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私がまだ修士課程の学生だった 1994 年に「蛋白質の時代」と
いう特集号が出版された．当時，まだ研究者とも呼べない状態で
右も左もわからない状態の私にとって，分野を横断的に見渡すこ
とができた思い出深い 1 冊である．
この本の序説で，編者の 1 人である郷信広先生は，デジタルな
分子生物学とアナログな蛋白質科学という流れで蛋白質科学の本
質的な難しさを議論し，蛋白質研究をとりまく状況変化として，
立体構造の数は 1000 種程度しか存在しないという研究を紹介し
つつ，問題解決の道筋が見えてきたと述べている．実際，その後
の進展は早く，構造ゲノムプロジェクトのような大規模プロジェ
クトが先導する形で，立体構造解析は 1 つのスタンダードな解析
手法となった．また，当時はその片鱗が見え始めた状態でしか
なかった 1 分子計測技術の進展により，集団としての蛋白質では
なく，蛋白質の個性を見ながら生物が議論できる時代となりつつ

新蛋白質の時代：
ゲノムと表現型の
架け橋としての
蛋白質
巻／頭／言

ある．
一方，2001 年のヒトゲノム解析を 1 つの契機として，分子生
物学の 1 分野であるゲノム解析も急激な勢いで進歩し，昔は 10
年以上の時間と巨額の研究費を費やして解析が行われたヒトゲノ
ム配列も，今や数日のうちに，1000 ドル程度の費用で解析がで
きる時代となっている．これらゲノム解析では，ゲノム上のデジ
タルな塩基配列の違いとアナログな表現型（疾病の有無など）と
の関連が統計的に解析される．この手法はきわめて強力で，疾病
のみならず数多くの遺伝子の役割を明らかにし続けている一方
で，デジタルな情報がアナログな実体に変化するメカニズムにつ
いては何も語らない．
私は情報科学研究科に所属し，バイオインフォマティクスの人
と自己紹介する機会が多くなったが，個人的には，蛋白質を中心
として，遺伝子の機能を計算科学的に明らかにすることを目指し
ている．そのため，
「統計的に有意な差があるからこの変異はこ
の表現型に関係があります！」と言われても，メカニズムがわか
らないとピンと来ない．ゲノム解析が容易にできる時代になった
のだから，個人のゲノムから個人の蛋白質セットを明らかにし，
分子レベルでの変化と共に表現型の変化を議論できるはずであ
る．ゲノムと表現型をつなぐ架け橋がデジタル・アナログ変換器
としての蛋白質であり，個々の蛋白質の形や 1 分子の個性が見え
るようになった「新蛋白質時代」なのだから．

木下賢吾，Kengo KINOSHITA
東北大学情報科学研究科，教授
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シグナル伝達機構による時間情報コード
久保田浩行，黒田真也

東京大学理学系研究科生物化学専攻

Cellular responses, such as cell fate decision and hormonal regulations, can be regulated by distinct temporal patterns
of signaling molecules. However, how temporal patterns of signaling molecules determine the cellular responses
remains largely unknown. Recently, we have proposed the concept of “temporal coding”, by which a single molecular
species can encode multiple information through its temporal patterns. We found that signaling pathways can process
information of stimulation patterns depending on their network motif and kinetics, and cells can regulate downstream
molecules depending on stimulation pattern. Thus, “temporal coding” appears to serve as an information-embedding
strategy to elicit specific cellular responses.
temporal coding / network motif / signal processing / signal transduction

制御する戦略を用いていると考えられる．以上のよう

1.
はじめに

に細胞，または生物が分子の時間パターンを用いて生

細胞内における細胞外刺激の情報は，シグナル伝達

命現象を制御しているという報告は古くからなされて

分子の複雑なネットワーク間をリレー形式によって伝

いるが，その分子メカニズムについての取り組みは最

達され細胞の応答を制御している．従来の生命科学に

近になってようやく始まったばかりである．近年我々

おいては，タンパク質や遺伝子自体の持つ機能や遺伝

は，同じ分子でもその異なる時間パターンに異なる情

子オントロジー（GO）のような記号的情報がこれま

報がコードできるという「時間情報コード」の概念を

で重要視されてきた．しかし実際のところ，分子それ

世界に先駆けて提唱し，実験と実験結果に基づいたシ

自体の持つ機能や記号的情報などの静的なものの同定

ミュレーションを用いて研究を行っている．そこで本

だけが生命科学の目的のすべてではない．これらに加

解説では，単純な生化学反応が生み出すシグナル伝達

えて，分子の濃度や活性化の時間パターンに担われる

の時間パターンと情報処理メカニズムに注目し，我々

ダイナミックな情報に注目し，分子ネットワークがそ

が提唱している「時間情報コード」を中心に解説を行

の情報をどのように処理するかといった視点から生命

う．シグナル分子の活性化のダイナミクスは後述する

現象を理解することも，生命システムの本質を捉える

ネットワークモチーフにより生み出されるが，本解説

ためには必要である．生物はこのようなダイナミック

では古くから注目されている複雑なフィードバック構

な挙動を示すシグナルを精妙に処理・利用すること

造ではなく，より単純であるためこれまであまり注目

で，限られたシグナル伝達分子による多彩な応答を可

されてこなかったフィードフォワード構造に注目し

能にしていることが明らかになりつつある．たとえ

て，この構造が時間パターンを用いて選択的に応答を

ば，細胞レベルにおいて，細胞分化のモデル細胞であ

制御するメカニズムについて解説を行う（図 1）
．

る PC12 細胞や MCF7 細胞は，古典的 MAP キナーゼ
である ERK の一過的または持続的な活性化が惹起さ

2.

ネットワークモチーフが生み出す
ダイナミクスと情報処理

れることで，細胞増殖または細胞分化へと誘導される
ことが知られている．また，生体内において，血中イ

さて，シグナル分子のダイナミクスはどのように生

ンスリンの濃度変動は複数の時間パターンを示し，こ

み出されているのであろうか？ 生物におけるシグナ

れらがインスリンの生理応答に重要であることが報告

ル伝達分子のダイナミックな応答の多くは，分子の関

されている．つまり生物は，1 種類の分子でも，その

係性，つまり分子が織りなすネットワーク構造によっ

時間パターンにある種の情報を埋め込み，生命現象を

て生み出されている．ネットワーク構造はいくつかの

Temporal Coding of Signaling Pathway
Hiroyuki KUBOTA and Shinya KURODA
Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, the University of Tokyo
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単純な構成単位に分けることができ，なかでも，ラン

X, RasGAP を Y, Ras を 出 力 Z と し た iFFL で あ り， た

ダムネットワークと比べて統計的に有意に出現する構

とえ刺激が持続していても時間変化がなくなると応答

成単位はネットワークモチーフと呼ばれ 1), 2)，生物に

が消失して適応する一過性の応答を示す．刺激の変化

とって何かしらの意味を持つ場合が多いと考えられ

率を小さくすると一過的応答のピークが減弱すること

る．ネットワークモチーフの中でも，特にフィード

から，iFFL である Ras の経路は入力刺激の変化成分を

フォワードループ（FFL）構造は頻出するモチーフで

捉えていると考えられる．このため iFFL は広い意味

あり，システム的解析が進んでいる（図 1）．FFL は制

での「微分器」として働きうると言える．その一方，

御の符号に応じて incoherent Feed Forward Loop（iFFL）

NGF 刺激は Ras と Rap1 の経路の両方を活性化するが，

と coherent Feed Forward Loop（cFFL）に分類でき，その

Rap1 の制御構造は時定数が小さい FF（feed forward）

生理的役割は大きく異なる 3)．本項ではこれらの FFL

であるため（図 1），単に上流分子の時間パターンに

に注目し，近年報告された研究について解説を行う．

追随した応答（持続的な時間パターン）を示す．入力
パターンによらず，入力刺激の最終値に応答して定常

① iFFL（incoherent feed forward loop）

状態の値が決まることから Rap1 の経路は「もれのあ

iFFL は生物が高い頻度で用いているネットワーク

る積分器」として働き，入力刺激の最終濃度を捉えて

モチーフの 1 つである．たとえば，図 1 に示す iFFL

いると考えられる．ERK は Ras と Rap1 の両方の分子

の構造では，入力である X は直接 Z を活性化すると

によって活性化されることから，pERK の一過的と持

同時に，Y を介して間接的に出力 Z を抑制する．この

続的な時間パターンは入力刺激の変化率と濃度の情報

構造によって細胞は，Z の一過性の応答（適応応答）

をコードしていると考えられる．

を生み出すことができる．たとえば ERK における一

上記の例以外にも生物にとって微分回路的な情報処

過的な活性化の応答が挙げられる．神経分化のモデル

理は非常に重要である．たとえば，微分器の特別な場

細胞である PC12 細胞において，上皮増殖因子（EGF）

合になるが，このような検知機構は Weber Fechner の

と神経成長因子（NGF）はそれぞれ ERK を一過的と

法則と呼ばれるヒトの重さの感覚，匂いの変化を検知

持続的に活性化（pERK）することで細胞を増殖また

するような，外界の環境変化の認識に重要であると考

4)

は分化に誘導する ．我々はこれらの応答を再現する
生化学反応モデルを過去の知見に基づいて作成し，刺
激の変化率と最終濃度がそれぞれ pERK の一過的と持
続的な時間パターンにコードされることを見出した
5)
．このモデルにおいて重要なのが不活性化分
（図 2）

子を調節するネットワークモチーフである．EGF 刺
激によって主に活性化される Ras の経路は入力刺激を

図2
ERK 活性化の時間パターンへの刺激情報のコード．上皮増殖因子
（EGF，灰色）と神経成長因子（NGF，黒色）はそれぞれ異なるレ
セプターを活性化する．EGF は iFFL の構造を持つ Ras の経路のみ
を活性化するので，ERK は一過的な活性化の時間パターンとなる．
その一方，NGF は Ras の経路と FF の構造を持つ Rap1 の経路を活
性化するので，ERK は一過的＋持続的な活性化の時間パターンと
なる．

図1
フィードフォワード構造．フィードフォワード構造にはフィード
フォワード（FF）とフィードフォワードループ（FFL）が存在する．
FF は出力に対して 1 つの入力を，FFL は出力に対して入力に依存
した複数の入力を持つ．さらに FFL は符号の違いによりインコ
ヒーレントフィードフォワードループ（iFFL）とコヒーレント
フィードフォワードループ（cFFL）からなる．

185

目次に戻る
分子の時間パターンが生物応答を制御する

えられる．さらに，変化率にのみ応答し，絶対値に依

の分子メカニズムの解明に取り組んだ（図 3）10)．岡

存しない場合は FCD（fold change detection）と呼ばれ，

田らは MCF7 細胞に EGF または HRG の刺激を与え，

解析が行われている 6), 7)．また，このような微分回路

pERK から pFos の経路に関係する各分子の時間パター

的な応答を示すネットワークモチーフは，iFFL 以外

ンを取得し，そのパターンを再現する生化学反応モデ

に NFBL（negative feedback loop）が形成できることが

ルを過去の知見に基づいて作成した．その後モデルの

8)

数値的探索の解析により報告されている ．

解析を行い，複数の経路の中から Fos の活性化に重要
な経路を同定した．その結果の 1 つとして，Fos の活

② cFFL（coherent feed forward loop）

性化には pERK を入力 X，pRSK を Y，fos の mRNA を

cFFL は生物が高い頻度で用いているもう 1 つのネッ

出力 Z とした cFFL と，さらに pERK を入力 X，fos の

ト ワ ー ク モ チ ー フ で あ る． た と え ば， 図 1 に 示 す

mRNA を Y，pFos を出力 Z とした cFFL の 2 つが重要

cFFL において入力 X は直接，または Y を介して間接

で あ る こ と を 明 ら か に し た． そ し て， そ れ ぞ れ の

的に出力 Z を活性化する．この構造の特徴の 1 つは，

cFFL が AND ゲートを形成することによって，ERK

AND ゲートや OR ゲートを実装できることである．

の持続的活性化が Fos の十分な活性化に必要であるこ

MCF7 細胞における乳腺細胞様への分化では，pERK

とを明らかにした．つまり，ERK の一過的な活性化

の持続的な時間パターンが細胞分化に重要であること

では上記の AND ゲートを十分に活性化できず Fos の

9)

が知られていたが ，その分子メカニズムは不明で

活性化を誘導できない．このシステムにより不可逆な

あった．岡田らはこの MCF7 細胞を用いて，分化に

生命現象である細胞分化に対して，ノイズにロバスト

重要な経路である pERK から Fos の活性化（pFos）まで

な応答も保証していると考えられる．

の経路に注目し，細胞増殖を誘導する EGF と細胞分
化を誘導するヘレグリン（HRG）を用いることで，そ

3.

生化学反応自体が生み出すダイナミクスと
情報処理

ネットワーク構造が図 1 に示す単純な FF の場合，
先に述べたように下流の分子は上流分子の時間パター
ンに追随した応答を示すが，上流の分子の活性の時間
パターンによっては下流分子への伝達効率が大きく異
なる場合がある．そのため，正の制御の場合，上流分
子の活性強度が強くとも，下流分子の活性強度は小さ
かったり，逆に上流分子の活性強度が小さくても下流
分子の活性強度が大きくなる場合がある．このこと
は，刺激の時間パターンを変化させれば，単純な FF
でさえ，下流の応答を選択的に制御できることを意味
している．
我々は PC12 細胞において，細胞の成長を制御する
AKT 経路におけるシグナルの伝わり方を計測したと
ころ，活性化 EGFR（pEGFR）の強い一過性の時間パ
ターンよりも弱い持続性の時間パターンの方が下流の
S6 を強く活性化（pS6）するという伝達効率が逆転す
11)
．
る現象（デカップリング現象）を見出した（図 4）

これらの結果は，pEGFR から pS6 の間に何か特別な
ネットワークモチーフが存在するのではないかと推察
させる．しかし，特別なネットワークモチーフがなく
図3
2 重の cFFL によるによる持続的 ERK 活性化の時間パターンのデ
コード．上皮増殖因子（EGF，灰色）とヘレグリン（HRG，黒色）
はそれぞれ ERK を一過的，持続的に活性化する．pERK は cFFL の
モチーフを持つ AND ゲートの構造により fos の mRNA の発現量を
増加させる．さらに pERK は fos の mRNA と共に cFFL のモチーフ
を持つ AND ゲートを構成し，Fos の活性化（pFos）が誘導される．

ても単純な FF によってこのような実験データを再現
できることが明らかになった．そこで，AKT 経路の
特性を理解するために，シミュレーションによって得
られた分子の時間パターンをフーリエ変換して周波数
ごとの伝達効率（ゲイン）を求めた（図 4）
．その結果，
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図5
多くの生化学反応は逐次 1 次反応で近似的に記述できる．生化学
反応の多くは上記のような図，式で近似的に記述できる．X は入
力刺激，Y は対象分子．

小さいとき，上記のようなデカップリングの現象が観

図4
AKT 経路におけるデカップリング現象．AKT 経路におけるシグナ
ル伝達の各ステップ（pEGFR から pAKT，pAKT から pS6）は典型
的なローパスフィルタの特性を示す．この特性により，刺激パ
ターンの違いによって誘導した pEGFR の強い一過的な時間パター
ン（黒）と弱い持続的な時間パターン（灰）はシグナルの伝達と
共に高周波成分を多く含む強い一過的な時間パターンがカットさ
れ，デカップリング現象（応答の逆転現象）が誘導される．

察されることが明らかになり，一般性の高い現象であ
ることが確認された．以上の結果は，入力刺激の時間
パターンによっては情報の伝達効率が異なることを意
味している．つまり，特別なネットワークモチーフを
用いずとも，生化学反応自体が持つ特性により，入力
刺激依存的に分子応答のダイナミクスを変化させ，情

得られた伝達効率から AKT 経路は低周波通過（ロー

報を処理していることを意味している．さらに我々

パス）フィルタとみなせることがわかった．つまり

は，このローパスフィルタ特性によりある種の阻害剤

AKT 経路のローパスフィルタ特性によって，高周波

が下流分子の活性化剤になることを予測し，実験に

成分を多く含む強い一過性の pEGFR のシグナルは減

よって確認した．つまり，阻害剤により上流分子の強

衰してあまり伝達されないが，低周波成分を多く含む

い一過性の時間パターンが減少し弱い持続的な時間パ

持続性成分は効率的に伝達されることでこのデカップ

ターンが増加してしまう場合には，上流分子の応答が

リング現象が生まれると考えられる．

強く抑制されるにもかかわらず，逆に下流分子の応答

また，我々は上記のデカップリング現象を一般化す

は増強してしまう．これらの結果は，抗がん剤などの

るため，上流分子の時間パターンと下流へのシグナル

薬剤が下流では意図した作用とは逆の働きをしてしま

の伝達効率の定式化を試みた．多くの酵素反応は逐次

う可能性を警告している．

1 次反応によって近似できる（図 5）．そこで我々は，

上記の結果は，ローパスの特性を理解していれば当

酵素反応の一般的な性質を理解するために，逐次 1 次

たり前のように思える．しかし，多くの酵素反応が逐

反応を用いてシグナル伝達経路の簡単なトイモデルを

次 1 次反応で近似できても，基質と産物の総和保存の

作成し検討を行った 12)．その結果，上流刺激のピーク

ため非線形性を含んでいたり，他の経路とクロストー

が半減するまでの時間が経路全体を 1 次反応として近

クがあったりと逐次 1 次反応で近似できるかは不明で

似した場合の時定数より小さいとき，ピーク強度の伝

あり，簡単なものではない．

達効率が減衰することを見出し，数値的評価を通して
その関係式を導いた．この予測を実証するため，複数

4.

種類の培養細胞に対し，複数の刺激を様々な濃度で投

生体内の入力刺激パターンに対する
シグナル伝達経路の処理メカニズム

与し，多数のシグナル伝達経路分子間の活性化の時間

さて，今までに紹介したような研究から，分子の時

パターンの伝達様式を測定した．我々が実験的に測定

間パターンがシグナル伝達経路の制御に重要であるこ

した 110 のシグナル伝達経路のうち 49 経路ではロー

とはわかったが，今までに解説したような時間パター

パスフィルタの特性が強く表れていることがわかっ

ンの利用は生体内において実際に存在しているのであ

た．つまり，多くのシグナル伝達経路において上流刺

ろうか？ 現在のところその答えは「わからない」で

激のピークが半減するまでの時間が経路の時定数より

ある．なぜなら生体内での EGF や NGF，HRG といっ
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た増殖因子の分泌は局所で行われており，その分泌パ

ターンをデコードしていることを意味している．そこ

ターンは不明だからである．ただし，測定できないと

で，実験データを再現する生化学反応モデルを過去の

言っても，生体内での増殖因子の分泌パターンは，実

知見に基づいて作成し検討を行ったところ，① pS6K

験室で通常行っている，いわゆる「入れっぱなしの刺

は iFFL により pAKT の時間変化に応答していること，

激パターン」ではないことは容易に想像できるだろう

pGSK3 , G6Pase は同じ FF であるにもかかわらず，②

（図 6）．さらに，標的細胞も非常にその数が限られて

pGSK3 は pAKT に対する時定数（ ）が小さいため

いるので，（現在のところ）生体内において実験的に

pAKT の時間パターンに追随できること，③ G6Pase は

シグナル分子の活性化の時間パターンを測定すること

pAKT に対する時定数が大きいため pAKT の一過的な

は非常に難しい．つまり，細胞が上記のような時間パ

時間パターンに追随できないが，pAKT に対する EC50

ターンの処理特性を持っていることは明らかになった

が小さいため低濃度の pAKT の変化には応答できるこ

が，生体内においてこれらのメカニズムが機能し，生

と，が明らかになった（図 6）．次に，血中インスリ

命応答を制御しているかどうかはまったく不明のまま

ンの時間パターンを模した刺激を与えたところ，上記

である．よって，生物がどのような戦略で情報を処理

の性質により，pS6K は追加分泌を模した追加分泌様

しているかを明らかにするためには，その生物（細

刺激に，G6Pase は基礎分泌を模した基礎分泌様刺激に

胞）がどのようなシステムを持っているかを明らかに

特異的に応答し，pGSK3 はいずれの刺激パターンに

するだけではなく，その生物（細胞）がそのシステム

も応答できることが明らかになった（図 6）
．つまり，

を用いて実際にどのように入力刺激を処理しているの

AKT 下流の 3 つの分子は，ネットワークモチーフの

かも明らかにする必要がある．そこで現在我々はイン

違いや，反応速度の違いを用いることでインスリンの

スリンに注目している．

特異的な時間パターンに応答していることが明らかに

生体内における血中インスリン変動パターンは，食
後に一過的に分泌される追加分泌や空腹時にも微量に
分泌されている基礎分泌，そして 15 分程度の周期的
分泌などがあり，血中インスリン変動パターンは複数
の成分からなることが知られている（図 6）
．さらに，
インスリンの 15 分程度の周期的刺激は，一定刺激よ
りも肝臓からの糖新生抑制や筋肉などによる糖の取り
込み促進の効果が強いことが報告されている

