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「生物物理」冊子体の頒布廃止と購読申込（有料）につきまして

日本生物物理学会　会長　難波　啓一

会誌編集委員長　中村　春木

昨年の第 51回総会でご報告いたしました通り，邦文誌「生物物理」は 53巻 6号（2013年 11月刊行予定）

をもちまして冊子体の頒布を廃止することになりました．54巻以降は希望者のみへの冊子体有料配布（オ

ンデマンド印刷）とさせていただきます．申込手続きにつきましては以下をご確認ください．

今後は，電子ジャーナルであることの利点を活かし，フルカラー化，動画・関連文献・企業ホームペー
ジ等への直接リンクなど，学会および各会員の情報発信媒体としてコンテンツをより拡充させ，これまで

以上に会員の皆様のお役に立てるよう，さらなる発展を目指します．引続きご愛読くださいますよう，お

願い申し上げます．記事・特集のご提案やご投稿もお待ちしております．

【冊子体購読申込手続き】

冊子体送付をご希望の方は，メールまたは本誌綴込みハガキにて学会事務支局までお申込みのうえ，冊

子体の購読費用を以下の口座へご送金ください．入金確認をもって冊子体の購読手続き完了となり，冊子

体が送付されます．

送付内容：「生物物理」年 6回（1・3・5・7・9・11月）発送

冊子体購読費用：年間 6,000円（印刷送料実費相当分）

口座番号：00160-4-592927（加入者名：日本生物物理学会）

※お申込みは年間単位でお願いいたします．

※払込取扱票通信欄に，住所・氏名・電話番号・会員番号・「冊子体購読希望」とご記入ください．

メールでのお申込みは，件名を「生物物理冊子体購読申込」とし，氏名，会員番号，所属，連絡先 E-mail

アドレスをご記入のうえ，学会事務支局 bsj@nacos.comまでお送りください．



一般社団法人日本生物物理学会ロゴマーク原案の募集について

日本生物物理学会は，平成 26年（2014年）1月より一般社団法人に移行するため，ロゴマークを刷新すること
にいたしました．生物物理学のさらなる発展をイメージさせるロゴマーク原案のご応募をお待ちしております．

募集要項

内容：
（1） 日本生物物理学会（任意団体）と差別化する新しいデザインであること．自作かつ未発表の作品で，第三

者の著作権等の知的財産権を侵害しないものであること．(現在のロゴマークは表紙左下に掲載）
（2） Th e Biophysical Society of Japanの名前を入れること．
（3） ホームページ，各種印刷物，グッズなど広範囲に利用するため，色やデザインが複雑でないこと．

応募資格：
日本生物物理学会の会員．1人何点でも応募できますが，応募用紙は 1点につき 1枚ご記入ください．

応募方法：
応募用紙を学会ホームページ（http://www.biophys.jp）からダウンロードいただき，必要事項をご記入の上，学会

会長室まで郵送または電子メールにてお送りください．
なお，複数応募する場合は応募用紙と作品がセットであると分かるようにしてください．
郵送応募は，封筒に「ロゴマーク原案応募」と明記してください．電子メールは，件名を「ロゴマーク原案応募」

としてください．
応募後しばらくしても作品受領の連絡がない場合は，学会会長室までお問い合わせください．

応募締切：2013年 11月 30日（土）必着

選考方法：
日本生物物理学会ロゴマーク選考委員会にて厳正に審査し，決定します．
なお，実際の使用にあたり，採用作品の一部を変更することがあります．あらかじめご了承ください．

採用作品：
採用者の発表は，2014年 1月を予定しています．
採用作品には，賞金 5万円を贈呈いたします．

注意事項：
応募に係る一切の費用は応募者の負担とします．
採用作品の著作権，商標権，その他一切の権利は，一般社団法人日本生物物理学会に譲渡するものとします．

応募先・連絡先：
〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-3

大阪大学大学院　生命機能研究科内
日本生物物理学会　会長室
TEL: 06-6879-4625　FAX: 06-6879-4652

E-mail: bpsjp@biophys.jp

http://www.biophys.jp


日本生物物理学会　第 2回 BIOPHYSICS論文賞

会誌 53巻 1号にて会員の皆様にご推薦をお願いした第 2回 BIOPHYSICS論文賞ですが，下記の通り受

賞論文が決定いたしましたので，ここにお知らせします．

Shoichi Metsugi, Atsuko Uenoyama, Jun Adan-Kubo, Makoto Miyata, Kei Yura, Hidetoshi Kono, Nobuhiro Go 

“Sequence analysis of the gliding protein Gli349 in Mycoplasma mobile”

BIOPHYSICS, Vol. 1, pp.33-43 (2005)

【選定理由】

本論文は，マイコプラズマの表面接着と滑走運動に関わる巨大タンパク質 Gli349とMYPU2110のアミ

ノ酸配列を解析し，相同性も立体構造も同定されていない YxxxxxGF配列が 10数回，別の約 100アミノ酸

残基の配列が 20回程度も繰り返されていること，また繰り返しモチーフの連結部分がフレキシブルな構

造であることを解明し，電子顕微鏡像をもとに繰り返しドメインが連結した細長い分子モデルと，その滑

走運動メカニズムへの関わりを提案した．本論文は細菌の滑走運動という，ユニークな生体運動を担う分

子モーターのメカニズムを解明する上で重要な成果であり，被引用回数も多い．

以上の理由により，本論文を第 2回 BIOPHYSICS論文賞に相応しい論文であると認める．

2013年 9月

BIOPHYSICS選考委員会
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今，生物物理若手の会主催の夏の学校に来ている．いつにも増

して主催者の意気込がヒシヒシと伝わる．夏の学校って学生やポ

スドクでないとなかなか行く機会が無いと思うけど，もともと生

物物理学会って夏の学校からスタートし，その後で年会を開く一

人前（？）の学会になったと聞く．そういった意味では，今の夏

の学校にも次の新しい流れを生み出す孵卵器としての役割もある

かもしれない *1．今年のスピーカーは生物物理学だけでなく，計

算機工学や応用数学などで活躍している研究者も多かった．そも

そも今年のテーマは No Borderとのこと．これはまったく同感．

学問の境界，そんなもの気にする必要なんて全然無い．ときどき

「生物物理って大学に学科も無ければ，disciplineとしても確立し

ていない」と自嘲気味の意見を聞く．実際，「生物物理学専攻」っ

てほとんど無くて，たいていの会員は生物化学や物理，化学系の

専攻に所属している．そのため「標準的教科書が無い」という弊

害はあって，それはそれでけっこう問題なんだけど *2，学会自体

の性質としては「それでイイじゃん」って思う．私が感じる生物

物理学会の良さって，まさにこの「なんでもあり」なとこである．

私が生物物理に参加するようになってからもMEMSや非平衡物

理の若手が参加するようになり，そのうち何人かは若手奨励賞を

受賞して学会に定着している．研究領域の Borderに対して鈍感

というかおおらかなところが，この学会のダイナミズムを生み出

す 1つの原動力だろう．

自分の研究に関しても，研究分野の境界とか正直どーでもい

い．おもろいことをトコトンやるだけである．もちろんプロの学

者としては「成果を挙げなきゃ！」なので安易には別領域に踏み

込めないんだけど，No Borderってまさにずっと私の気分．先に

言われちゃった感はあるけど，まっ良いか，いただいちゃおうこ

のフレーズ．

野地博行，Hiroyuki NOJI

東京大学工学研究科応用化学，教授

*1 といっても彼らにはその自覚は無いだろうし必要も無いんだけどね．
*2 「生物物理」Vol. 53 No. 3高田さんの巻頭言を参照のこと．



巻頭言

2 3 3  No Border
野地博行  NOJI, H.　

解説

2 3 6  溶液NMR法による膜タンパク質の機能調節メカニズムの解明
Solution NMR Study on Functional Mechanism of Membrane Proteins

大澤匡範  OSAWA, M.　今井駿輔  IMAI, S.　竹内　恒  TAKEUCHI, K.　嶋田一夫  SHIMADA, I.　
溶液 NMR法は，タンパク質の機能に関わる構造変化や運動性を，部位特異的に明らかにすることができる分光学的手法である．
本稿では，膜タンパク質の解析に適した試料調製法や NMR測定法を概説する．また，カリウムイオンチャネル KcsAを例とし
て，溶液 NMR法による膜タンパク質の機能調節メカニズム解明へのアプローチを解説する．

総説

2 4 2  液中高速原子間力顕微鏡で捉えられた膜タンパク質の動き
Capturing Membrane Proteins at Work

鈴木勇輝  SUZUKI, Y.　竹安邦夫  TAKEYASU, K.　
液中高速原子間力顕微鏡法により，ATP-依存性のイオン輸送に関する Post-Albertsモデルに対応するカルシウムポンプの構造動
態，脱感作しないとされるグリシン・アスパラギン酸―依存性の GluN1/GluN2A受容体の構造変化を可視化解析し，これまで
に得られなかった情報を得た．

2 4 6  結晶構造から見えてきたチャネルロドプシンの分子メカニズム
Crystal Structure of Channelrhodopsin, a Light-Gated Cation Channel

加藤英明  KATO, H. E.　濡木　理  NUREKI, O.　
光駆動性陽イオンチャネルである ChRは神経細胞を興奮させるツールとして広く使われているが，そのメカニズムは不明で
あった．我々は ChRの結晶構造を決定し，光によってチャネルが活性化される構造基盤の一端を解明した．この結果は ChR

に対する理解を深めツールとしてより有用な変異体を設計する助けとなるだろう．

2 5 0  cDNA displayによる分子デザイン
―mRNA display（in vitro virus）からcDNA displayへ―
Molecular Design of Functional Peptides and Proteins using cDNA Display: from mRNA Display (In vitro virus) toward cDNA Display

根本直人  NEMOTO, N.　望月佑樹  MOCHIZUKI, Y.　上野真吾  UENO, S.　
遺伝子型―表現型対応付けは進化分子工学における重要な要素技術であり，特にウイルス型対応付けの分子ツールは抗体のよ
うな親和性分子を創出する上できわめて重要である．本稿では特に無細胞翻訳系を用いたウイルス型対応付けである cDNA 

displayによる機能性分子の創出例と今後の可能性について紹介する．

2 5 4  DNAポリメラーゼηによるリン酸ジエステル結合の形成過程の観察
Watching DNA Polymerase η Make a Phosphodiester Bond

中村照也  NAKAMURA, T.　山縣ゆり子  YAMAGATA, Y.　Wei YANG  YANG, W.　
DNAポリメラーゼによる DNA合成の研究は古くから行われているが，その反応自体を可視化した例は報告されていなかった．
今回，我々は時分割蛋白質結晶学により，DNAポリメラーゼ ηのヌクレオチド転移反応を詳細に追跡することで，従来の研
究からは予測されなかった新たな反応機構を明らかにしたので紹介する．

5
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※ 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．



2 5 8  骨格筋ミオシンの新たな中間体の構造と滑り運動中のその役割
Novel Structure of Skeletal Muscle Myosin’s Intermediate and Its Role in Crossbridge-Cycle

片山栄作  KATAYAMA, E.　
滑り運動中の骨格筋アクトミオシンを急速凍結レプリカ法により電子顕微鏡観察すると，ミオシン頭部は従来の首振り説で想
定される ADP/Vi型とは逆向きの屈曲を示す．活性複合体アナログと称される SH1-SH2架橋型ミオシンは正にその構造を取っ
ていた．クロスブリッジ・サイクルにおけるその新たな構造の役割を議論する．
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1.
 はじめに

近年，Gタンパク質共役型受容体（GPCR）やイオ
ンチャネル，トランスポーターといった，生物学的，
医学・薬学的に非常に重要な膜タンパク質の結晶構造
が次々に報告され，機能を理解する上での構造基盤と
して，様々な研究分野において貢献してきた．
膜タンパク質は，水溶性球状タンパク質に比べて構

造の可塑性が高く，リガンド結合や膜電位の変化など
の刺激に応じて構造・運動性を変化させることで，機
能を発現する．そのため，機能調節メカニズムを解明
するには，結晶構造（スナップショット）だけでなく，
機能発現時にどのような構造変化がどのような速度で
起こるのか，といった情報が求められる．

NMRは，このようなタンパク質の構造変化や運動
性を，タンパク質上で部位特異的に明らかにできる分
光学的手法である．水溶性球状タンパク質について
は，高分解能の NMRスペクトルが観測可能である．
溶液 NMR法で得られる水素原子間距離や二面角と
いった局所的な構造情報を集積することによりタンパ
ク質の立体構造解析が可能であり，磁気緩和速度の解
析から，数%しか存在しない状態や機能に関わる運
動性を見出すことに成功している 1), 2)．詳細は成書に
譲るが，これらの手法は原理的には膜タンパク質の

NMR解析に適用できる．ここでは，水に不溶である膜
タンパク質の機能に関して，溶液 NMR法によりどの
ような情報が得られるのか，実例とともに概説したい．

2.
 構造変化と運動性を部位特異的に解析可能

タンパク質の NMR解析では，1
H，13

C，15
Nなどの

NMR感受性のある核種の核磁気共鳴を観測する．そ
の共鳴周波数は，同じ核種でも原子団によって異なる
だけでなく，同種の原子団であってもタンパク質中の
局所環境の違い（コンフォメーションの違いやリガン
ド結合の有無）により異なるため，「化学シフト」と
呼ばれる．化学シフト値の違いにより識別される個々
の NMRシグナルが，どの残基のどの官能基由来かを
帰属できれば，温度や pH，リガンド結合といった刺
激による化学シフト変化を解析することにより，その
刺激に伴う構造変化部位を同定できるようになる．
また，NMRスペクトルには，運動性・構造平衡の

影響も反映される．たとえば，あるアミノ酸残基が
2つのコンフォメーション A，Bの間で化学交換して
いる場合，NMRシグナルの線形は，A，Bの存在比，
化学シフト差，両コンフォメーションの交換速度に依
存して変化する．したがって，NMRシグナルの線形
解析により，化学交換速度の情報を得ることができ
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る．また，磁気緩和速度は，観測核のピコ秒からミリ
秒の時間領域の運動性を反映する．さらに長い時間領
域は，NMRスペクトルの経時変化により解析可能で
ある．このように，NMR法は，タンパク質の運動性
を，非常に幅広い時間領域で，部位特異的に解析でき
るという特徴を有する 3)．
さらに，5-7 Å以内に存在する核スピンが検出可能
な核オーバーハウザー効果（nuclear Overhauser eff ect, 

NOE）や交差飽和，20 Å程度以内の距離での相互作
用を鋭敏に反映する常磁性緩和促進効果（paramagnetic 

relaxation enhancement, PRE），核間ベクトルの静磁場と
の角度を反映する残余双極子相互作用（residual dipolar 

coupling, RDC）などといった各種 NMR現象を利用し
て，構造変化様式を解明することができる．
このように，溶液 NMR法では構造変化や運動性の
情報が部位特異的に得られるため，タンパク質の高分
解能な結晶構造と合わせることによりタンパク質の動
的な姿を明らかにすることができる．しかし，NMR

で検出される構造変化や構造平衡が必ずしもタンパク
質の機能と関わっている訳ではない．タンパク質の機
能調節メカニズムを解明する際には，タンパク質の
「機能を変化」させる様々な刺激を与えたときの，「構
造・運動性の変化」に着目する．両者に相関があれ
ば，この構造・運動性の変化は機能調節に重要である
ことが強く示唆される．

