

を介してポリスチレンビーズの光ピンセット操作を行
う系を構築した 3)．

蛋白質はナノメートルのサイズであり，周囲の溶媒
分子の衝突に起因するブラウン運動に絶え間なくさら

光ピンセットで捕捉されたビーズでモーター部位の

されている．ミオシンのような 1 方向運動（筋収縮，

位置をモニターしつつ力を加えると，レバーアームの

小胞輸送など）を行う蛋白質にとっても，その運動素

回転に起因する変位と Brownian search-and-catch が観察

過程にブラウン運動が内在しているのが直視されてい

され，外力の強さに依存して，レバーアームの可逆的

る ．このようなブラウン型ナノマシンの作動原理に

な逆回転も観察された（図 1a）
．レバーアームの外力

ついては，内包するブラウン運動をどのような仕組み

依存的な 2 状態転移の解析から 2 状態間の構造安定性

で制御しているかが本質的な問いかけではないだろう

（自由エネルギー差）を見積もることができ，約 3 kBT

か．その仕組みについて，筆者らは，メカニカルな信

のバイアスで運動方向に構造変化が起こりやすいこと

号を基に制御する（前方でブラウン運動を止める）ス

がわかった（図 1b）
．ミオシンが行う最大仕事は 10 kBT

トレインセンサー機構を提唱したので詳細は文献 2 を

以上あるため，ミオシンのエネルギー変換にはレバー

参照していただきたい．

アームの回転を主な駆動源とする教科書的な見方 4) を

1)

一方で，蛋白質の機能発現には構造変化を伴うのが

覆すこととなる．一方で，Brownian search-and-catch で

一般的であり，ミオシンでもレバーアームモデルと呼

行われる最大仕事も定量することが可能であり，最大

ばれ教科書には必ず紹介されている．また，実際に，

で 14 kBT であった．これは，catch で共役して起こる，

力発生や 1 方向運動をサポートする向きへの構造変化

モーター部位からのリン酸（入力エネルギーを供給す

も 1 分子レベルで直視されている1)．つまり，ミオシン

る ATP の加水分解産物）の解離で得られる化学エネ

の 1 方向運動の素過程には，（1）レバーアームの構造

ルギー差（〜13 kBT）にほぼ等しい．つまり，入出力

変化，および（2）ブラウン運動を制御する過程の両方

のエネルギー収支も矛盾なく，本研究で得られた運動

を含むことになる．（2）に関しては，特に，
「Brownian

素過程の実測パラメータを基に行ったランジュバンシ

Mechanism of Brownian Nano Machine
Mitsuhiro IWAKI1,2,3
1
Quantitative Biology Center, RIKEN
2
Osaka University
3
Harvard Medical School
※図 1 は，電子ジャーナル（https://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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図1
（a）モーター部位の変位．ローパスフィルタを通した後にステップ検出アルゴリズムによってフィットを行った．（b）レバーアームの構造
安定性（c）環境パラメータ（外力とショ糖濃度）依存的な機能発現モード．高負荷領域では Brownian search-and-catch の寄与が大きく，
1 M ショ糖を加えると，アクチンに沿った運動が全体の約 10% で観察された．

ミュレーションでも，ミオシン V のこれまでの 1 分

いているのではないだろうか（図 1c）
．

子計測の結果をうまく説明することができた．
3.

おわりに

4.

多様な環境で柔軟かつロバストな機能を
実現する多重機構

ミオシン V の解析から提案した上記の仮説がどこ

以上の結果を踏まえると，2 種類の仕組みを上手く

まで普遍性を持つかわからないが，筆者は，DNA ナ

利用して生理的機能を果たしている可能性が見えてき

ノテクノロジーと 1 分子計測技術を融合した形で，ブ

た．細胞内では生体分子濃度や細胞骨格密度がダイナ

ラウン型ナノマシンやこれらのナノマシンの結合系の

ミックに変動しており，ミオシン V などの小胞輸送

デザインと解析を通した検証を始めている．合成生物

モーターは障害物や力場の変化に適応しつつ荷物を効

学的アプローチを通して生体システムの長所を学び制

率良く届ける必要がある．レバーアームの構造変化に

御することで，医療や工学に貢献できればと思う．

よる駆動が主役になると，デジタル的で外力環境が変
謝

化しても一定であるため確実性と作動効率（速度）は

辞

あるが，障害物に弱い．一方で，Brownian search-and-

本研究は，大阪大学の柳田敏雄研究室で行い，一部

catch はブラウン運動駆動なので外力などの環境パラ

は大学院生の藤田恵介氏と共同で行ったものです．共

メータに強く依存し，一気に前方の結合位置に到達し

同研究者の皆様に感謝致します．本研究は主に新学術

ないので作動効率はあまり良くないが，障害物を避け

領域研究の支援を受けて行われました．

るだけの柔軟性を持つ．そこで，両者を適切な配分で
文

ハイブリッドさせることによって，多様な環境で柔軟
かつ外力にもある程度ロバストに対応できるように設
計されているのではないだろうか．このような設計
は，筋肉のような多体モーター系でも，分子間での協
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浸透圧調整剤としてショ糖を加えることで，ミオシン
V の Brownian search-and-catch 中に，レールとなるアク
チンフィラメントに沿ってモーター部位が 1 方向運動
するケースを見出した．マイクロニードルを用いた
5)
6)
1 分子計測 やシミュレーション でも観察されてい

るもので，細胞内の浸透圧環境など生理的環境下でも

岩城光宏

観察されると生理的な意味づけが可能となるかもしれ
ない．いずれにしても，ブラウン型ナノマシンの作動
原理としては，このような環境応答性の多重機構が働
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理論／実験 技術