13 -15

．

また，糖尿病と分泌パターンの関連も深く，糖尿病の
初期では追加分泌量が減少する一方で基礎分泌量が増
加することや 15 ，糖尿病患者では 15 分周期の周期成
分が欠失していることが報告されている 16 ．このよう
に，血中インスリン変動の生理的重要性はいくつも報
告されているが，血中インスリンの時間パターンが選
択的に生理作用を制御する分子メカニズムは不明のま
まであった．そこで我々は，インスリンシグナル伝達
経路にインスリン時間パターンの違いを処理するメカ
ニズムがあるのではないかと考え，実験を行った 17 ．
我々は肝ガン由来の Fao 細胞を用いて，インスリン
シグナル伝達経路で中心的な分子である AKT と，そ

図6
インスリンパターンによる下流分子の選択的制御．血中インスリ
ンは追加分泌（2 時間程度の幅を持つ刺激），基礎分泌，15 分程
度の繰り返しパターンといった，時間のオーダーが異なる特徴的
な血中パターンを示す．インスリンパターンの情報は AKT の時間
波形に多重にコードされる．AKT の下流の S6K，GSK3 ，G6Pase
は分子の制御構造や kinetics の違いにより，AKT にコードされた
多重の情報をそれぞれ選択的に取り出して応答している．これに
より，S6K は追加分泌のみに，GSK3 はすべての波形に，G6Pase
は追加分泌と基礎分泌に応答することができる．

の下流分子である S6K，GSK3 のリン酸化（それぞ
れ pAKT，pS6K，pGSK3 ）， 同 じ く AKT の 下 流 分 子
である G6Pase mRNA の発現量の時間パターンを測定
した．その結果，我々は上流に同じ AKT を持つ分子
である pS6K，pGSK3 ，G6Pase が異なる時間パターン
を示すことを見出した（図 6）
．この結果は下流の
3 つの分子が上流分子である pAKT の異なる時間パ
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なった．また逆に，インスリンの刺激パターンの情報

分泌異常と作用異常は深く関連しており，ホルモンの

は一旦 pAKT の時間パターンに多重にコードされ，下

刺激パターンの違いによる作用機構の解明はそのまま

流の応答を選択的に制御できることが明らかになっ

医療に直結するものである．つまり，今後はシグナル

た．この研究により，生体内の血中インスリンの時間

伝達経路のネットワーク構造を明らかにするだけでな

パターンがどのように下流の生理応答を制御している

く，その特性を理解し，さらにどのような刺激パター

かについての端緒がはじめてひらかれた．

ンが用いられているかを考慮してその処理メカニズム
を明らかにする必要があると思われる．
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理想タンパク質構造の設計原理
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Protein folding occurs because the native interactions collectively outweigh non-native interactions, resulting in funnel-shaped energy
landscapes. The funnel-shaped landscapes of natural proteins are rugged due to evolution for function or neutral drift. We describe
an approach to designing ideal protein structures stabilized by consistent local and non-local interactions. The approach is based on
rules relating local structures to tertiary motifs, which make possible the design of strongly funneled energy landscapes. Guided by these
rules, we succeeded in designing ﬁve ideal alpha-beta protein structures with diﬀerent topologies completely from scratch. These results
illuminate how the folding funnels of natural proteins arise.
protein design / folding / ideal protein structures / consistency principle / funnel-shaped energy landscape /design principle

1.

なタンパク質のフォールディング速度や経路が研究さ

はじめに

れ，とりわけ Fersht らによって開発された φ 値解析 4)

タンパク質はアミノ酸配列に応じて特異的な立体構

により，2 状態転移でフォールディングする小さなタ

造を形成し機能を発揮する．とり得る膨大な数の構造

ンパク質がどのような遷移状態を経由して天然構造へ

の中から，どのような相互作用によって唯一の天然構

と折り畳むのか調べられた．これらの実験と，郷モデ

造へと折り畳んで い る の だ ろ う か． タ ン パ ク 質 の

ルを用いて得られたフォールディング速度，遷移状態

フォールディング問題は半世紀にわたり多くの研究者

構造を比較した結果，郷モデルは現実のタンパク質の

を魅了し続けている．

フォールディングをよく記述できるということが明ら

タンパク質は，局所相互作用と非局所相互作用が矛

かになった 5), 6)．これにより，2 状態転移でフォール

盾なく天然構造を安定化するように設計されている．

ディングする自然界の多くのタンパク質がファネル状

これは consistency principle と呼ばれ 1983 年に郷によっ

のエネルギー地形を持つことが示された．

て提唱された 1)．また郷は，これを具現化したモデル

一方，デザイン研究は，1980 年代後半に DeGrado 7)

として，非天然構造における相互作用を完全に無視

や Richardson 8) らによるヘリックスバンドルのデザイ

し，天然構造における相互作用を形成したときのみ安

ンから始まった．疎水・親水性残基の周期性などのヘ

定化に寄与するという郷モデルを提案し，フォール

リックスの構造特徴を用いてデザインを試みたが，デ

ディングの研究を行った 2)．

ザインした構造はモルテングロビュールであった．

1990 年代に，タンパク質は進化の結果ファネル状

1990 年代後半から計算機を用いたデザインが始まり，

のエネルギー地形を持ち，タンパク質はファネルを滑

いくつかのグループが自然界のタンパク質の主鎖構造

り落ちて行くようにフォールディングする，という

を基に側鎖構造を原子レベルでデザインすることに成

3)

ファネル理論が Wolynes らによって提唱された ．前

功した 9), 10)．そして，2003 年，Kuhlman らが世界では

述の郷モデルのエネルギー地形を考えてみると，郷モ

じめて，側鎖構造のみならず主鎖構造も含めてデザイ

デルは，天然構造における相互作用のみが安定化に寄

ンすることによって，何もないところから新規に球状

与することから，ファネル状のエネルギー地形を持つ

タンパク質構造 Top7 を作ることに成功した 11)．しかし

ことがわかる．これにより，90 年代後半から郷モデ

それから 10 年，今日に至るまで，彼らを含めた誰もが

ルを用いたタンパク質のフォールディング研究が盛ん

新規タンパク質のデザインに成功していない．それは

に行われるようになった．一方，実験分野では，様々

Top7 のデザイン研究が，誰もがデザインできるような

Principles for Designing Ideal Protein Structures
Rie TATSUMI-KOGA and Nobuyasu KOGA
University of Washington, Department of Biochemistry
※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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設計原理を示したわけではないことを示唆している．

する 2 次構造パターンと 3 次構造モチーフに関する

どのようにすればある構造へと折り畳む配列をデザ

ルールを発見した．さらに，これらのルールは自然界

インすることができるのか．上記のフォールディング

のタンパク質構造にも見られることがわかった（図 1）
．

研究を踏まえると，ある構造へと向かうファネル状の

ルール： ヘアピンのキラリティは，その 2 つの

エネルギー地形を持つ配列をデザインする必要があ

ストランド間にあるループの長さによって決まる

る．では，どのようにすればファネル状のエネルギー

（図 1a）
．ループの長さが 2，3 残基の場合は L（左手）

地形をデザインすることができるのか．われわれは，

のキラリティを持つ構造が，5 残基の場合は R（右手）

郷によって提唱された consistency principle を満たした

のキラリティを持つ構造が形成されやすい．

理想タンパク質構造

をデザインすることによって，

ルール：ヘリックスの位置は，ストランドの最後

ファネル型エネルギー地形を持つタンパク質を容易に

の残基のプリーツと，ストランドとヘリックスの間の

得ることができるのではないかと考えた．なぜなら，

ループの長さによって決まる（図 1b）．

ユニット

局所・非局所相互作用が天然構造において無矛盾にな
るよう構造を設計すれば，それらの相互作用が矛盾す
る非天然構造においてエネルギーは天然構造よりも不
安定になるはずだからである 12 ．
本稿では，理想タンパク質構造を設計するための方
法・原理を述べるとともに，その設計原理に従ってデ
ザインした 5 つの理想タンパク質について結果を述べ
る 13 ．また，理想タンパク質の設計原理から見えてく
る自然界のタンパク質の設計原理について議論する．

2.

局所構造と非局所構造に関するルール
われわれは，まず局所構造として 2 次構造パターン

に着目し，ある 2 次構造パターンを形成したときにど
のような非局所構造（3 次構造モチーフ）が整合して
形成されるのかを調べた．具体的には，配列上連続す
る 2 個の 2 次構造要素からなるユニット： ，

，

（ ：ヘリックス， ：ストランド）を考え，フォール
ディングシミュレーションおよび自然界のタンパク質
構造の統計解析を行うことにより，2 次構造パターン
と 3 次構造モチーフの関係性を探った．
フォールディングシミュレーションは，アミノ酸配
列の詳細に依存しない粗視化モデルを用いて行った．
2 次構造要素間のループの長さを変えながら伸びた構
造からのフォールディングシミュレーションを行い，
どのような 3 次構造モチーフが高い確率で形成される
のかを調べた．粗視化モデルは，すべての主鎖原子と
1 個の球で表された 側鎖 （球のサイズはすべての残
基で同じ）からなり，エネルギー関数としては，全体を
コンパクトにする力，排除体積，主鎖の水素結合のみを
考慮し，粗視化された側鎖は排除体積としてのみ扱っ
た．シミュレーションはフラグメントアセンブリ法 14
を用いて行い， 指定した 2 次構造を必ず形成する

図1
整合する局所構造（2 次構造パターン）と非局所構造（3 次構造
モチーフ）に関するルール．文献 13 より改変．

という条件の下でどのような 3 次構造が形成されやす
いのかを観測した．その結果，以下に示すような整合
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が形成する 3 次構造モチーフは，ストランドの最後の

定化することができる．なぜなら，ルールに従い設定

残基のプリーツ（C C ベクトル）に対して，ヘリッ

した 2 次構造パターンが局所的に形成されれば，それ

クスが同じ方向（P）または逆の方向（A）に位置す

とは整合しない 3 次構造は不安定になるからである．

るかにより分類できる．ループの長さが 2 残基のとき

このアイデアを

に P，3 残基のときに A の構造が形成されやすい．

らなる 5 つの異なるトポロジー（Fold-I 〜 V）のタン

ルール：ストランドの最初の残基のプリーツはヘ
リックスに対し反対の方向を向く（図 1c）
．

ヘリックスと

ストランド両方か

パク質をデザインすることにより確かめた（図 2）
．

ユニッ

デザインの手順を以下に示す．1）デザインするト

トが形成する 3 次構造モチーフは，ストランドの最初

ポロジーについて，ルールに従い 2 次構造とループの

の残基のプリーツが，ヘリックスの側を向く場合（A）

長さを決定し主鎖構造設計図を描く（図 2a）．2）設

とそれとは反対側（P）を向く場合が考えられるが，

定した長さに基づいて，フラグメントアセンブリ法に

ループの長さに関係なく P の構造が形成されやすい．

よるフォールディングシミュレーションを行い，主鎖
構造を構築する．3）それぞれの主鎖構造に対して，

3.

これらを安定にする側鎖構造（アミノ酸配列）をロタ

ルールを用いたファネル型地形のデザイン

11
マーを使って探索する ．4）主鎖および側鎖両方を

発見したルールを用いてタンパク質の構造をデザイ

微小に動かすことによって全体構造を最適化する．5）

ンすれば，ファネル型エネルギー地形を持つタンパク

3）と 4）の繰り返しをそれぞれの主鎖構造に対して

質を容易に得られるはずである．あるトポロジーを持

行い，最終的に密な側鎖パッキングが実現されている

つタンパク質をデザインするとき，ルールに従って

構造を選ぶ．6）デザインされたアミノ酸配列が設定

2 次構造とループの長さを選んで 3 次元主鎖構造を組

した 2 次構造パターンを形成するかどうかを，自然界

み立て，その 3 次構造を安定にするようデザインすれ

のタンパク質の統計解析データに基づき予測し，正し

ば，天然構造を安定化すると同時に非天然構造を不安

く予測された配列を選ぶ．7）デザインされたアミノ

図2
（a）ルールに従い決定された主鎖構造の設計図．
（b）デザイン構造と NMR 構造の比較．RMSD：C 原子を用いて計算された平均 2 乗偏差．
文献 13 より改変．
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酸配列について，伸びた構造からの構造予測シミュ
15)

今後，本研究でデザインされた理想タンパク質構造

を行うことによりエネルギー地形を探

のフォールディング研究を行うことにより，タンパク

索し，ファネル型エネルギー地形を有していたデザイ

質の折り畳み・デザインのより深い理解につなげてい

ンに対して実験的に折り畳み能を調べる．

きたいと考えている．

4. 実験によるデザインタンパク質の折り畳み能の確認
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筆者らは，整合する 2 次構造パターンと 3 次構造モ
チーフに関するルールを発見し，これらのルールに基
づいて構造を組み立てることによって，ファネル型エ
ネルギー地形を持つタンパク質を容易に設計できるこ
とを示した．これらのルールが自然界のタンパク質の
構造においても観測されたことから，自然界のタンパ
ク質のファネル型エネルギー地形も同様の原理により
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生息環境に応じた感覚受容体の機能進化
今井啓雄，鈴木南美

京都大学霊長類研究所分子生理研究部門遺伝子情報分野

In mammals, bitter taste is mediated by TAS2Rs, which belong to the large family of seven transmembrane G protein-coupled receptors.
Since TAS2Rs are directly involved in the interaction between mammals and their dietary sources, it is likely that these genes evolved to
reflect species’ specific diets during mammalian evolution. We have investigated intra- and inter-species differences in the function of
TAS2Rs of primates in protein and behavioral levels. The results suggest the common mechanism of the diversification of sensory receptors dependent on the species specific environments.
GPCR / TAS2R / Bitter taste receptor / Opsin / Salicin / PhenylThioCarbamide

1.

る桿体視細胞に含まれるロドプシン，昼間視や色覚を

感覚受容体の機能と動物の行動・生息環境

司る錐体視細胞に含まれる数種類の錐体光受容体が含
生物が進化・種分化してきた背景には，遺伝子の変

まれる．ロドプシンはほとんどの脊椎動物で保存され

異とそれによって生じた表現型の環境適応，そしてそ

ている．一方，錐体光受容体の種類や数は，動物種に

のような遺伝子を持った個体群の生存競争がある．

より異なり，たとえば吸収波長帯は可視光領域から紫

我々は，周囲の環境情報を受容する感覚受容体の機能

外光領域（700 nm 〜 350 nm）に幅広く広がっている．

変異を通じて，このような進化の過程を分子レベルで

生息環境に応じて，錐体光受容体はバラエティーに富

垣間見ることができないかと考えている．

んでいて，それぞれの動物種で環境依存的な波長感受
性の進化が論じられてきた 2)．また，錐体と桿体でそ

2.

れぞれ働く光環境が異なるが，その中で働く光受容体

視覚受容体と味覚受容体

についても動作環境に適した構造変化（中間体の反応
感覚は最終的には脳で情報処理されるが，第 1 段階

速度や酵素活性等の違い）が見いだされる 3)-5)．すな

の反応は，感覚 1 次細胞に含まれる受容体タンパク質

わち，視覚 1 つとっても様々な次元で受容体が環境適

で起こる．物理的（光・機械刺激など）・化学的（匂

応的な機能進化を遂げていることが示唆される．ま

いや味物質など）刺激が受容体タンパク質に受容され

た，このような機能の変異は比較的少数のアミノ酸残

ると，タンパク質が構造変化を起こし，最終的に細胞

基の変異により達成される（図 1）
．

の興奮を引き起こす．20 世紀後半からこれらの受容

このような受容体タンパク質の機能変異は，環境と

体が次々と同定されてきたため，受容体を通して生物

の関連性が示唆されているが，実際の動物の行動とど

を見直すことにより，それぞれの環境適応的な特徴を

のように結びついているのだろうか？実は，受容体の

よく理解できる．つまり，遺伝子の種類やその産物で

変異と動物の行動とを結びつけた例は非常に少なく，

あるタンパク質の働きを見ることによって，感覚やそ

視覚を例にとっても細胞レベル・生態レベルではタン

の情報を処理する脳を理解することができる．ここで

パク質の機能変異の影響が表現型として観察されない

は，ともに G タンパク質共役型受容体（GPCR）に属

ことが多い 6), 7)．この理由の 1 つとして，野生動物の

する視覚（光）受容体と味覚（苦味）受容体の機能進

視覚受容体では遺伝子数や変異が少なく 8)，長期間の

化の例を紹介したい．

進化過程における機能差異を検出するのに適している
が，近縁な種間での機能差を検出することが難しいこ

視覚では網膜中の視細胞に含まれる光受容体が，光
情報を変換する役割を担う 1)．この中には明暗視を司

とがあげられる．

Functional Evolution of Sensory Receptors Adapting to the Speciﬁc Environment
Hiroo IMAI and Nami SUZUKI
Primate Research Institute, Kyoto 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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図2
苦味受容体の機能に関わる部位．TAS2R16（赤）や TAS2R38（黄）
，
TAS2R46（緑）のリガンド結合部位が同定されている．灰色は
TAS2R38 の SNP 部位．

図1
光受容体の機能に関わる部位．波長感受性（赤）やタンパク質の
構造変化（青）に影響を及ぼす部位が同定されている．

そこで，タンパク質機能のより多様な系として，味

ているが，時には苦い植物を薬用的に使用することが

覚，特に自然界に存在するリガンドが 1000 種類以上

報告されている．そこで，これらの世界各地に生息す

にわたる苦味受容体の系を選び，遺伝子配列とタンパ

る霊長類について，植物の 2 次代謝物である -グル

ク質機能，そして動物の行動と地域や植生などの環境

コシド類を受容する苦味受容体 TAS2R16 を例に遺伝

特異性との関連を研究することにした．味覚受容体で

子の多様性とタンパク質の機能を比較検討した 10 ．

は遺伝子数も変異も多いために，種・個体レベルの差

まず，TAS2R16 遺伝子配列を比較するとそれぞれ

が大きい．そのため，多様な環境との相互作用を研究

の系統に対応してアミノ酸の置換が起こっていること

するためには，味覚受容体を対象とすることにより，

がわかった．たとえばヒトとチンパンジーの間では個

特に味覚が大きく関わる動物の基本行動である採食と

体差も含めて 2 アミノ酸の変異があった．また，ヒト

の関連を研究することができると考えた．

とニホンザルの間では 27 個，ヒトとラングールでは
26 個のアミノ酸置換があった．
次に，これらの遺伝子を培養細胞 HEK293 にトラ

3. 味覚受容体研究の進展と霊長類の味覚の種間差

ンスフェクションし，苦味物質に対する応答性を細胞

2000 年にうま味受容体（TAS1R1/TAS1R3），甘味受

内カルシウム濃度の上昇として記録した．発現量に応

容体（TAS1R2/TAS1R3）などの一連の GPCR 型受容体

じて最大応答量は異なるが，受容体分子あたりの応答

ファミリーに属する味覚受容体が発見された．味覚の

性の指標として最大反応量の半値を与える濃度

中でも毒物などの生理活性物質を検知するために重要

（EC50 値）を比較すると，興味深いことがわかった．

な苦味は TAS2Rs という遺伝子群によってコードされ

青梅などに含まれる毒性の苦味物質アミグダリンに対

ている 1 , 9 ．ヒトゲノム中では TAS2R は主に 7 番と

してはすべての受容体が強く反応するのに対して，ヤ

12 番染色体に位置し合計 25 個の遺伝子と 10 個あま

ナギの樹皮に含まれるサリシンやその類縁体に対して

りの偽遺伝子が報告されている．最近のゲノム研究の

は，種によって応答が異なる（図 3）
．特に，サリシ

進展により個体別の遺伝子解析が進むと，TAS2R の

ンに対する EC50 値は，ヒトに対してニホンザルでは

変異にも個人差・地域差が存在し，味覚の個人差に影

10 倍程度になり，ニホンザルがヒトよりも 1 桁程度サ

響を与えている可能性が示唆されてきた．また，これ

リシンの苦味に対して鈍感であることが示唆された．

らの変異部位を手がかりに，苦味物質の結合部位につ

ヒトでは，サリシンの苦味に対する個人レベルの応

いても解析が進んできている（図 2）
．

答は TAS2R16 の応答に依存して 1 mM 程度であること

一方で，野生の霊長類については食性の生態研究が

11
が報告されている ．そこで，ニホンザルに対する行

進んでいた．その結果，生息環境や種特異的な食性が

動実験を行った．方法としては，苦味（様々な濃度の

報告されている．たとえば，ニホンザルは通常は果実

サリシン）を含む瓶と含まない給水瓶を並べ，ニホン

食が多いが，冬場には苦味のある木の皮も食べて生存

ザルがどちらの水を選ぶかを記録する二瓶法を用いた．

している．葉食に特化したラングールはアジア地域に

その結果，ニホンザルはサリシン濃度が高くなるとそ

広く分布・種分化している．アフリカの熱帯雨林に生

れを含む水を忌避する傾向を示し，その半値を示す濃

息するチンパンジーは専ら果実食であることが知られ

度は約 10 mM であった．すなわち，ヒトと同様にニホ
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図3
様々な苦味物質に対する霊長類の苦味受容体（TAS2R16）の反応パ
ターン．種の系統と同様な系統関係（左）にある TAS2R16 タンパク
質の様々な苦味物質に対する反応感受性（EC50 値）をプロットし
た．内側にあるほど感受性が高く，外側にあるほど感受性が低い．
それぞれの霊長類種の反応パターンは苦味物質ごとに異なる．特
にニホンザルのみ，柳の木の皮に含まれるサリシンなどの苦味に
感受性が低い．青酸化合物であるアミグダリンに対しては，どの
種も感受性が高く，苦味を感じて忌避できるようになっている．