3.
 膜タンパク質機能メカニズム解明のための試料調製

脂質二重膜中で機能する膜タンパク質を溶液 NMR

法で解析する場合，機能発現の場になるべく近い環境
を NMR試料管内で再現することが重要である．
NMRシグナルは，分子の回転運動が速いほど先鋭化
するため，膜タンパク質を，脂質二重膜中での機能を
保持した状態で溶液中に単分散させる（可溶化する）
必要がある．そのための方法として，界面活性剤，バ
イセル，最近は脂質二重膜をリポタンパク質で取り囲
んだディスク状ナノ粒子である reconstituted High Den-

sity Lipoprotein（rHDL，別名ナノディスク）4)が用いら
れている（図 1）．
これらのうち，界面活性剤ミセル中の膜タンパク質

が最も高分解能の NMRシグナルを与える．しかし，
脂質二重膜では脂質の疎水基が膜タンパク質疎水性表
面に沿って配置するのに対し，界面活性剤は疎水基を
膜タンパク質の疎水性表面に向けて配置するという構
造上の違いがある（図 1）．良好な NMRスペクトル
を与えても膜タンパク質が失活している場合もあり，

機能との相関を注意深く解析する必要がある．
一方で，バイセルや rHDLは膜タンパク質をリン脂

質二重膜で取り囲んでいるという点で，膜タンパク質
が生体内で機能する環境に近い．しかし，膜タンパク
質を再構成したバイセルや rHDLは分子サイズが大き
く NMRシグナルが広幅化するなどの問題を伴う．
NMRシグナルの高感度観測には，次に述べる安定同
位体標識法と適切な観測法が必要である．

4.
  安定同位体標識と高感度・高分解能の測定法

タンパク質の溶液 NMRでは，分子量が大きいほど
核磁気の緩和が速くなり，シグナルの広幅化・感度低
下が起こる．緩和を促進する核スピン間の相互作用
は，分子中の 1

Hを 2
Hに置換することで大幅に軽減

されるため，膜タンパク質の解析には重水素化は有用
である．目的タンパク質を大腸菌や酵母で大量発現す
る場合，均一に 2

H標識を施すには培地の水を重水と
し，炭素源に重水素化グルコースなどを用いる．
このような 2

H標識と同時にアミド基のみを 1
H，

15
N標識した試料，あるいはメチル基のみを 1

H，13
C

標識した試料を使って，高分子量タンパク質でも高分
解能な 15

N-
1
H，13

C-
1
Hの相関スペクトルを観測できる

ようにする TROSY（transverse relaxation-optimized 

spectroscopy）という測定法が開発された 5), 6)．特に，
メチル TROSYスペクトルでは，アミド基に比べて 1

H

の数が 3倍であることと，3本の 13
C-

1
H結合が根元の

C-C結合を中心に高速回転可能である（緩和が遅くな
る）ことを利用し，高感度化に成功した 6)．

5.
 NMRシグナルの帰属
1
H-

13
Cメチル TROSYスペクトルで観測されるメチ

ル基は，主鎖の帰属 7)が確立されている場合には，
15

Nおよび側鎖の炭素原子を均一 13
C標識した試料を

用いて，主鎖アミド基のシグナルと側鎖メチル基のシ
グナルを残基内で相関させて，帰属する 8)．しかし，
主鎖の帰属が得られなかった場合には，帰属すべき残
基を別のアミノ酸残基に置換し，メチル TROSYスペ
クトルのピークの消失から帰属する．

6.
 pH依存性 K+

チャネル KcsA

溶液 NMR法による膜タンパク質動作機構を解明し
た例として，放線菌由来の pH依存性 K

+チャネル
KcsAを紹介する．KcsAは 160残基からなる 2回膜貫
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通型の膜タンパク質であり，4量体として機能する．
図 2には多数のKcsA分子由来のK

+電流（巨視的電流）
の pH依存的変化と，酸性条件における単一チャネル
解析を示す 9)．KcsAは中性の pHでは K

+を透過しな
い closed stateをとる．酸性刺激により一過的な最大電
流を示した後，その電流は数秒で指数関数的に減衰し
一定となる．この酸性条件下の状態を open stateと呼
ぶ．pHを中性に戻すと closed stateに戻る．これは，
真核生物における電位依存性 K

+
(Kv)チャネルの脱

分極刺激による活性化とそれに共役した不活性化
（activation-coupled inactivation），再分極に伴う電流の停
止，という応答によく類似していることから，KcsA

は Kvチャネルのプロトタイプと考えられている．
KcsAの結晶構造は，初の K

+チャネルの立体構造と
して報告され，K

+選択性や，K
+透過路を塞ぐゲート

の構造基盤を与えた（図 3）10)．KcsAは outer helix，
pore helix，inner helixの 3本のヘリックスからなるサ
ブユニットが対称的な 4量体を組んでおり，4回対称
軸上に K

+透過路が形成されている．K
+透過路の細胞

外側には，K
+を選択的に透過させる選択性フィル

ター（selectivity fi lter, SF）があり，細胞内側は 4本の
inner helixが組み合わさって helix bundle crossing（HBC）
と呼ばれる構造をとり，ゲートとして物理的に K

+の
透過を阻んでいる．すなわち，この結晶構造は KcsA

の closed stateのスナップショットである．
近年，SF近傍の変異体の電気生理解析から，SFが

もう 1つのゲートであることがわかり，KcsAはこれ
ら 2つのゲートによって K

+電流を制御することがわ
かってきた 9)．K

+を透過させる酸性条件における単一
チャネル解析の結果，酸性条件下の open stateにおい
ても，KcsAは K

+を透過しうる permeable stateと，透
過しない impermeable stateとの間を数秒で行き来する
ことが示唆された（図 2）．また，巨視的電流で酸性
刺激時に観測される一過的な最大電流から，刺激直後
には平衡が permeable stateに偏っていることが示唆さ
れるが，その分子メカニズムは不明であった．
そこで筆者らは，酸性刺激による開口時に，KcsA

のどの部位に構造変化が誘起されるのか，酸性条件下
open stateにおいて平衡にある permeable stateと imper-

meable stateとでは何が異なるのか，なぜこの平衡が酸
性刺激直後には permeable stateに偏っており，次第に
impermeable stateに移行するのか，という K

+チャネル
の動作機構を理解する上で重要な問題を解明するため
に KcsAの溶液 NMR解析を行った 11)．

7.
  KcsAの 3つの機能状態を表す NMRシグナル

筆者らは，高感度・高分解能のスペクトルが観測可
能なメチル TROSYでの解析を行った．KcsAの測定対
象試料としては，Ileの δ位のメチル基，および Leu，
Valの 2つのメチル基の一方のみを 1

H，13
C，他を 2

H，
12

Cとした安定同位体標識体を，界面活性剤ドデシル-

β-マルトピラノシド（DDM）で可溶化して用いた．

図 1 
NMR解析のための膜タンパク質再構成法．（a）界面活性剤，（b）
バイセル，（c）rHDLの断面の模式図．rHDLに関しては外観図も
示した．黄色：界面活性剤あるいは脂質，緑：膜タンパク質，ピン
ク：リポタンパク質．

図 2 
KcsAの電気生理解析 9)．pH依存的な巨視的電流の変化および
pH 3.2における単一チャネル解析．

図 3 
KcsAの立体構造．2つのゲート部位（SFと HBC）および SFの拡
大図を示した．
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KcsAが closed stateをとる pH 6.7と，open stateをと
る pH 3.2とではメチル TROSYスペクトルが大きく異
なっており，開閉に伴う構造変化が示唆された．筆者
らは，Ile，Leu，Valを一残基ずつ変異させた各変異体
と野生型のメチル TROSYスペクトルを比較すること
により，83個のメチル基のうち，pH 6.7にて 61個，
pH 3.2にて 66個のシグナルの帰属に成功した（図 4）．

Open stateをとる酸性条件下のスペクトルをよく見
ると，SF近傍のシグナルにはマイナーピークが存在
していた．これらのマイナーピークは変異導入により
近傍のメジャーピークとともに消失したこと，酸性条
件のみで観測され中性の closed stateでは観測されな
かったことから，メジャー・マイナーの 2状態間の平
衡におけるマイナー状態を反映したものであることが
強く示唆された．そこで，測定温度をこれまでの
45°Cから 35°C，25°Cと下げて測定したところ，SFを
構成する V76のメチル基のシグナルなど一部のシグ
ナルにおいて，メジャーシグナルの強度減少，マイ
ナーシグナルの強度増大が観測され，45°Cと 25°Cで
は大小関係が逆転した．同一メチル基のシグナルが
2個同時に観測されたということは，両状態間の交換
速度は共鳴周波数差（V76γ1のシグナルで 240 Hz）よ
りも十分に遅いことを示している．化学交換を検出す
る EXSYスペクトルの解析から，両状態間の交換速度
は約 1 s

–1と求まった 12)．
電気生理学的には，25°Cにおいて野生型 KcsAは酸
性条件下での permeable stateと impermeable stateが秒の
オーダーで行き来しており，permeable stateの popula-

tionが15%程度であることが知られている 9)．そこで，
酸性条件でのみ観測されるこの 2つのピークは，per-

meable stateと impermeable stateにおける構造を反映し

たものではないかと考えた．これを検証するため，
25°Cにおいて野生型の NMRスペクトルと，電気生
理学的に常時 permeable stateをとる変異体 E71A，ある
いは，ほとんど impermeable stateをとる変異体 Y82A

の NMRスペクトルとを比較したところ，permeable 

stateをとる E71A変異体のシグナルの化学シフトは，
野生型において 45°Cでメジャーなシグナルと一致し
た（図 5）．一方，ほとんど impermeable stateをとる
Y82A変異体では，野生型より 2つのシグナルの強弱
の差が大きく観測され，強いシグナルは野生型におけ
る 25°Cでのメジャーなシグナルに，弱いシグナルは
野生型で 45°Cでのメジャーなシグナルに一致した．
以上より，野生型において観測された 2つのシグナ
ルのうち，E71A変異体で観測されたシグナルが per-

meable state，Y82A変異体においてより強く観測され
たシグナルが impermeable stateを反映するものであり，
野生型における構造平衡は，高温（45°C）では perme-

able state，低温（25°C）では impermeable stateに偏るこ
とがわかった．すなわち，KcsAの closed state，および

図 4 
KcsAのメチル TROSYスペクトル．

図 5 
活性の異なる変異体との比較による，構造平衡にある 2つのシグ
ナルの帰属．P: permeable state，I: impermeable state．上には強
度比を示すため，シグナルの x軸への投影図を示した．

図 6 
（a, b）温度と pHにより，KcsAの 3つの機能状態を 3個の NMR
シグナルとして区別して観測．黒：Closed，赤：Permeable，緑：Im-
permeable.（c）3状態における V76γ1メチル基と水との間の NOE
を示すスペクトル．
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open stateに お け る permeable stateと impermeable state

といった 3つの状態を，pHと温度を調節することに
より，別々の NMRシグナルとして観測することに成
功した（図 6a, b）．

8.
 状態間の構造変化部位

そこで，KcsAの開口に伴う構造変化を調べるために，
45°Cにおいて，KcsAの closed stateをとる pH 6.7と，
permeable stateをとる pH 3.2における各シグナルの化
学シフト差を解析した．Ile，Leu，Valのメチル基に観
測される pH依存的な化学シフト変化は，ごく近傍に
位置するカルボキシル基などへのH

+付加，あるいは，
それに伴う KcsAの構造変化を反映する．顕著な化学
シフト変化が観測された残基は，主に HBC周辺に位
置していた．これは，筆者らの以前の研究 13)におい
て，Trp，His，Lys選択的 15

N標識体を用いて pH依存
的な化学シフト変化が検出されたW24，H25の領域と
一致した．これらのことは，KcsAが closed stateから
permeable stateに移行する際には HBCの構造変化を伴
うことが強く示唆された．また，このスペクトル変化
は，H25A変異体においてのみ抑制されることから，
H25は pHセンサーとして機能することが示された．
さらに，KcsAが open stateにある pH 3.2において，

permeable stateをとる 45°Cと，impermeable stateをとる
25°Cのスペクトル変化を解析した．その結果，7個の
シグナルに明確な化学シフト変化が観測され，それら
はすべて SF近傍の残基であることがわかった．特に
顕著な化学シフト変化が観測されたのは，SFを構成
する V76であった．このことから，permeable stateと
impermeable stateとでは，SFの conformationが異なる
ことが強く示唆された．

9.
 Permeable stateとimpermeable stateとでは何が違うか

SFは，その名の通り K
+を選択的に認識する部位で

ある．酸性条件下では，この部位の conformationに異
なる状態の間で構造平衡が存在することから，pHに
よって SFの K

+との結合親和性に変化が起こるのでは
ないかと考えた．そこで，pH 6.7と 3.2において，
V76のメチル基の NMRシグナルを指標とした K

+滴
定実験を行った．滴定曲線のフィッティングから，
pH 3.2におけるK

+の解離定数（Kd）は 30 mMと求まっ
た．同様の実験を pH 6.7で行ったところ，Kd値は
3 mMと，pH 3.2のときの 1/10であった．
面白いことに，permeable stateのシグナルが観測さ

れる pH 3.2において，K
+を除くと impermeable stateの

位置にシグナルが観測された．また，K
+添加ととも

に impermeable stateのシグナルが減弱・やがて消失し，
同時に permeable stateのシグナルが強度増大し，
120 mM K

+存在下では permeable stateのシグナルのみ
となった．このことは，impermeable stateは SFに K

+

が結合していない状態であることを示唆している．
Impermeable stateにおいて K

+が解離した SFは，真
空状態になるのではなく，何かが入り込むはずであ
る．筆者らはそれが水ではないかと考え，水との
NOEシグナルの検出を試みた．NOEは，2個の 1

Hが
約 5-7 Å以内に 300 psより長く滞在する際に観測され
ることが知られている 14)．中性の pHでの closed state，
酸性の permeable state, impermeable stateのそれぞれに平
衡を偏らせた条件で，NOEスペクトルを測定した結
果，impermeable stateでのみ SFの V76のメチル基と水
との間の NOEシグナルを検出した（図 6c）．
以上の結果から，中性条件下の closed stateは，HBC

が閉じ，SFは K
+に高親和性で，生理的条件下では K

+

結合型で存在するのに対し，酸性条件下では HBCが
開き，SFに K

+が結合した permeable stateと，K
+が解

離し代わりに水が結合した impermeable stateとが平衡
にあることが明らかとなった．

10.
 KcsAの機能発現の分子メカニズム

これらの溶液 NMRにより得られた知見を統合する
と，KcsAの巨視的電流，すなわち刺激による一過性
のピーク電流とその後の減衰（図 2）は次のように説
明することができる（図 7）．

Closed stateでは K
+が SFに結合しているため，H25

への H
+付加により HBCが開く瞬間には，K

+が結合
したままの permeable stateに選択的に移行する．その
ため，すべての KcsAは一斉に HBCと SFをともに開
口し，最大 K

+電流を生じる．
また，酸性状態においては，K

+の親和性の低下に
より，SFから次第に K

+が解離して水が結合した im-

図 7 
KcsAの機能発現メカニズム．
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permeable stateの割合が増大し，秒のオーダーで定常
状態に達する．
冒頭で述べた機能および構造上の類似性から，感受

する刺激は異なるものの，この機構は Kvチャネルに
適用可能である．

11.
 KcsAの構造平衡は膜環境に依存する

これまでの解析は，界面活性剤である DDM中に可
溶化した KcsAで行ってきた．筆者らは，機能発現の
場である脂質二重膜中での構造平衡を観測するため
に，KcsAを rHDLに再構成（KcsA-rHDL）し，NMR観
測を行った 12)．rHDL中でのNMRスペクトルはDDM

中でのものと類似しており globalな構造変化は見られ
なかった．しかし，SFを構成する残基の構造平衡に
おいては，rHDL中の方が impermeable stateの割合が
高いことがわかった（図 8）．
さらに，膜環境に摂動を与えるため，脂質二重膜に

分配して膜の密度に変調を与えるとされているtrifl uoro-

ethanol（TFE）を 1-3%（v/v）程度添加したところ，
rHDL中の KcsAは impermeable stateから permeable state