自家蛍光寿命イメージングによる細胞観察
中林孝和，太田信廣
北海道大学電子科学研究所

胞・組織内に元から存在する蛍光物質からの蛍光を示

1. はじめに

す．このような蛍光を自家蛍光と呼ぶ．色素染色の実

蛍光顕微鏡を用いた細胞観察において，蛍光強度で

験では，この自家蛍光は背景光となり，蛍光画像の信

はなく，蛍光のもう 1 つのパラメーターである蛍光寿

号雑音比（S/N 比）を低下させる厄介者とされている．

命を画像化することにより，各種外来刺激に対する細

しかし，見方を変えて自家蛍光を細胞診断などに用い

胞内の環境変化を検討している．蛍光強度の画像化に

ることができれば，色素の導入による試料の負荷およ

よって，細胞内の様々な構造や細胞内での分子・タン

び生理的状態の変化がなくなり，生体本来の生理的環

パク質の動きを高感度に可視化することができる．し

境を保った状態にて測定を行うことができる．また試

かし，強度をモニターして画像化する場合，得られる

料の染色に時間と労力を費やすことが多いのに対し，

蛍光強度は，目的の蛍光物質の濃度や蛍光収率（蛍光

自家蛍光を用いることによって，染色時間がなくな

寿命）のみではなく，光による蛍光物質の損傷（光退

り，たとえば手術などにおいて迅速な判断が可能とな

色）
，励起光強度，そして光学系などの多くの要因に

る．そのために，自家蛍光と蛍光寿命イメージングを

よっても変化を示す．そのために，蛍光強度画像によ

組み合わせた自家蛍光寿命イメージングを行うことが

る定量評価は，相当の注意が必要となる．一方，蛍光

できれば，色素で染色することなく細胞内の状態を定

寿命の値は，光退色，励起光強度，光学系などには依

量的に評価することができる 3), 6), 7)．

存せず，蛍光分子の種類および蛍光分子の周囲の環境

代表的な自家蛍光物質の蛍光スペクトルを図 1 に

のみで決まる．そのために，蛍光寿命測定は蛍光強度

示す．自家蛍光物質は，補酵素，アミノ酸，タンパク

測定に比べて定量性に優れた手法であり，蛍光寿命の

質，その他細胞内色素物質の 4 種類に大きく分けるこ

僅かな変化から，蛍光分子の周囲の環境変化または蛍

とができる．自家蛍光を示す補酵素としては，NADH

光分子の反応速度の変化などを求めることができる．

（nicotinamide adenine dinucleotide）と FAD（ﬂavin adenine

我々は，フェムト秒パルスレーザーと時間ゲート法

dinucleotide）がある（図 2 を参照）
．NADH は最も広

を用いた蛍光寿命イメージングシステムを製作し，蛍

く用いられている自家蛍光物質であり，340 nm 付近

光タンパク質や染色色素などの蛍光寿命を用いた細胞

の紫外域に吸収バンドを持ち，460 nm 付近を中心と

内 pH およびアポトーシスなどの細胞死過程のその場
測定などを報告してきた

1), 2)

．また最近では，蛍光物

質による色素染色を行わずに，生体組織内に元から存
在する蛍光物質（自家蛍光物質）の蛍光寿命イメージ
ングを用いた細胞内環境計測を提案している 3)-5)．本
稿では，細胞内に存在する代表的な自家蛍光物質につ
いて概説し，その後，自家蛍光寿命イメージングを用
いた我々の結果について紹介する．
2. 自家蛍光物質
図1
代表的な自家蛍光物質の蛍光スペクトル

細胞や生体組織は，色素染色を行わなくても，細
Observation of Living Cells Using Autoﬂuorescence Lifetime Imaging
Takakazu NAKABAYASHI and Nobuhiro OHTA
Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University

※図 4，図 5 は，電子ジャーナル（https://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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基同士またはアミノ酸と糖との反応生成物からの蛍光
も観測される．このような反応生成物からの自家蛍光
を用いて疾病診断のその場測定などが検討されてい
る．その他細胞内自家蛍光物質としては，リポフスチ
ンなど加齢などによって生じる色素，メラニンなどが
あり，眼の病理との関係などが議論されている．
3. 自家蛍光寿命を用いた細胞内 pH 観測

我々は自家蛍光寿命を用いて細胞内環境を無染色で
画像化・評価できることを提案している．本稿では
NADH と FAD の自家蛍光寿命を用いて，細胞内の pH

図2
NADH と FAD の分子構造

を無染色でイメージングできることを紹介する 4), 5)．

する青色の蛍光を発する．一方，FAD は可視域に吸

し，試料から発せられる蛍光の蛍光減衰曲線を測定す

収を持ち，520 nm 付近を中心とする緑色の蛍光を示

る方法が一般に用いられる．得られた蛍光減衰曲線を

す．NADH と FAD は，タンパク質と結合した（protein-

単一指数関数または複数の指数関数を用いて解析する

bound）状態と結合していない（free）状態の 2 つの状

ことで蛍光寿命を得る．我々の製作した蛍光寿命イ

態として細胞内では存在する．両補酵素ともにタンパ

メージングシステムにおいても，フェムト秒レーザー

ク質と結合すると蛍光寿命が大きく変化し，NADH

で試料を光励起し，倒立型の共焦点蛍光顕微鏡を用い

は，free 状態の蛍光寿命が 0.3-0.4 ns であるのに対し，

て，画像の各点において蛍光減衰曲線を得る構成とし

protein-bound 状 態 で は，2-3 ns と な り 約 10 倍 も 長 く

ている．しかし，画像のすべての点で蛍光減衰曲線を

なる．FAD は逆の挙動を示し，タンパク質と結合す

測定するには，10 分以上の時間を要することがあり，

ることによって，蛍光寿命は短くなる．2 つの状態の

長時間のレーザー光照射による細胞の損傷が問題にな

蛍光寿命が異なることを利用して，蛍光寿命の測定か

ることがある．そこで時間ゲート法を用いて蛍光寿命

ら，両状態の存在比を定量的に見積もることができ

解析を行うことによって，測定時間の短縮化を行って

る．実際に，free 状態と protein-bound 状態の存在比お

いる1), 2)．時間ゲート法では，蛍光減衰曲線を複数の時

よび蛍光寿命は，細胞内の生理現象と関連があること

間領域に分割し，各時間領域の積分強度を時間に対し

が示されており，NADH の自家蛍光寿命イメージン

てプロットする．本実験では，蛍光減衰曲線を 0-2 ns，

グを用いて，がん細胞の検出や細胞内状態の変化のそ

2-4 ns，4-6 ns，6-8 ns と 4 分割している．共焦点顕微

の場測定などが提案されている．たとえば，がん細胞

鏡で励起レーザー光をスキャンさせながら，検出され

において，NADH の free 状態の分布数の増加，また

た蛍光光子信号とトリガーパルスとの間の時間差に応

は protein-bound 状態にある分布数の減少が，自家蛍

じて，光子信号を 4 つの時間領域に振り分ける．画像

蛍光寿命の測定では，パルスレーザーで試料を励起

光寿命の測定から報告されている

6)-8)