図5
86 番目のアミノ酸変異による感受性の変化．ヒトやラングールの
受容体をニホンザル型（86 番目が T）にすると感度が低く（EC50
が高く）なり，ニホンザルの受容体をヒト型（E）にすると感度が
高くなる 10)．右図はホモロジーモデリングによる TAS2R16 のサリ
シン結合部位の予想図（文献 12 の著者より提供）．

ニホンザルの T86 を他の霊長類型に変異した受容体
では感度が高くなる（図 5）．E86 以外にも影響を与
える部位は存在するが受容体のアミノ酸置換によって
野生動物の行動に影響を与える可能性が示された．
前述の通り，ニホンザルはサリシンを含むヤナギの
樹皮などを食べて冬場をしのいでいる．アミノ酸置換
による苦味受容体感度の低下は，冬場にストレスなく
食べることができる品目を増やし，北限のサルと呼ば
れるニホンザルが寒冷地で生存してきたことに貢献し
たかもしれない．

霊長類の味覚の地域差

4.
図4
サリシンの苦味に対する受容体応答と行動実験．ニホンザル
TAS2R16（■ N = 4） は EC50 値 7.48+/–2.20 mM で サ リ シ ン に
応答するのに対して，ニホンザル個体（□ N = 3）は EC50 値
8.45+/–2.95 mM でサリシンを忌避する．赤丸は EC50 値 0.48+/
–0.09 mM を示すヒト TAS2R16 の応答．

現在は種差として固定している遺伝子配列・アミノ
酸配列の違いも，もともとは特定の個体で生じた変異
が長い年月をかけて集団に固定してきたものである．
興味深いことに，ヒトでも TAS2R16 の地域差（アフ
リカで感受性が低い遺伝子型が多い）が存在し，マラ

ンザルでもサリシンの苦味は TAS2R16 によって受容さ

リア感受性との関係が考察されている 13 ．それでは野

れ，その感度はニホンザルの方が 10 倍程度鈍いことが

生の霊長類でもこのような個体差・地域差は存在する

細胞・個体レベルでの実験により証明された（図 4）．

のだろうか

これらの種間の感度の違いは TAS2R16 のアミノ酸

TAS2R38 は 人 工 苦 味 物 質 PTC: phenylthiocarbamide

置換によって生じていることが想像される．ヒトの

を受容する苦味受容体として同定された．ヒトでは既

TAS2R16 では 3 番目の膜貫通領域に存在する E86 が受

に 1930 年代から PTC の苦味に対する個人差が報告さ

容体機能の重要な役割を持つことが報告されている ．

れ，2003 年に TAS2R38 が原因遺伝子であることが判

両種でこのアミノ酸を比較したところ，ニホンザルで

明した 14 後は地域差や関連する食べ物などの研究が

は T に変異しており，機能解析実験からこの変異が

進んでいる．また，ヒト以外の霊長類についても，既

受容体の反応特性に関わっていることがわかった．す

に Wooding らがヒトと異なった変異でチンパンジー

なわち，ヒトやラングールの E86 をニホンザル型の T

の TAS2R38 の機能が失われていることを報告してい

に変異させた受容体では感度が鈍くなるのに対して，

る 15 ．すなわち，ヒトでは 3 箇所のアミノ酸変異によ

12
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り非感受性が生じているのに対し，タンパク質合成の

遺伝子解析により，チンパンジーでも地域特異的な遺

開始コドンである ATG 配列（メチオニンをコード）

伝子変異が多発していることを発見した 19), 20)．

に変異が起こり，AGG になっているのがチンパン

これらのタンパク質機能解析や行動実験はまだ途上

ジーの PTC 非感受性個体で同定されている．ヒト

であるが，地域で異なることが報告されている食性に

TAS2R38 が機能を失ったメカニズムはまだ不明であ

も，このような遺伝子変異の影響があるかもしれな

るが，ヒトとチンパンジーの分岐後にそれぞれの種で

い．苦味受容体は毒物や薬物など，微量でも様々な影

独立に同じ表現型（PTC 非感受性）が生じている．

響を生体に与える物質を認識している．アミノ酸残基

我々は，霊長類のモデル生物としてよく用いられてい

レベルでこの機構を解明することにより，野生の霊長

るマカク類（ニホンザル，アカゲザル，カニクイザ

類だけでなくヒトの食文化の進化，薬の使用の過程に

ル）についても同様の解析を行った結果，ニホンザル

も一石を投じることができるかもしれない．

の紀伊半島由来の地域集団の中に開始コドンに変異が

謝 辞

16)

ある個体を発見した ．この変異は ATG が ACG に

本研究は，京都大学霊長類研究所遺伝子情報分野，

なっていることから，チンパンジーと類似ではあるが

東京大学農学生命科学研究科の皆さんとの共同研究の

異なった変異であることがわかる．

成果です．サンプル収集に協力いただいた皆さんも含
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図6
ニホンザルの味覚行動実験．（a）野生型（ATG/ATG）個体（左）
では苦味溶液 PTC に浸したリンゴを捨てているのに対して，変異
型（ACG/ACG）個体（右）では躊躇なく食べた．
（b）各遺伝子型
個体における水と PTC 溶液に浸したリンゴそれぞれに対する反応
性（各個体に対する試行回数 10 回）．
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総説

蛋白質における光駆動プロトン移動と水素結合
石北

央，
斉藤圭亮

大阪大学大学院理学研究科 / JSTさきがけ

In a protein environment, proton transfer events can be initiated by configurational changes of pigments (e.g., trans-cis isomerization) or
changes in the redox states of cofactors upon photoactivation. These changes lead to alteration of pKa of hydrogen-bond (H-bond)
donor and acceptor moieties. In particular, when the pKa values of the two moieties match, a “symmetric H-bond” can be formed.
Formation of an unusually short, symmetric H-bond appears to be essential for proton transfer events via H-bonds, and has been
observed in photoreceptor proteins.
hydrogen bond / proton-coupled electron transfer / rhodopsin / photoreceptor / photosystem II

1.

えば，シッフ塩基（BR では Lys216，ASR では Lys210）

水素結合とプロトン移動の関わり

近傍には，W402 と呼ばれる水分子が BR，ASR ともに

バクテリオロドプシン（bacteriorhodopsin, BR）は光

水素結合距離に保存されている（図 1）．更に，W402

受容部位としてレチナール（retinal）を持ち光駆動プロ

と水素結合できる位置に，BR では Asp85，ASR では

トンポンプとして機能する（図 1） ．レチナールは，

Asp75 が保存されている．なお，この Asp は（シッフ塩

Lys216 とシッフ塩基（Schiff base）を介して蛋白質と結

基に対する）対イオン（counter ion）と呼ばれている．

合している．初期状態では all-trans 型であり，光を吸収

両者にはこのような相同性があるにもかかわらず，

1

すると，13-cis 型へと異性化する．この動きが，周辺

ASR では，
（BR で見られるような）対イオンへのプロ

環境に伝播してアミノ酸残基間の相互作用に変化をも

トン移動反応は起こらない．この差は，W402 … Asp

たらし（後述，5 章），蛋白質内プロトン移動経路の

間の水素結合の強さの差に起因すると指摘されてい

各部位の pKa 値を変化させ，プロトン移動を誘起する．

る 2 ．ここでは，私たちの研究成果から蛋白質中のプ

一方，アナベナ・センサリーロドプシン（Anabaena

ロトン移動と水素結合の関係について述べてみたい．

sensory rhodopsin, ASR）は，光センサー 2 として機能す
ると言われている．ASR も，BR と同じロドプシン蛋白

2.

質ファミリーに属する．実際，BR（PDB ID: 1C3W 3 ）と
ASR（1XIO 4 ）の結晶構造には相同性が見られる．たと

水素結合ドナー・アクセプターの pKa

2 つの酸素原子間に形成される水素結合 O-H … O
を例として説明する．水素結合には，水素結合ドナー
（H-bond donor）とアクセプター（acceptor）の両者が
必要である．ここで，ドナーとはプロトンがより強く
結びついている側，つまり（結合距離が短い）O-H 側，
アクセプターとは（距離が長い）H … O 側である．し
かし，結合距離にはいろいろな要素が含まれるため，
pKa が高い部位（＝プロトン・アフィニティーが高い
部位）が水素結合ドナー，低い部位が水素結合アクセ
プターと理解するのがよい．
（pKa をプロトン・アフィ
ニティーと言い換えてもよい．
）たとえばアルコール

図1
（a）BR と（b）ASR のレチナール周辺蛋白質環境．

-OH（pKa 〜 16）とカルボン酸-COO–（〜 4）間に生じ

Photo-driven Proton Transfers via Hydrogen Bonds in Proteins
Hiroshi ISHIKITA and Keisuke SAITO
Graduate School of Science, Osaka University / JST, PRESTO
※図 1，図 3– 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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図2
典型的な水素結合ポテンシャル；
（左）standard H-bond（通常の水
素結合），（中）low-barrier H-bond（LBHB，低障壁水素結合），（右）
single-well H-bond．縦軸 : energy が下がる向きは部位の pKa が上
がる向きに対応する．LBHB，single well ではドナーとアクセプ
ターの明確な差はもはやない．

図3
BR/ASR における W402 の O-D 伸縮振動数の差．

よって水素結合の状態を知ることができる．水分子間
の理想的な水素結合における O-O 結合距離は 2.8 Å 付

る水素結合 -OH … OOC- では，
（pKa より）ドナーはア

近を中心に分布し，O-D 伸縮振動数は 2500 cm–1 程度

ルコール側，アクセプターはカルボキシル基側である．

となる 8 ．強い水素結合では，ドナー O-D の D がより

–

以上の話は水素結合のポテンシャルをみるとわかり

強くアクセプターの O に引かれるため，O-D … O の

やすい．プロトンは pKa が高い側を好むので，ドナー

O-O は短くなり，逆に O-D は伸びる．強い水素結合

側ならエネルギーは低くてすむ．したがって，通常の

におけるこの O-D の伸びは，1H-NMR で大きな化学シ

水素結合（standard H-bond）のポテンシャルでは，
（ア

フト値となって観測される 9 ．また FTIR では，O-D

クセプターに比べて pKa が高い）ドナー側に深い谷が

伸縮振動数の低下（例 2200 cm–1）となって現れる 8 ．

存在し，左右非対称の形となる．つまり，通常の水素
結合ではアクセプター側にプロトン移動するには大き

4.

なエネルギーが要ることがわかる（図 2 左）．
さて，もしドナーとアクセプターの pKa 値がほぼ一
致すると水素結合はどうなるだろうか

水素結合ポテンシャルは多くを語る
さて，重水置換後（BR，ASR に保存されている）

当然ポテン

水素結合 W402 … Asp85（BR）と W402 … Asp75（ASR）

シャルは左右対称の形となり，一般的に low-barrier H-

の様子を FTIR 分光法で解析した結果によると，違い

bond（LBHB，低障壁水素結合，図 2 中）
，あるいは

が 見 ら れ た．ASR の W402 の O-D 伸 縮 振 動 数 は

single-well H-bond（図 2 右）と呼ばれる水素結合とな

2500 cm–1 以上であったのに対し 2 ，BR では 2200 cm–1

る（両者を対称性水素結合と呼ぶ）．両者の区別は必

程度 10 であった．つまり，BR の W402 … Asp 水素結合

ずしも絶対的では な い が， 対 称 性 水 素 結 合 の条件

．
は，ASR に比べ明らかに（300 cm–1 ほど）強い（図 3）

「pKa 一致」どの研究者も認める事項である 5 , 6 ．なお

蛋白質全原子存在下において着目部位を量子化学的

誤解されやすいが，single-well H-bond でも，通常は H

に 取 り 扱 え る QM/MM（quantum mechanics/molecular

がドナー・アクセプター O の中点に位置するわけで

mechanics）法を用いると，蛋白質結晶構造座標を利用

はない．真ん中に存在するならばプロトン移動中の過

して O-D 伸縮振動数を計算することができる．その

渡的で不安定な状態である．
（1 分子にカルボキシル

結果，W402 … Asp における O-D 伸縮振動は，BR の

基 2 個を持つ）マレイン酸の分子内 single-well 水素結

場合 2078（PDB: 1C3W）〜 2120 cm–1（2NTU），ASR の

合ですら，H は結合の真ん中には存在せず（実際の

場合 2376 cm–1（1XIO）と計算された 11 ．（計算値が実

ポテンシャルは完全に水平ではない），O 原子に近い

験値より小さく出ているのは計算での熱揺らぎの無

部位により分布しやすい ．

視 に 起 因 す る が，FTIR で 得 ら れ た BR と ASR の 差

7

300 cm–1 の原因を明らかにするための目的には十分な

3.

質である．
）

蛋白質中における水素結合の解析手法

BR と ASR の振動数の差が蛋白質中のどの要因に起

それでは蛋白質中の水素結合の様子を調べるにはど
うすればよいだろうか

因するのか調べるには，たとえば，候補となる部位特

た と え ば，FTIR（Fourier

異的変異体を作り，変異体構造ごとに振動数を計算す

transform infrared spectroscopy）分光法や核磁気共鳴分

るのも一手である．しかし，水分子が水素結合に含ま

光法（Nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR）を

れる際は，変異体構造では必ずしも水分子の存在自体

利用すると，蛋白質中の水素結合の強度を調べること

が保存されているとも限らず，その場合，結果の解釈

ができる．特に水分子がドナーとして関与する水素結

は 難 し く な る． 私 た ち は こ の 問 題 を， よ り 簡 単 な

合では，重水置換の場合，O-D 伸縮振動の大きさに

「BR・ASR の野生型の水素結合ポテンシャルを解析し
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比較」する単純作 業 に 置 き 換 え た 11 ． 実 際，BR と

以上，アクセプター側の pKa が高くドナー側の pKa

ASR の W402 … Asp 水素結合ポテンシャルを比較して

に近づくほど，O-O 水素結合距離は短くなり，プロ

みると 様々な情報がわかりやすく見えてくる（図 4）．

トン移動は起こりやすくなる様子がうかがえる．

①アクセプター近傍のエネルギー差は Asp85（BR）
と Asp75（ASR）の pKa 差に対応する．プロトンが Asp 近

5.

傍に来た場合，そのエネルギーは BR < ASR であった

プロトン移動が起こる際の水素結合の様子

（図 4）．エネルギーが下がる向きは pKa が大きくなる

このような議論から，アクセプター側の pKa が上昇

方きに対応しているので，Asp85（BR）の pKa は Asp75

し，ドナー側の pKa とほぼ同じになった際，水素結合

（ASR）に比べて高いことになる．つまり，W402 から

は最短となることが理解できる．それは両部位のカッ

Asp へのプロトン移動は，BR のほうが ASR に比べて

プリングが最大となるからであり，水素結合内でのプ

エネルギー的に楽であり，起こりやすい．

ロトン移動が最も容易となる 12 , 13 ．このように，対

．アクセプ
② pKa 差は，谷幅の差を生じる（図 4）

称性水素結合はプロトン移動と関係が深い．たとえ

ターの pKa が高ければドナー O-D の D はよりアクセ

ば，蛋白質中の水分子クラスターでは，プロトンが外

プター側に引きつけられるため，谷幅は広くなる（ア

部から来ると，ドナーもアクセプターも水分子なので

クセプターに向かう障壁が低くなる）．つまり O-D の

pKa の一致が容易に行え（＝ドナー H3O+ の脱プロト

伸びは，W402 の O-D 伸縮振動数の低下に対応する

，対称性水素
ン化とアクセプター H2O のプロトン化）

（わかりにくければ，振動数の次元 cm–1 は距離の次元

結合（H2O … H-OH2+）が生じプロトン移動経路にな

cm の逆数で表されることを考えてみるとよい）．

りやすい．
一方で，水素結合内（pK：
a ドナー＞アクセプター）

③ポテンシャル全体幅の差は O-O 距離差に対応す
る．谷幅が広くなるほど，ドナー側の O-D は伸びて

のプロトンがアクセプター側へ移動するためには，pKa

いるが，それは同時に，アクセプターが強く D を引

を変えるのに十分な構造変化，酸化状態変化等が必要

きつけていること の 裏 返 し で も あ る． そ う なると

である．たとえば BR の場合は，レチナールの trans-cis

O-O 距離（全体幅）は短くなる．つまり，アクセプ

光異性化がプロトン移動のきっかけとなる．光受容体

ター Asp の pKa が大きいほど O-O 距離は短い．実際，

photoactive yellow protein（PYP）においても p-coumaric

W402 … Asp の O-O 距離は，BR

3 , 11

< ASR

4 , 11

となっ

acid（pCA）の trans-cis 光異性化反応が水素結合 Glu46 …

ている．

pCA 内プロトン移動のきっかけとなる．初期状態で
は，pCA のフェノール O は（Glu46 の他に）Tyr42 か
らの水素結合も受けているため pKa は低く，Glu46 …
pCA 水素結合内でプロトンは Glu46 側にあり，stan．
dard H-bond（O-O: 〜 2.6 Å）を生じている 14（図 5 左）
pCA の光異性化に伴い Tyr42 からの水素結合が外れる
と（図 5 右）
，pCA の pKa は 上 昇 し て Glu46 の pKa に
近づく．その結果，対称性水素結合（〜 2.5 Å, pR 状
態 15 ）が生じ，Glu46 から pCA へのプロトン移動が容
易となる 16 ．そして，この先の pB 状態に至る過程で
Glu46・pCA 間水素結合は崩壊する．（なお，pB 状態
の結晶構造 15 は溶液中の状態と異なると言われてい
る．一方，pR 状態に対応する結晶構造 15 は分光測定
結果の特徴をよく表している 16 ．）
ドナーとアクセプターの pKa 一致は対称性水素結合
の条件 5 , 6 であるが，同時にプロトン移動が最も起こ
りやすい条件でもある 12 ．pKa の一致でカップリングは
最大となるため 13 ，対称性水素結合は 2 つの分子種が

図4
水分子 W402 と対イオン Asp 間水素結合ポテンシャル．BR（◆）:
W402 … Asp85，ASR（■）: W402 … Asp75．比較のため W402
でのエネルギーをそろえてある．

取り得る最短の水素結合である．PYP 初期状態で既に
LBHB が存在，光励起後には通常の水素結合となる 17
との解釈もあるが，それでは初期状態のほうがプロト
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水素結合は励起（例 PYP）や電子移動（例 PSII）のエ
ネルギーを用いることではじめて過渡的に作り出せ
る．それが証拠に，対称性水素結合の出現・プロトン
移動後には，PYP では水素結合崩壊と蛋白質構造変
化，PSII でも水素結合崩壊と QBH2 の蛋白質結合サイ
トからの遊離といった構造変化に絡んだ大きなイベン
トが共通に待ち受けている．
謝 辞

FTIR および水素結合に関する議論において神取秀
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図5
PYP に お け る Glu46・pCA 間 の プ ロ ト ン 移 動．
（左） 初 期 状 態．
（右） 励 起 後，pCA 光 異 性 化 に よ り Tyr42 の 水 素 結 合 が 消 失 し
Glu46・pCA は対称性水素結合となる．
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と，それに伴って起こる 2 回のプロトン移動により
QB• –，QBH• 状態を経て最終的に QBH2 となる．ここで
のプロトン移動のきっかけは，電子移動による QB の
還元（負電荷）による QB カルボニル基の pKa 変化で
ある 18 ．PYP の場合と同様，プロトン移動が起こる際
は，水素結合ドナーのアミノ酸と QB 間に非常に短い
石北 央

対称性水素結合が生じる 19 ．
いずれの例も，水素結合内でプロトン移動が起こる
過渡的な状況で，短い対称性水素結合が生じる．ド
ナー・アクセプター間で pKa が等しい対称性水素結合
ではドナー・アクセプターの性格の差を薄めることに
なるので，（通常起こりにくい）ドナーからプロトン
を放出しやすくするのには都合がよい．逆に，
（本来
の pKa が大きく異なる部位同士の場合は特に）対称性
水素結合を初期・定常状態等で維持し続けることはエ
ネルギー的には得策ではない 7 ．多くの場合，対称性
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総説

リガンド認識に基づくタンパク質の生細胞系での
ケミカルラベリングと機能化
安枝裕貴，浜地 格

京都大学大学院工学研究科

Selective protein labeling enables us to visualize and engineer proteins in living cells. We developed chemical labeling methods for proteins in test tubes as well as in living cells based on ligand-directed chemistry. Using these methods, small functional molecules can be
modified in the vicinity of the ligand binding pocket of target proteins with restoring the protein function. Here we overview our strategies and introduced their applications.
protein labeling / ligand-directed chemistry / protein engineering / aﬃnity labeling / live cells

1.