へとシフトした．
さらに，筆者らは平面膜に KcsAを再構成し，単一

チャネル電流の解析を行ったところ，1-3%の TFEの
添加とともに，開口確率が増加した．この変化は，
NMR解析による TFE添加時の構造平衡のシフトとよ
く対応していた．この結果は，NMRで捉えた rHDL

中の構造平衡が，脂質二重膜環境におけるチャネル機
能と密接に関連していることを強く示唆している．

12.
 おわりに

膜タンパク質の構造・機能は膜環境に大きく依存す
る．活性が脂質組成に依存する膜タンパク質も多い．
今後，rHDLなどを利用して脂質との直接の相互作用
の解析が進み，膜環境が膜タンパク質の機能に与える
構造基盤が明らかとなることが期待される．
最後に，共同研究者の皆様に深く感謝いたします．
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図 8 
rHDL中（黒）と DDM中（赤）での KcsAのメチル TROSYスペク
トル．
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1.
 膜タンパク質動態解析のための 

液中高速原子間力顕微鏡

シグナル伝達や細胞内外への分子輸送，細胞間接着
など生命の維持に不可欠な生理機能は細胞膜にあり，
その機能を担う膜受容体，輸送体，接着因子などの膜
タンパク質は，細胞膜の質量のうち 50%を占めると
言われている．タンパク質 1分子のナノメートルス
ケールでの構造解析を溶液中（すなわち生理的環境
下）で行える原子間力顕微鏡（AFM）は，近年の高
速化により，構造動態計測を可能にした．従来の
AFMの走査速度（1フレーム /数分）が，安藤らによっ
て最速 20-40フレーム /秒まで一気に上昇したのであ
る 1), 2)．これにより，膜タンパクの構造とダイナミク
スの同時計測は現実的なものとなってきた 3)-5)．高速
AFM（HS-AFM）による構造―動態解析は，X線結晶構
造解析やクライオ電子顕微鏡法による単粒子解析が提
供する詳細な静止構造情報を踏まえることで，構造―
動態―機能相関の議論を可能とする．本稿では，筋小
胞体に存在する ATP-依存性膜輸送体と神経シナプス
に存在するリガンド作動性受容体チャネルとの解析例
を紹介したい．

2. Ca2+-ATPase（カルシウムポンプ）のHS-AFM解析

細胞膜や細胞内膜系におけるナトリウムポンプやプ
ロトンポンプ，カルシウムポンプなどの膜輸送体は，
ATP-依存性のイオン特異的能動輸送を担う．これら
のイオンポンプは 10個程度の細胞膜貫通領域と中央
に大きな細胞質領域を有している．ATPを加水分解
し，イオンの濃度勾配に逆らってイオンを輸送する過
程において，中央の細胞質領域のアスパラギン酸が自
己リン酸化される中間体を形成することから，P-型
ATPaseと呼ばれる．
我々は，以下の理由から筋小胞体膜に存在するカル
シ ウ ム ポ ン プ（SERCA1: sarcoplasmic reticulum Ca

2+
-

ATPase isoform 1）を研究対象に選んだ．
 ・ 生理学的に非常に重要である点．Ebashiの発見以
来，カルシウムポンプは骨格筋の弛緩において中心
的な役割を演じることがわかっている 6), 7)．

 ・ 生化学的に古い歴史がある点．P-型 ATPaseのイオ
ン輸送過程は Post-Albertsスキームによって記述され
る（図 1a）．

 ・ 純度の高い膜断片の単離・精製が可能である点．
ATPase活性とイオン輸送活性を持ったカルシウム
ポンプを高純度に含んだ膜小胞が得られる．
単離したウサギ筋小胞膜上を HS-AFMで観察する

生物物理 53（5），242-245（2013）
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Two examples of our most recent investigations using high-speed atomic force microscopy were provided.  (1) Th e calcium pump reac-

tion cycle was captured as up-and-down motions, corresponding to the conformational changes of the pump during ATP-mediated ion 

transport.  Th e motion pictures obtained suggest that the pump would not exactly follow the Post-Alberts schema in the physiological 

condition.  (2) Th e binding of two agonists (glycine and aspartate) to the hetero-tetrameric GluN1/GluN2A receptor triggered a struc-

tural change in the extracellular domain of the receptor without desensitization.  Th is change was abolished in the presence of a selective 

antagonist, D-(–)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid.

high-speed atomic force microscopy (HS-AFM) / ion pump / ligand-gated ionotropic receptor / P-type ATPase / iGluR

※図 1，図 2，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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ことで，我々は SERCA1分子の‘首振り運動’を捉え
ることに成功した 8)（図 1c）．ここでの画像取得速度は
1フレームあたり 1.0秒であるので，イオンポンプに
よる Pumping運動のサイクルが～ミリ秒オーダーで
あることを考慮すると，ポンプサイクルすべてを捉え
ているのではなく，せいぜい数 10回のサイクル中に
1度のある状態を捉えたのである．とは言っても，こ
の成功は我々を更なる挑戦へと駆り立てるには十分で
あった．そこで現在のHS-AFMの時間分解能（1秒あた
り20-40フレーム）の限界への挑戦的手法として single-

line scan法 9), 10)を取り入れた（図 2）．この方法では，Y

方向の走査を off にし，タンパクが存在する同一線上
を X方向に繰り返し走査することで，単一 X線上で
の Z方向の高さ情報を連続的に記録する（図 2a）．こ
れにより，タンパク質 1分子の高さ変化の情報を 250-

1000 Hzという時間分解能で取得できるのである．
図 2bは 100 nM ATPと 100 μMの Ca

2+存在下で記
録された Single line scanの一例である．時間軸に対し
て高さの変化をプロットしたもので，観察時間500 ms

の間に鋭いピークが複数回記録されている．これはタ
ンパク質の上下運動を示している．記録を多数行い上
昇値の平均を求めたところ，2.3 nmであった．提唱
されている結晶構造モデルと比較すると，この値は
E1Ca

2+構造と（E1ATP, E1P, E2P, E2）の高さの差異と
ほぼ一致した 11)-14)．測定される高さと SERCAの各状
態は，各種溶液条件下で膜上のタンパクの高さを比
較・解析することで対応づけられる．ATP非存在かつ
100 μM Ca

2+存在下では SERCAは E1Ca
2+状態にある

と考えられる．この条件におけるタンパク質の膜上の
高さは 5.4 nmであった．E2様の状態を固定すると考
えられる阻害剤 thapsigagen存在下（100 μM Ca

2+
, 10 μM 

thapsigagen）では高さ 7.2 nmのタンパクが出現するこ
とから，背の低い状態は E1Ca

2+を，背の高い状態は
その他の状態を反映していると考えられる．
通常の Buff er溶液中では SERCAの反応は 1方向に
進む 15)ことを考慮すると，1つの上下運動は 1つの代

図 1 
（a）SERCAの反応サイクル（Post-Alberts Scheme）．SERCAの Ca2+輸送サイクルでは，まず輸送される 2個の細胞質 Ca2+が協同的に高親和
性部位へ結合することによって ATPaseが活性化され，次いでMgATPからリン酸基が Asp351に転移し，自己リン酸化中間体が形成される
（E1P）．E1Pは E2Pに異性化し，輸送部位から Ca2+が内腔へと放出される．その後 E2Pが加水分解され，E2を経て E1へと戻ることでサイ
クルが一巡する．（b）E1Ca2+と E2の構造モデル．2000年代前半には，豊島らにより反応サイクルにおける基本的状態（E1Ca2+, E1ATP~E1P, 
E2Pおよび E2）の詳細構造が次々と明らかにされ，Post-Alberts Schemeに沿った構造・機能関係の議論が可能となった．一連の輸送サイク
ルの間，たわんだり折れ曲がったりするという SERCA分子構造の動的な振る舞いが予測できのである．（c）HS-AFMで捉えた SERCA 1分子
の運動．高さの変化とともに，Y方向プロファイルの変化にも注目してほしい．ATP・Ca2+非存在下では高さの変化は見られず，膜上での
Ca2+-ATPaseの 2次元拡散係数は 0.4 ± 0.2 nm2/sであることから 8)，ここで観察される分子の動きは反応サイクルに対応していると考えられ
る．走査速度は 1.0フレーム /秒．文献 8の図を改変．

図 2 
（a）Single line scan法によって得られた AFM像の一例．Y方向の
走査を行わず，目的の分子上を X方向に繰り返し走査し，同一走
査線上の高さ情報を連続記録する．（b）（a）における高さの変化
（破線）を時間軸に対してプロットしたもの．膜の高さ変化がほと
んど無いのに対して，SERCA分子はその高さを激しく変化させて
いる様子がわかる．
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謝サイクル（背の低い状態：E1Ca
2+⇒背の高い状態：

E2⇒背の低い状態：E1Ca
2+）に対応していると考えら

れる．解析の結果，単位時間あたりに起こる上下運動
の回数は ATP濃度に依存し，thapsigagenによって阻害
されることがわかった．単位時間のピーク数（もしく
は 1/Δtcycle）は代謝回転速度を示し，過去の生化学的解
析結果と同様にこの速度は ATP濃度に依存して増加
した（図 3a）．我々の実験条件で得られた代謝回転速
度は最大で，～ 50 s

–1であった．さらに，低濃度の
Ca

2+（10 nM）で同様に ATP濃度（0-100 μM）を振り解
析を行ったところ，背の高い状態の寿命（Δttall）が長く
なった（図 3a）．このことから，背の高い状態から背
の低い状態への変化は Ca

2+濃度に依存し，E1→
E1Ca

2+に対応していると考えられる．つまり，未だ結
晶構造が解かれていない E1も背の高い構造をとって
いることがわかった．
さらに，低濃度の Ca

2+（10 nM）で同様に ATP濃度
（0-100 μM）を振り解析を行ったところ，背の高い状
態の寿命（Δttall）が長くなった（図 3a）．このことか
ら，背の高い状態から背の低い状態への変化は Ca

2+

濃度に依存し，E1→ E1Ca
2+に対応していると考えら

れる．つまり，未だ結晶構造が解かれていない E1も
背の高い構造をとっていることがわかった．
興味深いことに，生理的条件下（1.0 mM ATP and 

100 μm free Ca
2+）では上下運動は起こらず，カルシウ

ムポンプ分子は背の高い状態を取り続けることがわ
かった（図 3b）．これは，高濃度の ATP存在下では
E1Ca

2+の構造を経ず，従来の Albers-Postスキームとは
違った経路を通って反応が進む可能性を示唆している．

3. NMDA型受容体のリガンド依存性構造変化

グルタミン酸は哺乳類の中枢神経において，基本的

かつ重要な神経伝達物質である．我々は，受容体型
イオンチャネルの構造動態・機能研究の対象として
以下の理由から NMDA型グルタミン酸受容体（以下
NMDA型受容体）を選んだ．
 ・ NMDA受容体は他の iGluRと異なる特徴を有してい
る．non-NMDA型受容体がK

+や Na
+を透過するのに

対し，NMDA受容体は高いCa
2+透過性を示し，Mg

2+

によりチャネル活性が抑制される．また，その活性
化にはグルタミン酸だけでなくグリシンの存在も要
求される．non-NMDA型受容体が通常の速い興奮
性シナプス伝達に働いているのに対し，NMDA受
容体は記憶・学習の基礎的現象であるシナプス可塑
性に中心的役割を果たしていると考えられている．

 ・ 近年の iGluRの構造解析，特に AMPA型受容体の
結晶構造解析の進展によって，アゴニスト結合に伴
う iGluRの活性化メカニズムの理解が深まりつつあ
る 16), 17)．
膜タンパク質の HS-AFM解析を行う場合，一般的

に「純度の高い精製タンパク質を脂質二重層に埋め込
む」という手法を取らざるを得ない．単離精製した
NMDA受容体（GluN1/GluN2A，各サブユニット 2つ
から成るヘテロ 4量体）を人工脂質膜に挿入したプロ
テオリポソームを測定基板（雲母表面）上に展開し，
HS-AFMによる動態解析を行った 18)．この場合，脂質
二重層の再構成系を用いる限り付きまとう一般的問題
は「どちらが目的の細胞外部位（extra cellular domain; 

ECD）なのか？」ということである．我々は，各ド
メインに特異的に結合する抗体で分子をラベルするこ
とによって，高さ 8.5 nm前後の粒子のみが抗体によ
りラベルされることを確認し，細胞外領域の動態を解
析しているものと結論した．
アゴニスト結合に伴うECDの構造変化を経時イメー
ジングで捉えるためには，任意のタイミングで観察溶
液中にアゴニストをリリースしなければならない．本
研究では，グリシンと Caged-グルタミン酸を含んだ溶
液中で観察を行い，UV照射によりグルタミン酸をリ
リースした．NMDA受容体 1分子の経時イメージン
グでは，UV照射後，すなわちグルタミン酸リリース
後に，受容体分子の高さが約 1 nmほど急激に低くな
る様子が捉えられた（図 4）．このような変化はアン
タゴニストであるD-AP5により阻害され，またリガン
ドとしてグルタミン酸のみ，あるいはグリシンのみを
含む溶液中でも起こらなかった．以上から，検出され
た高さの低下は，グリシンとグルタミン酸の両リガン
ドが結合によって惹起された NMDA受容体の構造変
化と考えられる．これまでの AMPA型受容体の構造

図 3 
Single line scan法によって得られた各種溶液条件下における
SERCA分子の挙動．（a）Ca2+濃度（10 μM or 100 μM）と ATP濃度
（0～ 100 μM）に依存した挙動の変化．（b）生理的条件下（100 μM 
Ca2+, 1 mM ATP）における挙動．文献 8の図を改変．
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解析の知見から提示されている構造変化は，アゴニス
トの結合により，アゴニスト結合部位（agonist binding 

domain; ABD）のクラムシェル状の構造が少し閉じ，
4量体中のそれぞれの ABDが互いに離れることで，
膜上のドメインの高さが低くなるというものであ
る 16), 17)（図 5）．AMPA型受容体に比べ，NMDA型受容
体の構造解析は遅れているが，同様の変化が予測され
ている 19), 20)．この予測に対して直接的な証拠を提示
したのが今回の HS-AFMによる可視化解析である．

4. 今後の展開

X線結晶構造解析はタンパク質の構造に関して原子
レベルの情報が得られる強力な手法である．FRETに
代表される蛍光を利用した 1分子解析は急速な構造変
化を捉えるのに適したアプローチである．前者は空間
分解能に，後者は時間分解能に特化した研究手法と言
えるだろう．HS-AFMは時空間分解能こそ両者に及ば
ないものの，溶液中で 1分子の構造変化を直接‘見

る’ことができる唯一のアプローチである．原子レベ
ルの構造解析から得られる情報を参照しながらミリ秒
レベルでの分子動態の変化を‘見る’ことによって，
多様な受容体やイオンポンプの生理機能が構造的視点
から語られる日も近いと思われる．
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図 5 
アゴニスト結合に伴う iGluR構造変化のモデル図．

図 4 
脂質膜へ再構成したGluN1/GluN2A受容体のHS-AFMによる動態解
析．走査速度は 1.0フレーム /秒．（a）グルタミン酸によって引き
起こされる受容体構造の変化．Caged-グルタミン酸含有 Buffer溶
液への UV照射後に，受容体分子の高さが低くなる．（b）受容体の
高さの時間変化．UV照射前（106秒間）の受容体の高さは 8.2 nm
前後である（b，中ヒストグラム）のに対し，UV照射後（92秒間）
は 7.2 nm前後へシフトする（b，右ヒストグラム）．（c）UV照射
直前（破線）と照射後3秒後（実線）のX方向（（a）の実線矢印方向）
のセクションプロファイルの変化．リガンド受容に伴う NMDA受
容体単分子の構造変化は HS-AFMによってはじめて捉えられたも
のである．試料および時間分解に関する詳細は文献 18参照．
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1. はじめに