．

の各ピクセルにおいて，蛍光強度の時間変化を単一指

側鎖に芳香環を持つアミノ酸も自家蛍光物質にな

数関数を用いて解析し，蛍光寿命画像を得ている．し

る．自家蛍光物質として知られているアミノ酸は，トリ

かし，4 点での解析では蛍光寿命の詳細な検討を行う

プトファン，チロシン，フェニルアラニンの 3 種類であ

ことができない．そこで，画像測定は行わないが，時

り，紫外域に吸収と蛍光を示す．発光収率が高いこと

間相関単一光子計数法を用いて，蛍光減衰曲線の精密

やアミノ酸の中では長波長側に蛍光を示すことなどか

な測定も行っている．蛍光寿命イメ−ジングを用いて

ら，トリプトファンの蛍光がアミノ酸由来の自家蛍光

蛍光寿命の空間分布を測定し，時間相関単一光子計数

としてよく用いられている．アミノ酸はタンパク質を

法によって蛍光寿命の詳細な検討を行う構成とした．

構成しているために，タンパク質に紫外光を照射する

培養細胞として人の子宮頸がん由来の HeLa 細胞を

と，これらのアミノ酸残基からの蛍光が観測される．

用いた．様々な pH に調整した緩衝溶液内で培養し，

自家蛍光を示すタンパク質としてよく用いられている

自家蛍光寿命の測定を行っている．また細胞内外での

コラーゲンやエラスチンなども，構成しているチロシ

挙動の違いを調べるために，自家蛍光物質を緩衝溶液

ン残基からの蛍光が観測される．しかし，これらのタ

中に溶かし，緩衝溶液中での蛍光減衰曲線の測定も

ンパク質は，経年変化などによって生じるアミノ酸残

行った．細胞内 pH 依存性の測定では，イオノフォア
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よって NADH の蛍光寿命は長くなっており，観測さ
れた蛍光寿命の細胞内 pH 依存性は，NADH とタン
パク質との分子間相互作用の pH 変化を観測している
と考えられる．細胞内での蛍光減衰曲線は 3 成分の指
数関数にて再現され，すべての成分の蛍光寿命が細胞
内 pH の増加に対して減少することがわかった．
図 4a は，HeLa 細胞中における NADH の蛍光寿命
イメージングの細胞内 pH 依存性である．上が HeLa
細胞中の NADH の蛍光強度画像，下が対応する蛍光
寿命画像である．細胞内 pH は強度画像の上に示す．
蛍光強度画像では，細胞内の様々な構造を見ることが
できる．これは NADH の濃度が細胞内小器官ごとに
異なることが原因であり，強く光っている領域が高濃
度であるミトコンドリア，強度が弱い円形の領域が低

図3
緩衝溶液中（a）および HeLa 細胞中（b）における NADH の蛍光
減衰曲線の pH 依存性．励起波長 370 nm，蛍光波長 440-450 nm．
Reprinted with permission from ref. 4. Copyright 2013 American
Chemical Society.

濃度の核に対応する．蛍光寿命画像においても，蛍光
寿命に位置依存性があり，また細胞内 pH が大きくな
るにつれて，蛍光寿命の値が短くなることがわかっ
た．ミトコンドリアと核の領域での NADH の蛍光寿

を培養液に入れて細胞内外の pH を等しくさせてお

命の細胞内 pH 依存性を図 4b に示す．細胞内 pH の

り，細胞外の pH を測定することによって，細胞内の

増加に対して，両領域の蛍光寿命が単調に減少してい

pH を求めることができる 9)．

ることがわかる．また，核の領域の蛍光寿命が，ミト

図 3 に緩衝溶液中と細胞内における NADH の蛍光

コンドリアの領域の蛍光寿命よりも短くなっており，

減 衰 曲 線 の pH 依 存 性 を 示 す ． 緩 衝 溶 液 中 で は

pH による蛍光寿命の変化量も核の領域の方が大きい．

NADH は free 状態として存在し，細胞内では protein-

構成しているタンパク質が両領域で異なることが，蛍

bound 状態にある NADH を主に観測している．緩衝

光寿命の位置依存性を与えていると考えている．我々

溶液中においては，pH による蛍光減衰曲線の変化は

は，NADH の蛍光寿命の媒質依存性から，NADH 周

小さく，free 状態の NADH の蛍光寿命は pH にほとん

囲のアミノ酸残基の極性（局所電場）およびその立体

ど依存しないことがわかる．しかし細胞内では，細胞

効果が，蛍光寿命に大きな影響を与えることを提案し

内 pH に応じて NADH の蛍光減衰曲線が変化し，細

ている．

4)

胞内の pH の増加に伴い蛍光寿命の値が減少すること

イオノフォアを用いて図 4b のような NADH の蛍

がわかった．細胞内では，タンパク質との相互作用に

光寿命と細胞内 pH との間の検量線を作成する．次

図4
（a）HeLa 細胞中における NADH の蛍光強度画像（上）と蛍光寿命画像（下）の細胞内 pH 依存性．細胞内 pH は各図の上に示してある．（b）
ミトコンドリアと核の領域での蛍光寿命の細胞内 pH 依存性．励起波長 370 nm，蛍光波長 417-477 nm．Reprinted with permission from ref.
4. Copyright 2013 American Chemical Society.
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4. 自家蛍光寿命測定の留意点

図 1 に示すように，細胞内には様々な吸収・蛍光
波長を持つ自家蛍光物質が複数存在する．そのため
に，適切な励起・検出蛍光波長を用いて，測定したい
自家蛍光物質を選び，そして選択的に観測すること
が，自家蛍光測定の重要な要素となる．しかし，選択
的に観測するためには，用いる細胞内にはどのような
自家蛍光物質が存在し，その自家蛍光物質はどのよう
な吸収および蛍光波長を持つのかを理解しておくこと
が肝要である．また，自家蛍光物質の蛍光寿命が，ど
のようなパラメーターによって変化するのかを系統的
に知ることによって，細胞内での生理現象および局所
電場などの詳細を明らかにできると考えている．色素
染色の実験では厄介者の自家蛍光も，その光学的な性
質を理解することによって，無染色での細胞センシン
グとして大きな可能性を秘めていることがわかる．

図5
（a）pH 7 における HeLa 細胞中の FAD の蛍光強度画像（左）と蛍
光寿命画像（右）．（b）蛍光寿命画像の全領域における蛍光寿命
ヒストグラムの細胞内 pH 依存性．励起波長 450 nm，蛍光波長
515-560 nm5)．

本稿で紹介した筆者らの研究は，原著論文記載の共
著者の方々との共同研究により行われたものであり，
深く感謝申し上げる．
文
1)

に，対象とする細胞の蛍光寿命を求めることによっ
て，細胞内 pH を蛍光色素で染色することなく定量イ

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

メージング測定が行えることを示している．我々の知
る限りでは，細胞内イオン濃度を無染色でイメージン
グしたはじめての例となる．
FAD の自家蛍光を用いた細胞内 pH の測定も行って
いる 5)．細胞を可視光で励起すると，FAD に由来する

8)

緑色の蛍光が観測される．細胞内 pH が 7.0 のときの
HeLa 細胞中における FAD の蛍光強度画像，蛍光寿命

9)
10)

画像，細胞内 pH が 5.0，7.0，9.0 における蛍光寿命の
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値の分布（ヒストグラム）を図 5 に示す．HeLa 細胞
中の FAD の蛍光寿命ヒストグラムのピーク位置は，
細胞内 pH が 5.0，7.0，9.0 においてそれぞれ 2.53，2.32，
2.22 ns であった．この結果は，細胞内 pH の増加に伴
い FAD の自家蛍光寿命が減少することを示している．
緩衝溶液中の FAD の蛍光寿命は，pH が 5.0-9.0 の領