して高い親和性を示す．我々の研究室では，リガンド
認識と有機化学反応を組み合わせることによって，タ
ンパク質選択的なケミカルラベル化法を開発した．本
稿では，そのラベル化戦略と応用例について概説する．

生細胞におけるタンパク質のラベル化

タンパク質は細胞において，細胞骨格の形成や様々
な生化学反応を担う生命現象の中心的存在である．タ
ンパク質の構造と機能解析は主に精製タンパク質を用
いた試験管中での生化学的評価や，目的のタンパク質
に対して遺伝子工学的に GFP などの蛍光タンパク質
を融合させる方法が一般的である．しかし，これらの
系では，タンパク質の真の姿が正しく評価できるとは
言い切れず，タンパク質が存在する生きた細胞中で，
そのまま観察できることが望ましい．
そこで注目されるのが分子プローブを目的のタンパ
ク質に化学的に「ラベル化」する方法である 1)．分子
プローブは蛍光タンパク質と比較し，低分子量である
ため，タンパク質の構造や機能に与える影響が小さ
い．また蛍光に限らず，様々な検出モードでの測定を
可能とする．しかし，細胞中は目的タンパク質以外に
も，様々な分子が無数に存在する夾雑系である．また
タンパク質は，どれも約 20 種類のアミノ酸から構成
されているという点では似ており，細胞中でのタンパ
ク質選択性の確保はきわめて困難である．さらに細胞
系におけるラベル化反応，つまりアミノ酸残基とプ
ローブの共有結合形成は，多くの有機化学反応が苦手
とする水中で行う必要がある．このため，使用可能な
反応は大幅に限られていた．
リガンドと呼ばれる小分子は，固有の分子形状，電
荷密度や水素結合能によって，特定のタンパク質に対

2. Ligand Directed Tosyl Chemistry（LDT 化学）
リガンドにタンパク質表面のアミノ酸残基を修飾可
能な有機化学反応基を組み込むことで，夾雑系におけ
るラベル化が可能となる 2)．しかし，単純に反応基と
リガンドを連結しただけでは，ラベル化後も残ったリ
ガンドによってタンパク質の活性ポケットがマスクさ
れてしまい，タンパク質の活性が阻害される．そこで
ラベル化後にリガンド部位を切り出すことができる
P-PALM 3), 4) や P-ALM 5) 法を以前，我々は開発した．
しかし，これらは多段階の処理が必要であることや，
生体内での選択性（生体直交性：bioorthogonality）の低
さから，試験管中での適用に限られていた．我々はリ
ガンド指向型トシル化学（Ligand Directed Tosyl Chemistry̶LDT 化学）を開発し，その問題点を克服した 6)．
ここで用いるラベル化剤は，次の 3 つの部位からな
る．
（1）特定のタンパク質に親和性を有するリガン
ド，
（2）アミノ酸残基と反応する反応（トシル）基，
（3）タンパク質に修飾したいプローブである．トシル
基は有機合成化学で汎用される官能基であり，良い脱
離基となることで，その後の SN2 求核置換反応を容易
にする．ラベル化の機構は次のようになる．①リガン

Ligand Directed Chemistry for Protein Labeling and Functionalization in Living Cells
Yuki YASUEDA and Itaru HAMACHI
Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto 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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ドがタンパク質の活性ポケットに結合する②リガンド
結合によってトシル基とタンパク質表面のアミノ酸残
基が近接する③アミノ酸残基の求核攻撃によって，プ
ローブがアミノ酸残基と共有結合でラベル化される④
ラベル化と同時にリガンドがプローブから切り離され
る（図 1a）
．
LDT 化学の有効性はヒト炭酸脱水素酵素（CA）の
ラベル化によって実証された．CA は二酸化炭素と炭
酸水素イオンの変換を触媒し，主に血中の pH を調整
する機能を担っている．CA のリガンドとしては，ベ
ンゼンスルホンアミド（SA）が知られている．試験
管内での実験ではラベル化剤 1 を用いることでリガン
ド認識駆動によって，CA 選択的にクマリンをラベル
化することが可能であった．特筆すべきことは，ラベ
ル化されたタンパク質はその後も本来の酵素活性を保
持していることである．このラベル化反応はヒトの赤
血球でも CA 選択的に進行した．赤血球には様々なタ
ンパク質や小分子が存在するが，LDT 化学は夾雑系
でも優れた選択性を示した．さらにビオチンをプロー
ブとしたラベル化剤 2 を生きたマウスに尾静脈注射
し，マウス体内でのラベル化能を検討した．一定時間

後に採血し，ウエスタンブロッティングを行ったとこ
ろ，in vivo でも CA 選択的なラベル化の進行が確認で
きた．これは生きた生体でのタンパク質選択的なラベ
ル化に成功したはじめての例であり，LDT 化学の高
い生体直交性を示す結果である．

3. LDT 化学による検出モード，ターゲットの拡張
LDT 化学は様々な検出モードのプローブ導入を可
能とする．19F 核は生体にほとんど存在せず，ほぼ
100% の天然存在比であることから NMR プローブと
して，生体においてもバックグラウンドを低く抑える
ことができる．
我々は 19F プローブを持ったラベル化剤 3 を用いて
赤血球内に内在する CA がラベル化されていく様子を
時間依存的に観察することに成功した（図 2）．また
LDT 化学によって活性ポケット近傍に導入されたプ
ローブは，活性ポケット近傍の環境変化を敏感にとら
えることができる．赤血球中でラベル化された CA に
阻 害 剤 で あ る EZA（ethoxyzolamide） を 添 加 す る と，
EZA の結合に由来する新たな NMR ピークの出現が追
跡可能であった．すなわち赤血球中で内在性の CA は
ラベル化後も活性を保持しており，細胞本来の状態を
保ったままバイオセンサー化されたと言える．
LDT 化学はリガンド部位を変更すると，様々なタ
ンパク質にそのターゲットを拡張することができる．
たとえば免疫抑制剤として知られる FK506 に結合す
るタンパク質 FKBP12（FK506 binding protein 12）に対
するリガンドである SLF をリガンドとした 4 では，
Jurkat 細胞において内在性 FKBP12 のラベル化が可能
である 7 ．FKBP12 は細胞質に存在するタンパク質な
ので，ラベル化剤が細胞膜，すなわち脂質 2 重膜を透
過する必要がある．小分子の細胞膜透過性の観点から
は分子設計は疎水的かつ低分子量であることが望まし
い．SLF は比較的疎水的な構造を有していることか
ら，4 は細胞膜を透過し，ラベル化反応が進行したと
考えられる．さらに 5 を用いて光クロスリンカー（ジ
アジリン）と呼ばれる紫外光の照射によって活性化す
る反応基を FKBP12 に導入することで，FKBP12 と相
互作用するタンパク質を FKBP12 との架橋体として検
出することにも応用できる．

4.
図1
（a）LDT 化学の反応スキーム．（b）LDT 化学で用いるラベル化剤の
構造．検出モードの WB はストレプトアビジンを用いたウエスタ
ンブロッティングを表す．

Ligand Directed Acyl Imidazole Chemistry
（LDAI 化学）

LDT 化学でラベル化されるアミノ酸残基の種類は，
これまで His，Glu，Tyr が明らかになっている．逆に
言うと，ラベル化反応ではこれらのアミノ酸残基がト
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図2
赤血球中でのラベル化に伴う 19F-NMR シグナルの変化．時間経過
とともに，ラベル化剤に由来するシグナルが減少し，同時にラベ
ル化された CA に相当するシグナルが増加する．ここに阻害剤
EZA を添加すると，新たなシグナルが出現する．

図3
（a）LDAI 化学の反応スキーム．（b）LDAI 化学で用いるラベル化剤
の構造．（c）共焦点レーザー顕微鏡によるイメージング．KB 細胞
を 6 でラベル化後，葉酸で刺激を加えた後の時間経過．蛍光色素
標識したストレプトアビジンで染色を行っている．

シル基との反応に適した位置に存在する必要がある．
また LDT 化学は比較的反応が遅いという課題もあり，
ラベル化反応の拡充が求められている．
最近，その 1 つとして，リガンド指向型アシルイミ
ダゾール化学（Ligand Directed Acyl Imidazole Chemistry:
LDAI 化学）を開発した 8 ．LDT 化学同様，リガンド
認識に駆動された反応基とアミノ酸残基の近接効果に
よってアシル転移反応が進行し，リガンドが切り離さ
れ る（図 3a）． リ ガ ン ド と し て メ ト ト レ キ サ ー ト
（MTX）を持つラベル化剤を用いて，葉酸受容体（FR）
やジヒドロ葉酸還元酵素（DHFR）のラベル化を検討
すると，試験管中において LDAI 型では Lys 残基選択
的に 84% の高いラベル化率を示したのに対し，LDT
型ではほとんど反応が進行しなかった．
内在性 FR を発現している生きた KB 細胞そのまま
を LDAI 化学によってラベル化し，共焦点レーザー顕
微鏡で観察した．6 によるラベル化後には細胞膜表層
から蛍光が観察されたが，興味深いことに，葉酸の添
加によって膜に存在した蛍光の一部が次第に細胞内へ
と移行する様子が観測された．これはラベル化された
FR がリガンド刺激によって，細胞内移行（internalization）していることを示している．また 7 を用いてフ
ルオレセインで標識した場合，様々なリガンドの添加

によって，細胞膜上の蛍光強度の増大が確認できた．
蛍光強度の増大は添加したリガンドの種類や濃度に依
存し，各リガンドの添加に伴う蛍光の時間変化から，
リガンド結合の速度論的パラメーターの算出が可能で
あった．生細胞で内在性タンパク質をそのままラベル
化することによって，受容体機能のより自然な状態で
の精密解析ができることを示す一例であろう．

5. Affinity Guided DMAP Chemistry（AGD 化学）
リガンドの痕跡を残さない別のラベル化戦略とし
て，AGD（Affinity Guided DMAP）化学がある 9 , 10 ．こ
のラベル化法の概略を示す（図 4a）．特徴は LDT や
LDAI 化学と異なり，触媒反応を用いる点にある．リガ
ンドを連結した DMAP（N,N-dimethyl-4-aminopyridine）
がタンパク質の活性ポケットに結合し，これがタンパ
ク質表面でプローブ部位をつないだアシルドナーを活
性化する．次に近傍アミノ酸残基が求核攻撃をするこ
とで，アシル転移反応が起こる．プローブ部位はリガ
ンド連結 DMAP からタンパク質上のアミノ酸残基に
転移し，この方法によってもリガンドの痕跡が残らな
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いラベル化が実現する．AGD 法では DMAP 数を増や
すことでラベル化の効率は飛躍的に向上し，LDT 化
学 と 比 較 し， 高 速 ラ ベ ル 化 が 可 能 で あ る． こ れ は
DMAP の多価効果によって，効率よくアシルドナー
が活性化されるとともに，DMAP が塩基としても作
用していると考えられる．
HEK293 細胞に過剰発現させたブラジキニン B2 受
容体（B2R, GPCR の一種）に対し，アンタゴニストペ
プチドを連結した DMAP 触媒 8 およびアシルドナー
9 を用いてラベル化を行った．ラベル化は 30 分で完
結し，細胞膜表層のみからフルオレセイン由来の蛍光
が観察された．B2R へのラベル化はアシルドナー 10
を用いてラベル化後，細胞破砕し，ウエスタンブロッ
ティングにより確認された．細胞膜上のラベル化 B2R
の蛍光は消光基である Dabsyl 基を連結したアンタゴ
ニスト 11 を添加すると，大きく減少した．この変化
はフルオレセインから Dabsyl 基への蛍光共鳴エネル
ギー移動（FRET）によると考えられる．ここに様々
なアンタゴニストを添加したところ，B2R と結合でき
るアンタゴニストの場合にのみ Dabsy 基の追い出しが

起 こ り， 蛍 光 が 回 復 し て い く 様 子 が 観 察 さ れ た
（図 4c）．DMAP 化 学 に よ る フ ル オ レ セ イ ン 修 飾 で
B2R が生細胞膜表面で turn-on 型の蛍光センサーへと
変換されたことを意味している．

まとめ

6.

細胞や生体内といった夾雑系において，特定のタン
パク質に選択的にプローブを導入できる化学的手法を
紹介した．我々のラベル化法はリガンドの痕跡をタン
パク質に残さないという特徴によって，ラベル化後も
タンパク質本来の機能を保っている．ラベル化に用い
る化学によってラベル化されるアミノ酸残基や反応速
度は異なるので，タンパク質にあわせてラベル化剤の
構造を最適化する必要があるが，様々なタンパク質を
色々なプローブ分子で修飾することが可能となりつつ
ある．生細胞・組織において，タンパク質をそのまま
ラベル化し，その挙動を色々な角度から解析すること
で，タンパク質を通した生命現象の解明や創薬などに
新しい視点が加えられると考えている．
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図4
（a）AGD 化学の反応スキーム．
（b）AGD 化学で用いる DMAP 触
媒およびアシルドナーの構造．（c）HEK293 細胞において，B2R を
フルオレセイン型アシルドナー 9 でラベル化後（写真左）
，消光
基を連結したアンタゴニスト 11 を添加（写真中央）
．アンタゴニ
ストの添加によって，蛍光が回復する（写真右）．
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TDGとMBD4グリコシラーゼの基質認識機構
橋本秀春

1.

エモリー大学医学部生化学科

シトシン 5 位の修飾

高等動物のゲノム上のシトシン―グアニンと続く
CG 配列のシトシン C5 位は可逆的にメチル化修飾を
受ける．シトシン C5 位のメチル化は DNMT（DNA
methyltransferase）により修飾される．脱メチル化経路

図1
（a）Arg442 は副溝側からチミンをフリップアウトし，Leu480 と
共に みなしご グアニンを安定化する．（b）MBD4（D534N）に
よるフリップアウトしたチミンの認識機構 ; 矢印は水素結合のド
ナーとアクセプターを示す．（c）酵素反応後のリボース．

は未だ不明であり，現在 2 つの塩基除去修復経路を介
した脱メチル化経路が考えられている 1 ．1 つめはメ
チル化シトシン（5mC）が脱アミノ化されチミン（T）
に 変 換 さ れ，MBD4（Methyl-CpG-binding domain protein 4）および TDG（Thymine DNA glycosylase）が G:T
ミスマッチ塩基対を認識しチミン塩基を除去する経

よって安定化されている（図 1a）．MBD4 はフリップ

路．2 つめは TET（Ten-eleven translocation）たんぱく

アウトしたチミンのワトソン・クリック極性エッジを

質がメチル化シトシン（5mC）をヒドロキシメチル化

Gln423 で正確に認識し，脱アミノ化された O4 酸素

（5hmC）
；ホルミル化（5fC）
；カルボキシル化シトシン

原子と Val422 の主鎖窒素原子との間で水素結合を形

（5caC）へと次々に酸化し，TDG がホルミル化シトシ

成する（図 1b）
．シトシン誘導体ではワトソン・ク

ン（5fC）とカルボキシル化シトシン（5caC）塩基を除

リック極性エッジの極性が異なるため，メチル化シト

去する経路が考えられている．脱メチル化に関わると

シン（5mC）は MBD4 の基質にはなりえない．また，

考えられているミスマッチ塩基対特異的 MBD4 グリコ

チ ミ ン の C5 位 の 修 飾 は 認 識 さ れ な い た め，U/

シラーゼとミスマッチ塩基対と 5fC，5caC の両方に活

T/5hmU に対してそれぞれ活性を持つ．

性を持つ TDG グリコシラーゼの 2 つのグリコシラー

3.

ゼの結晶構造から得られた基質認識機構を概説する．
2.

TDG による 5caC の基質認識機構

TDG は 幅 広 い 基 質 特 異 性 を 持 つ．G:U，G:T，

MBD4 グリコシラーゼドメインによる
基質認識機構

G:5hmU ミスマッチ塩基対の他に G:5fC，G:5caC，お

MBD4 グ リ コ シ ラ ー ゼ ド メ イ ン は，G:U，G:T，

よび G: C（エテノシトシン）を基質とし，塩基をフ

G:5hmU（5hmU：ヒドロキシメチル化ウラシル）ミス

リップアウトし塩基除去する 4 -7 ．TDG と大腸菌 Mug

マッチ塩基対の U/T/5hmU に活性があり，シトシン

（mismatch uracil glycosylase）の 2 つがフリップアウト

誘導体（C/5mC/5hmC/5fC/5caC）に対しては活性がな

した 5caC を十分に取り込める大きさのケージを保持

い．この MBD4 の基質特異性はマウス MBD4 の不活

し，5caC に対する活性を持つ 3 , 4 ．興味深い点は，シ

性型酵素（D534N）と G:T ミスマッチ DNA の基質複

ト シ ン 誘 導 体 の 中 で も 5fC（-CHO）
， お よ び 5caC

合体の構造解析から原子レベルでの明確な説明が可能

，5hmC
（-COOH） に は 活 性 が あ る が，5mC（-CH3）

．マウス MBD4 では Arg442 が副溝側か

（-CH2OH）には活性がない点である．これらは主溝

らミスマッチ塩基対を認識し，基質であるチミンを完

側の修飾の違いである．TDG が塩基フリップ時に

全にフリップアウトする（図 1a）
．Arg442 はフリップ

5fC/5caC を認識している可能性があった．しかし主

アウトしたチミンの位置に挿入され， みなしご

グ

たる基質認識は副溝側からの Arg275 であった 4 , 7 ．そ

アニンは Arg442 および Leu480 の主鎖との水素結合に

して主溝側に接近する Pro-Gly-Ser ループのアミノ酸

になった

2 ,3

Structural Insights into the Substrate Recognition by TDG Glycosylase Domain and MBD4 Glycosylase Domain
Hideharu HASHIMOTO
Department of Biochemistry, Emory 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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反応に関してはほとんど不明である．MBD4 では他
のグリコシラーゼで見られるようなグリコシド結合切
断後のリボース C1

炭素原子の水酸化が観察されず，

Asp534 により安定化されている（図 1c）
．これは他と
はまったく異なる新たな反応機構であり酵素反応を理
解する上でさらに高解像度の結晶解析が必要である．
また TDG の 5caC の認識機構は，構造解析の結果か
ら 5caC のカルボキシル基を認識する N157A，N157D
および A145S の変異体を作成したものの 5caC に対し
て依然活性が維持されている．よって Ala145/Asn157

図2
（a）TDG による副溝側からの Arg275 による DNA 認識と主溝側の
P-G-S ループ．（b）アミノ化，イミノ化による G:5fC および G:5caC
の構造変換．（c）TDG の Ala145，Asn157 による 5caC 認識機構．

による認識とは異なる 5caC の基質認識機構 / 酵素活
性機構が存在すると考えられる．そして 5caC に対す
4
る活性は低 pH で上昇することから ，現在報告され

残基をすべて Ala に置換した変異体でも野生型と同様

ている中性 pH 条件下の結晶構造とは異なる低 pH 条

の酵素活性を保持していた．このことから主溝側から

件下で酵素反応中を捉えた結晶の作製，および構造解

の PGS ループの側鎖で基質を認識している可能性は

析が必要である．

低い（図 2a）
．一方，G:5fC/G:5caC 塩基対では互変異
性により 8 ，アミノ化からイミノ化への構造変換で
ゆらぎ塩基対

謝 辞

本研究はエモリー大学医学部生化学科，Xiaodong

が形成されると考えられる（図 2b）．

これにより TDG は G:5fC/G:5caC の

Cheng 研究室のもとで行われた成果であり，米国 NIH

ゆらぎ塩基対

をミスマッチ塩基対と同様に副溝側から認識すること

のサポートを受け SER-CAT（22ID, 22BM）ビームラ

が可能になり，Arg275 が 5fC/5caC をフリップアウト

イン（APS）を用いた成果である．

すると考えられる．塩基フリップアウト後の 5caC の
文 献

認識機構は 5caC と不活性型 TDG との結晶構造解析

1

から Ala145，Asn157 が 5caC のカルボキシル基を認識
7
，A145S，N157A の変異体でも
しているが（図 2c）

Branco, M. R. et al. 2012 Nat. Rev. Genet. 13, 7-13.

2

Hashimoto, H. et al. 2012 Nucleic Acids Res. 40, 8276-8284.

3

Morera, S. et al. 2012 Nucleic Acids Res. 40, 9917-9926.

5caC 活性が維持され，これらは基質認識 / 酵素活性

4

Hashimoto, H. et al. 2012 Nucleic Acids Res. 40, 10203-10214.

に は 必 須 で は な い 4 , 9 ． さ ら に 変 異 体 N157D で は

5

Maiti, A., Drohat, A. C. 2011 J. Biol. Chem. 286, 35334-35338.

5caC 特異的な酵素となることから 9 ，5caC のフリッ
プアウト後の TDG の基質認識および酵素活性機構は
不明のままである．
4.