ヒトから微生物まであらゆる生物は光を受容し，そ
の光情報に応じた行動をとる．多くの場合この光情報
の受容は，発色団としてレチナールと呼ばれる低分子
を結合した，ロドプシンファミリータンパク質によっ
て担われている．たとえば，ヒトの眼に存在する動物
型ロドプシン（視物質ロドプシンなど）は，光を吸収
すると 3量体 Gタンパク質を活性化することでヒト
の視覚形成に重要な役割を果たす．また，一部の微生
物が持っている微生物型ロドプシン（バクテリオロド
プシン（BR）など）は，光を吸収すると細胞外にH

+を
汲み出し H

+濃度勾配を形成することで，特に嫌気性
条件下でのエネルギー獲得に重要な働きを示す．この
ように，一口にロドプシンタンパク質と言ってもその
機能は多岐に渡ることが知られていたが，イオンチャ
ネルとして働くロドプシンタンパク質は長らく発見さ
れておらず，その存在も疑問視されていた．しかし
2002年，Peter Hegemannらが緑藻類の走光性に関わる
新規微生物型ロドプシンを発見し，このタンパク質が
陽イオンチャネルとして働いていることを示した 1)．
これがチャネルロドプシン（ChR）である．ChRは青色
光を吸収すると細胞内に陽イオンを取り込むことで膜
電位を変化させる．この性質から，ChRは神経細胞を
脱分極させるツールとしてロドプシン研究者からのみ
ならず，神経科学者からも注目されることとなった．

2005年から 2006年にかけ，3つのグループが ChR

を神経細胞に発現させ，これに光を照射することで
ChRを発現させた神経細胞のみを選択的に興奮させ
ることに成功 2)-7)，そしてその翌年には Karl Deisseroth

らが ChRと光ファイバー技術を組み合わせることで
生きたマウスの行動を光によって制御することに成功
した 8)．これ以降，ChRを用いた神経科学（optogenet-

ics）の研究は現在まで飛躍的に増加し続けてきてい
る．しかし，こうした研究例の増加とは裏腹に，ChR

自体の分子メカニズム，すなわちこのタンパク質が光
を吸収すると何故陽イオンを通すのか，またそもそも
陽イオンはこのタンパク質のどこを通るのかといった
諸問題には不明な点が多く，ほとんど知見が得られて
いなかった．また，ChRが神経科学の有用なツール
として認識され始めて以降，ChRの性質を改善し，
より使い易い変異型ChRを創出しようという研究の流
れが生まれたが 9)-13)，構造既知の微生物型ロドプシン
から得られる情報だけでは変異体のデザインに限界が
あり，ChRそのものの構造情報が待ち望まれていた．

2. ChRの発現から構造決定

膜タンパク質，特に真核生物由来の膜タンパク質は
一般に不安定であり，安定性，均一性の高いタンパク
質を大量に調製することは困難である．筆者らが構造
解析に着手した 2009年時点で，ChRは緑藻類である
クラミドモナス，ボルボックスの 2種からしか単離さ
れていなかったため，筆者らはまず両生物種から単離
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された計 4種の野生型 ChRの性質を確認した．しか
し，4種の野生型 ChRは，大腸菌，酵母，ほ乳類培
養細胞，昆虫細胞といったあらゆる発現ホストで発現
を試みても，その発現量は低く安定性も良好ではな
かった．そこで筆者らはこの ChR 4種に関して複数
のキメラ体を作製し，その発現量と安定性を，C末端
側に融合させた EGFPの蛍光によって評価した（FSEC

法 14)）．しかし，発現量，安定性の面で最も良好で
あったキメラ体に関して蒸気拡散法による結晶化を
行ったところ，数千条件の検討を重ねても構造解析に
適した良質の結晶を得ることはできなかった．
そこで筆者らは，蒸気拡散法とは原理的に異なる

“脂質キュービック法（LCP法）”を用いて ChRの結晶
化を試みた．LCP法とは，1996年に考案された「3次
元的に連続した脂質膜中に膜タンパク質を再構成して
から結晶化する手法」である 15)．この LCP法を利用
して，市販の結晶化スクリーニングキット 5種（＝約
500条件）を用い ChRの結晶化を試みたところ，1条
件でのみ ChRの結晶を得ることに成功した．この結
晶化条件について条件の最適化を行ったところ，驚く
べきことに筆者らは得られた結晶から 2.8 Åの分解能
でデータセットを取得することに成功した．しかし，
ここでまた位相決定という問題に直面した．既知の微
生物型ロドプシンをサーチモデルとした分子置換法で
は位相が決まらなかったのである．そのため筆者らは
セレノメチオニン置換 ChRを用いて位相の決定を試
みたが，質量分析を用いてセレノメチオニンの導入効
率を評価したところ，半年以上の度重なる条件検討を
経ても導入効率は一向に上がらなかった．そこで筆者
らは，セレン原子の異常分散を利用した位相決定を諦
め，次に様々な重原子との共結晶やソーキングを試み
た．ここで，今までの結晶化条件から得られる結晶に
は“質のばらつき”があり，“再現性”も良好でなく，
“条件に含まれていたクエン酸ナトリウムが 2価の重
金属イオンをキレートしてしまう恐れがあった”た
め，新規の結晶化条件を探索することにした．この
際，既存の結晶化キットは蒸気拡散法に最適化された
ものがほとんどであり，LCP法には適しておらず（脂
質の状態相が変化してしまう）スクリーニング効率が
悪いという懸念から，筆者らは LCP法に最適化した
自作の結晶化キットをデザイン・作製し，これを用い
て一からスクリーニングを行った．その結果，新たに
数条件の結晶化条件を発見することに成功したため，
これらの条件を元に結晶化条件の最適化を行いながら
重原子の共結晶やソーキングを試みたところ，最終的
に塩化メチル水銀との共結晶において，水銀の異常分

散を用いた多波長異常分散法によって位相を決めるこ
とができた．また，この過程でネイティブタンパク質
（非セレノメチオニン置換体 ChR）に関するデータ
セットも 2.8 Åから 2.3 Åに向上させることに成功し
た．様々な試行錯誤を繰り返すことで位相決定に成功
したが，蓋を開けてみれば，これは筆者らの知る限り
“LCP法を用いて得られた結晶について，重原子の異
常分散を利用して新規に位相を決定した”最初の例で
あった．

3. ChRの全体構造と構造比較

筆者らが構造を解いた ChRは膜貫通ヘリックス
（TM）の 1-5番がクラミドモナスの ChR1に，TM6，

7番がクラミドモナスの ChR2に由来する全長 356ア
ミノ酸のキメラ体であり，シグナル配列として働く
1-23残基，N末の細胞外ドメイン（24-83），7回膜貫
通領域（84-317），C末の細胞内ドメイン（318-356）
から構成されていた（図 1）16)．N末の 24-48残基，1

番目の細胞内ループである 110-117残基，C末の 343-

356残基は構造がディスオーダーしているためか電子
密度が低くモデルを置くことができなかったが，それ
以外の領域については鮮明な電子密度が観測され，モ
デルを構築することができた．ChRの全体構造にお
いて特筆すべき点は，このタンパク質が細胞外ドメイ
ン，TM 3，4，そして細胞外ループ 1番同士の相互作
用により強固な 2量体構造を形成している点であっ
た．これは他の微生物型ロドプシンが 3量体や 4量体
構造を形成しているのとは非常に対照的である 17), 18)．
また，ChRの構造を現在まで最もよく研究されてい
る微生物型ロドプシンである BRと比較したところ，
両者の構造はレチナールの位置を含め非常によく一致

図 1 
ChRの全体構造．各単量体をそれぞれ緑，紫色で図示した．破線
部はディスオーダー領域を表している．
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していることがわかった（図 2）．しかし，ChRには
BRに存在しないドメインが細胞外と細胞内に存在し
ている点，ChRの TM7は BRのそれと比較して細胞
内側まで大きく突き出している点，ChRの TM1，2

が BRと比較して外側に傾いている点などが異なって
いた（図 2）．特に TM1，2は BRと比較してその 1次
構造における相同性も低く，後に詳述するように
ChRのイオンチャネル活性において重要な働きを示
すことから，非常に ChR“らしい”ヘリックスである
と考えられた．

4. イオン輸送経路の解明

ChRの分子メカニズムを理解するためにはイオン
がどこを通るのか，その輸送経路を解明することが必
要不可欠である．発見から 10年以上経つにも関わら
ず，ChRのイオン輸送経路については様々な説が飛
び交っていた．その中には，ChRは 3量体を形成し
ておりイオン輸送経路はその中心に形成されるという
説や，3量体ではなく 2量体を形成しその中心をイオ
ンが流れるという説のように「多量体の中心（境界面）
がイオン輸送経路として働く」という説と 19)，それと
は対照的に「ChRは単量体の中にイオン輸送経路を
持つ」という説が存在していた．また，輸送経路が単
量体中に存在すると考える研究者の中でも，イオンが
どの TMの間を通るのか，という具体的な話になる
と意見の一致を見られなかった 20)．
筆者らの構造を見てみると ChRは細胞外ドメイン

同士で強固な 2量体を形成しており，3量体を形成す
る可能性はきわめて低いと考えられた．また，ChR

の分子表面を描いたところ，2量体の境界面にはイオ
ンが透過できそうな空間は存在せず，また境界面に並
んでいる残基はどれも疎水性残基であった為，2量体

の中心を陽イオンが透過できる可能性も同様に低いと
考えられた．しかし一方で，単量体内の TM1，2，3，
7によって囲まれた領域には強い負電荷を帯びた空間
が存在していることがわかった（図 3a）．この空間は
先にも述べたように，BRと比較して外側に傾いてい
る TM1，2によって形成された空間であったため，
この空間は ChR特有のものであり，イオンの透過に
重要である可能性は高いと考えられた．
そこで筆者らはこの負電荷領域を形成している 12

の極性アミノ酸のうち 4つのアミノ酸残基（Gln95, 

Lys132, Glu136, Glu140）をアラニンに置換した変異体
を作製し（図 3b），パッチクランプ法を用いてその
Na

+電流を測定した．その結果，塩基性アミノ酸であ
る Lys132をアラニン残基に置換した変異体では電流
値が変化せず，それ以外の 3変異体については電流値
が低下するという結果が得られた．また，4つの残基
のうち 3つの残基については，アラニン残基に置換し
たことにより K

+や Ca
2+，Na

+に対するイオン選択性
が大きく変化した．これらの結果はいずれも，ChR

のイオン輸送経路が TM1，2，3，7によって囲まれ
た領域，つまり多量体の境界面ではなく単量体内部に
存在している可能性を強く示唆するものであった．余
談ではあるが，筆者らは今回の結晶構造を元に現在
様々な条件下で分子動力学シミュレーションを行って
いるが，その結果，実際にこの負電荷領域の奥深くま
で水分子が入りこんでくることがわかってきている．
こうした結果もまた，この領域が実際にイオン透過経
路として働いている可能性を支持するものと言えるだ
ろう．

図 2 
ChRと BRの構造比較．各ヘリックスはシリンダーモデルで表記
している． 図 3 

結晶構造から推測されるイオン透過経路．経路部分の分子表面を
図示しており，赤色部は負電荷，青色部は正電荷を帯びているこ
とを示している．点線部は開状態において細胞内と繋がると考え
られるパスウェイ．（a）全体図．（b）拡大図．
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5. 輸送系路上に存在する2つの狭窄部位とその役割

今回筆者らが明らかにしたのは ChRの暗状態，つ
まり閉状態の構造である．そのため，ChRのイオン
輸送経路は細胞外側には開いていたが，細胞内側は 2

つの狭窄部位によって閉じていた．1つ目の狭窄部位
は輸送経路の中央付近に存在しており，Th r98が
Ser102を，Ser102が Asn297を，Asn297が Glu129の
位置を順々に固定し，最後に保存された Glu129が孔
を塞ぐ形で突き出すことによって形成されていた
（図 4a）．もう一方の狭窄部位は細胞内側に存在して
おり，Tyr109，Glu122，His173がチャネル孔にはまり
込むことによって形成されていた（図 4b）．
ここで 1つ目の狭窄部位に着目したい．筆者らが立

体構造を元に Glu129の pKaを計算すると，Glu129は
H

+化されていることが予想された．しかし Glu129の
各種変異体を作製しその Na

+電流を測定したところ，
予想に反して E129Q変異体においてその電流値が有
為に減少することがわかった．E129Qは Glu129の H

+

化状態を模倣した変異体であると考えられるため，筆
者らはこれらの結果から「閉状態で Glu129は H

+化
されているが，光サイクル中で Glu129は一度脱 H

+

化状態になり，その H
+化状態の変化がチャネル活性

に重要なのではないか」という仮説を立てた．
最近筆者らの研究室で今回の結晶構造を用いてシ

ミュレーションを行い，脱 H
+化状態にある Glu129

は確かに Asn297との水素結合を失いその側鎖の向き
を変えることや，その影響でイオン透過経路の半径が
広がることを明らかにしつつある．Glu129が H

+化状
態を変化させる理由については未だ不明な点が多いが
“Glu129はチャネルのゲートとして働いており H

+化 /

脱 H
+化によってその制御が行われている”という筆

者らの仮説はある程度の信憑性を持っていると考えら
れる．

6. 終わりに

今回筆者らは ChRのイオン透過経路やそのゲート
について様々な知見を得ることに成功したが，ChR

の分子メカニズムにはまだ不明な点が多い．今後は構
造解析や電気生理学のみならず，シミュレーションや
電子スピン共鳴法，赤外分光法など様々な手法を組み
合わせることが肝要となるであろう．やるべきことは
山積みである．
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1. はじめに

近年，ファージディスプレイなどの「遺伝子型―表
現型対応付け」ツールは，タンパク質の進化分子工学
で用いられる代表的な試験管内淘汰要素技術となって
おり，抗体医薬開発の重要な基盤技術でもある．進化
の際，タンパク質の変異はセントラルドグマに基づ
き，まず遺伝子型（情報；DNA/RNA）に導入された後，
表現型（機能；タンパク質）として発現する．このた
め，表現型で選択された分子の情報を知るためには遺
伝子型と表現型の対応付けが必須である．細胞は遺伝
子型と表現型が 1つの袋によって対応付けられる．
ファージは宿主である細胞を利用して遺伝子型と表現
型が単純に結合し，ウイルス型対応付け分子（いわゆ
るビリオン；virion）を形成する．しかしながら，生細
胞に依存しない無細胞翻訳系を用いたウイルス型対応
付け分子の場合，表現型である合成タンパク質と遺伝
子型であるmRNAを試験管内で物理的に連結する必要
がある．連結する代表的な方法としてはリボソームを
介して連結する ribosome display（非共有結合型）と
ピューロマイシンを介して結合するmRNA display

（in vitro virus）（共有結合型）がある．なお，in vitro 

virusはその名のごとく「試験管（in vitro）を宿主とす
るウイルス（virus）」という意味で初期生命の理論的

考察との関連からかなり広い概念として提案され
た 1)．Ribosome displayやmRNA displayなどは細胞に依
拠する対応付けツールに比べ，10

12
-10

13という膨大な
ライブラリサイズを扱える利点があるものの，実際に
試験管内選択を行ううえで mRNAの化学的不安定性
に由来する様々な選択条件の制限がある．そこで，
mRNAよりも化学的に安定な cDNAをタンパク質と
連結させる試みがいくつかなされてきた（図 1）．
筆者らは mRNA displayをベースにピューロマイシ
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※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．

図 1 
ウイルス型の遺伝子型―表現型対応付け技術．ウイルス型の遺伝子
型―表現型対応付け技術は主に細胞要求性のものと細胞非要求性
のものに分けられる．さらに細胞非要求性の中でエマルジョンを
使用するものと使用しないものに大別される．（文献15，16を参照）
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ン・リンカーに工夫を加えることで，mRNAを逆転
写した cDNAとタンパク質を効率よく共有結合させ
ることに成功し，これを cDNA displayと名付けた 2)．
本稿では，cDNA displayのキーテクノロジーである
ピューロマイシン・リンカーの解説とこれによる従来
の mRNA displayでは困難だった分子デザインの例を
紹介する．