中林孝和

域では変化をしなかった．よって，FAD の自家蛍光
寿命の pH 変化は，細胞内でのタンパク質と FAD と
の相互作用の pH 変化を観測していると考えられる．
FAD の自家蛍光寿命を用いても，細胞内 pH を観測で
きることが示唆される．
FAD の蛍光寿命については，FAD のピコ秒領域の
蛍光ダイナミクスを用いて，細胞内の極性環境に関す

太田信廣

る情報が得られることも示している 10)．
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中林孝和（なかばやし たかかず）
北海道大学電子科学研究所准教授
1993 年東京大学理学部卒業，97 年同大学大学院
理学系研究科博士課程中退，同年分子科学研究所
助手，2002 年より現職．
研究内容：分子分光学的手法を用いた細胞観測シス
テムの開発，時間分解分光法を用いた細胞内分
子・タンパク質の光励起ダイナミクスの解明・制御
連絡先：〒 001-0020 北海道札幌市北区北 20 条西
10 丁目
E-mail: takan@es.hokudai.ac.jp
太田信廣（おおた のぶひろ）
北海道大学電子科学研究所教授
1972 年東北大学理学部卒業，77 年同大学大学院
理学研究科博士課程修了，同年マーケット大学博
士研究員，78 年北海道大学応用電気研究所助手，
92 年同大学工学部助教授，98 年より現職．
研究内容：光と電場による構造・ダイナミクスの
制御と新規光機能物性，光誘起超伝導の創出，蛍
光寿命イメージングによる細胞内ダイナミクスお
よび機能と電場効果
E-mail: nohta@es.hokudai.ac.jp
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分子系統解析
Molecular phylogenetic analysis
現存生物種が持つ遺伝子の塩基配列やタンパク質
のアミノ酸配列の違いの比較から，相同遺伝子間，
相同タンパク質間，あるいは生物間の進化的な関
係，特に進化の道筋やどの段階で分岐が起こった
のかを調べること．（128 ページ）
（赤沼）
原始細胞
Protocell
生命誕生後の初期段階に現れたと考えられる，生
体高分子とそれを包む膜から成るシンプルな構造
体．（134 ページ）
（鈴木）
ダーウィン進化
Darwinian Evolution
一般的に，多様な集団中でより多くの子孫を残し
やすいものが自然に選択されていくこと．
（134 ページ）
（鈴木）
G 蛋白質共役型受容体
G protein-coupled receptor, GPCR
7 回膜貫通型の蛋白質であり，細胞外からの刺激
（リガンドや光など）により 3 量体型 G 蛋白質を
活性化する．リガンドとしては，神経伝達物質，
ホルモン，匂い物質，味物質などの多様な物質が
含まれる．（145 ページ）
（白木ら）
ネマチック状態
Nematic state
棒状分子の集合体である液晶の状態の一種．分子
の方向は揃っており，分子の位置については不規
則な状態のことを指す．（150 ページ） （永井ら）
Savitzky-Golay フィルター
Savitzky-Golay filter
平滑化の方法の一種．実験のデータ点を局所的に

※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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多項式で近似し，平滑化を行う．平滑化した曲線
の微分係数が求められる，曲線の極大値や極小値
の構造を保存するなどの特徴がある．
（151 ページ）
（永井ら）
DNA キンク
DNA kink
DNA2重鎖が局所的に大きく折れ曲がり塩基対が
開裂した状態をいう．（160 ページ）
（游ら）
再構成実験
Reconstitution experiment
ある生命現象を構成する要素を取り出し，できる
だけ余分なものを含まない条件でもう一度組み立
てることで，その生命現象を再現する実験．
（162 ページ）
（戎家ら）
Delta-Notch シグナル伝達経路
Delta-Notch signaling pathway
多細胞生物に良く保存されたシグナル伝達経路の
1 つ．リガンドと受容体がどちらも膜タンパク質
なので，細胞間の直接接触によりシグナルが伝達
されるという特徴を持つ．よって隣接細胞間のコ
ミュニケーションを担うことができる．
（162 ページ）
（戎家ら）
時間相関単一光子計数法
Time-correlated single photon counting method
パルス光で試料を励起し，試料から生じた単一蛍
光光子信号と励起パルス光によるトリガーパルス
信号との間の時間差を計測する．多数の単一蛍光
光子についてその時間差を測定し，横軸に時間差，
縦軸にその時間差における光子数をプロットする
ことで蛍光減衰曲線を得る方法．
（中林ら）
（167 ページ）
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支 部 だより
〜第 6 回京阪奈計算生物物理学セミナー〜

石北

央

京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット
今回の世話人の高田彰二先生（右）と演者の池部仁善先生（左）