6

He, Y. F. et al. 2011 Science 333, 1303-1307.

7

Zhang, L. et al. 2012 Nat. Chem. Biol. 8, 328-330.

8

Münzel, M. et al. 2011 Chem. Eur. J. 17, 13782-13788.
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Hashimoto, H. et al. 2013 J. Mol. Biol. 425, 971-976.

おわりに

ほ乳類では MBD4 と TDG の 2 つのグリコシラーゼ
が一塩基除去修復経路を介した脱メチル化に関わると
考えられている．この 2 つのグリコシラーゼは植物の
ROS1（Repressor of Silencing）とは異なり，メチル化シ
トシン / ヒドロキシメチル化シトシンを直接除去でき

橋本秀春

ず，TET によるホルミル化，カルボキシル化に伴う
ゆらぎ塩基対

の形成，もしくはデアミナーゼによ

る脱アミノ化によるミスマッチ塩基対の形成によって
はじめて塩基除去され，一塩基修復機構により脱メチ
ル化が完了すると考えられる．一方，グリコシラーゼ

トピックス
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シャペロニンがタンパク質フォールディングを
援助する仕組み
元島史尋

1.

京都産業大学総合生命科学部

パク質が結合した GroEL に ATP と GroES が結合する

シャペロニンによるフォールディング援助

のに伴い，変性タンパク質が空洞内部に閉じ込められ

分子シャペロンは熱などにより変性したタンパク

て開始する（図 1）．筆者は，一度空洞内に閉じ込め

質，リボソームで合成された新生タンパク質などに結

られた変性タンパク質のある割合が継続的に空洞外へ

合し，そのフォールディングを援助するタンパク質の

遊離することを発見した 5 ．この現象は変性タンパク

総称である．中でも大腸菌由来シャペロニン（GroEL/

質の空間制限が confinement モデルの想定ほど強くな

GroES）は，大腸菌の生育に必須であり，自発的な

いことを示唆している．そこで我々は，変性タンパク

フォールディングが困難なタンパク質の多くをフォー

質が空洞内に完全に閉じ込められていない中間体を新

ルディングできることから，その機能が注目されて

たに想定した（図 1b）．この中間体の存在は空洞外か

きた．

ら加えた抗基質タンパク質抗体の空洞内変性タンパク

X 線結晶構造や生化学的実験から，シャペロニンは

質への結合などにより確かめられた．変性タンパク質

変性タンパク質をその親水性空洞に閉じ込めてフォー

は空洞内にわずかに露出する疎水性のサブユニット界

ルディングを援助することが明らかとなっている

1 ,2

．

面近傍のシステインとジスルフィド架橋を形成し，変

これらの事実から，シャペロニンは変性タンパク質を

性タンパク質はこれらの領域と疎水性相互作用してい

空洞内に隔離することで変性タンパク質同士の結合に

ると考えられた（図 2）．また，疎水性を減少させた

よる不可逆な凝集体形成を阻害し，閉じ込められた変

GroEL 変異体にフォールディングが遅いものがあり，

性タンパク質は自由にフォールディングすると考えら

疎水性相互作用がフォールディングの促進に働く可能

れてきた（Anfinsen cage モデル）．

性が示唆された 5 ．

近年，凝集体形成阻害に加えて，シャペロニンの空
洞への閉じ込め自体にフォールディング促進効果があ
る，とする論文が相次いで報告された 3 , 4 ．それらに
よると，空洞による空間制限が変性タンパク質をコン
パクト化してコンフォメーションエントロピーを減少
させ，自由エネルギーを増加させることにより，変性
状態と遷移状態との自由エネルギー差（活性化自由エ
ネルギー）が小さくなり，フォールディングが速くな
ると説明している（confinement モデル，図 1a）．
筆者らは最近，変性タンパク質がシャペロニン空洞
と疎水性相互作用した新規の中間体を想定したモデル
を提唱した 5 , 6 ．本稿では，このモデルに基づいて
フォールディングを再検証した結果と，疎水性相互作

図1
シャペロニン援助フォールディングのモデル．（a）Confinement
モデル．空洞内の変性タンパク質は完全に閉じ込められるとす
る．（b）Tethering モデル．空洞内の変性タンパク質は完全に閉じ
込められず（Tethering 中間体），空洞内でフォールドするか，ま
たは空洞外に遊離後（escape），自発的にフォールドする．

用の予想される役割について紹介する．
2.

変性タンパク質と空洞との疎水性相互作用

シャペロニンのフォールディング反応は，変性タン

The Mechanism by Which Chaperonin Assists Protein Folding
Fumihiro MOTOJIMA
Department of Molecular Biosciences, Faculty of Life Sciences, Kyoto Sangyo 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.

空洞内フォールディングの再検討

この研究から，真の空洞内フォールディングを観察
するには空洞外の自発的フォールディングを除く必要
があることも示された（図 1b）．マルトース結合タン
パ ク 質 変 異 体 DMMBP は す べ て 空 洞 内 で フ ォ ー ル
ディングするとされていたが 4 ，実際は 90% も空洞
外でフォールディングしていた 6 ．空洞内負電荷によ
る水和水の安定化がフォールディングを促進するとい
う説はこの自発的フォールディングに基づいていてお
り，否定された 6 ．また，confinement モデルを裏付け
るとされた約 10 倍のフォールディング速度上昇 4 は，

図2
シャペロニン空洞の断面図（PDBID: 1AON）．疎水性残基を緑，シ
ステイン変異すると変性タンパク質とジスルフィド架橋した残基
をラベルした．

タンパク質変性に用いたグアニジン塩酸が自発的
フォールディングを遅くすることが原因であり，尿素
変性の場合，2 倍程度しか促進しなかった 6 ．
さらに confinement モデルを支持する次の実験を再

ングとは異なるフォールディング過程が観察されてい

検証した．DMMBP のネイティブ構造で接近している

る 8 ．疎水性相互作用によってフォールディングの遷

が 1 次配列で離れている 2 つの残基をシステインに変

移状態エネルギーが減少する可能性が指摘されてい

異しジスルフィド架橋すると，シャペロニンでフォー

る 9 ．我々は，空洞との疎水性相互作用が自発的フォー

ルディングが促進されなくなる ．この結果から，空

ルディング中に陥る速度論的トラップ状態（非ネイ

間制限による変性タンパク質のコンパクト化はジスル

ティブ相互作用により形成した安定な変性状態）の解

フィド架橋と同様の効果があると提唱されていた ．

消に働くと予想している．この論争に決着が付く日は

我々はこれらのシステイン残基を 2 種類の蛍光色素で

それほど遠くないかもしれない．

4

4

修飾し，蛍光色素間距離を蛍光共鳴エネルギー移動

謝 辞

（FRET）で測定したところ，空洞内の変性タンパク質

本研究は京都産業大学・吉田賢右教授の御協力のも

のシステイン残基は自発的フォールディングと同じか

と行われました．深く感謝いたします．

それ以上に離れており，コンパクト化は起こらないと

文 献

結論された（第 50 回日本生物物理学会年会発表）
．
4.

疎水性相互作用の役割

タンパク質 rhodanese の空洞内フォールディングは

1

Weissman, J. et al. 1995 Cell 83, 577-587.

2

Xu, Z. et al. 1997 Nature 388, 741-749.

3

Tang, Y. et al. 2006 Cell 125, 903-914.

4

Chakraborty, K. et al. 2010 Cell 142, 112-122.

自発的フォールディングよりも遅く，confinement モ

5

Motojima, F. et al. 2010 EMBO J. 29, 4008-4019.

デルでは説明できない現象である ．ごく最近報告さ

6

Motojima, F. et al. 2012 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 39, 15740-
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15745.

れた rhodanese フォールディングの粗視化分子動力学

7

シミュレーションによると，空洞との相互作用を考慮

Hofmann, H. et al. 2010 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 1179311798.

すると上の実験結果を再現できたが，confinement モ

8

Sirur, A. et al. 2013 Biophys. J. 104, 1098-1106.

デルで想定されている相互作用しない空洞では，空洞

9

Jewett, A. et al. 2004 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 1319213197.

内フォールディングは自発的フォールディングよりも
1 桁以上速くなった 8 ．相互作用の中でも特に疎水性
相互作用の影響が大きく 8 ，実際に空洞内には疎水性
残基が多数露出している（図 2）
．これらの結果は
tethering モデルと矛盾しない．
空洞が必ずしもフォールディングを加速しないのな
らば，疎水性相互作用の役割は何だろうか

シミュ
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脂質膜へテロ界面はナノ物質をサイズ依存的に
識別する
濵田 勉

1.

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科

を添加し，相互作用を蛍光顕微鏡で観察した 5)．する

はじめに

と，粒子サイズ 200 nm を境に，小さい粒子はドメイ

近年，医療や化粧品など多くの産業分野で，新たな

ンに，大きい粒子は周囲の非ドメイン領域に選択的に

機能性材料としてナノ粒子の研究開発が進んでいる．

吸着した（図 2）．また，温度変化による一時的なド

しかし，ナノサイズの物質の生体や人体に対する影響

メイン消滅や，レーザートラップによる外力印加など

はよくわかっておらず，その客観的な評価基準の確立

の揺動に対して，ナノ粒子はこの局在性を維持した．

が急がれている 1)．生体に対する作用機構を理解する

生細胞膜において膜ドメインはエンドサイトーシス小

ためには，生体を構成する細胞の表面，すなわち細胞膜

胞を形成する場として考えられており，このドメイン

でのナノ粒子の振る舞いを明らかにすることが必須と

誘起エンドサイトーシスは人工膜で再現されてい

なる（図 1）
．本稿では，生細胞膜の特徴的構造を再現

る 6)．すなわち，我々の実験結果は，小さいナノ粒子

した人工細胞膜（細胞サイズリポソーム）を用いた 2)，

はドメインを介して細胞内に取り込まれやすい事を示

脂質膜とナノ粒子との相互作用の研究成果を紹介する．

唆している．

2.

4.

相分離により形成される細胞表面のヘテロ構造

ナノ粒子吸着に伴う脂質膜の自由エネルギー変化

細胞膜は，多成分の脂質から成る分子集合体であ

次に，ナノ粒子が示す膜局在の物理メカニズムにつ

る．膜を構成する脂質分子は，膜面で一様に混合せ

いて考察する．本実験条件では，粒子と膜の間に働く

ず，周囲から分離した領域（膜ドメイン，たとえば脂

主な力は van der Waals 引力であり，粒子は膜に吸着す

質ラフト）を形成している（図 1）3)．この膜ドメイン

る．このとき，吸着力が大きければ，接触面積を増や

は受容体タンパク質等を選択的に局在させ，シグナル

すため膜は粒子を覆うように変形する．しかし，膜が

伝達や小胞輸送などの場として機能すると考えられて

変形するには，膜の弾性力に打ち勝つ必要がある．こ

いる．膜ドメインの形成原理は，膜内の相分離現象と

の 2 つの競合する力（エネルギー）を比較すると，膜

して理解できる．相転移温度の異なる脂質分子が共存

変形を誘起する臨界粒子サイズ D = 2(2κ/w)1/2 が求ま

すると，脂質分子のアシル基の運動性が抑えられた

る．ここで，w は膜と粒子の吸着エネルギー，κ は膜の

「秩序相」状態（膜ドメインに対応する）と，流動性

弾性係数を表す．ここに，典型的な物性値を代入する

の高い「無秩序相」状態の領域（周囲の膜に対応する）

と，粒子の直径 D が 260 nm と求まる．この値は，実

に，それぞれの分子が分布する．

験で観察された膜ドメインに局在する粒子サイズの閾
値（200 nm）とほぼ同じであり，膜変形の有無が粒

このような細胞膜のヘテロ界面は，人工脂質膜小胞
（リポソーム）で再現することができる 4)．コレステ

子の局在メカニズムに関わっていることを示している．

ロール・飽和脂質・不飽和脂質から細胞サイズのリポ

臨界サイズ以上の粒子は，吸着エネルギーの寄与が

ソームを作製し，流動性の高い非ドメイン領域に局在

大きく，膜は粒子を覆うように変形する．膜が変形す

する蛍光色素を用いることで，リポソーム表面のドメ

る場合，系の自由エネルギーは曲率弾性エネルギーで

イン構造を可視化する．

記述でき，そのエネルギーは弾性係数に比例する．す

3.

なわち，弾性係数の小さい周囲の非ドメイン領域への

脂質膜ヘテロ界面へのナノ粒子の吸着挙動

粒子の局在が安定となる．一方，臨界サイズ以下の粒

我々は，このヘテロ界面を持つ細胞サイズリポソー

子は，弾性エネルギーの寄与が大きく，膜の曲率変形

ムに対して，直径 50 〜 1000 nm のポリスチレン粒子

は起こりにくい．しかし，粒子の吸着に伴い膜の熱揺

Size-dependent Partitioning of Nanoparticles Mediated by Membrane Lateral Heterogeneity
Tsutomu HAMADA
School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
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5.

まとめと展望

本稿では，人工細胞膜を用いたナノ粒子の挙動解析
を紹介した．ナノ粒子が膜表面に吸着する様子は，粒
子の大きさに依存して変化する，すなわち，小さい粒
子ほど膜ドメインに局在しやすいことを見出した．そ
して，その物理メカニズムは，粒子吸着に伴う膜の自
由エネルギー変化により理解することができる．これ
は，脂質膜の物性が，膜表面上でナノ粒子を分配する
機能を備えていることを意味する．また，ナノ粒子に
加えて，我々は，自己会合性のペプチド（アミロイド

図1
細胞膜へのナノ粒子の作用．

β ペプチド）が，その重合度（分子の大きさ）に応じ
て，膜ドメインへの局在状態を変化させることも発見
している 7)．この様に，脂質膜のヘテロ界面は，様々
な物質分子に対して，根源的な「識別」機能を果たし
ていることが予想される．また，細胞内には小胞体等
の脂質膜で作られたコンパートメントがいたる所に存
在しており，これらの膜界面もヘテロ構造であること
が示唆されている 8)．すなわち，細胞内部における分
子反応の制御にも，ヘテロ膜界面が寄与している可能
性が大きい．
本稿で紹介した研究成果の共同研究者である北陸先
端科学技術大学院大学の高木昌宏教授に感謝いたしま
す．本研究は，科学研究費補助金の支援を受けて行わ
れました．
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図2
細胞サイズリポソームへのナノ粒子の吸着挙動．蛍光顕微鏡像
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らぎが制限されるため，エントロピーが減少する．こ
の自由エネルギー変化は，弾性係数に反比例するた
め，元々揺らぎが少ない低流動性の膜ドメインに吸着
する方が安定である．このように，膜の自由エネル
濵田 勉

ギーにより，サイズ依存的な粒子の分配挙動を定性的
に説明することができる．
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P2X受容体の構造とATP依存的な
チャネル活性化機構
服部素之

1.

東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻 / 科学技術振興機構さきがけ

の ATP 依存的なチャネル活性を保持していることを

はじめに

合わせて確認した．結晶化の促進を目的とした変異導

ATP は，細胞内におけるエネルギー源として代謝，

入は一般的に用いられているが，変異導入による機能

生合成系など多様な生命現象において非常に大きな役

の欠失が生理条件を反映しない立体構造決定につなが

割を果たしている．その一方で，イオンチャネル型の

ることがあるため，結晶化に先立った発現系の機能評

P2X 受容体と G タンパク質共役型の P2Y 受容体という

価は構造解析，特に膜タンパク質の構造解析では常に

2 種類の細胞外 ATP 受容体が約 20 年前に分子クロー

留意したい．

1), 2)

，それ以後，細胞外におけるシグナル分

P2X4 受容体は，可溶性の細胞外ドメインと合計 6

子としての ATP の機能に大きな注目が集まっている．

回の膜貫通へリックスを含む膜貫通ドメインから構成

P2X 受容体は，細胞外 ATP により活性化される非選

され，ホモ 3 量体を形成している（図 1a）．また，3

択性陽イオンチャネルである．P2X 受容体ファミリー

量体を形成する各サブニットは，イルカを模したよう

はそのアミノ酸配列に基づき，7 つのサブタイプに分

な形をしており（図 1b）
，以後の立体構造の説明には

類されると共に生体における幅広い発現に伴い，筋肉

適宜このイルカモデルを用いる．

ニングされ

収縮，神経疼痛，味覚，炎症反応など，多様な生命現

ATP 存在下において構造決定された P2X4 受容体ホ

3)

象において重要な役割を果たしている ．しかしなが

モ 3 量体の構造中では，各サブユニットに ATP が 1

ら，構造解析が困難とされる真核生物特有の膜タンパ

分子ずつ結合しており（図 1a）
，P2X 受容体 3 量体に

ク質であることから，その高分解能立体構造情報とし

対して合計 3 つの等価な ATP 結合部位が同定された．

ては，近年までゼブラフィッシュ由来 P2X4 受容体の

この ATP 結合部位は，隣りあうサブユニット A，B に

アポ型閉状態の構造が決定されているのみであっ

おける Body ドメインから主に形成され，膜貫通ドメ
インから約 40 Å 程度と大きく離れていた（図 1）
．

4)

た ．そのため，P2X 受容体による ATP 認識機構や
ATP 依存的なチャネル活性化機構の理解に必要な ATP

また，アポ型の P2X 受容体の立体構造では，膜貫

結合型の詳細な立体構造はこれまでに明らかになって

通ドメインにおけるイオン透過孔はせまく閉じていた

いなかった．

のに対し，今回の ATP 結合型の P2X 受容体の構造中で

2.

は，部分的に水和したイオン透過が可能な 7 Å 程度の

ATP 結合型開状態の P2X 受容体の X 線結晶構造

直径にまで大きく開いた形状となっていた（図 1c）
．

ATP 結合型 P2X 受容体の立体構造を解明すべく，

さらには，本結晶構造から示唆された ATP 認識や

ゼブラフィッシュ由来 P2X4 受容体に複数の変異導入

イオン透過に関わる残基は過去の変異体解析の結果と

およびその変異体の結晶化を行い，ATP 存在下におい

もよく一致しており

て得られた結晶を用いて，2.8 Å 分解能の X 線回折像

おける P2X 受容体の立体構造は，イオンチャネル型

を得た．変異導入のうち特に C 末端 24 残基の欠失変

細胞外 ATP 受容体である P2X 受容体の ATP 結合型開

異はクリスタルパッキングの改善に大きく寄与した．

状態，つまり活性化状態を反映したものであると考え

この回折データおよび既知のアポ型閉状態の P2X 受

られた．

容体の結晶構造を用いた分子置換法により構造決定を

3.

行った 5)．この際，結晶化に用いた発現系の電気生理

6), 7)

，今回決定した ATP 存在下に

チャネル活性化機構

今回解析した ATP 結合型開状態および既知のアポ

学的な解析により，この発現系が P2X4 受容体として

Structure and ATP-dependent Gating Mechanism of P2X Receptors
Motoyuki HATTORI
Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, The University of Tokyo / JST PRESTO
※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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型閉状態のそれぞれのサブユニット構造の重ね合わせ

これらのドメインとつながる両サブニットの

から，ATP 結合部位および膜貫通ドメインにおいて有

トから構成される Body ドメインが外側へ大きく広が

意な構造変化がみられた（図 1b）
．これら構造変化に基

るような動きへとつながっていく（図 1d）．

シー

づき，P2X 受容体のチャネル活性化機構を議論する．

この ATP 依存的な Body ドメインの拡大は，このド

ATP 結合部位は，隣りあうサブユニット A，B にお

メインと膜貫通ドメインとの構造的な共役から，膜貫

ける Body ドメインから形成されると共に，Head ドメ

通ドメインにおけるイオン透過孔の拡大へとつなが

イン（A）
，Dorsal Fin（B）および Left Flipper（A）によっ

り，チャネルの閉状態から開状態への構造変化，つま

て囲まれている（図 1b, d）
．ATP 結合の際，Head ドメ

り，チャネルの活性化を引き起こす（図 1d）．

インおよび Dorsal fin が互いに近づくように構造変化

興味深いことに，P2X 受容体においてみられるよう

するのに対し，Left Flipper は，ATP 結合部位から押し

な「リガンド結合が

出されるような構造変化を示す．さらに，Left Flipper

ドメインのコア領域の拡大を引き起こし， シート領

（A）および Dorsal Fin（B）に起こるこの構造変化は，

域と膜貫通ドメインの構造的共役に基づき，膜貫通ド

シートから構成される細胞外

メインにおけるイオン透過孔の開閉へとつながる」と
いったチャネル開閉機構が，進化的には異なる起源を
持つ 3 量体チャネルであるプロトン感受性 Na チャネ
ル ASIC においてもみられることがごく最近報告され
ている 8 ．
本研究では，P2X 受容体の立体構造に基づき，ATP
依存的なチャネル活性化機構を提唱した．これらの知
見は，細胞外 ATP シグナル伝達の開始を保証する分
子機構の理解を大きく進展させるものであるといえる
だろう．
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FoF1-ATP合成酵素のプロトン駆動力による
回転運動の直接観察
渡邉力也

1.