2. ピューロマイシン・リンカーによる安定化・効率化

Polymerase Chain Reaction（PCR）は原理がわかって
も耐熱性の Taq DNA polymeraseが開発されなければこ
れほどまで利用されなかったに違いない．mRNA dis-

playにおいては，この Taq DNA polymeraseに相当する
ものがピューロマイシン・リンカーと言えるかもしれ
ない．mRNAの 3´末端へのピューロマイシン・リン
カーの連結は当初から大きな課題であった．ちなみに
mRNA displayは単純にピューロマイシンを mRNAの
3´末端に直接連結しても役に立たず，DNAなどを介
して連結させてリボソームを mRNAと DNAなどの連
結部分で停止させることが必須である 3)．cDNA dis-

playが従来のmRNA displayと大きく異なる特徴は，1）
cDNAとタンパク質を共有結合させることだけではな
く，この特徴を効果的に実現するために，2）mRNA

とピューロマイシン・リンカーの簡易かつ迅速な連結
を可能にしたことである．このため cDNA displayは
mRNA displayに比べより短時間で簡単に調製できるう
えに cDNA化による遺伝子型―表現型対応付けの安定
化も可能になった．
これらを可能にするために筆者らは複数の機能部位

を有する図 2aのような構造をもつピューロマイシ
ン・リンカーを構築した．すなわち，i）mRNAとハ
イブリダイゼーションし，その 3´末端とリンカーの
5´末端を T4 RNAリガーゼで連結する部位．ii）翻訳
後，mRNA-タンパク質連結体を翻訳系中からアビジ
ン磁性体ビーズにより回収するためのビオチン部位．
iii）逆転写プライマー部位．iv）逆転写後完成する
mRNA/cDNA-タンパク質連結体（cDNA display分子）
を磁性体ビーズから切り離すための制限酵素による切
断部位の4つである 2)．その後，制限酵素の替わりに，
より切断効率の良い RNase T1を用いて i）と iv）を改
良することで，より簡易かつ迅速に cDNA display分子
が調製でき，調製操作の機械化にも対応できる形とな
り現在に至っている（図 2b）4)．前者のピューロマイ
シン・リンカーと比較して後者では，ビオチンを含む
オリゴヌクレオチドの鎖長が半分程度に短くなってお
り，区別するためにそれぞれ LBP-linker，SBP-linkerと
命名した．

3. ジスルフィド結合を有するペプチドアプタマー

一般にペプチドは抗体などに比べ構造安定性が低い
と考えられている．しかし，ジスルフィド（S-S）結
合を複数含むコノトキシン（イモ貝毒）は構造安定性，
プロテアーゼ耐性，標的に対する認識特異性および親
和性がきわめて高いことから医薬品としても利用され
注目されている 5)．そもそもコノトキシンは何百種類
もの多様性があり，チャネルブロッカーとして多様な
作用機序が知られている．人為的にコノトキシンのよ
うな S-S結合を多数含む新規のペプチドライブラリを
作製し様々な標的分子に対し特異性の高いペプチドア
プタマーが創出できれば広範な応用展開が可能となろ
う．cDNA displayは無細胞翻訳系でタンパク質を合成
し cDNAとピューロマイシンを介して連結させた後
に，酵素などによるタンパク質の翻訳後修飾が可能で
ある．これは cDNA化による安定化もあるが cDNA 

display分子を磁性体ビーズ上に固定化しているため
バッファー交換などが容易であり，タンパク質修飾後
に制限酵素や RNase T1により cDNA display分子を磁
性体ビーズから切り離すことができるためである．筆
者らは実際にインターロイキン 6レセプター（IL-6R）
に対し，システインをランダムに含む 32残基のペプ

図 2 
cDNA display用ピューロマイシン・リンカーの構造．Long biotin 
segment puromycin linker（LBP-linker）（a）と Short biotin segment
（rG/I）puromycin l inker（SBP-l inker（rG/I））（b）． [N-(6-
Maleimidocaproyloxy)succinimide]（EMCS）はヘテロ二価性架橋剤
である．説明は本文を参照．
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チドライブラリを用いて cDNA displayによる試験管内
進化を試みた．この実験ではラウンドごとに，酸化型 /

還元型グルタチオンと Protein Disulfi de Isomerase（PDI）
によってライブラリ翻訳後のペプチド鎖内に S-S結合
を形成させた後にセレクションを行った．セレクショ
ンされた cDNA display分子を PCRで増幅した後に変
異導入を加えない 3回の淘汰プロセスと，これに変異
導入のステップを加えた，6回の進化プロセスを行っ
た（図 3）．
この結果 S-S結合を 1つまたは 2つ含む解離定数が

数 nMから数 10 nMの高親和性ペプチドアプタマー
が得られた 2)．興味深いことにこれら 2種類のペプチ
ドアプタマーによる IL-6Rに対する阻害効果を細胞増
殖アッセイにて調べたところ，特定の 2つの S-S結合
をもつペプチドアプタマーのみが阻害効果をもつこと
がわかった 6)．このことから複数の S-S結合を持つペ
プチドアプタマーの重要性とその創出手法である
cDNA displayの有効性が示唆されたと考えている．

4. 生細胞表面分子に対する試験管内淘汰

Gタンパク質共役受容体（GPCR）は，主要な創薬
標的の 1つであり，GPCRを結合標的とするペプチド
の探索は重要な研究領域である．GPCRなどの複数回

膜貫通型タンパク質は正しい構造を保持したまま精製
することが困難であることから，受容体を細胞膜表面
に発現している培養細胞そのものを結合標的として用
いることが有効であると考えられる．実際，ファージ
ディスプレイでは受容体発現培養細胞そのものを結合
標的としている例が多く報告されている 7)．しかしな
がら，ribosome displayや mRNA displayでは培養細胞を
結合標的とした例は報告されていない．これは，細胞
培養で用いる血清に由来する RNaseによって mRNA-

ペプチド連結体の mRNAが分解されるためである．
一方，cDNA displayの cDNA-ペプチド連結体は RNase

による分解に耐性がある．そこで，cDNA displayを用
いて受容体発現細胞そのものを結合標的とした試験管
内淘汰を試みた．具体的には，GPCRの一種である成
長ホルモン分泌促進因子受容体（GHS-R）を発現した
CHO（チャイニーズハムスター卵巣）細胞を結合標
的とした（図 4）．

GHS-Rは内因性ペプチドリガンドであるグレリン
が結合することにより摂食を促進することが知られて
おり，GHS-R拮抗薬は摂食抑制剤としての利用が期
待される．28アミノ酸残基のうち 8アミノ酸をラン
ダム化したライブラリを用いて，GHS-R発現細胞に
結合するペプチドの濃縮を試みた結果，ほぼ一種類の
ペプチドが濃縮された．そのペプチドは GHS-R拮抗
活性を有し，マウスへの静脈内投与によって有意に摂
食を抑制した 8)．このことから cDNA displayを用いて，
GPCRなどの複数回膜貫通型タンパク質を標的とする
生理活性ペプチドの探索が可能であることが示され
た．なお，ライブラリサイズは劣るものの STABLE法
により調製した DNA-ペプチド連結体を用いて受容体

図 3 
cDNA displayによる試験管内淘汰（進化）の概略．システインを
ランダムに含む 32残基のペプチドをコードした DNAライブラリ
を mRNAに転写し，mRNAの 3’末端側にピューロマイシン・リン
カーを連結した後，無細胞翻訳系中で翻訳を行う．続いてmRNA-
ペプチド連結体をストレプトアビジン磁性体ビーズ上に固定し，
逆転写開始部位より逆転写を行うことで cDNA display分子への転
換を行う．ペプチド鎖内の S-S結合を形成させた後に，リンカー
内の PvuIIの認識切断部位（図 2a）を切断することで磁性体ビー
ズ上より cDNA display分子を回収する．固相化した IL-6Rを用い
て，IL-6Rに結合する cDNA display分子を分離し PCRにより増幅
する．その際に変異導入を加えない淘汰プロセスを 3サイクル回
した後に，変異導入を加える進化プロセスを 6サイクル回した．

図 4 
受容体発現細胞を用いた試験管内淘汰の概要．cDNA-ペプチド連
結体（cDNA display分子）を受容体発現細胞に作用させ，細胞に
結合した cDNA display分子を回収し，その DNA部分を増幅して，
再度 cDNA display分子のライブラリを作製し受容体発現細胞に作
用させる．このプロセスを繰り返すことで，細胞膜上の受容体に
結合するペプチドの配列を濃縮する．
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発現細胞そのものを標的分子とした例も報告されてい
る 9)．また近年，膜貫通ペプチド（CPP）が注目され
ているが，培養細胞を結合標的として CPPを cDNA 

displayを用いて取得した例も報告されている 10), 11)．こ
のように cDNA displayを用いて生細胞表面分子を結合
標的として機能ペプチドを探索した成果が近年複数報
告されている．

5. おわりに

本稿では，従来の mRNA displayでは不可能と思わ
れる cDNA displayの応用例を 2つ紹介した．最初の例
は S-S結合などの翻訳後修飾を積極的に導入できるこ
とから「分子多様性の拡張」を示しており，後者は
cDNA化による「遺伝子型―表現型の対応付けの安定
性向上」を示している．この両者の特徴を組み合わせ
ることで従来は不可能であった標的分子に対しタンパ
ク質やペプチドをベースとした cDNA displayによる新
規の分子デザインが可能になると考えている．一方，
cDNA displayに特徴的なピューロマイシン・リンカー
はビオチンが付加されているため cDNA display分子の
マニピュレーションが可能である．このリンカーとナ
ノテクノロジーを組み合わせることで，親和性以外の
タンパク質の機能創出を目指した酵素進化アレイの開
発も行っている 12)．また，cDNA display分子のビーズか
らの切り離しに RNase T1を用いるため，標的分子や
基質として RNAを使用することが困難であったが，
最近，ピューロマイシン・リンカーにリボ Gの代わ
りにイノシン塩基を導入し（図 2b）Endonuclease Vを
用いて切り出す方法を開発し，この問題が解決され
た 13)．さらに筆者らは，無細胞翻訳系を用いて安価か
つ容易にタンパク質やペプチドを合成して，選択プロ
セスと同じ条件下で簡易かつ迅速に標的分子との相互
作用をプルダウン法により解析する方法も開発し
た 14)．この方法を用いれば，架橋構造の解析が必要で
あり化学合成や大腸菌での発現精製が難しい S-S結合
含有ペプチドでも結合アッセイを容易に行うことが可
能である．以上のように cDNA displayは無細胞翻訳系
とピューロマイシン・リンカーを駆使して広範囲な標
的分子に結合するタンパク質をスクリーニングできる
システムとなった．現在，抗体が作製しにくい低分子
などの様々な標的分子を認識する分子の需要が高まっ
ている．今後，cDNA displayを利用した淘汰システム
の工夫と S-S結合を含む新たなタンパク質スキャ
フォールドの導入により今まで取得が困難であった標
的分子に対する独自の認識分子の創製も可能になると
考えている．
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1. はじめに

DNAポリメラーゼは，すべての生物種に存在する
酵素であり，生物の遺伝情報を担う DNAを合成する
という重要な役割を担っている．ヒトにおける DNA

ポリメラーゼは，現在までに 14種類見つかっており，
アミノ酸配列の類似性に応じて A，B，X，Yの 4つの
ファミリーに分類され，それぞれのファミリーごとに
特徴的な機能を有している 1)．たとえば，DNAポリ
メラーゼ δ，εなどは Bファミリーに属し，ゲノムの
複製に関与すること，本研究のターゲットである
DNAポリメラーゼ ηの属する Yファミリーは損傷を
受けた DNAを乗り越えて複製する機能を有すること
などが知られている．

DNAポリメラーゼは，DNA鋳型鎖と対合するデオ
キシリボヌクレオチド（dNTP）をプライマー鎖の 3´

末端に転移させることで DNA鎖の伸長を行う．この
ヌクレオチド転移反応機構を理解するため，これまで
に数多くの DNAポリメラーゼの結晶構造が決定され
てきた．文献には主な総説をあげた 2)-5)．一例として，
Aファミリーの T. aquaticus (Taq) DNAポリメラーゼの
構造を図 1aに示す 6)．DNAポリメラーゼの全体構造
は，手に例えられ，Finger，Th umb，Palmと呼ばれるド
メインにより DNAを捕まえているような姿をしてい

る．また，Palmドメインの活性残基に dNTPと 2つ
のMg

2+が結合し，この dNTPの結合を介して，Finger

ドメインが大きく構造変化し，ヌクレオチド転移反応
が引き起こされることが明らかにされている．これま
での生化学的知見および構造学的知見から，DNAポ
リメラーゼは，DNA鋳型鎖の塩基に相補的な dNTP

を取り込み，DNAプライマー鎖末端の 3´-OHと
dNTPの αリンとの間にリン酸ジエステル結合を形成
して，dNTPの αと βリン間の結合を切断することが
示され（図 1b），この反応は，2つのMg

2+（図 1b，A

サイト，Bサイトに結合する）依存的な，5価の αリ
ン中間体を経た SN2反応で進行することが提案されて
きた．しかしながら，これら DNAポリメラーゼの立
体構造は，いずれも反応が起こらない dNTPアナログ
や反応を阻害する Ca

2+などを用いて反応を停止させ
た状態の構造であるため，提案されている反応機構は
推定されているに過ぎないと言える．
酵素反応の現場を直接観察する手法として，時分割
蛋白質結晶学が挙げられる．この手法の 1つとして，
酵素反応中の結晶を凍結させて，反応中間体の構造を
決定した例が幾つかあるが，酵素反応過程をリアルタ
イムで詳細に追跡できた論文はこれまでに報告されて
いない．これは，反応が起こらない条件で酵素―基質
複合体結晶が調製できること，一般的には極めて速い

生物物理 53（5），254-257（2013）

DNAポリメラーゼηによるリン酸ジエステル結合の形成過程の
観察*
中村照也，山縣ゆり子　熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系）
Wei YANG　Laboratory of Molecular Biology, NIDDK, NIH

*第50回 日本生物物理学会年会 若手招待講演
Watching DNA Polymerase η Make a Phosphodiester Bond

Teruya NAKAMURA1, Yuriko YAMAGATA1 and Wei YANG2

1Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University
2Laboratory of Molecular Biology, NIDDK, NIH

A number of structural and kinetic studies of DNA polymerases have proposed the catalytic mechanism of the nucleotidyl-transfer reac-

tion.  However, the actual process has never been visualized.  Here we show the nucleotidyl-transfer reaction process catalyzed by human 

DNA polymerase η using time-resolved protein crystallography.  In sequence, the nucleophile 3´-OH is deprotonated, the deoxyribose at 

the primer end converts from C2´-endo to C3´-endo, and the nucleophile and the α-phosphate of dATP approach each other to form 

the new bond.  A third Mg2+ ion, which arrives with the new bond and stabilizes the intermediate state, may be an unappreciated feature 

of the two-metal-ion mechanism.