2010 年），大阪大学蛋白質研究所（世話人：金城玲先
はじめに

生，2008 年）などでも行われ，まさに京阪奈という

2008 年に帰国し日本生物物理学会の存在を知り入

名にふさわしい，この地区色の豊かな研究集会です．

会，翌年 2009 年に初めて年会で恐る恐る口頭発表さ

今回は，京都大学の生物物理教室の高田彰二先生が世

せていただきました．この時は，生物物理学会年会の

話人で，年度の最終日，2013 年 3 月 29 日（金）
，10 〜

雰囲気がよくわかっておらず，講演用にスーツを持っ

18 時，京大理学部 1 号館 106 号室（BP1）で以下のプ

て行きました．しかし，周りの発表を見るにつれ，か

ログラムの通り開催されました．

えって目立つように思え，当日の講演時は着用しな
かった思い出があります．その時の年会会場では，ま

10:30–12:00

だ日が浅いこともあり片手で数えられるくらいしか顔

池部仁善（日本原子力機構）
「生体高分子の立体構造を効率よく探索する計算手

見知りの研究者はいませんでした．

法：adaptive lambda square dynamics 法の開発」

そんな頃から，かれこれ数年たちました．それまで

福田育夫（阪大蛋白研）

（旅行で 1，2 回訪れた程度しか）縁のなかった京都に

「分子シミュレーションにおける静電相互作用計算

も，気づいてみればこの春で満 4 年も滞在しているこ

法について」

とになります．（にもかかわらず，一方で「京都には
まだ来たばかりなので……」といまだに言いそうに

14:00–15:30

なってしまう自分がいます．）この 4 年間で実に多く

石北

央（京大キャリアパス）

「蛋白質中の水素結合とプロトン移動」

の研究者の方々と知り合うことができました．その中

白井伸宙（阪大理）

でも，日本生物物理学会員の京都，大阪，名古屋近辺
の方々の占める割合は大きいものがあります．これ

「統計力学モデルで探る天然変性タンパク質の機能

は，この地区の研究・人的交流の活発さを反映してい

―混雑した環境下でのシグナル伝達に注目して」

るものなのかもしれません．今回は，この地区で最近

16:00–17:30

開催された生物物理関連のイベントの 1 つについて報

長尾知生子（医薬基盤研）
「立体構造を用いたタンパク質―タンパク質相互作

告いたします．

用の特異性決定残基の特徴付け」
第 6 回京阪奈計算生物物理学セミナー

村上陽平（京大理）

京阪奈計算生物物理学セミナーとは，京都，大阪，

「システムバイオロジーにおけるベイズパラメータ

奈良周辺の計算生物物理学研究者が集まって情報を交

推定：マルコフ連鎖モンテカルロ法による計算」

換するセミナーです．年 1 回程度開催しています．過

18:30–

去には原研関西研究所（世話人：河野秀俊先生，2012

懇親会

年）
，医薬基盤研（世話人：水口賢司先生，2011 年）
，
参加されたのは，（過去に世話人をされた方々を含

奈良先端科学技術大学院大学（世話人：川端猛先生，

む）若手の PI，研究員，そして多くの学生の皆様で
した．全体的に若く活気あふれる集団であるのが印象

E-mail: hiro@cp.kyoto-u.ac.jp
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時間を気にせず深く熱く議論した後は，しばし休憩
懇親会にて京阪奈の計算生物物理について語らう

的でした．今回はだいたい 30 人くらいの参加者とな
り，会場はほぼ満席でした．講演内容も実に様々で，
理論・方法論からアプリケーション，生物・物理・化

に長けていらっしゃる高田先生およびこの会の皆様な

学から情報・統計学と（もちろん計算機を多かれ少な

らでは，と深く感心させられました．今年の日本生物

かれ使う人が多いという傾向はありますが）多岐にわ

物理学会年会は，京都地区を中心とした会員を実行委

たるものでした．現実に，実験研究者の方々もこのセ

員として，10 月 28 日（月）〜 30 日（水）の日程で京

ミナーに参加しており，生物物理に少しでも興味があ

都（国立京都国際会館）にて開催される予定ですが，

る方ならきっとどこかで楽しめる構成でした．

きっと同様に，円滑に進行することでしょう．

このセミナーは，計算生物物理の領域の研究内容

懇親会にも，学生を含めた多くの方々が出席し，和

を，比較的じっくり時間をとって，勉強していこうと

やかな雰囲気で和気藹々と楽しめました．今回のセミ

いう趣旨のものです．講演においても，広い内容を

ナーを通じて新たに多くの方々と知り合うことがで

次々と紹介するではなく，限定したテーマで理論＆計

き，自己紹介用に持参した名刺もすべてお渡しするこ

算方法をできるだけ省略せずに説明していただく．こ

ととなりました．

ういった精神が，郷信広先生，米澤康滋先生を演者と

奇しくも当日 3 月 29 日（金）は今年度の最終日．

してお招きした第 1 回目のセミナー（世話人：高田彰

私の所属部署である京都大学生命科学系キャリアパス

二先生，2007 年）より脈々と引き継がれているよう

形成ユニットも 1 つの大きな節目を迎えました．週明

です．

け 4 月 1 日（月）は新年度，部署の規模は大きく縮小

今回，すべての演者には（質問を含めないで）30 分

されます．このような事情から，当日は会場の北部

の講演（基本的に日本語）をお願いしてありました．

キャンパスと，（本部キャンパスをまたいでさらに南

セミナーが始まる前，高田先生から「実際には講演途

にある）部署（医学部キャンパス）間を，医学部構内

中にいろいろ質問が入ってきます」と聞き及んでいま

の満開の桜並木をくぐって往き来し，4 年間一緒だっ

したが今回もその通りで，どの演者の場合も，講演終

た多くの同僚との別れを惜しんだ日でもありました．

了にほぼ 1 時間は要しました．それだけ聴衆と演者と

その一方で，京阪奈計算生物物理学セミナーを通じ

が interaction できるセミナーであったことの表れです．

て，新たに多くの仲間と出会えた記念すべき日にもな

それでも，時間の遅れを十分見越してプログラムが

りました．

作成されていたのは，さらなる驚きでした．2 講演ご
とに 5 〜 10 分程度の休憩を丁寧にとったにもかかわ

京阪奈計算生物物理学セミナー HP

らず，とても自然な形で当初の予定通りに 18:30 より

http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/pi/members/akinjo/

懇親会が開始できたのは，さすが，シミュレーション

keihanna_bp.html
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若 手 の 声
〜関西ジャーナルクラブ〜

鈴木まゆ 1，堀 直人 2，松岡雅成 3，
富士香奈 4，小野晃司 5
1

大阪大学蛋白質研究所後藤研
京都大学大学院理学研究科生物物理学教室高田研
3
立命館大学生命科学研究科生命科学専攻菊地研
4
奈良女子大学大学院人間文化研究科
複合現象科学専攻上江洌研
5
京都大学大学院理学研究科生物物理学教室高田研
2

奈良女子大学で開催したときの様子（2012 年 10 月）

それに，自分が実際にやっていないものを読むのはと
ても労力が必要で，そこから逃げていました．そこ
で，ちょっとここは甘えてみよう！と思ったのです．
シミュレーションの論文をシミュレーションで研究し