東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻

程度でプロトン駆動力が消滅してしまう．よって，プ

はじめに

ロトン駆動力を安定的に発生させることは非常に困難

FoF1-ATP 合成酵素（FoF1）は，細胞膜の両側に形成

であった．そこで，筆者は FoF1 の回転運動を観察す

される プロトン駆動力 を利用して生理的に重要な

るため，顕微鏡下に脂質 2 重膜を展開し，膜を介した

ATP を合成する，タンパク質でできたエネルギー変換

プロトン濃度差をその両側に安定的に形成する実験系

素子である ．FoF1 は，その生理的な重要性だけでな

を新規開発した 5 ．本実験系では，プロトン駆動力の

く，電気・化学間のエネルギー変換の過程で，分子内

安定的な形成のため，2 つの工夫を施した（図 1a）
．

1

（i）K チャネル（KcsA）の膜への再構成

の回転運動を伴うモータータンパク質であることか
ら，長年，多くの研究者に注目されている．FoF1 は 2

（ii）Caged H を利用したプロトンの供給

つの回転分子モーターから構成される．1 つは膜内在

（i）に関しては，KcsA を FoF1 と共に膜へ再構成する

性の Fo で，プロトンの輸送と共役して回転すること

と，膜の電気抵抗が増加することが明らかにされ，す

が予想されており，もう 1 つは水溶性の F1 で，ATP

なわち，KcsA の再構成によって膜の欠陥箇所は減少

の加水分解 / 合成と共役して回転を行う．ここ 10 数

し，プロトン濃度差を安定的に形成することができ

年に渡り，FoF1 のエネルギー変換機構における回転運

た．また，（ii）に関しては，UV 光の照射によって

動の役割を理解するため，筆者を含む日本のグループ

Caged H は分解しプロトンを放出する性質を持つた

は，回転運動の 1 分子計測を行ってきた．取扱いのし

め 6 ，溶液交換をせずとも光の ON-OFF でプロトン濃

やすさから 1 分子計測の中心は，F1 部分単独での回

度差を瞬時に形成することが可能になった（図 1b）
．

転運動に関するものであり，その作動原理は非常に理

3.

解が進んでいる 2 , 3 ．しかし，膜内在性の Fo ならびに

FoF1 のプロトン駆動回転

FoF1 複合体がプロトン駆動力によって回転する様子

FoF1 のプロトン駆動回転の 1 分子計測のため，金ナノ

は，最先端の 1 分子計測法をもってしても観察できて

粒子を回転プローブとした回転運動の高速度計測系 7

いない．すなわち，それらの作動原理の大部分は未解
明であり，プロトン駆動力による回転運動の 1 分子計
測の実現が，この研究分野の最大の課題であった．
2.

プロトン駆動力の制御

プロトン駆動力による膜タンパク質の

動き

を観

察するうえでの最大の技術障壁は，顕微鏡下でプロト
ン駆動力を安定的に発生できないことにある．従来，
プロトン駆動力を発生する時は，酸性もしくはアルカ
リ性に大きく偏った緩衝液の溶液交換によって，脂質
2 重膜の両側にプロトン濃度差を形成していた 4 ．こ
図1
プロトン駆動回転の 1 分子計測系．
（a）計測システムの図，（b）
pH 感受性蛍光色素（pHrodo）を利用した膜の下側の pH 変化計測．
酸性条件下で蛍光強度が増大する．

の手法では，溶液交換による流体力学的な作用によっ
て膜が損傷を受けるだけでなく，元来存在する膜の欠
陥箇所からプロトンが流入し，緩衝液の交換後，数秒
Direct Observation of Proton-driven Rotation of FoF1-ATP Synthase
Rikiya WATANABE
Department of Applied Chemistry, 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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と上述のプロトン駆動力の制御系を組み合わせた実験

成のための触媒部位が 1 分子あたり 3 個存在し 9 ，Fo

系を構築した（図 1a） ．この実験系を利用して FoF1

にはプロトンの輸送部位が 10 個存在する 10 ．すなわ

の 1 分子観察を行ったところ，プロトン駆動力によっ

ち，本研究で観察された 120° 間隔の停止を伴った回

て時計方向に数 10 回転する様子が確認され，それら

転は，Fo の 10 回対称性ではなく F1 の 3 回対称性を反

は ATP 駆動回転とは逆方向の回転であった（図 2a）．

映しているため，回転運動の律速過程は ATP の合成

次に，プロトン駆動力の大きさと回転速度の関係を調

反応であると言える．次に停止時間の解析を行った．

べた．ほぼ同じ大きさのプロトン駆動力を与えたにも

プロトン駆動力がない場合，時計方向および反時計方

関わらず，回転速度には大きなばらつきが確認された

向の回転直前の停止時間はほぼ同じであった．一方，

が，最大の回転速度を示すものに関しては，プロトン

プロトン駆動力を与えると，時計方向の回転前の停止

駆動力の増加に伴い回転速度が加速することが示され

時間は短くなり，反時計方向の回転前の停止時間は長

た（図 2b）
．ここで，筆者が観察した FoF1 の回転運動

くなった．これは，プロトン駆動力を与えることで，

と ATP の合成反応の共役関係について考察する．先

時計方向に存在するエネルギー障壁の高さが反時計方

行研究によって，F1 部分を時計方向に強制回転させ

向に比べ低くなり非対称になったことを意味する．す

ると 1 回転の間に 3 つの ATP を合成する可能性が示

なわち，このエネルギー障壁の非対称性が，回転運動

唆されている ．つまり，本研究で確認された回転運

の 1 方向性（時計方向の回転）に寄与していると考え

動が ATP の合成反応と強く共役しているのであれば，

られる．

5

8

回転速度を 3 倍したものが ATP 合成速度に相当する．

おわりに

5.

ここで，回転運動と ATP の合成反応が強く共役して
いると仮定し，最大回転速度から FoF1 の ATP 合成速

筆者は，プロトン駆動力による FoF1 の回転運動の

度の見積ったところ，多分子計測で得られた ATP 合

直接観察に成功した．本研究で開発した技術は，今後

成速度の実測値 4 とほぼ一致することが判明した．

FoF1 だけでなく，他のイオン駆動力を利用した膜タン

よって，本研究で観察された FoF1 の回転運動は，ATP

パク質などにも広く応用されていくことが期待される．

の合成反応と強く共役していたと言える．
4.
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方向性が確認できる（図 2a，挿入図）
．FoF1 は ATP の
合成反応およびプロトンの輸送と回転運動が強く共役
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細胞環境における水和構造とタンパク質の
構造安定性
原田隆平

1.

理化学研究所計算科学研究機構

はじめに

細胞環境は混み合っており，ほとんどの生化学実験
や生体分子シミュレーションが仮定してきた希薄溶液
環境とは異なる．この事実は，周囲のタンパク質およ
び溶媒分子との相互作用（混み合い効果）について，

図1
2 種類のタンパク質により構成された分子混雑のシステム
（PGVH1-PGVH5）．（Protein G：茶 ×4 ＋ Villin：緑 ×8）
．混み合い
の強さは，全体の体積に対するタンパク質の体積比（%vol）で表
されている．

これまで考慮されてこなかったことを意味しており，
未だ細胞内の正確な描像を得ることは困難である．
混み合い効果は，当初より剛体球モデルを用いて調
べられてきた 1 ．この理論モデルによると，混み合い
環境では，排除体積効果によってタンパク質間にある
小さな分子が排除されタンパク質同士が接近するた
め，折りたたまれた天然構造が安定となる．しかしな
がら近年，in-cell NMR によって細胞環境におけるタ
ンパク質のダイナミクスや構造安定性を観察すること
が可能となり，天然構造が不安定化することが報告さ
れ始めた 2 ．この実験結果は，自由エネルギーにおい

図2
分子混雑環境における水分子の拡散係数（左）と誘電率（右）の
混み合いの強さに対する変化．

て，エントロピー項が支配的であると仮定している剛
体球モデルの限界を示唆しており，同時にタンパク質
間相互作用に関係するエンタルピー項の寄与も重要で

タンパク質の物理化学的性質を希薄溶液と比較した．

あることを意味している．
このような背景から本研究では，タンパク質間相互

3.

作用を詳細に考慮すべきであると考え，タンパク質・溶

分子混雑が水分子の水和構造に与える影響を，拡散

媒を露わに含んだ分子混雑環境を全原子モデリングし，

係数および誘電率を計算することにより解析した

相互作用を分子力場で取り込んだ分子動力学シミュ

（図 2）．

レーションを行った．これにより，分子混雑によっ

拡散係数および誘電率は，混み合いの強さに対して

て，希薄溶液中における熱力学的平衡およびダイナミ
クスがどのように補正されるべきかを考察した 3 , 4 ．
2.

分子混雑が水和構造に与える影響

線形に減少するという，非常に興味深いユニバーサリ
ティが示された．この関係式は，混み合いの強さが溶

分子混雑を露わに考慮した分子動力学計算

媒の動力学的および熱力学的性質を決定していること

細胞環境を模したシステムとして 2 種類のタンパク

を示唆しており，細胞環境に対するモデリング指針を

質（Protein G/Villin）を用いて，分子混雑をモデリング

与えている．たとえば，関係式から混み合いの強さに

した（図 1）
．また，水分子の数とボックスサイズを

応じて溶媒の誘電率を見積もることができるので，タ

変化させることにより，混み合い度合の異なる複数の

ンパク質周辺の水分子を誘電率一定として，細胞環境

システムを用意し，分子混雑環境における溶媒および

を平均場近似することが可能である．

Hydration and Protein Stability under Cellular Environments
Ryuhei HARADA
RIKEN Advanced Institute For Computational Science (RIKEN AICS)
※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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図4
分子混雑環境（PGVH1-PGVH5）における Protien G-Villin 間の平均
残基間距離（左）と特徴的なタンパク質間相互作用をもつ 2 量体
構造（右）．

図3
分子混雑環境（PGVH1-PGVH5）における Protien G（右）と Villin
（左）の RMSD（天然構造から平均自乗距離）と Rg（慣性半径）の
2 つの反応座標に射影された自由エネルギー地形．最も混み合い
が強いシステム（PGVH5）における特徴的な準安定状態（LM1LM4）とその構造を共に示す．

おわりに

5.

分子混雑環境におけるタンパク質間相互作用をどの
4.

ように特徴づけていくかは，これからの重要な研究課

分子混雑が構造安定性に与える影響

題である．今後は，タンパク質の種類を考慮し分子混

分子混雑がタンパク質の構造安定性に与える影響を

雑環境をモデリングしていく過程で，どのような相互

調べるために自由エネルギー地形を計算した（図 3）．

作用が現れてくるのか，また混み合いの強さと相互作

計算の結果，Protein G と比較して Villin が分子混雑に

用がどのように相関しているのかについて，系統的に

よって大きく天然構造が不安定化した．

解析していく予定である．将来的に，これらの分子混

Villin はすべての混み合い度合において，天然構造が

雑を露わに考慮した全原子分子動力学シミュレーショ

不安定化していることがわかった．これとは対照的に，

ンの計算結果に基づき，細胞環境で起こる様々な生命

Protein G は混み合いが最も強いシステム（43%vol）を

現象を予測可能な細胞環境モデルの構築につなげてい

除いては，天然構造の安定性が保たれていることがわ

きたい．

かった．このように，タンパク質の種類に依存して構
謝 辞

造安定性が変化することが観測され，常に希薄溶液中

本研究は，杉田有治先生（理化学研究所）
，Michael

における天然構造が安定ではないことが示唆された．
また，高温（500 K）や変性剤（Urea）によるアンフォー

Feig 先生（米国ミシガン州立大）との共同研究により

ルディングシミュレーションから計算した自由エネル

行われました．ここに深く感謝致します．

ギー地形とも異なっていることがわかった．この計算
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結果は，分子混雑環境に存在する特有の相互作用が，
混み合いの強さと共にタンパク質の構造安定性を制御
しているということを示唆している．
Protein G-Villin 間には特徴的な相互作用が存在して
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おり，混み合いが弱い環境では静電相互作用が支配的
であり（図 4a, b），混み合いが強くなるにつれて疎
，極性―極性残基間
水―極性残基間の相互作用（図 4c）
の相互作用（図 4d）が支配的になるように，タンパ
ク質間相互作用がシフトしていく過程が観測された．
これらの相互作用により，タンパク質の構造安定性が
変化し，希薄溶液中では観測されなかった準安定状態

原田隆平

（図 3：LM1-LM4）が生み出されたと考えられる．
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理論／実験 技術

光―電子相関顕微鏡法
〜シナプス接着メカニズム解明への応用〜
宮崎直幸1,2，田中宏樹1，禾 晃和1，高木淳一1，岩崎憲治1,2
1

大阪大学蛋白質研究所
2
CREST, JST

興味のある時点で試料を固定し，電顕でその位置をさ
らに高分解能観察することで標的分子の詳細な局在と
構造情報を得る事ができる．我々は，この手法を用い
て神経細胞でシナプスの接着およびシナプス関連分子
の誘導を担うタンパク質であるニューレキシン（NX）
とニューロリギン（NL）の細胞間での接着機構を解析
した．NX には 3 つの遺伝子産物（NX1 〜 3）があり，そ
のそれぞれの遺伝子に long-form の α-NX（約 1,500 ア
ミノ酸残基）と short-form の β-NX（約 400 アミノ酸残
基）という 2 つのアイソフォームがある．また，NL
にも 4 つの遺伝子産物（NL1 〜 NL4）がある．NX と NL
はどちらも複数の選択的スプライシングサイトを持っ
ており，それぞれ多種のバリアントからなる分子群を
形成する．この多種のバリアントからなる多様な組み
合わせがシナプス間の分子配置に多様性をもたらし，
個々のニューロンの機能的性質を規定していると考え
られている．これまでに複数のグループが NX と NL
の 2：2 複合体の結晶構造を報告している 1)-3) が，NX
と NL のバリアントの違いからくるシナプス接着様式
の多様性をうまく説明することはできていなかった．
我々は，新たに沈殿剤を含まない低濃度のカルシウム
イオンのみを含む生理的な環境に近い条件で β-NX1–
NL1 複合体の結晶化に成功し，これまでに報告され
ていたものと結晶パッキングが異なる構造を得た 4)．
この結晶では，β-NX1–NL1 の 2：2 の複合体が 2 次元
の格子状に並んでおり（図 1）
，その分子の配向から
その 2 次元集積構造がシナプス形成の際に細胞膜上で
生じる可能性が強く示唆された．また，その構造を吟
味すると，long-form の α-NX では立体障害により同様
の高次構造が形成されないと推測された．すなわち，
NX と NL はバリアントごとに異なる高次構造を細胞
間で形成しており，その高次構造の違いからシナプス
の多様性が生み出されているという仮説がもたらされ

1. はじめに

近年，X 線結晶構造解析法を代表とする構造生物学
的手法により様々な生体分子の原子構造が明らかにな
り，構造に基づいて分子機能や分子間相互作用を詳細
に理解することができるようになってきた．ところ
が，これらの手法は精製した状態で解析しているの
で，生体分子の相互作用や動作メカニズムがわかって
も，細胞のどこでどのタイミングでそれが起こるのか
という情報は得ることができない．一方，そのような
細胞の中での生体分子の振る舞いは，光学顕微鏡（光
顕）を用いて研究を行うのが一般的だが，超解像技術
の進歩をもってしても，標的分子の形までは捉えられ
ない．また，蛍光分子や蛍光タンパク質を標識に用い
る蛍光顕微鏡観察では，標識した分子のみしか観察で
きない．これらの 2 つの手法の間には，分解能の点，お
よび in vitro と in vivo という観察場の点において情報が
大きく乖離している．その橋渡し役として注目されて
いるのが透過型電子顕微鏡（電顕）による観察である．
電顕では，光顕と X 線結晶構造解析法の中間に相当
する数ナノメートルという空間分解能で生体分子の局
在と構造情報を細胞や組織を対象にして得ることがで
きる．このように各手法には，それぞれ利点と欠点が
あり，最近では 1 つの生命現象を理解するために，こ
れらの手法を相補的に用いて総合的に解析するのが一
般になってきている．その代表的なものが，本稿で紹
介する光―電子相関顕微鏡（Correlative light and electron
microscopy; CLEM）法である．CLEM 法は，生細胞イ
メージングや蛍光タグによる分子標識ができる光顕の
利点と高い空間分解能での観察ができる電顕の利点を
うまく相補的に活用して解析する方法である．たとえ
ば，標的分子に蛍光タグを付けその細胞内での局在や
刺激等に対する時間変化を光顕観察しておいてから，

Correlative Light-electron Microscopy: The Synapse Adhesion Mechanism
Naoyuki MIYAZAKI1,2, Hiroki TANAKA1, Terukazu NOGI1, Junichi TAKAGI1 and Kenji IWASAKI1,2
1
Institute for Protein Research, Osaka University
2
CREST, JST
※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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図2
通常法と加圧凍結・凍結置換法の電顕像の比較．（a）通常法．
（b）
加圧凍結・凍結置換法．

図1
-NX1–NL1 複合体の結晶構造．
（a）2：2 複合体の構造．
（b）結晶
内での層構造．

固定）し，その後凍結状態において試料を化学固定・
脱水する．化学固定・脱水という操作を凍結した状態
で行うことで構造破壊を軽減させ微細構造を保持する
事ができるのである．また，凍結時に加圧するのは細
胞内部での氷晶形成による生体構造の破壊を防ぐ目的
で行っている．図 2 に通常の方法で調製した試料と
加圧凍結・凍結置換法を用いて調製した試料の電顕像
の比較を示している．図 2 は細胞のゴルジ体を観察
したものであるが，加圧凍結・凍結置換法では通常法
と比較してゴルジ体の膜構造がシャープで歪みの少な
い像が得られているのがわかる．
HPF-CLEM 法ではこのように加圧凍結・凍結置換
法を組み入れることにより，良質の微細構造観察が可
能になるが，加圧凍結装置を用いることにより若干の
制限も生じてくる．第 1 に，加圧凍結装置では，微小
面積に対して高圧を瞬時に加えることを実現している
ため，試料の大きさが制限されることである．実際
は，キャリアーと呼ばれる試料を装填するための支持
体の大きさで決まるが，培養細胞の場合ではこのキャ
リアーにフィットする直径 1.4 mm のサファイヤグラ
スやプラスチックフィルムの上で細胞を観察すれば問
題はない（図 3 参照）
．もう 1 点は，光顕観察から凍
結に至るまでに生じるタイムラグである．タイムラグ
は，Leica 社製の EM PACT2 という加圧凍結装置の場
合，専用の試料転送システム（Rapid transfer system）
を取り付けることにより数秒にまで短縮することはで
きる．それ故に，そのタイムラグよりもゆっくりと進
行するイベントに関しては，充分適用可能である．

た．この仮説を証明するために，我々は CLEM 法を
用いた．特に，我々の用いた CLEM 法では，NX と
NL が細胞間で形成する高次構造を詳細に調べるため
に，電顕試料作製時に通常の化学固定ではなく加圧凍
結・凍結置換法を取り入れている．それ故に，従来の
CLEM 法よりも微細構造の保持が非常に優れている．
本稿では我々の研究を例にとって，X 線結晶構造解析
法，光顕法，電顕法の互いの長所を相補的に活用する
最新のハイブリッド技術について紹介したい．
2. CLEM 法の原理

CLEM 法は同一試料の同一箇所を光顕と電顕の双方
で観察し，それらのイメージ間の相関をとることによ
り解析する方法である．CLEM 法には光顕法と電顕法
の組み合わせにより，これまで様々な方法が考案され
ている 5 ．また，相関の取り方にもいろいろある．た
とえば，番地付きのガラスボトムディッシュ上で細胞
を培養することにより目的の細胞を特定する方法や光
顕と電顕を装置として一体化（インテグレート）させ
て同一装置内で位置を合わせて観察するという方法な
どである．それぞれの方法には一長一短があるが，光
顕での生細胞イメージングの利点を生かす場合は，番
地付きのディッシュを使うなりして細胞を特定できる
工夫を施した状態で生細胞を光顕観察し，その後同一
領域を電顕で高分解能観察するという方法を用いるこ
とが多く，我々もこの方法を採用している．我々の
CLEM 法で特徴的なことは，加圧凍結・凍結置換法を
電顕用試料作製時に用いている点にある．その理由
は，単なる形態観察を超えて NX–NL 複合体が形成す
る細胞間接着構造をなるべく高分解能で観察すること
を目指したからである．この加圧凍結・凍結置換法を
組 み 込 ん だ CLEM 法 は HPF（High Pressure Freezing）
5
CLEM 法と呼ばれている ．HPF-CLEM 法では，細胞
を光顕観察した後，加圧凍結装置で瞬時に凍結（物理