Time resolved protein crystallography /DNA polymerase / Nucleotidyl transfer reaction

※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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酵素反応を追跡可能な時間尺度で観察できること，反
応中に結晶が崩壊しないことなど，反応を行うのに適
した結晶場を見出すことが困難なためである．著者ら
は，DNAポリメラーゼのヌクレオチド転移反応過程
を時分割蛋白質結晶学により追跡するため，2010年
に構造が決定された Yファミリーに属するヒト DNA

ポリメラーゼ η（Pol η）に注目した 7)．Pol ηは，紫外
線により生じる DNA損傷のチミン 2量体に対して正
確に複製できる DNAポリメラーゼである 8)．Pol ηの
属する Yファミリー DNAポリメラーゼは，Finger，
Th umb，Palmドメインに加え，Little fi ngerドメインを
有し（図 1c），上述した様な dNTP結合による Finger

ドメインの構造変化はほとんど見られないという特徴
を持つ 9), 10)．この様に Pol ηは反応中の構造変化が小
さく，また複製型ポリメラーゼよりも反応速度が遅い

ため 11), 12)，結晶内反応を行うのに適していると考え
た．本総説では，Pol ηのヌクレオチド転移反応をリ
アルタイムかつ原子レベルで直接観察することで，こ
れまでのポリメラーゼと基質アナログなどとの複合体
の構造からはまったく予想されなかった新たな反応機
構を明らかにしたので紹介する 13)．

2. リアルタイムでのヌクレオチド転移反応の追跡

2.1　Pol ηの基質複合体構造（基底構造）
結晶内反応を追跡するためには，反応開始構造とな
る反応が起こらない状態の Pol ηの構造を得ること，
追跡可能な時間尺度で反応が起こるように反応速度を
制御することが必要である．そこで，まず溶液中での
Pol ηの活性の pH依存性を調べた．その結果，Pol η
の活性は pH 6.0では極めて低く，pHの上昇（～ 8.0）
と共に高くなることが明らかになった．そこで，Pol η
と基質 dATP複合体結晶は，pH 6.0，反応を阻害する
Ca

2+存在下で調製した．同時に溶液中での Ca
2+の活

性への影響を調べたところ，反応溶液中にMg
2+濃度

の 10%以上の Ca
2+が含まれると，活性が強く阻害さ

れることがわかったため，この後の結晶内反応に影響
を与えない様，結晶化は低濃度（30 μM，Pol ηとのモ
ル比は 1  :  1）の Ca

2+存在下で行った．
得られた結晶を，結晶内反応を行うpH 6.8で平衡化

し，Pol ηの基質 dATP複合体構造を決定した（Pol η-

DNA-dATP-Ca
2+，図 2a）．この構造では，Ca

2+は Bサ
イトにのみ結合し，Aサイトには 2価金属イオンが結
合していないため，プライマー末端の 3´-OHが dATP

のαリンから4.2 Åも離れ，予想通りヌクレオチド転移
反応は起こっていない．この構造を基底構造と呼ぶ．

2.2　ヌクレオチド転移反応の追跡
結晶内反応は以下の手順で行った．1）得られた結

晶（pH 6.0）を目的 pHの溶液で平衡化した後，2）
Mg

2+の入った反応溶液に移して反応を開始させる．
3）目的反応時間後に結晶を液体窒素に移して反応を
完全に停止させ，4）中間体構造を決定する．結晶内
反応条件は，溶液での条件を基に検討し，最終的に
pH 6.8もしくは 7.0，1 mM Mg

2+溶液を用いて，40秒
から 300秒まで約 40秒間隔で反応を追跡することに
成功した（図 2b，40秒から 230秒後の電子密度図）．
反応開始から 40秒後には，基底構造では空いてい
た AサイトにMg

2+（Mg
2+

A）が結合しているが，リン酸
ジエステル結合（3´-OHと dATPの αリンの間）の形
成は見られない（図 2b）．精密化した 40秒後の構造
では（図 2c），Mg

2+
Aの結合により，D13と E116の側

鎖が回転し，3´-OHがMg
2+

Aに配位することで，dATP

の αリンに近づいて反応開始位置にきている（3´-OH

図 1 
（a）Taq DNAポリメラーゼの全体構造．Fingerドメインの Closed
構造（dNTP結合型）を青で，Open構造（dNTPなし）を黄で示
した．Mg2+は紫の丸で示す．Exoはエキソヌクレアーゼドメイン
を表わす．（b）ヌクレオチド転移反応の模式図．MはMg2+を示
している．（c）ヒト DNAポリメラーゼ ηの全体構造．
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と dATPの αリンの距離は 3.2 Å）．この構造を反応前
構造と呼ぶ．リン酸ジエステル結合の形成が見られ始
めたのは 80秒後以降で，反応時間の経過と共に，電
子密度の強度が強くなっていく（図 2b，矢印）．リン酸
ジエステル結合の電子密度強度を時間軸に対してプ
ロットした反応曲線では，結合形成は 40秒から 80秒
にかけて起こり始め，200秒後の時点で約60-70%完了
して，200秒から300秒後にプラトーに達する（図2d）．
140秒後くらいからの反応速度の減少は，結晶内で逆
反応が起こっているためであると考えられる．また，
反応の後期では，リン酸ジエステル結合部位の電子密
度強度の減少が見られるが，これは，結晶内のごく一
部の DNAが反応後にトランスローケーションを起こ
しているためであることを確認している．

2.3　反応中の構造変化
80秒から 300秒の間の中間体構造では，リン酸ジ

エステル結合の電子密度が見られるため，それぞれの
構造は，反応前構造（図 2c，40秒後の構造）と反応
後構造（結合形成後）の割合を，反応曲線を基に変え
ることで精密化した．図 2eに，230秒後の構造（40%

の反応前構造と 60%の反応後構造）を示す．反応前
後の構造比較から，反応開始位置にきた 3´-OHと

dATPの αリンの間に新たな結合が形成し始めると同
時に，糖のコンフォメーションが C2´-endo型から
C3´-endo型へと変わる．結合形成後，それまで dATP

と結合していた R61の側鎖が溶媒方向へと回転する
と共に，そこに新たなMg

2+イオン（後で議論する）
が結合する様子が明らかになった．

3. 第 3の金属イオンと一過性水分子の役割

リン酸ジエステル結合の形成と共に，予期しなかっ
た 2つの電子密度のピークを観察した（図 2b，丸印）．
1つは，Aおよび Bサイト反対側に 140秒後から観察
されたものであり，結合距離の短い 6配位構造をとっ
ているため，この電子密度はMg

2+（Mg
2+

C）であると
判断できた．このMg

2+
Cは，反応開始構造では dATP

と結合していたR61と置き換わることから（図 2c, e），
反応の遷移状態で生じる負電荷を中和する役割を担っ
ていると考えられる．また，もう 1つは，3´-OHの近
くに位置し，80秒後に強く現れて，140秒後を境に著
しい減少が見られるピークである．この電子密度は，
3´-OHから水素結合距離に位置することから，水分子
であると判断できる．基底構造では，S113が3´-OHと
水素結合を形成しているため（図 2a），この水分子と

図 2 
（a）Pol ηの基底構造．2 Fo-Fc mapは水色で示す（1.2 σ）．（b）40秒から 230秒にかけての活性部位の電子密度変化．反応前構造（40秒後
の構造）に反応時間ごとの Fo-Fc omit map（青，4.0 σ）を重ね合わせた .下段の図は，上段の図を水平軸に対して約 40度回転したもの．リ
ン酸ジエステル結合の電子密度を矢印で，一過的に現れるMg2+と水分子の電子密度を丸で示す．（c）反応前構造（40秒後）．距離の近く
なった 3’-OHと αリンの間を破線で示した．（d）リン酸ジエステル結合の電子密度強度の時間変化（pH 7.0）．（e）230秒後の構造（40%
の反応前構造と 60%の反応後構造）．反応前構造を青で，反応後構造をオレンジで示す．
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S113のどちらかが 3´-OHの脱プロトン化に関わると
考えられたが，S113A変異体の活性は，野生型と同等
であることを確認した．よって，Mg

2+
Aおよび 3´-OH

が反応開始位置にきた後に，この水分子が，3´-OHに
結合してプロトンを受け取り，リン酸ジエステル結合
の形成が起こると考えられる．我々が新たに提案した
Pol ηの反応機構を図 3に示す．まず，Mg

2+がAサイト
に結合することで3´-OHがdATPと近づき，反応開始位
置にくる．続いて，新たに入ってくる水分子が 3´-OH

と結合し，3´-OHの脱プロトン化を行う．そして糖の
コンフォメーションが C2´-endo型から C3´-endo型へ
と変わりながら 3´-OHと dATPの αリンとの間にリ
ン酸ジエステル結合が形成される．結合が形成される
過程で R61の側鎖が溶媒方向へ回転し，そこに 3つ
目のMg

2+が配位して反応中間体から反応後の状態を
安定化する．これまで，DNAポリメラーゼが行うヌ
クレオチド転移反応では，2つのMg

2+を介して触媒
されるという 2金属イオン機構が信じられてきた．今
回，時分割蛋白質結晶学で反応過程を追跡することに
より，第 3のMg

2+が反応に関与することがはじめて
示された．この結果は，Pol ηに限らず，他の DNAポ
リメラーゼでも同様の機構が存在する可能性を示唆し
ており，今後の DNAポリメラーゼの時分割蛋白質結
晶学研究による新たな反応機構の解明が待たれる．

4. おわりに

これまで多くの酵素反応機構は，活性を失った変異
型酵素や基質アナログとの複合体の構造などから推定
されてきた．本研究では，Pol ηの時分割蛋白質結晶学
により，DNAポリメラーゼの中間体の構造変化をリ
アルタイムかつ原子レベルで追跡することに成功した．
特に，反応中に一過的に現れる第3の金属イオンや脱プ
ロトン化に関わる水分子は，従来の反応過程を模倣し
た構造のみからは予測できなかった新たな特徴であり，
時分割蛋白質結晶学による酵素反応研究の重要性を示

す結果であると考える．今後，DNAポリメラーゼに限
らず様々な酵素について，時分割蛋白質結晶学による
酵素反応の研究が進展し，さらにそれらの結果が理論
計算に利用されることで，これまで信じられてきた酵
素反応の新たな側面が明らかになることを期待する．

文　献
 1) Foti, J. J., Walker, G. C. (2010) Cell 141, 370.

 2) Brautigam C. A., Steitz T. A. (1998) Curr. Opin. Struct. Biol. 8, 54-

63.

 3) Rothwell P. J., Waksman G. (2005) Adv. Protein Chem. 71, 401-440.

 4) Beard, W. A., Wilson S. H. (2000) Mutat. Res. 460, 231-244.

 5) Yang, W. (2003) Curr. Opin. Struct. Biol. 13, 23-30.

 6) Li, Y. et al. (1998) EMBO J. 17, 7514-7525.

 7) Biertümpfel, C. et al. (2010) Nature 465, 1044-1048.

 8) Masutani, C. et al. (1999) Nature 399, 700-704.

 9) Yang, W., Woodgate, R. (2007) Proc. Natl Acad. Sci. USA 104, 

15591-15598.

10) Ummat, A. et al. (2012) J. Mol. Biol. 415, 627-634.

11) Patel, S. S. et al. (1991) Biochemistry 30, 511-525.

12) Wong, I. et al. (1991) Biochemistry 30, 526-537.

13) Nakamura, T. et al. (2012) Nature 487, 196-201.

図 3 
新たに提案した Pol ηによるヌクレオチド転移反応機構．
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1. はじめに

近代的な実験科学としての筋収縮のしくみの探求
は，20世紀半ばに，張力発生が太いフィラメント（ミ
オシン）の間に細いフィラメント（アクチン）が滑り
込むことによるとの「滑り説」1), 2)で始まった．引き
続いて，生理学 3)あるいは構造 4)の見地から，その動
きの実体が両フィラメントをつなぐ架橋構造（ミオシ
ン頭部）の変形に由来するとの「クロスブリッジ説」
が提案された．両説とも説得力に満ちた卓見であった
が，生きた骨格筋のサルコメアの動きを光学顕微鏡で
直接観察できるため前者は容易に実証されたのに対
し，後者については，クロスブリッジ本体であるミオ
シン頭部があまりにも小さく，収縮中に起きる速い構
造変化をその観察に必要な分解能で直接検出する手段
が存在しないため，半世紀以上が過ぎた現在に至って
も実証はできていない．ここ 20年来，アクチン 5)と，
そしてさまざまなヌクレオチドを結合したミオシンの
結晶構造（最初は Rayment et al. 6)）が解かれ，ATP結
合によりミオシンの軽鎖結合部位（レバーアームと称
される）が強く折れ曲がることが判明した．「収縮中
にはアクチンに結合したモーター部位は動かない」と
の古典的な実験結果 7), 8)に基づき，ATP結合，非結合
の結晶構造の違いに関連付けていわゆる「レバーアー

ム首振り説」が提唱され 9)（文献付属の動画を参照），
多くの実験事実をよく説明できる有力な仮説として広
く認められてきた．その説によれば，アクチン・フィ
ラメントに強く結合した硬直複合体中のミオシン頭部
に ATPが結合するとアクチンとの親和性は一気に約
1万分の 1に下がって解離すると同時に ATPは加水分
解され，産物は保持される．その後，頭部はアクチン
に再結合し，リン酸と ADPの離脱を伴いながら最終
的に硬直複合体に戻る．単純化すれば，クロスブリッ
ジ・サイクルは ATP結合・非結合の 2種類の既知の
構造間の遷移と言える．この説の検証には，滑り運動
中のミオシン頭部の構造を可視化するのが理想である
が，一般的な構造解析法では同一状態の多数の粒子の
平均化ができることが構造決定の必須要件であり，独
立に動く個々のクロスブリッジの構造決定には適用で
きない．そのため，肝心の滑り運動中の中間体の構造
は，研究開始から半世紀以上にわたる現在まで未知の
ままである．

2. 活性中間体捕捉のための試料作製と画像解析法

滑り運動中のクロスブリッジの構造を捉えるため，
筆者は急速凍結フリーズ・レプリカ法 10)により in 
vitro滑り運動中のアクトミオシンの姿を電子顕微鏡で

生物物理 53（5），258-261（2013）

骨格筋ミオシンの新たな中間体の構造と滑り運動中の
その役割
片山栄作　千葉大学大学院工学研究科
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※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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直接観察し，滑り運動中のクロスブリッジの姿を捉え
た．そこで観察されたミオシン頭部は，アクチン・
フィラメントを抱き込むように丸まった形状を示し，
首振り説で想定される ATP（実際には ADP/Vi）結合
構造では説明不能な奇妙な様式でアクチンに結合して
いた 10)（文献 Fig.5-7参照）．ミオシン結晶構造中のア
クチン結合部位を想定すればレバーアームの屈曲はむ
しろその説とは逆方向と考えざるを得なかった．一
方，単独の ATP結合ミオシンの画像は結晶構造と同
様であった 10)．これは広く信じられているクロスブ
リッジ首振り説の破綻，そしてその矛盾を説明する新
たなコンフォメーションの存在を意味するかも知れな
い．そこで，中間体のアナログと目されるさまざまな
ミオシン頭部 11)の構造探索を始めた 12)．
急速凍結フリーズ・レプリカ電子顕微鏡法において

は，回転シャドウィングにより試料表面に重金属を蒸
着して透過型電子顕微鏡で観察するため，一見，走査
型顕微鏡で撮ったような表面像の，しかしそれよりは
るかに微細な凹凸が可視化される．その最大の利点
は，1ミリ秒以下の一瞬に凍結固定した「個々のタン
パク質粒子」表面の凹凸プロファイルを「高いコント
ラスト」で可視化できることである．それにより，結
晶構造既知のタンパク質試料の場合，原子モデル表面
の凹凸は仮想空間内の物体に光を当てるレイ・トレー
シングによるコンピュータ・シミュレーションで画像
化でき 13)実際に観察された画像をさまざまな向きの
モデル像と比較すれば，分子をどちらの向きから見て
いるのかその角度を定量的に求めることが可能とな
る 14)*1．個々のミオシン（実験には，尾部を除いた
「重メロミオシン」を用いた）分子についてモーター
部位の向きとレバーアームの位置関係を調べればその
大まかなコンフォメーションを推定できる．

3. 新たに見出したミオシン中間体

これまでの生化学的知見から，ミオシンのクロスブ
リッジ・サイクルの中間体アナログと目されるいくつ
かの分子種を上記の手法により観察した．その結果，
モーター領域とレバーアームの結合部のα-ヘリックス
（SH1へリックス）の両端に位置し，ヌクレオチドのな
い状態では互いに逆方向を向く2個のチオール基（SH1