関西支部内の「思い」
若手の会関西支部では，2011 年 12 月からほぼ毎月

ている人に読んでもらってそれを何度も聞いていた

ジャーナルクラブを開催してきました．このジャーナ

ら，なんとなくこういうグラフがあればこういうこと

ルクラブは，個人的な「思い」によって始まり，今で

を言いたいのね，ってわかるようになるんじゃないな

は関西支部の代名詞的なセミナーとなりました．ここ

かなーと思ったのです．そこで，「ジャーナルクラブ

では真に勝手ながら開催のきっかけとなった「思い」

をやりたい」という話をし，そこにいたメンバーも賛
成してくれ，それが実現することになりました．

（鈴木）と，それに積極的に参加してくださっている
方々の「思い」
（堀，松岡，富士），これからのジャーナ

3 人から始まったジャーナルクラブ

ルクラブへの「思い」（小野）を関西支部メンバーが

第 1 回目は言いだしっぺの私が担当することになり

徒然なるままに述べさせていただきたいと思います．

ました．若手の会の ML でお知らせを流したところ，
8 人くらいの人が参加希望と返事をくれました．けれ

最初の「思い」

ども当日蓋をあけてみたら，そこには私を含めて 3 人

2011 年冬，京都は木屋町にあるもつ鍋のお店に，
当時若手の会京都支部のメンバー 5 人が集まりまし

しか参加者がいませんでした．「こりゃ，どないして

た．単なる飲み会です．このとき京都支部長の山本さ

いけばいいねん」と思いました．次の回からは，京大

んから私，鈴木に支部長が引き継がれるタイミング

高田研の参加者のおかげで人数が 6 人くらいにはなり

で，せっかく夏学を京都でして，京都支部が盛り上

ました．けれども高田研の人には「これだったら，平

がったんだからそれをすたらせないようにするために

日に研究室内でジャーナルクラブをするのと変わらん

何をしていくか？という話になりました．私は，ここ

やん」と言われました．確かにそうだと思いました．

である「思い」を思い出しました．以前からシミュ

けれどもなかなか他の研究室，他大学からの参加者を

レーションの論文を読めるようになりたいなーと思っ

募ることができませんでした．
しかし，9 月のジャーナルクラブからは一気に人が

ていたのですが，なかなか日々の忙しさに負けてゆっ

増えました．夏学＠北海道で支部ごとに集まって話し

くり論文を読むということができていませんでした．

合う時間があり，そこで支部活動の紹介を行ったり勧
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

誘をすることができました．その結果，大阪大学，神

m-suzuki@protein.osaka-u.ac.jp（鈴木）
hori.naoto@gmail.com（堀）
cb006060@ed.ritsumei.ac.jp（松岡）
kan@ki-rin.phys.nara-wu.ac.jp（富士）
ono@theory.biophys.kyoto-u.ac.jp（小野）

戸大学，奈良女子大学，奈良先端科学技術大学院大学
の学生さんも参加してくれるようになりました．これ
を機に，これまではずっと京都で行ってきましたが，
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遠方からの参加者の負担も考えて，他大学でも実施す

ような知識・技術が自身の分野で応用できることもあ

るようになりました．そんなこんなで，今では毎回

るので，時間は僅か 1，2 時間程度のジャーナルクラ

10 人ほどの参加者が京都・大阪・神戸・奈良から集

ブですが，得るものは多く，予定が合えばまた参加さ

まる，そんなにぎやかな会になっています．

せていただきたいと感じました．

私から見て，関西には関西独特の雰囲気があると
思っています．ほわっとしながらも時に厳しい，そん

ちょっとした「思い」富士

な中で仲間と共に学び，議論し，語り合うことは，私

これまでに学内学外問わずいくつかのセミナーに参

にとってとても良い経験となっています．

加してきましたが，それらとこのジャーナルクラブの

そんな「思い」から始まったジャーナルクラブです

違いの 1 つは，後輩を気軽に誘いやすい，という点で

が，次に，参加者にもそれぞれの持ついろんな「思

す．それは学生主体で行っているということや，関西

い」を述べてもらうことにしました．

若手の会が気軽に参加できる雰囲気を作ってくれてい
るためでは，と思っています．また奈良で開催した際

ちょっとした「思い」堀

にはジャーナル紹介を担当させていただき，学会や研

きっかけを作ってくださった鈴木さんのおかげもあ

究会の参加では得られない貴重な経験をすることがで

り，参加者も増えながら継続的に開催できて良かった

きました．この様な活動が続き広がっていくことで，

です．続ける上では「気合を入れすぎず，ゆるい雰囲

地方大所属の学生の行動促進やより深くサイエンスに

気で」という方針も良かったように思います．普段読

関わる人を増やすことにつながるのではないでしょう

まないような論文の内容を教え合えることもそうです

か ? これからも積極的に関わることで，視野を広げて

が，なにより横のつながりをつくれることがメリット

いきたいと思います．

だと感じます．定期的なジャーナルクラブを通して，
自分の専門から外れるような問題が発生したときに

これからの「思い」

「ちょっと彼（女）に相談してみよう」と思える友人

このように，関西のジャーナルクラブは 2012 年度

がつくれます．これは，年に 1 〜 2 回のセミナー・飲

通して大いに盛り上がってきました．開催する回数が

み会による交流の，一段上のものでしょう．最後に，

増えるに連れて支部員同士の仲も深まり基本的な質問

これから参加する皆さんへ：どんどん質問・コメント

もしやすくとてもフランクな会になりました．しか

しましょう．あなたがわからないと思ったことは，意

し，良い点もありますが逆に懸念される部分もありま

外とみんなもわかっていませんよ．

す．現在，参加する人の大半が博士課程であり，この
会を続けていくにあたり修士課程の学生や，さらに学

ちょっとした「思い」松岡

部生の継続的な参加が必要となります．この問題を打

今回のテーマであるジャーナルクラブには，この間

破するにあたり，若手の会のブログの活用，生物物理

はじめて参加させていただいたのですが，その際に強

学会のメーリングリストでの広告，生物物理学系の研

く感じたのは研究室内の雑誌会や自主ゼミとの違いで

究室への告知依頼など，様々な努力が必要となるで

した．生物物理が境界領域であるためか，ジャーナル

しょう．これらの問題解決は，若手の会関西支部だけ

クラブにも様々な分野の方が参加しています．ジャー

ではなく生物物理学という学術分野の大きな発展へと

ナルクラブではみなそれを前提に議論するので，研究

なります．そして最後になりますが，これらの課題に

室内の雑誌会で行われる様な，ある分野における高度

い つ 取 り 組 む の か と 聞 か れ れ ば， そ う，
「い ま で

な話題を，異分野の身ながら参加することができま

しょ！！」．自分は若手だと信じる皆様，是非とも参

す．もちろん紹介される分野の中では知っていて当然

加してください．お待ちしております．

の知識も，気軽に質問することができます．またその
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海 外 だより
〜生命医学研究のメジャーリーグで〜

浅井友香子
ボストン小児病院耳鼻科

やりがいのある研究分野と働きやすい研究室
私 が ボ ス ト ン 小 児 病 院 耳 鼻 科 の Jeﬀrey Holt/Gwen
Geleoc 研究室で働き始めてほぼ 1 年になります．とは
いっても，研究室が最近バージニア大からボストン小
児病院に移ったためで，ボスである Jeﬀ と Gwen とは
2006 年夏以来の付き合いになります（もっとも，途

ハーバード大学医学部の本部

中 2010–2012 年，私はフランスのパスツール研究所に
留学していましたが）
．Jeﬀrey Holt はマウスから摘出
した内耳の組織をシャーレの中で維持し，音受容細胞