3. HPF-CLEM 法での試料作製手順

本節では，我々の例を用いて HPF-CLEM 法での実
際の操作手順を説明する（図 3）．我々は NX と NL
が細胞間で形成する高次構造を観察するために，NX
と NL をそれぞれ発現する HEK293T 細胞の安定発現
株を樹立している．それら NX と NL の発現コンスト
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ラクトには，細胞質領域に蛍光タンパク質 DsRed と
EGFP がそれぞれ融合してあり，それぞれのタンパク
質の局在を蛍光顕微鏡で観察できるようデザインされ
ている．まず，トリプシンで培養ディッシュから細胞
をはがし，浮遊している状態で 2 種類の細胞を混合す
ると NX と NL が複合体を形成し，2 種類の細胞が接
着する．これは，NX–NL 複合体形成によるシナプス
間の接着を模したものに相当する．これを直径 1.4mm
のサファイヤグラス上に播種し，細胞がサファイヤグ

ラスに接着したところで光顕観察する（図 3a, b）
．
サファイヤグラスの上には細胞を特定するための番
地付きグリッド（Finder grid）があらかじめ貼付けて
あり，専用のドーナッツ状の加圧凍結装置のキャリ
アーにすっぽりはまるようになっている．そのため，
光顕観察がこれらをアッセンブルしたままで可能であ
り，なおかつそのまま素早く加圧装置に装填できる．
光顕で NX と NL 発現細胞が接着している領域を探し
光学顕微鏡像を獲得した後，素早く加圧凍結装置で凍
結する（図 3c）
．その後，凍結状態で化学固定・脱水
（凍結置換）してキャリアーごと樹脂に包埋し，電顕
観察用に試料を加工していく．樹脂が固まった後，
キャリアーを樹脂から取り外し，グリッドに割り振ら
れた番地を参考にターゲット細胞を特定し，その細胞
周辺を残してトリミングする．その後，ミクロトーム
で細胞を薄切し，電顕観察する．電顕観察では，光顕
像との相関がとれるように 200 倍程度の低倍率でまず
電顕像を獲得し，光顕像と電顕像のイメージの相関を
とることにより，電顕で観察している細胞が NX と
NL のどちらの細胞を発現しているのか光顕像をもと
に判別する．その後，細胞間接着構造を 2000 倍以上
の高倍率で観察し，解析する（図 3d）．
4. 新しいシナプス接着メカニズム

CLEM 法を用いる最大の利点は，NX–NL により接
着した細胞間を間違いなく確実に電顕で観察できるこ
とである．その上，光顕イメージとの相関をとること
により，接着を形成している細胞がそれぞれどちらの
タンパク質を発現しているのかはっきり識別できる．
最初に，我々は本手法を用いて結晶構造から示唆され
た 2 次元の集積構造が細胞間で形成されるかどうか調
べた．結晶構造解析に用いたのと同じ組み合わせの
-NX と NL を用いて，それらが形成する細胞間接着
構造を CLEM 法により観察した結果， -NX–NL 複合
体は細胞間で密に並び層構造を実際に形成していた
（図 4 左）
．その上，その細胞間の間隙の大きさは，シ
ナプスで観察されたものと良く一致していた．さらに
詳しく調べると，層構造は NL 発現細胞側に偏ってい
た．これは，膜貫通領域と細胞外ドメインとの間にあ
るリンカーの長さと良く相関しており，NX と NL に
よる非対称な細胞間接着を示すものであると考えられ
た．次に，NX アイソフォーム（ -NX， -NX）間で
の細胞間で接着様式の違いを調べた．約 400 残基の短
い -NX は細胞外に 1 つの LG ドメイン（LG6）しか
ないが，約 1,500 残基からなる -NX は LG ドメイン
と EGF ドメインが LG-EGF-LG という並びで 3 回繰り
返した大きな細胞外ドメインを持っている． -NX も
-NX と同様に LG6 が NL との相互作用に関わってい

図3
CLEM の概要．
（a）相関システムの構成．
（b）光顕で観察した様
子．（c）HPF-CLEM 法の手順．（d）NX –NL 接着構造の CLEM 観察．
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端技術が CLEM 法に取り入れられていくことにより，
CLEM 法は一層深化するものと期待される．たとえ
ば，光顕と電顕での両観察を 3 次元で行い，3 次元で
相関をとって解析するという様な研究もすでに始めら
れてきている．そして，今回示した様に CLEM 法を
他の手法とも組み合わせることにより，様々な生命現
象がより詳細に理解できるようになってくるだろう．
文 献

図4
NX アイソフォームによる接着構造の違い．（a）シナプスでは，
シナプス前膜に NX，シナプス後膜に NL が非対称に局在する．
（b, c）HPF-CLEM 法で観察された NX–NL 接着構造（下）とその模
式図（上）．

る が， そ の 大 き な 細 胞 外 ド メ イ ン が 邪 魔 を し て，
-NX で見られたような集積構造が形成されないもの
と 予 想 さ れ た 4 , 6 ． 実 際 に -NX–NL の 接 着 構 造 を
CLEM 法で観察したところ，予想通り -NX のような
集積構造は形成されないことが判明した（図 4 右）
．
このように我々は，CLEM 法による観察と X 線結晶
構造解析法での高分解能構造モデルとを組み合わせる
ことにより NX のアイソフォームによって細胞接着様
式に違いが生じるという新たな知見を得ることができ
た．そして，この知見から我々は NX と NL のバリア
ントが形成する多様なシナプス間の接着構造によっ
て，各シナプスの性質が誘導されているのではないか
という仮説を提唱するに至った 6 ．
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5. おわりに

禾 晃和

超解像技術や新規蛍光プローブの開発により光顕で
達成できる分解能は，近年格段に向上している．しか
しながら，蛍光顕微鏡観察では観たいものだけを特異
的に標識して観察できる一方で標識しなかったものの
情報は従来の光顕微鏡の解像度と変わらない．逆に，
電子顕微鏡ではすべての構造を高解像度で観る事がで
きるが，特定の分子を特異的に標識して観察すること
が 難 し い． そ れ 故 に， 両 顕 微 鏡 法 の 長 所 を 生 か す
CLEM 法は，今後ますます重要な研究ツールになって
くるものと考えられる．将来，光顕での超解像技術や
1 分子観察，電顕での CEMOVIS 法 7 やクライオ電子
線トモグラフィー法など現在の個別の観察法での最先

高木淳一

岩崎憲治
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ローパスフィルタ
Low-pass filter
入力信号に対して任意の高い周波数成分をカット
し，低周波成分を出力する作用をするもの．
（187 ページ）
（久保田ら）
逐次 1 次反応
A series of first-order reactions
生成物 Y の反応速度が 1 次の反応を 1 次反応と呼
び，より高次の反応や他の分子を介在する場合で
も近似的に 1 次反応とみなした適用もされる．複
数の 1 次反応を連結したカスケードを，逐次 1 次
反応と呼ぶ．（187 ページ）
（久保田ら）

も独自のクラスターを形成し，遺伝子はイントロ
ンを持たない 1 kb 程度の長さである．
（195 ページ）
（今井ら）
蛍光共鳴エネルギー移動
Fluorescence/Förster resonance energy transfer, FRET
近接した 2 個の蛍光分子の間で励起エネルギーが，
電子の共鳴により直接移動する現象．エネルギー
移動の効率（FRET 効率）は蛍光分子間距離の 6 乗
に反比例し，蛍光分子間距離を見積もることがで
きる．
（209 ページ）
（元島）

φ 値解析
φ-value analysis
目的のタンパク質の様々な部位にアミノ酸変異を
導入しフォールディング速度実験を行うことによ
り遷移状態構造を調べる方法．
（190 ページ）
（古賀（巽）ら）

膜の弾性
Elastic properties of lipid membranes
生体膜は脂質分子が自己集合して形成された界面
であり，外力により膜が変形する際には，局所的
な分子の膨張・圧縮が生じる．このフラストレー
ション（弾性エネルギー）を解消するため，膜界
面の曲率を元に戻す力（弾性力）が働く．
（210 ページ）
（濵田）

フラグメントアセンブリ法
Fragment assembly method
既知構造のフラグメント（断片）を組み合わせる
ことによって全体構造を構築する方法．
（191 ページ）
（古賀（巽）ら）

プロトン駆動力
Proton-motive force
膜を隔てたプロトン濃度差と電位差で定義される
電気化学ポテンシャルの通称．
（214 ページ）
（渡邉）

GPCR 型受容体ファミリー
GPCR ファミリー（G タンパク質共役型受容体ファ
ミリー）
G-protein coupled receptor family
3 量体 G タンパク質を活性化する受容体の総称で，
感覚受容体では視覚，嗅覚，味覚（うま味，甘味，
苦味）などが属する．7 回膜貫通型の膜タンパク
質で，刺激を受容すると G タンパク質に結合して
いる GDP を解離させ，GTP を結合させることに
よって活性化する．（195 ページ）
（今井ら）

非晶質凍結切片クライオ電子顕微鏡法
CEMOVIS (Cryo-electron Microscopy of Vitreous
Sections)
生物試料を加圧凍結等により非晶質状態で固定し，
層転移が起きないように冷却下で薄切し，そのま
まクライオ電子顕微鏡で観察する実験手法．
（221 ページ）
（宮崎ら）

TAS2R
Taste Receptor type 2
うま味，甘味を受容する TAS1R と対比される苦味
受容体の総称で，T2R とも称される．GPCR の中で
※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

222

クライオ電子線トモグラフィー法
Cryo-electron tomography
非晶質状態で凍結された生体試料に対して試料を
傾斜させながらクライオ電子顕微鏡を使って様々
な方向への投影像を獲得し，それら 2 次元の投影
像から試料の 3 次元構造を逆投影法などにより再
構成する手法．（221 ページ）
（宮崎ら）
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超解像顕微鏡 N-SIM/N-STORM のご紹介
及川義朗（株式会社ニコンインステック バイオサイエンス営業本部）
１．	
  はじめに
光学顕微鏡の解像度は光の回折限界により、およそ
200nm 程度でした。近年この限界を超えるべくいくつか
の技術は実際の顕微鏡に適用されて製品として利用で
きるようになり、それらは超解像顕微鏡と呼ばれています。
超解像技術のひとつである「構造化照明法」は、照明方
法を工夫することにより超解像画像を得る技術であり、空
間分解能は水平方向、Z 軸方向とも従来顕微鏡の約 2
倍の解像度を、また時間分解能も 1 枚 1 秒程度を実現し
ました。もうひとつの技術である「ローカリゼーション法」は、

図１

従来の落射蛍光画像（上）と構造化照明法超解像
画像（下）の比較。

蛍光分子を 1 つずつばらばらに励起してそれらの中心位
置をプロットしていき、点の集まりとして超解像画像を生
成する技術であり、空間分解能は水平方向、Z 軸方向と
も従来顕微鏡の約 10 倍の解像度を実現しました。これら
2 つの超解像技術についてご紹介いたします。
２．	
  構造化照明法超解像 N-SIM
落射蛍光観察で照明光を当てると光は標本の構造に
よって回折という現象を起こします。顕微鏡の「結像」とは、
直接な反射光と標本の構造の大きさによって広がり角度

図２ N-SIM 製品写真

の変わる回折光の両方を対物レンズがとらえ、直接光と
回折光とを像面で干渉させてできる模様のことと定義で

３．	
  ローカリゼーション法超解像 N-STORM

きます。この回折光は標本の構造が小さくなるほど回折
角が大きくなります。したがって、対物レンズの開口数で

解像度とは 2 つの離れた点を 2 つであると認識できる

回折光を捉えられる大きさの構造までが、結像できる解

距離で定義されます。2 つの点が極めて接近すると、あ

像度の限界と言え、これより小さい構造体では回折光の

たかも一つの点であるかのように見えてしまいますが、も

広がり角が大きく対物レンズで捉えられないため解像で

しも 2 つの点の蛍光を一つずつ別々にとらえることができ

きません。しかしここで、ある周期構造を持った照明（構

れば、その輝度分布の中心位置（重心位置）を座標情報

造化照明）を施すと、広がって捉えられなかった回折光

としてプロットし、次にもうひとつの点の中心位置をプロッ

は「回折」して対物レンズで取り込むことができるようにな

トすることで、2 点を別々に認識することが可能になります。

ります。この情報から超解像画像を再構築するのが、構

ローカリゼーション法ではこのように、蛍光分子をばらば

造化照明法の超解像顕微鏡です。構造化照明法によれ

らに光らせてそれらの中心位置を記録するというステップ

は水平方向約 100nm、Z 軸方向約 300nm の解像度が

を 1 万回以上繰り返し、点の集合として超解像画像を生

得られます。

成する技術です。この方法によれば水平方向約 20nm、

目次に戻る

ＰＲ記事	
 
Z 軸方向約 50nm と、従来の光学顕微鏡の 10 倍程度の

胞、培養細胞、組織切片、脳切片、植物細胞など多様な

解像度を得ることが出来ます。通常の蛍光試薬では、励

サンプルでの画像取得、従来の顕微鏡では捉えることの

起光があたるとすべての分子が蛍光を発するため、輝度

できなかった微細構造、あるいは 2 種類の微小領域での

分布が重なり、1 分子ごとの中心位置を記録することが出

タンパク質の共局在などの画像作例に成功しています。

来ませんが、ローカリゼーション法超解像では、ON-OFF

N-STORM は原理上固定細胞が対象となってしまいます

が可能なフォトスイッチャブルな蛍光試薬を用いることで

が、クラスリン、微小管、ミトコンドリア、プリとポストの神経

蛍光シグナルを明滅させることができます。最初に全体

シナプスなどの超解像画像が得られています。

を不活性状態にしたあと、弱い光をあてると一部の蛍光

超解像顕微鏡という技術が実際に製品として使えるよ

色素のみが活性化されます。その後、読み出しのための

うになった今後は、多くの研究者にお使いいただき、従

励起光をあてると 1 分子ずつばらばらに蛍光を発するこ

来の電子顕微鏡の作業の置き換えや、全く新しい知見

とになり、その中心位置をプロットすることを繰り返すこと

が生まれることを期待しております。	
 

で、点描の集まりとして超解像画像が構築されます。以
上がローカリゼーション法の原理です。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町 1-12-1（新有楽町ビル 4F）
・生物顕微鏡、システムに関するお問い合わせ先
バイオサイエンス営業本部

TEL：03-3216-9163

図３ ローカリゼーション法超解像顕微鏡による画像作例。
ミトコンドリアと微小管。

ニコン顕微鏡・測定機製品ホームページ
http://www.nikon-instruments.jp/jpn/index.aspx
技術紹介：超解像顕微鏡 N-SIM
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/life/instrum
ents/nsim/index.htm
顕微鏡の基礎から最先端アプリケーションまで学べる
教育情報サイト「Microscopy U」（英文サイト）
http://www.microscopyu.com/

図４	
  N-STORM 製品写真

[おわりに]
超解像顕微鏡を使うことにより、これまでの光学顕微鏡
では解像できなかった微細な構造やそのダイナミクスを
捉えることができるようになりました。N-SIM では、固定細
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行っています．汎用のマシンを使用していますが，複
数台用意することによって数百万化合物のドッキング
計算を半年程度で処理できる環境を整えています．こ
れらのマシンはトランスサイレチンのアミロイド線維

支 部 だより

形成阻害剤や選択的キナーゼ阻害剤のリード化合物創

北陸地区からのたより

の学生実習にインシリコ創薬を取り入れました．学生

製に活用しています．また，昨年度から博士後期課程
からの評判も良く，今後もインシリコ創薬に取り組ん
でいきたいと考えています．
NMR，X 線結晶構造解析，中性子結晶構造解析に
加えて，表面プラズモン共鳴法などの物理化学的手法
を用いて生命現象を担う生体高分子の相互作用ネット
ワ ー ク を 解 析 し て い ま す． 表 面 プ ラ ズ モ ン 共鳴法

北陸地区では支部活動を行っていませんので，今回

（Biacore）を用いた解析では，センサーチップにビオ

は北陸地区で活発に研究されている研究室の中から，

チン化したリガンド分子を固定化しています．その際

富山大学・水口峰之先生と金沢大学・福森義宏先生の

に，リガンド分子の N 末に His-tag とビオチン化酵素

研究室の紹介をさせていただきたいと思います．これ

の認識配列を付加するベクターを使用し，リガンド分

を機会に北陸地区の交流を深めていければ幸いです．

子のビオチン化を簡便に行っています．また，蛍光光

（北陸地区編集委員）

度計を用いた相互作用解析では，タンパク質を FlAsh
蛍光色素で標識しています．FlAsh 蛍光色素は，（Cys-

富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）構造生物学研

Cys-Xaa-Xaa-Cys-Cys）配列と特異的に高い親和性で結

究室：水口峰之（教授），帯田孝之（准教授），横山武

合します．こちらも同様に，標的タンパク質分子の N

司（助教）

末に His-tag と上記 FlAsh 蛍光色素の標識配列を付加

当研究室では，タンパク質の NMR 解析，X 線結晶

するベクターを使用し，標的タンパク質分子の蛍光色

構造解析，中性子結晶構造解析に取り組んでいます．

素標識化を簡便に行っています．この他にも，様々な

NMR 装置は Bruker Avance 800 MHz で，高感度クライ

分光光度計や，タンパク質科学的な手法を組み合わせ

オプローブを装備しています（図 1）
．この装置は当

て，分子間相互作用の理解に努めています．

研究室で管理・運営を行っており，製薬企業との共同
研究にも利用されています．また，当研究室は 2010
年頃から X 線結晶構造解析を徐々に導入しています．
X 線発生装置，インキュベーター，顕微鏡等を順次揃
え，年に数回の放射光施設の利用と合わせて，積極的
に展開しています．特に，タンパク質複合体の立体構
造を原子レベルで明らかにする研究を進めています．
私たちは中性子結晶構造解析にも力を入れていま
す．中性子回折は X 線回折と比較して大きな結晶と
長い測定時間が必要であること，線源が限られている
などのデメリットがありますが，アミノ酸側鎖のプロ
トン化状態や水和構造を知るために有効な手法です．
中性子を用いた研究の 1 つとして，アミロイドーシス
原因タンパク質であるトランスサイレチンの中性子結
晶構造解析に成功しました（J. Struct. Biol., 2012, 177,
283–90）
．この回折データは茨城県東海村に建設され
図1
富山大学薬学部構造生物学研究室の Bruker Avance 800 MHz
NMR 装置．

た大強度陽子加速器施設（J-PARC）の物質・生命科
学 実 験 施 設 BL-03 で 測 定 し ま し た． 一 方 で， コ ン
ピューターを活用した創薬，インシリコ創薬研究を
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金沢大学理工研究域自然システム学系生物学コース

胞内構造物

動物・微生物生理化学研究室：福森義宏（教授），金森

ということができます．私たちは，生化学，分子生物

正明（講師）
，田岡東（助教），研究室 HP：http://pronet.