および SH2：図 1参照）をさまざまな 2価性試薬で化
学架橋した産物に共通して，頭部が丸まった特異な構
造が生じていることが示唆された．われわれはミオシ
ンを DTNB [5,5’-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid]処理して
ジスルフィド結合を形成させ，純粋にSH1-SH2間のみ
に架橋された分子種 17)を上記レプリカ法により観察
したところ，それまでに観察した大多数の中間体候補
分子種とは異なり，強く丸まった特徴を呈する頭部の
画像が検出された（実は，類似の反応性を有する 2価
性試薬 p-PDM [N,N’-1,4-PHENYLENE-DIMALEIMIDE]

による架橋処理を施したミオシンの結晶構造 16)が報
告されているが，その結晶において架橋された残基は
SH1（ホタテミオシンでは Cys-703）ではなくその 2つ
隣りの Lys-705のアミノ基と SH2（Cys-693）であり，
レバーアームの向きを含めた全体の結晶構造も他のコ
ンフォーマーと大きく異なるものではなかった）．そ
こで，多数の粒子の像を集めてクラス分け，平均化の
後に，新たに開発したモルフォロジー処理による手
法 15), 18)を用いてモーター部位とレバーアームに分離
し，原子モデルから作成したシミュレーション画像と
前記マッチング手法により比較してそれぞれの部位の
向きを決めた．その結果，観察の向きが異なる各クラ
ス平均化画像中におけるミオシンのモーター部位とレ
バーアームの相対角度はすべてのクラスで一致した．
それは，各クラスの画像が，特定の形状の粒子を別方
向から観察した投影像であることを示す．そこで，そ
れぞれの画像中のモーター部位とレバーアームの相対
的な角度と距離を算出し，両構造をつなぎ合わせて
SH1-SH2架橋ミオシンの特異な構造を推定した．そ
の一方で，レプリカ像では表面プロファイルに由来す

*1 蛋白質複合体の表面に形成された重金属被膜を透過型電子顕
微鏡で撮影するレプリカ像と，原子モデルの形状を模した仮
想空間の物体に光を当てた画像とは一見類似するが，まった
く異なる原理で描出されたものである．しかしモルフォロ
ジー処理などの適切な処理を施せば，同等の画質として相互
に比較できることは確認済みである（引用文献 14, 15参照）．

図 1 
ヌクレオチド非結合状態のホタテ・ミオシン S1の結晶構造と，
SH1ヘリックス中の SH1，SH2および Lys705の配置：ヌクレオチ
ドが結合していない場合には 2個のチオール基は逆方向に突出す
るが，ヌクレオチドが結合すると SH1ヘリックスの構造が崩れて
その間の架橋が可能となる．ただし pPDM処理ミオシン 16)では，
Lys705-SH2間が架橋された分子種（図 2f）のみが結晶化した．
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るコントラストが描出されていると想定し，新たな手
法 15), 18)を工夫して表面の凹凸を適切につなぐことで
ごく少数の投影像から表面殻の 3次元構造を再構成し
た．そのようにして作成した殻に既知のさまざまな原
子モデルのモーター部位の向きを合わせて嵌め込んだ
結果を図 2に示す 18)．分子内架橋ミオシンの構造は
既知の構造の原子モデルとは大きく異なり，とりわけ

ATP結合ミオシンとはほぼ逆方向にレバーアームが突
出することが確認された．この構造がアクチンに結合
すると仮定すれば，運動中のミオシン頭部のレプリカ
像をうまく説明できる．

4. アクチン滑り運動中のミオシン頭部の構造

滑り運動中のミオシンはいくつかの異なる様式でア
クチンに結合していた．それらの中には，レバーアー
ム部位が明瞭に見えるものと，モーター部位あるいは
アクチン・フィラメントに隠れて見えないものとがあ
るが，大部分が新たな分子内架橋型コンフォメーショ
ンを取っていると思われる．アクチンとミオシン頭部
の結合様式についてはまだ解析途中であるが，表面パ
ターンとアクチン結合部位との相対関係により，1）
屈曲面をアクチン側に向けてアクチンを抱き込む向き
の頭部と，2）モーター部位の長軸を中心に左回りに
90度回転した向きでアクチンに結合する頭部の概ね 2

種類が存在していた．さらに前者では，アクチン・
フィラメントの軸方向に対するミオシン頭部の傾きは
直角方向を中心にさまざまな角度を取っていた．それ
らのミオシンの形状はいずれも新たな分子内架橋構造
で説明でき，クロスブリッジ・サイクルの過程を反映
するものと思われるが，われわれのレプリカ像は動的
な現象のスナップショットであり，時系列に従う順序
を決めるには別のアプローチが必要であった．

図 2 
われわれが新たに見出した分子内ジスルフィド架橋ミオシン頭部
の構造の特徴，および他のコンフォーマーとの比較（文献 15の
図を改変）：（a）-（d）：急速凍結フリーズレプリカ像から再構成した
分子内架橋ミオシンの表面殼（4方向）およびそれにはめ込んだ
原子モデル．これが活性複合体中の構造の有力な候補である．
（e）-（h）：（a）の殼にモーター部位を合わせてはめ込んだ既知の結
晶構造の原子モデル．新たな構造におけるレバーアーム突出の向
きは既存の構造と大きく異なり，滑り運動中の画像に合致する．
（e） ADP結合型ミオシン，（f）Lys705-Cys693間架橋・ADP結合型
ミオシン，（g）ヌクレオチド非結合型ミオシン，（h）ADP/Vi結合
型ミオシン．いずれもホタテ・ミオシンの結晶データ．

図 3 
新たな構造を組み込んで改訂されたクロスブリッジ・サイクル（文献 18の図を改変）：図中のそれぞれのアクトミオシン構造状態における
アクチンの長軸方向（B-端）および側面から見たミオシン頭部の模式図を示す．灰色および白色のパッチは，それぞれ，アクトミオシンの
第 1および第 2の化学架橋（接触）ペアの配置を示す．クロスブリッジ・サイクル中のコンフォメーションの大部分（矢印で Novel Struc-
tureと示す全過程）は新たな構造が占める．ヌクレオチド非結合状態（Rigor）から始まる一連の化学過程およびその順序を決定した根拠に
ついては本文を参照．サイクル図中の＊および＊＊のコンフォメーションは，図 2の（d）および（c）の向きに該当する．
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5. 新たなクロスブリッジ機構の提案

Andreevと Reshetnyak 
19)は，アクトミオシンの時間

分解化学架橋を行った．アクトミオシンの接触部位に
は水溶性カルボジイミドで架橋される 2種類の残基ペ
アが存在する．彼らの実験によれば，第 1ペア（図 3：
カラー版では黄色）と第 2ペア（白色）の架橋速度は
ATPがない場合には同程度であるが，ATP存在下では
後者が著しく遅れる．これは，ATP存在下でクロスブ
リッジ・サイクルが回っている場合，アクトミオシン
はまず第 1ペアで接触し，その後に第 2ペアが結合す
ることを意味する．上記のアクトミオシン複合体モデ
ルにおける第 1，第 2の接触部位の配置を考慮すれば
その理由が明らかとなる．1）では第 1ペアのみが接
しているのに対して 2）では両ペアともに接している．
さらに，2）ではアクチンに対するモーター部位の結
合状態は硬直複合体と同一である．これは正にわれわ
れが見出したアクトミオシン結合状態の時系列を示し
ている．つまり，ATP結合によりアクチンから解離し
たミオシン頭部のモーター部位は逆方向に反り返って
今回新たに見出した中間体構造を取る．その構造を
保ったままアクチンに接し，左右に揺れながら第 1接
触部位を探す．この時，第 2接触部位はアクチンとは
反対側に面しているため，結合はできない．第 1部位
が見つかったらそこで結合し，次に左向きに回転して
第 2ペアが結合し，2）の状態が実現する．そこでは
モーター部位は既に硬直複合体と同様の分子配置を占
めており，アクチンに結合したままでレバーアーム部
分のみが伸展すれば，それは正に「首振り」となるで
あろう．この首振りの前後におけるレバーアームの根
元（S2部位との境界）の位置関係から想定されるパ
ワーストロークの向きは，ATP結合型コンフォメー
ションを出発点とする従来の説による向きよりもアク
チンの軸に平行であり，効率も高そうに思われる．
以上の通り，滑り運動中のアクトミオシン複合体を

電子顕微鏡で直接観察して得られた画像は，広く受け
容れられている従来の首振り説では説明できないが，
われわれが見出した新たな構造を取り込めば，解釈は
一挙に容易となる．紙面の都合で省くが，他のさまざ
まな現象の説明も容易である．筋肉中で起きる張力発
生が in vitro滑り運動と完全に同じであるとの証拠は
ないが，恐らく生筋中でも類似の現象が起きているも
のと想像される．
柳田らのグループは，筋収縮の際の化学・力学連関

が必ずしも 1対 1でない（ルースカプリング）との実
験事実を根拠に，アクトミオシン間の張力発生は，ア

クチンに沿って方向性を有する，ミオシンのブラウン
運動によるものと提唱している 20)．われわれの観察に
よれば，滑り運動の際にミオシンの構造変化が起きて
いることは確実であるが，新たなクロスブリッジ・サ
イクルに少々の仮定を加味することにより，ルースカ
プリングまで含めた統合的な説明が可能となるかも知
れない．

6. おわりに

急速凍結フリーズ・レプリカ電子顕微鏡法は個々の
高コントラストの蛋白質複合体の明瞭な像を与えるた
め，直接像は重用されてきたものの，それが詳細な構
造解析に用いられた例は極めて少ない．われわれのユ
ニークなアプローチ 14), 18)とそれにより明らかになっ
た新知見が，今や古典的ではあるがあまり普及してい
ない電子顕微鏡観察技術の有用性を見直していただけ
る契機となれば幸いである．
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1. 物質から細胞を創出できるのか？

現存する細胞は，すべて『細胞の起源』からの分裂
によって受け継がれてきたものと考えられる．では，
最初の細胞はどのようにして生じたのだろうか．諸説
あるが，生命構成に必要な要素すべてが生体膜に包ま
れることによって誕生したという見方が大勢である．
そこで，生命構成の必須要素がすべて内在された溶液
である細胞抽出液を生体膜で包み，生命誕生の瞬間を
再現することへのチャレンジが本研究 1)のきっかけで
ある．

2. 試験管内で細胞内環境はどこまで模倣可能か？

物質と細胞は何が異なるのであろうか．この問い
へ，我々は実際に細胞に近い物質を作製して答えるこ
とを目指した．本研究では，細胞に近い物質の 1つと
して，細胞抽出液に着目した．細胞抽出液は細胞に物
理的な力もしくは化学的な作用を加え中身を抽出した
液体の総称である．従来解析されてきたほぼすべての
生体高分子が細胞抽出液中から精製されてきたよう
に，生命構成に必要な物質がほぼすべて存在した溶液
である．実際に，細胞抽出液は DNAからのタンパク
質発現という 100以上の因子を必要とする過程を行う
ことができる 2)．そこで我々はゴルジ体や核膜などの
コンパートメントを持たない単細胞原核生物の中で，
最も解析がなされている大腸菌を材料とし，細胞に近
い細胞抽出液の調製法を検討した．
細胞内の環境に近い細胞抽出液を得るための問題

は，抽出液を調製する段階で『①タンパク質安定化の
ために塩類と pH安定のための緩衝剤を添加すること
が一般的』であることが挙げられる．添加する塩類や
緩衝液は，通常数 10～数 100 mMで添加するため，
細胞内の化合物濃度（数 100 mM）に比べて無視でき
るものではない．
また，調製の段階で『②細胞内濃度より希釈されて

しまう』ことも問題である．非常に高い高分子濃度に

おいては混雑効果が存在することが知られている．一
般に，試験管で酵素を解析する際は 1 mg/mLの高分
子濃度でも十分に濃いレベルであるが，細胞内環境で
は 300 mg/mLという非常に高濃度の高分子が存在す
る．このような高濃度下では高分子は自由に動ける空
間が制限され，近傍の高分子と相互作用しやすくな
る．それゆえに，生体高分子が立体構造を形成する過
程や会合する過程に大きな影響を与える 3)．実際にポ
リエチレングリコールやポリビニルアルコールのよう
な高分子溶液が DNAとタンパク質の相互作用を促進
し，DNA複製，切断，結合などの反応が促進される
ことが知られている 4)．

3. 『無添加』細胞抽出液の調製

塩類や緩衝剤は本来，細胞内で生体高分子を安定さ
せている代謝物化合物群の模倣物である．そこで，低
分子を除去しないまま非常に高い濃度の細胞抽出液と
して調製すれば，無添加においても生体高分子が安定
であることが期待された．しかし，一切の添加物がな
い状態では大腸菌のような小さな細胞を破砕すること
は難しい．そこで極めて不純物が少ない超純水を加え
た．遠心で細胞や膜を細胞抽出液から分離することも
考慮すると，菌体量 1 gに対し約 1 mLの超純水添加
が適切な条件であった．この条件下で，最もポピュ
ラーかつ強力な細胞抽出液調製手法である超音波破砕
を行った結果，タンパク質濃度 55 mg/mL，核酸濃度
25 mg/mL，70 mOsm/L相当分の細胞内由来の代謝化
合物を含む細胞抽出液が得られた．この一部を取り出
し DNAと無細胞反応に必要なエネルギー再生系や塩
類を添加したところ，既存の細胞抽出液と同等量の緑
色蛍光タンパク質（GFP）合成が確認された 1)．

4. 常温真空蒸発法による生体高分子の濃縮

無添加細胞抽出液における不純物は水だけである．
低圧条件では沸点が下がるため蒸発速度が上がること
に着目し，穏やかな条件における蒸発濃縮を試みた．

生物物理 53（5），262-263（2013）

細胞内濃厚環境に近づいた無細胞発現系
藤原　慶，野村M.慎一郎　東北大学工学研究科バイオロボティクス専攻分子ロボティクス分野

Condensation of Cell Extracts to Mimic Intracellular Condition

Kei FUJIWARA and Shin-ichiro M. NOMURA

Department of Bioengineering and Robotics, Graduate School of Engineering, Tohoku University

※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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デシケーターチャンバー内にサンプルを静置し，圧力
を下げることによりサンプルの水分を蒸発させた
（図 1a）．まず，超純水と生理食塩水を用いて本手法
による液量が減少する速度を求めたところ，1時間に
20 µLの蒸発が観測された．これはサンプルの初期量
にほとんど依存せず，同じ種類のチューブを使う限
り，投入液量は速度に影響を与えなかった．また，真
空度も濃縮速度に影響を及ぼし，より強いポンプを用
いた場合，速く液体が蒸発することが観測された．
本手法は期待通り，BSA，GFP，アルカリフォス

ファターゼといった生体分子を活性体のまま濃縮可能
であった．また混合系として，タンパク質合成に必要
な 100以上の因子を精製・混合して構築された PURE 

systemに対しても有効であった 1)．そこで，無添加細
胞抽出液 100 µLを濃縮した結果，3時間半後にタン
パク質濃度換算が 180 mg/mL，核酸も含めた高分子濃
度が 270 mg/mLと，ほぼ細胞内と同一とみなせる濃
度まで到達した（図 1b）．濃縮した細胞抽出液の粘性
は非常に高く，ゲルに近い液体であった．このように
して得られた細胞内環境に近い細胞抽出液は，希釈し
て用いる限りは濃縮の前後で同様のタンパク質合成能
を示した．