モデルの確立もトライしています．私自身，医療につ

である有毛細胞をアデノウィルスを使って形質転換さ

ながるものだけが研究ではないと思っていますが，所

せ，パッチクランプ法を用いて解析をする技術を確立

属が病院であるため実際に難聴の子供を抱える親御さ

した人です．当時ロックフェラー大学でゼブラフィッ

ん達に私達の研究が目に留まることも多いのか，研究

シュを用いた聴覚研究をしていた私は，よりヒトの耳

室に宛ててメイルや寄付を受け取ったりすることもあ

に近いマウスを使った聴覚研究に魅力を感じ，2 つ目

り，私達の基礎研究も患者さん達に希望を与えるとい

のポスドク先としてこの研究室を選びました．Jeﬀ も

う意味で役に立っているのだなと感じられ，嬉しくや

Gwen もまだ若く研究に関してとても誠実で熱意のあ

る気も倍増します．

る，しかも人間的にもとても暖かみのある人達です．
おかげで皆仲がよく，とても居心地よく働きやすい研

道を歩けば PhD にあたるロングウッドメディカルエ

究室です．他のメンバーは，現在，ポスドクが 2 人，

リア

大学院生が 2 人，ラボマネージャーが 1 人，と合計

ボストン小児科病院はハーバード大学医学部付属病

8 人の小さな研究室ですが，私（分子生物学専門）以

院の 1 つで，ロングウッドメディカルエリアと呼ばれ

外は皆，電気生理学が専門で，遺伝学，分子生物学，

る地域にあり，医学部本部だけでなく Merck，Pﬁzer

電気生理学の手法を組み合わせて，まだまだわからな

など多くの大手製薬会社の研究所と隣接しています．

いことだらけの聴覚のメカニズムを少しでも明らかに

ここは私がアメリカで所属した 3 つ目の研究施設にな

したいと思っています．最近の研究テーマは，長年多

りますが，基礎研究を行う研究室と製薬会社との共同

くの聴覚研究者が音受容体の同定を夢見ていますが，

研究がこれほど盛んなところは，今迄見たことがあり

その音受容体なのではないかと私達が考えている

ません．基礎研究者と臨床研究者の共同研究もとても

Transmembrane channel like protein（TMC）イオンチャ

盛んで，私達も月に一度，臨床研究を行う耳鼻科医の

ネルの機能解析をメインに，他にはアデノウィルスを

先生達と研究成果について意見交換をする機会を設け

マウスの内耳に注射して難聴を回復させる遺伝子治療

ています．また週に一度，神経生物学科に所属する約
20 の研究室が持ち回りで最新の実験結果について発
表する報告会も行っています．神経生物学と一言で

E-mail: yukako.asai@childrens.harvard.edu
URL: https://sites.google.com/site/holtgeleoclab/

括っても実際にはとても幅広く，私達のような感覚神
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経から，離れた分野では脳内免疫など様々な研究をし
ているグループがあり，今までなら論文を読んでみる
こともなかった分野について，短時間で最新の情報を
学ぶことができます．驚くことに，スケジュールが
ぎっしり詰まっているであろうラボヘッドの参加率も
とても高く，一流の研究者が熱く意見交換をする場面
を目の当たりにすることができるという意味でもとて
も刺激になるため，私もできるだけ参加するようにし
ています．また，効率よく研究を進めるための協力体
制も整っていて，たとえば，我々の動物実験施設で維
持されている全トランスジェニックマウスのリスト
が，ラボヘッドは自由に閲覧できるようになっていま
す．Material Transfer Agreement（MTA）は研究施設間で

卒業生 2 名を含むラボメンバー．中央が Jeff（左から 4 番目），
左端が Gwen．筆者は Gwen の隣．

結ばれることがしばしばあるため，使いたい系統がす
でに施設内にある場合，MTA を再度提携，動物の搬
入，検疫を省略して，実験を開始することができ，経

るため 1 年中スポーツが楽しめますし，ボストン美術

費と時間が大幅に節約でき大変助かりますね．

館やボストン交響楽団など文化的なアクティビティも
楽しめる，とてもバランスの取れた街だと思います．

酷寒も忘れる楽しい街ボストン
ボストンは，まだまだヨーロッパの趣が色濃く残

おわりに

る，アメリカ史において重要な役割を果たした歴史の
ある街です．私がはじめてボストンを訪れたのは，

私が日本を離れて 11 年半，アメリカ三都市，およ

2001 年の 2 月生物物理学会に参加するためでした．

びパリで働いた経験から学んだもの，そして，それぞ

それ以降，留学でニューヨークに 5 年ほど住んだ後で

れの地域で出会った友人達は，私に取ってかけがえの

も，この 2001 年の訪問時に，ボストン美術館からの

ない宝物です．しかし，留学で本格的に渡米（ニュー

帰り道，夜 9 時頃バスを凍えながら待ったのが，今ま

ヨークに）して，わずか 1 週間で 9.11，その後も東海

での人生で経験した一番の寒さです．11 年経って，

岸広域にわたる大停電，所属していた研究室が財政難

今度は数日訪問するだけでなく，実際に住んで働くこ

に陥り人員整理の憂き目に合ったり，また，個人的な

とになり，とにかく公共交通機関の駅に近いことを一

ことでは体調を崩しちょっとした手術を受けなくては

番の優先事項にアパートを探しました．学生が引っ越

いけなかったりと，決して楽しいだけの留学生活では

す 5 月，9 月以外は物件数がものすごく少なく，ア

ありませんでした．或る時，一時帰国した際，なぜそ

パートの空室率がほぼゼロのボストンで，その当時パ

んな思いまでして海外留学にこだわるのかと，父に聞

リから遠隔操作でしかも時差のある状況で契約までこ

かれたことがあります．バリバリのビジネスマンの父

ぎ着けるのは至難の業でしたが，結局写真も見ずどこ

は，娘を応援したい気持ちはあるもののイマイチ感覚

でも良いやと契約したアパートは鍵を受け取ってみれ

的にピンと来ていなかったのでしょう．しばらく自分

ば職場まで 15 分というなんとも好条件なところでし

でも考えなくてはいけませんでしたが，プロ野球選手

た・笑．私にとってはじめての冬が終わろうとしてい

が本場であるメジャーリーグでプレイしてみたいと思

ますが，恐れていたほど寒くはなかったです．雪が降

うのと同じなんじゃないかな……と答えました．こ

れば街並はさらに美しく，わくわくして寒さも忘れて

こ，ロングウッドメディカルエリアは生命医学研究の

街を歩き回りました．食べ物もバラエティ豊かでおい

メッカの 1 つ，ここで心から信頼できるボスらと一緒

しいものが食べられます．ボストンを本拠地とするス

に研究をするチャンスが続く限り，この環境を存分に

ポーツチーム（野球，アメフト，ホッケーなど）もあ

楽しんで全力投球していきたいと思います．
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Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology,
Chemistry, Physics, and Nanosciences (2nd Edition)
Ken A. Dill and Sarina Bromberg［著］
Garland Science，2010 年，720 ページ，£54.00．
学部生への講義で統計熱力学を教えている．ガチ
ガチの物理化学の教科書の記述を追うだけでは学生
たちが事の本質を理解しにくい（というよりむしろ，
理解させるための力量が評者に不足している）ので，
何らかの工夫が必要である．
1 つには，ボルツマン分布を実感してもらうため
に大沢文夫さん考案のチップを使ったゲームを使わ
せてもらっている（「大沢流 手づくり統計力学（名
古屋大学出版会）
」．大沢さんの講義録をテキスト化
した生物物理若手の会有志に感謝！）．
その一方で，良い教科書はないかと目配りをして
いる．最近では，「Physical Biology of the Cell」が出
色であり，訳書（
「細胞の物理生物学」（共立出版））
もすぐに出版された程であるが，ここで紹介する
Dill らによる本書も素晴らしい．
「細胞の物理生物学」の視点は非常にユニークで，
さまざまな生命現象を物理の言葉で説明していくと