学的手法に加え，原子間力顕微鏡などの顕微鏡技術を

s.kanazawa-u.ac.jp

用いて磁性細菌の磁気感知運動マシナリーを明らかに

であることから，原核細胞のオルガネラ

本研究室では，動物と微生物の共生，細菌のオルガ

するため，未知の超分子複合体であるマグネトソーム

ネラ，細胞骨格，環境適応機構について分子レベルで

の形成メカニズムと，「べん毛」との連携による機能

の研究を行っています．現在は，3 名の教員と 1 名の

発現メカニズムの解明に取り組んでいます．

博士研究員，そして 11 名の大学院生，3 名の学部生

また，磁性細菌は，室温中性の環境で単磁区構造の

で構成されています．以下に現在取り組んでいる主な

マグネタイト（Fe3O4）結晶を生合成できることから，

研究テーマを紹介します．

微生物学だけでなく，生物工学，結晶学，鉱物学，地

1）超分子複合体ヘモグロビンの構造機能相関

球科学などの様々の分野の研究者の興味を集めていま

Oligobrachia mashikoi（通称：マシコヒゲムシ）は，能

す．
3）分子シャペロンの機能

登半島九十九湾に生息する環形動物ですが，他の環形
動物とは大きく異なり，消化器官を持たず，体内に共

タンパク質の立体構造は，そのアミノ酸配列により

生する化学合成細菌の一種である硫黄細菌が生産する

規定されますが，変性状態のポリペプチド鎖が自発的

有機物をエネルギー源とします．同種の多くは水深数

に特有の構造を形成するための環境として，細胞内の

千メートルの深海に生息し，ガラパゴスハオリムシが

環境は適当ではありません．細胞内には分子シャペロ

有名です．私たちは，細胞内の共生細菌に硫化水素

ンと呼ばれる一群のタンパク質があり，新生ポリペプ

を，ミトコンドリアに酸素を供給する機構の解明を目

チド鎖の立体構造形成や，変性したタンパク質の再生

的として，細胞外ヘモグロビンの立体構造の解明に取

を助けています．私たちは，主要な分子シャペロンで

り組んできました．その結果，マシコヒゲムシのヘモ

ある Hsp70 の基質認識機構の解明を目指しています．

グロビンはヒトヘモグロビンとは異なる巨大な超分子

モデル基質として，大腸菌の熱ショック転写因子 σ32

複合体であり，酸素はヘムに，硫化水素はシステイン

を用いています．σ32 は成熟したタンパク質でありな

に結合すること，さらに，オキシ型，デオキシ型の立

がら，Hsp70 と相互作用するおもしろい性質を持った

体構造から巨大ヘモグロビンのアロステリック効果の

タンパク質です．現在，タンパク質間の相互作用を生

分子モデルを提案しました．

化学的に解析していますが，将来的には，原子間力顕

2）磁性細菌ナノオルガネラの構造と機能

微鏡を用いて，動的な分子間の相互作用の視覚化を考
えています．

生物は，光，温度，pH，浸透圧などの様々な環境
中の刺激に適応，あるいは利用し生命活動を行ってい
ます．磁気と生物の関係も古くから関心が持たれてい
ますが，磁気感知の分子機構は殆ど明らかにされてい
ません．磁性細菌は地磁気を感知し，地磁気に沿って
移動する（走磁性）ことで，環境中において生育に
有 利 な 環 境 を 見 い だ し て い ま す． 図 2 は 磁 性 細 菌
Magnetospirillum magnetotacticum MS-1 株の電子顕微鏡写
真です．細胞内の黒い小さな粒子が細胞の長軸に沿っ
て並んでいます．この黒い小さな粒子がマグネトソー
ムと呼ばれる磁気微粒子です．マグネトソームは，大き
さ約 50 nm の単結晶のマグネタイト（磁鉄鉱：Fe3O4）
がリン脂質の膜小胞で被われており，それが細胞内に
直鎖状に並んでおり，数十種類の蛋白質が局在してい
ます．また，興味あることに，マグネトソームはアク

図2
磁性細菌の電子顕微鏡写真．

チン様細胞骨格繊維上に並んでいます．マグネトソー
ムは， 膜で仕切られ，特化した形態と機能を持つ細
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げられるという事，その先には結局学問があるという
事です．ですから今後もし中部支部が半日研究をス
トップして BBQ やお花見等のお祭り騒ぎをやったとし
ても，どうか暖かく見守っていただければと思います．

若手の会だより

〜学術的交流イベントへの転換〜

〜中部支部の研究者顔合わせ会〜

とは言うものの，飲み会だけの企画にも終焉が訪れ
ます．参加者が減り始め，「食事や酒のためには行か

田中康太郎

ない」「セミナーや勉強会なら行く」という声もあっ

名古屋大学構造生物学研究センター成田グループ

たようです．学究の徒としてマトモな意見であると言
※「若手の声」は，「若手の会だより」へ名称変更致しました．

わざるを得ません．そして当時の実行委員の「もはや
飲み会だけの時代ではない」という革命的判断の下，
「参加者による研究室紹介」を組み込んで学術的なイ
ベントへと変身する事になります（メーリングリスト
によると平成 20 年．当初は「名古屋若手研究者の集

ご挨拶

い」
）
．

昨年度より若手の会中部支部長を務めさせていただ
いております，田中康太郎（D1）と申します．本稿

〜研究室紹介をする事の意義〜

では，若手の会中部支部の毎年春恒例「研究者顔合わ

年度の上半期は，新しく中部地区に移ってくる人々

せ会」についてご紹介させていただきます．

やはじめて学問の扉を開く学部 4 年生が入ってくるフ
レッシュな時期です．そうした人々はもちろんの事，

研究者顔合わせ会の歴史

しばらく中部地区で研究をされている方でも，中部地

〜飲み会編〜

区にある生物物理系ラボの色々を把握していない事は

研究者顔合わせ会は元々，若手の会中部支部で年度

あると思います．仮にある時点で把握していたとして

の上半期に行われていた懇親会（時には花見，BBQ

も，研究室のテーマは 1 年経ってもまったく同じとい

等色々な形式だったようです）が発展してできたもの

う事はなく，何かしらの進展があるものです．学会で

のようです．企画された理由は，研究室，部局，研究

ラボの主催者の方がされるような総括的講演でも情報

機関の垣根を超えて中部の若手の直接の交流を図る事

を得る事はできますが，単純に機会が少ないという問

と，若手の会の活動への勧誘を兼ねてのものと思われ

題もあり，学会では自分と近い研究分野の情報収集に

ます．
「学術団体なら酒で交流せずに研究で交流し

集中してしまう傾向もあると思います．定期的な，分

ろ．
」と思った方もいたかもしれません．しかし，セ

野を問わない研究室紹介によって，それを補う機会を

ミナーなどの学術イベントの企画運営だけでなく，

提供できます．またホームページの情報と比較する

せっかく同じ地区で生物物理的研究に携わりながらも

と，実際研究室の中にいる人の生の声で語られ，その

直接交流の無いところに，単純に若手の交流の場を作

場で質疑応答ができる事が利点としてあります．です

る事も，支部の仕事の 1 つと言って良いと思います．

から，年度始めに研究室紹介をやり，中部の生物物理

もちろん飲み会しかやっていなかった訳ではなく，今

系研究室の研究を俯瞰するという行いは，誰にとって

と同様セミナーも精力的に行っていましたから，息抜

も有意義な事だと思います．研究の概要も紹介されま

きとしての役割もあります．
（それを遠慮なく花見や

すから，セミナー的な性格もあります．研究室紹介は

BBQ というお祭り騒ぎで実行したあたり中部の諸先

参加者の皆様にやっていただくので，当初の飲み会で

輩方は流石だと感心しております）
．また，始めから

目指したような人々の交流会的側面もあります．良い

学術的交流で知り合わずとも，飲んで会話をしていれ

事尽くしです．

ば研究の話になり，結局異分野の研究について耳学問
で勉強でき，興味が広がったりするものです．要約す

〜もっと，参加型のイベントへ！〜

れば，たとえ飲み会だけの企画であっても，人脈を広

私が中部支部に関わり始めた平成 22 年の顔合わせ
会では，研究室紹介に加えて，グループディスカッ
ションが導入されました（私がそれを主導したという

E-mail: tanaka.kotaro@b.mbox.nagoya-u.ac.jp
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加者の直接交流は，懇親会で結構やれる，というル
ネッサンス的発想があります．また，研究室紹介は聞
きたいがイベント参加までは……という方も多数いる
と思われ，メインイベントの研究室紹介に多くの方に
気軽に参加いただくための工夫でもあります．参加型
と講演型のどちらにするか，両方ともやるか，今後の
悩みどころです．というところで，現在に至ります．
昨年度は，諸事情があり会全体が夏の開催となりま
したが，新設の名古屋大学大学院創薬科学研究科教
授，廣明秀一先生に，
「NMR 法を用いたタンパク質
科学と創薬の橋渡し〜タイトジャンクションを標的と
今年度の研究者顔合わせ会の様子（4 月 27 日＠名大）

した創薬戦略〜」と題して講演していただきました．
名大の歴史上はじめてできた薬学系研究科でどのよう
な研究が行われるか，その 1 つを詳しく知るという目

意味ではなく，たまたまです）
．参加者が数人の小グ

的がありましたので，研究室紹介の特別拡大版と言え

ループに別れ，各々研究の概要をまとめた A4 1 枚の

ます．若手の会の場という事もあり，フランクにお話

紙を使って（お酒を飲みながら）研究紹介をする，と

いただいた場面もありました．特に，麻雀の言葉を

いうものです．研究室紹介だけでは，参加者 1 人 1 人

使って，生物学諸分野の問題点をわかりやすく指摘し

の研究や興味を知る事ができないという問題意識が

た「分子生物学麻雀理論」は懇親会でも話題となりま

あったと思います．それをお酒を飲みながら実行した

した．

あたり，中部若手のノリが出ております．参加者には
非常に好評で（やってみると思いのほか楽しい），こ

今年度の顔合わせ会の様子

の年に中部支部が主管した夏の学校でも同形式のグ

今年度は，名古屋工業大学大学院工学研究科教授，

ループディスカッションが実施されました（お酒を飲

「これまでとこれから〜ロドプシン
神取秀樹先生に，

みながら）
．

研究の第一人者，神取秀樹教授の場合〜」というタイ

しかし，グループディスカッションでも，時間の都

トルで講演をしていただきました（このタイトルはこ

合がありすべての人と交流ができる訳ではありませ

ちらから先生にお願いしてつけさせていただきまし

ん．そこで翌平成 23 年には，前年度の夏学で実施し

た）
．写真の通り非常に大盛況で，12 研究室からの発表

た参加者全員のフラッシュトーク（1 分間自己紹介ス

があり，中部支部の近年のセミナーでは最大規模とな

ピーチ）を行いました．夏学を踏襲して，研究紹介に

りました．当日の詳しい様子や，参加者の方々からい

限らず自由な形式で話していただき，中部支部の若手

ただいた感想などを，リニューアルされた若手の会の

の 1 人 1 人の個性が見える良い企画だったと思います．

ウェブサイト（http://bpwakate.net）内の，「支部活動ブ

この年は新入生歓迎会も兼ねて，新しく研究室に入っ

ログ」にて写真付きで公開致します．ぜひご覧下さい．

た学生達が参加しやすい企画にした，というのもあり
ます．またこの年から，より多くの研究室に参加して

おわりに

いただく事を目標に，生化学若い研究者の会名古屋支

本稿では，中部支部で長らく続く研究者顔合わせ会

部と共催となり，生化学系，発生学系のラボも参加す

の歴史と現在について，私個人の感想を入れつつ紹介

るという面白い集まりになりました．

させていただきました．先号の関西支部ジャーナルク
ラブの紹介も同様ですが，全国の色々な支部での活動

〜沢山の人に気軽に来ていただきたい〜

と工夫を知っていただければ幸いです．

昨年度からは，グループディスカッションやフラッ

中部若手では，この顔合わせ会を，生物物理学会中

シュトークの代わりに，講師の先生をお呼びしての講

部支部会（中部地区のプチ学会）と並ぶ盛大なイベン

演会を行っています．参加者の交流を目指してグルー

トに育てたいと考えております．学生，スタッフ問わ

プディスカッションとフラッシュトークを試して好評

ず，中部の多くの方のご協力をお願いすると共に，

だったのに，講演会に変えてしまってはその筋が通ら

我々もいっそうこの会を良くするべく努力する所存で

ないぞ，というお声も聞こえるかと思います．まず参

す．
226

目次に戻る
生物物理 53（4），227-228（2013）

えませんが，アメリカでは名門私立大学として有名で
す．大学自体がミシガン湖に面しており，街と大学が
一体となった緑豊かな美しい大学です．大学建設時の

海 外 だより

アメリカは入植中であり，この位置が当時の最北西部

〜海外留学のすゝめ〜

校舎は古い建物と最新の建物が入り混じっています．

であった事からその名が付けられたそうです．大学の
私の所属している研究室は古い建物にあり，見た目も

堀谷正樹

欧風なので毎日歴史を感じながら研究に打ち込めます

Northwestern University
Department of Chemistry
Hoffman Lab

（大雨が降ると洪水になる事や大雪で窓が埋まる事も
……）．はじめてキャンパスへ足を踏み入れた時はア
ジア人の多さに驚きました．この大学に限った事では
ないと思いますが，アジア人，とりわけ中国人やイン
ド人が圧倒的に多いです．日本人の比率はとても少な
く，韓国人や台湾人もかなりの人数が在籍していま
す．

海外研究留学への道のり

ここでの生活は，先にも述べた様にアジア人が多い

生化学の教科書に載っていたタンパク質の立体構造

ため，大学から近い位置にいくつかアジアンマーケッ

の持つ美しさに惹かれていた事もあり，阪大基礎工学

トがあり，日本食に必要な物を簡単に手に入れる事が

研究科のヘムタンパク質研究室で堀先生の指導の下，

できます．また，シカゴダウンタウンまで車で 30 分，

電子スピン共鳴（EPR）法を用いた金属タンパク質研

日本人街までなら 40 分で行く事もできますので，ア

究が私の研究生活の始まりでした．その後学位を取得

メリカの中でも比較的日本らしい生活を送りやすい環

し，理化学研究所播磨研究所の城先生の研究室で 2 年

境だと思います．また，シカゴダウンタウンまで行く

間ポスドクをさせて頂きました．その当時同研究室に

と様々な美術館，動物園，博物館，ライブハウスがあ

所属していた先輩研究者のほぼ全員が海外研究留学の

り，年中通してスポーツや芸術・音楽に触れる事がで

経験者である事，また，理研のパーマネント研究員の

きるので，研究の合間を縫って色々な物を見たり聴い

公募条件に海外留学の経験が必須である事が，自身の

たりしてリフレッシュしています．気候は，様々な所

海外留学を希望する大きなきっかけとなりました．し

でアメリカを感じる事ができます．たとえば，突然強

かし，それまで海外での学会発表の経験もなかったた

烈な大雨（雪）が降ったかと思うとすぐに快晴になっ

め，知り合いの外国人の先生もおらずどうしようか思

たり，雷かと思うと同時に 3 つや 4 つの落雷があった

案していたところ，ある国際学会へ出席できる事にな

り，慣れるとどんな事も日本と違いアメリカサイズで

り，そこへ現在の所属先である Brian Hoffman 先生が

楽しめるので，冬が特別厳しい事以外は研究以外も非

来られるという情報を掴みました．英会話は苦手でし

常に充実した生活を送っています．

たので，それから学会が始まるまで毎日頭の中で話し
かけるシミュレーションを行い，学会会期中に先生に

研究生活

声をかけ，自分の論文を持って自分を雇ってもらえな

Hoffman 研究室は 3 つのサブグループ（電子核 2 重

いかと話しました．快く承諾して頂いた時の大興奮は

共鳴（ENDOR）グループ，電子伝達グループ，合成

未だにはっきりと覚えています．本当に急に海外留学

グループ）に分かれています．私は ENDOR グルー

が決まったので，この時ほど「人生は何が起こるかわ

プに所属しており，このグループでは X-band の装置

からない」と痛感した事はありません．このようにし

を 2 台，Q(Ka)-band の 装 置 を 3 台，W-band の 装 置

て私の研究留学がスタートしました．

1 台を所有しています．これまでの私の研究では自分
のタンパク質試料は自分自身で培養，精製していまし
た．ここでは試料調整はすべて共同研究者が行いま

ノースウェスタン大学とシカゴ郊外生活
ノースウェスタン大学はシカゴ北郊のエバンストン

す．電子伝達グループにウェットな実験ができるス

に位置しており，日本での知名度はあまり高いとは言

ペースはあるので試料作りをしようと思えば可能です
が，常時 6 〜 7 つのプロジェクトに参加しているので
こちらに来てから自分の試料作りの時間が取れていな

E-mail: m-horitani@northwestern.edu
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るため，これ以上ない環境で研究が行えます．他の実
験器具などは日本の物と変わらない，分野によっては
日本の研究室の方が新しくて最先端である様に思いま
す．他国のポスドクと話していていると，日本の研究
レベルは世界的に見ても本当に高いと実感できます．
またこちらに来て日本と大きく違うと感じたのは，
論文になるスピードが早いという事です．英語がネイ
ティブなので私達外国人より綺麗に早く書けるのはも
ちろんですが，他分野の専門家の意見を聞きたい時な
ど異分野間の交流がより効率良くに行えるネットワー
クが確立されている印象を受けました．
おわりに

ENDOR グループ（パルス ENDOR 装置を囲んで）
．右から 3
番目が Hoffman 教授，2 番目が筆者．

こちらに移り住んで早や 2 年半が経ちました．海外
へ出ると日本にいた時には考えた事もなかった日本の

いのが現状です．ここでは金属タンパク質だけでな

研究の世界での立ち位置や役割，またこれから世界に

く，金属錯体やラジカル化合物など，これまで私が触

取り残されない様にどうあるべきかなど考えたり感じ

れた事のない物理，化学試料も数多いですが，研究開

たりする機会が格段に増えます．そうする事で研究者

始段階で酵素反応やタンパク質関連の研究を希望した

としてだけでなく，1 人の人間としても成長できる良

事もあり，金属タンパク質・ラジカルタンパク質のプ

い機会が研究留学にはあると思います．私自身，もっ

ロジェクトをメインに従事しています．ENDOR 法は

と若い時に海外へ出ても良かったと思うので，これか

“NMR on EPR” と呼ばれる事もあり，電子スピン周り

ら博士課程を目指す方や博士号を取られた方へは思い

の感度の高い NMR です．そこから得られる主な情報

切って外へ出る事をお薦めします．もちろん，海外へ

は電子スピンとその周囲の核スピンとの相互作用，距

出る事のデメリットもあります．たとえば，日本国内

離情報であるので，もともと私が興味を持っていたタ

で今どんな研究がトレンドになっているかなどには少

ンパク質の構造と機能の相関を磁気共鳴から理解する

し疎くなりますし，何より日本国内への就職活動も距

という，私にとって非常にエキサイティングな研究を

離，金銭的な面で負担が大きくなります．また，病気

毎日行っています．また，日本と違い極低温実験に必

になった時や困った事が起こった時は，日本にいれば

要な液体 He が安価に手に入る事もあって，装置は常

せずに済む苦労をする事もあると思います．しかし，

時数台が稼働しています．

海外へ出て得られる物は何事にも代えがたい財産にな

装置自身はそのほとんどがこの研究室で手作りされ

ると強く感じています．

た物です．装置の専門家が研究室に常駐しているだけ

これから私自身の海外研究があとどれほど続けられ

でなく，様々な専門家や工作技術者などともすぐに連

るかわかりませんが，与えられた機会を少しでも無駄

絡が取れ，何か問題がある時はもちろん，特殊な測定

にする事なく，精一杯「出会い」と「今」を楽しんで

をしたい時は直ちに対応・実現できる体制が整ってい

いこうと思います．
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書

エントロピーから読み解く生物学 ―めぐりめぐむ わきあがる生命―

評

佐藤直樹［者］
裳華房，2012 年，A5 判，216 ページ，2,835 円（税込）
．
本書は，佐藤先生が，分子（もの）そのものを考
える立場から意図的に離れて，「めぐり（circulating）
」，「め ぐ む（coupled）」，「わ き あ が る（emergence）
」をキーワードに，一貫して関係性（うご
き・流れ・勢い）の視点から生命を語っている，ユ
ニークな本である．学部生を対象とした生物学のテ
キストでもあるため，前半では，まず基本事項につ
いてキーワードを意識しながらの解説がなされる．
そして，しっかり準備できたところで，後半におい
てエントロピー差（不均一性）の獲得と受渡しを生
命系の特徴として着目する，生物，さらには人間，
社会を大局的に捉えた考察を読むことができる．著
者が「批判的に内容を理解して」欲しいと読者に求
めているように，本書は考えながらじっくりと読み
たくなる本である．教育的な配慮から 101 もの文献
が挙げられていて，シュレーディンガーの「生命と
は何か」やプリゴジンの「散逸構造」などをかつて
手に取っては理解が不完全に終わった筆者も再び勉

お詫びと訂正

生物物理 Vol. 53 No. 3（2013 年 6 月 通巻 307 号）
に掲載いたしました「日本生物物理学会の一般社団
法人への移行について」中に一部誤りがございまし
た．深くお詫びしますとともに，以下のように訂正
いたします．

強したくなった．学生の方のみならず， 生命観
が気になっている方にもお薦めしたい．
（三重大・工 湊元幹太）

（誤）会長
（正）会長

→
→

理事長
代表理事

日本生物物理学会

会長

難波啓一

編
集
後
記

編集後記は欠かさず楽しみに読んでいる，という
方が必ずいらっしゃるだろうと思うと，この欄をい
ざ書くという段になってとても緊張しています．さ
て，今号（53-4）も，システム，構造・機能，進化，
化学生物，膜，可視化技術など，読み応えのある最
新記事が，絶妙なバランスで掲載されております．
この欄の愛読者の方ならご存知かと思いますが，本
誌のこのような論文は，自主投稿論文に加えて，編
集委員・地区委員が提案した中から委員会の審議を
通過したものが依頼され，さらに査読され，掲載さ
れたものです．若輩委員の私にはこの「提案」がな
かなか難しく，会員の関心が高い内容を是非！と気
負う能力もなく，只々，自分の興味で提案してし
まっていたことを反省しています（多彩な専門をも
つ他の編集委員の先生方の提案の中に溶かし込まれ
て「絶妙なバランス」に少しでも寄与できていれば
よいのですが）．
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いつも悩みながらの「提案」でしたが，嬉しい副
産物もいくつかありました．J-STAGE で「生物物理」
のバックナンバーの記事を読む機会が増えたことは
その 1 つです．記事提案では，内容や執筆者が最近
の目次と重複しないよう，検索して下調べします．
第 1 巻（1961 年）から記事が PDF で公開されてい
るので，結構ヒットしてきます．大学時代にお世話
になった先生の若き日の論考などが偶然目に留まる
と「おっ」となり，つい本当の目的を忘れて知りた
いキーワードをもとに，記事を漁りだしていた，と
いうことが何回かありました．昔の記事は今と比べ
長めですが，実験系や理論などについて詳述されて
いて，大変勉強になるものばかりであり，新鮮でし
た．活用している会員の方も多いと思いますが，あ
まり使ったことがない，昔の「生物物理」はよく知
らない，という方には，おすすめしたいです．
（K. T.）
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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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