いうスタイルである．読み物として非常に面白い．
ただし，あらかじめ物理化学の素養がないと読み進
められず，良さがわからないという矛盾があるよう
に感じられる．また，体系化が十分ではないので，
何が物理化学として重要なのかが初学者にはわかり
にくい．その点で，本書は，従来の物理化学の教科
書と「細胞の物理生物学」の中間的な位置にある．
主著者の Ken Dill は蛋白質フォールディングの理論
家として知られているだけに生命の理解に必要な物
理化学（特に統計熱力学）を具体的な実例から理解
させてくれる．さらに特筆すべきは，抽象的な概念
を直感的に理解させるべく工夫した図が多々あるこ
とだ．実際，評者は理解が深まり助かった．なお，
出版元（Garland Science）のウェブサイトから本書
3 章のサンプル pdf が無料でダウンロードできる．
（東工大・生命理工 田口英樹）

編集長より
編
集
後
記

日本生物物理学会 会誌「生物物理」は，学会創

す．学会員の皆様が，さらに積極的に「生物物理」か

設以来，学会員向けの日本語総説誌として刊行が始

らその成果を発信できるようにするため，これまで

まり，本号で 307 号目に至っております．最近では

の投稿規程を見直し，学会員であれば誰でも記事や

電子版も公開され，学会員に限らず誰でもその記事

特集の提案が直接行えるように変更いたしました．

をインターネット上で読む事ができ，生物物理学の

詳しくは，邦文誌「生物物理」のホームページ（http://

研究成果を広く社会へ発信する場を提供しておりま

www.biophys.jp/pub/pub01.html）をご覧下さい．

2 ヶ月に 1 度の「生物物理」誌発行日がくると，
学会 PDF 版の公開を知らせる電子メールが届く．ど
れどれと，早速リンクをクリックなさる方もおいで
だろう．冊子体にも PDF 版（電子媒体）にもそれぞ
れの良さがあり，どちらが良いと一概には言えない
が，電子媒体で「生物物理」が読めるのは，有り難い．
少し前に勤務先が変わり，交通事情から，それま
での自動車通勤を電車通勤に変えた．同時に自動車
を手放したので，駐車場代などの経費が浮き，iPad
を購入した．通勤時間を利用し，一気に読書量が増
えた．論文の細かい字に苦労する老眼者には，ピン
チアウトによる拡大機能が嬉しい．講義準備に必要

な分厚い教科書も，開かずとも読めるので助かる．
Kindle 版で結構いろいろな教科書が入手できるの
も，有り難い．
「生物物理」も iPad に入れておくと，いつの間に
か読んでしまう．研究対象もアプローチも，多種多
様な生物物理学会である．その学会誌である「生物
物理」は，当然ながら興味深い記事が満載である．
今号も然り．編集委員を拝命したためでもあるが，
iPad のお陰で「生物物理」が愛読書の 1 つになって
いる．
（K. S.）
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大陽日酸は多次元NMRでの構造解析に必須な安定同位体標識化合物を
高い品質・お求め易い価格で販売しております。

安定同位体標識無細胞タンパク質合成キット

独立行政法人理化学研究所の無細胞タンパク質合成技術をキット化いたしました。
BPTI プロテアーゼインヒビター 1H-15N HSQCスペクトル

無細胞くん® SI SS

G12

R39

製品名

数量

保存温度

希望納入価格（円）

A89-0126

無細胞くんSI SS

1キット

−80℃

65,000

K15

R42

SS結合を持つ抗体やサイトカインなどの
分泌タンパク質合成専用キットです。安
定同位体標識タンパク質の合成に最適で
す。
製品番号

G36

E49

F33

C14

R17

C38
A40

K41
A16
I18

T11
Y35

I19

R20

A58

Ras（Y32W）
タンパク質の1H, 15N-HSQCスペクトル

無細胞くん® SI
安定同位体標識タンパク質合成専
用キットです。迅速・簡単に大量合
成できます
（CATタンパク質最大合
成量 5mg/mL）。発現確認用「 無
細胞くんQuick」
と併せてお使い下
さい。
製品番号

製品名

数量

保存温度

希望納入価格（円）

A29-0059

無細胞くんSI

1キット

−80℃

55,000
ご提供：独立行政法人理化学研究所生命分子システム基盤研究領域
NMRパイプライン高度化研究チーム殿

無細胞くん用 安定同位体標識アミノ酸
数量

希望納入価格（円）

A107-0144

製品番号

アミノ酸混合物水溶液-UL-d

製品名

1mL

ご相談

A42-0075

アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N,d

1mL

35,000

A39-0072

アミノ酸混合物水溶液-UL-15N

1mL

15,000

A91-0128

アミノ酸混合物水溶液-Lys,Arg-UL-13C,15N

1mL

20,000

A41-0074

アミノ酸混合物水溶液-UL-15N,d

1mL

18,000

A92-0129

アミノ酸混合物水溶液-Lys,Leu-UL-13C,15N

1mL

20,000

A40-0073

アミノ酸混合物水溶液-UL- C, N

1mL

30,000

A108-0145

アミノ酸混合物水溶液-SeMet

1mL

ご相談

13

15

製品番号

製品名

培地

アミノ酸・ケト酸

核酸

その他

● D-Glucose (13C, d)
● Salts (15N, d)
● Deuterium Oxide 99.9atom%

● L-Amino Acids (13C, 15N, d)
● Algal Amino Acids (13C, 15N, d)
●α-Keto Acids (13C, d)

● NTPs / NMPs (13C, 15N, d)
● Phosphoramidites (13C, 15N, d)
● RNA・DNAオリゴマ合成

● Pf1 NMR Cosolvent
● Tris-d11, MES-d13, HEPES-d19
● Water-17O (10-90atom%)

※ 各種製品を取り揃えておりますのでお気軽にお問い合わせください。

製造・総販売元

大陽日酸株式会社 SI 事業部

〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.
Tel.03-5788-8550（代表） Fax.03-5788-8710
●資料のご請求は、大陽日酸までお気軽にご用命ください。
メ ー ル ア ド レ ス Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
ホームページアドレス http://stableisotope.tn-sanso.co.jp
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祖先型設計法による耐熱性タンパク質の設計
原始細胞膜のダイナミクス
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