5. 濃縮した細胞抽出液による生体反応の再現

濃縮細胞抽出液における問題は，高い濃度において
タンパク質合成効率が著しく低くなることである
（図 1c）．通常の酵素反応は一定の濃度までは酵素濃
度が高いほど反応が速く進むが，我々が調製した細胞
抽出液は高濃度ではタンパク質合成効率が低下した．
この現象は濃縮する前の細胞抽出液を希釈しても観測
されるため，濃縮過程の問題ではない．このような高
濃度における転写・翻訳カップリング反応の阻害は高
分子混雑効果を与える化合物添加においても確認され
ている 5)．この現象は，これまでは高分子混雑効果を
与える化合物による人為的な影響と考えられていた．
しかし我々の試験管内に取り出した細胞抽出液は，
『細胞は細胞内濃度ではタンパク質を合成できない』
という非常にパラドキシカルな結論を導いた．もちろ
ん，細胞は非常に効率的にタンパク質を合成し生命活
動を営んでいる．ここを解決すれば，細胞抽出液が細
胞に戻れる日がくるのかもしれない．
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図 1 
細胞内濃厚環境に近づいた無細胞発現系．（a）真空ポンプ一体型
のデシケーターに乾燥剤を入れ，ふたを開けたチューブ内のサン
プルを濃縮する．（b）濃縮前後の細胞抽出液．100 µLの場合，3
時間半で細胞内濃度に近い細胞抽出液が得られる．（c）特定の高
分子濃度下（タンパク質と核酸の濃度を足したもの）での無細胞
発現効率．縦軸は GFP発現量を投入高分子濃度で割った値（最大
値を 100%とした）．
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1. はじめに

大腸菌は，細胞外に伸張させたべん毛を利用して，
水溶液中を泳いでいる．べん毛繊維の根本にはべん毛
モーターと呼ばれる回転器官があり，細胞外から流入
するイオン流を利用してトルクを発生し，繊維全体を
高速回転させている 1), 2)．べん毛モーターが，反時計
（CCW）方向に回転すると，菌体は直線的な遊泳運動
を行い，時計（CW）方向に回ると一時的に泳ぎを停
止し，細胞の向きをかえる．こうして，菌体は，モー
ターの回転方向を切り替えることで，より生育に適し
た環境へと移動している．
モーターの回転方向を切り替えているのが，応答制

御因子 CheYである．菌体は栄養分や温度などの環境
変化を感知すると，シグナル伝達過程を経て CheYが
リン酸化され，細胞内の濃度が上昇する．このリン酸
化型 CheYがモーターに一定数結合すると，回転方向
が一気に切り替わるのだが 3)，その詳細な反転機構は
謎のままである．といのうのも，トルク発生や方向転
換にかかわる部位の構造については未だ論争中であ
り 4)，また，機能解析の面からみても，生きた細胞内
にあるリン酸化型 CheYの発現量を精密に制御するこ
とは技術的に難しいからである．本稿では，高圧力技
術を用いて，モーターの回転方向をコントロールでき
る新しい分析手法について紹介する．

2. 高圧力顕微鏡

細胞内にある多くのタンパク質は水分子に取り囲ま
れており，水和により複雑な立体構造形成や酵素活性
を生み出している．筆者らは，高圧力をかけることで
両者の相互作用が変化することに着目し，その構造変
化と機能変調を高解像度で観察できる顕微鏡を開発し
てきた 5)-7)．高圧力チャンバーに実験サンプルを封入し
（図 1a），ハンドポンプを用いて，文字通り“手動”で
圧力を増加させる簡単な仕様となっている（図 1b）．

装置の耐圧性能は 150 MPaであり，地球上で最も深
い場所である太平洋のマリアナ海溝チャレンジャー海
淵最深部（10,924 m，海上保安庁観測船による測定
値）の静水圧～110 MPaよりも高い値となる．筆者ら
は，この高圧力顕微鏡を用いて，高解像度の光学顕微
観察を行った．

3. べん毛モーターの回転計測

高圧力下で大腸菌・べん毛モーターの回転運動を測
定するため，チャンバーの観測窓にべん毛繊維を吸着
させ，モーターの回転運動を細胞本体の回転として観
察するテザードセルの実験を行った 6)-8)．
筆者らは，応答制御因子CheYを欠失させた株を用い

て実験したところ，常温常圧力（20°C, 0.1 MPa）下にあ
るモーターは CCW方向に滑らかに回転した（図 1c）．
圧力を増加させながら，同じモーターの運動能を追跡
したところ，回転運動を持続するモーターの割合，お
よび，その速度の低下がみられた．このまま圧力を上
げていくと，やがてすべてのモーターは停止するだろ
うと予想していたのだが，意外な展開が待っていた．
圧力値が 120 MPaに達した際，あるモーターがCW方
向に回転しはじめたのである 7), 8)（図 1d）！ さらに，
この逆回転（CW状態）以外にも，同じ方向に回り続
ける（CCW状態），モーターが回転方向を頻繁に変
更する（Fluctuation状態），回転を停止してしまう
（Stop状態）現象が観察された（Supplementary Movie

参照）．圧力を再び 0.1 MPaまで下げたところ，約半
数のモーターが再び CCW方向に回転しはじめたが，
残りのモーターは停止したままであった．
こうした回転状態の変化を定量的に評価するため，
圧力に対して可逆的に応答したモーターを選択し，各
圧力において 4つの回転状態の割合を求めた（図 1e）．
0.1 MPaでは，すべてのモーターが CCW状態にあっ
たのに対して，圧力の増加と共に CCWの割合は低下
し，代わって Fluctuation，CW，Stopの割合が増加し
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※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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てきた．次に，Stopを除いて，モーターがCW方向に
回転する確率（CW bias）を計算した（図 1f）．20°Cで
は，80 MPaまで加圧しても，CW biasはほぼ変化しな
かったのに対して，100 MPa以上では急峻な立ち上が
りをみせた．次に，低温条件下で同様の実験を行った
ところ，CW biasは，より低い圧力で大きく変化し
た．これは，高圧力と低温は相補的に CW biasの増加
に寄与することを意味し，熱力学的にもつじつまはあ
う．また，–2°Cまで温度を下げるとモーターが逆に
回る報告例とも一致する 9)．
さらに，各温度で CW biasは圧力の増加と共にシグ

モイド状の立ち上がりをみせた（図 1f）．この圧力に
対する CW biasの応答は，細胞内にあるリン酸化型
CheYの濃度増加時の結果ともよく似ている 3)．高圧
力をかけることで，あたかもリン酸化型 CheYが結合
したかのようにモーターの構造が変化したのではない
かと考えられる．

4. おわりに

細胞内に含まれる物質のうち，約 70%は水分子で
ある．本稿では，生きた細胞内にある水分子をそのま
ま利用して，細胞機能をダイナミックに変化させる手
法について紹介してきた．この高圧力顕微鏡法を使え
ば，顕微鏡下で“見えない”存在である，いわば“黒
子”とも言える水分子を操り，生命活動のメインス
テージにたつ役者たちを裏から操ることができるよう
になる 7)．細胞に力学刺激を与えるとシグナル伝達過
程やタンパク質の発現レベルなどが変化することが知

られている．今後もメカノバイオロジーの新潮流とし
て発展させていきたい．
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図 1 
高圧力下でのべん毛モーターの回転計測（文献 8の図を改変して掲載）．（a）高圧力チャンバーの写真．（b）高圧力顕微鏡の概念図．（c & d）
回転するテザードセルの位相差像（33 ms間隔）．同じ細胞を常圧力（0.1 MPa, c）と高圧力下（120 MPa, d）で観察した（1回転ごとに▼
を表記）．（e）高圧力下で観察された 4種類の回転状態（CCW, Fluctuation, CW, Stop）の割合．（f）モーターが CW方向に回転する確率（CW 
bias）．CCWと CW状態が平衡関係にあると仮定すると，CW biasの 0.1から 0.9への変化は，4.4 kBTの自由エネルギー変化に相当する．
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1. はじめに

本誌の読者なら，これまでにアメーバ運動と呼ばれ
る動きをどこかで見たことがあるだろう．細胞が自在
に形を変えながら動く様子は，生物の研究者だけでは
なく，一般の人々の好奇心も強く惹きつける．
では，細胞はどのようにアメーバ運動をするのだろ

うか？長年の研究にも関わらず，まだその謎は完全に
は解明されていない．著者らのグループはアメーバ運
動の研究を，一風変わった材料，豚回虫の精子を用い
て行っている．本稿ではまず，アメーバ運動する回虫
精子について述べ，そして，我々の最近の研究成果を
手短に紹介したい．

2. 線形動物の精子とMSP

「アメーバ運動する精子」と聞いて，おや？と思った
人も多いに違いない．精子といえば，ウニの精子のよ
うに，長い鞭毛を使って泳ぐ細胞の姿を想像するだろ
う．ところが，C. elegansや Ascaris suum（豚回虫）などの
線形動物の精子は，鞭毛を持たずに細胞質の突起（仮
足）を使って，這うように移動する（図 1a）1), 2)．この
とき，仮足の先端は前方に伸び，後ろにある細胞体は
前に引きずられるように動く．この動きは，まさにア
メーバ運動そのもので，Ascaris精子の場合 30 μm/min

（38°C）もの速さで動くことができる．
アメーバ運動に加え，線形動物の精子のもう 1つの
大きな特徴は，独自の細胞骨格タンパク質にある．通
常，真核生物のアメーバ運動には，アクチン細胞骨格
が使われる．しかし，線形動物の精子はアクチンを持
たず，MSP（Major Sperm Protein）と呼ばれるタン
パク質でアメーバ運動を行う．MSPは文字通り，線
虫精子に一番多く存在するタンパク質で，実に可溶性
タンパク質の約 40%を占める．

MSPは分子量14 kDaで，アクチンとはまったくアミ
ノ酸配列の相同性がなく，立体構造も異なる（図1b）．
さらには，ヌクレオチド結合部位を持たず，溶液中で
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※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．

は 2量体として存在する．MSPは，その 2量体をユ
ニットとして重合し，直径 11 nmの線維を形成する．
回虫精子の仮足は，このMSPからなる線維メッシュ
ワークで満たされており，仮足の先端では線維メッ
シュワークの形成が起こり，後端では消失する．な
お，MSPの重合・脱重合は，タンパク質のリン酸化
で制御されることが最近明らかになりつつある 1)．

MSPの研究には入手が比較的に容易で，量も十分
確保できる Ascaris suum（体長約 30 cm）の精子がよく
利用されており，本研究でもこれを用いている．

3. アメーバ運動装置の部分再構成

生命現象を理解する強力な手法として，再構成によ
るアプローチが挙げられる．回虫精子のアメーバ運動
でも，これまでに再構成が試みられており，部分的に
運動装置を in vitroで再現することに成功している．
たとえば，アメーバ運動に見られる仮足先端の伸長
を容易に再構成できる 3)．凍結融解で得られた Ascaris

精子の破砕抽出液に ATPを加えると，MSPファイ
バーと呼ばれる構造体ができる（図 2a）2)．MSPファ
イバーの先端には小胞がついており，その表面で

図 1 
（a）アメーバ運動する回虫精子．回虫精子は仮足を使い，ガラス表
面上を移動する．矢印で示した部分は，細胞体と呼ばれる構造で，
ここに核やミトコンドリアが含まれる．スケールバー，5 μm．
（b）2量体MSPの結晶構造（Protein Data Bank ID, 1MSP）．MSPは
7本の βストランドからなり，免疫グロブリン様の構造を持つ．
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MSPが重合し，線維を形成する．小胞は，凍結融解
の際に生じた仮足の細胞膜断片からできたもので，
MSP重合装置を含んでいる．生じた線維はさらに
パッキングされ，筒状の線維メッシュワークを作り，
これが線維の重合に伴い成長する（図 2a）．この様子
は，Ascaris精子の先端で見られる仮足の伸長に相当す
る．なお，ATPはMSPと相互作用するタンパク質の
リン酸化に使われており，直接MSPに利用されるわ
けではない．
一方で，仮足の収縮にあたる現象も in vitroで観察で

きる．前述の方法で形成したMSPファイバーを脱リ
ン酸化酵素で処理すると，線維の脱重合が始まり，そ
れに伴いMSPファイバー全体が収縮する（図 2b）2), 4)．
この収縮自体，非常に興味深い現象であるが，その詳
しいメカニズムはまだ解明されていない．

4. 伸長と収縮の同時再構成

我々はさらに，細胞破砕液と ATPの濃度比を調整
することで，アメーバ運動に見られる伸長と収縮を同
時に再構成できることを発見した 5)．細胞破砕液に低
濃度の ATPを加えると，前述のMSPファイバーの形
成が起こる．しかし，今度は小胞とは反対側で線維の
脱重合が見られた 2)．さらに注意深く観察すると，線
維が脱重合している末端部分は，前方に引き込まれる
ように動くことが，付着した物体（おそらく細胞の破
片）（図2c）の軌跡から明らかになった．これはアメー
バ運動の収縮に相当すると考えられ，伸長と収縮が同
時に in vitroで再構成されたことを示している．我々
は，さらに蛍光顕微鏡法や電子線トモグラフィーを用
いて，この再構成系を調べているが，詳細は論文の方
に譲りたい 5)．

5. まとめ

回虫精子を材料に，アメーバ運動装置を再構成する
ことに成功した．今後は，この実験系を足がかりに，ア
メーバ運動の動作原理の解明が進むことを期待したい．
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図 2 
アメーバ運動の再構成系．（a）伸長するMSPファイバー．先端の
小胞（矢尻）表面でMSPが重合し，線維メッシュワークが伸長す
る．（b）収縮するMSPファイバー．線維の脱重合に伴い，ファイ
バー全体が収縮する．（c）アメーバ運動の伸長と収縮の同時再構
成．先端では小胞が押され，末端では付着した物体（矢尻）が引
き込まれるように動く．（d）模式図による細胞と再構成系の運動
の比較．スケールバー，2 μm．
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1. はじめに

溶液 NMRはタンパク質の立体構造や分子間相互作
用を解析する上で有用な手法である．分子量 2万程度
までのタンパク質であればルーチン的に解析が行える
ようになってきた．しかしながら，大分子量のマルチ
ドメインタンパク質や膜タンパク質，脂質結合タンパ
ク質の構造および相互作用の解析は難易度が高い研究
課題として残されている．しかし，試料調製上のいく
つかの工夫を加えることにより，X線結晶構造解析で
は得られない動的な構造情報や相互作用情報を溶液
NMRより得ることができる．本稿では，著者らが
行ってきた（1）選択的安定同位体標識手法を駆使し
たマルチドメインタンパク質の構造動態の解析（2）
ディスク状の脂質 2重膜モデルであるナノディスクを
用いた脂質―タンパク質間相互作用解析の 2つのト
ピックについて解説する．

2. マルチドメインタンパク質の解析

マルチドメインタンパク質では，それぞれのドメイ
ンがコンパクトにまとまった閉構造と開いた開構造の
平衡にあり，リン酸化等の翻訳後修飾により，閉構造
から開構造へと変化することで機能が制御されている
場合が多い．マルチドメインタンパク質の機能を理解
するためには，閉じた構造だけではなく，開いた構造
についての構造情報の取得が必要である．しかし，X

線結晶構造解析では分子間のパッキングにより，必ず
しも生理的条件を反映した開構造が得られるとは限ら
ない．一方，NMRにおいても運動性の影響によりド
メイン間の相互作用面の信号が消失したり，減弱する
ため解析が困難となること，分子量が大きくなること
により NMR信号の重なりや NMR信号の線幅が広幅
化するといった問題が生じる．しかし，「安定同位体

標識を工夫することで見たい領域のみを観測する」と
いう NMRの利点を活用することにより，マルチドメ
インタンパク質の構造および動的挙動に関する情報を
得ることが可能となる．本稿ではアミノ酸選択的安定
同位体標識とドメイン選択的安定同位体標識の調製
と，それを用いた解析法について解説する．

2.1　アミノ酸選択標識

アミノ酸選択標識はタンパク質の特定のアミノ酸の
みを標識する手法である．大腸菌での発現の系では
Phe，Tyr，Lys，Leu，Pro，Val，Ile，Leu，Arg，His，Met，
Trpの 12種類のアミノ酸残基については，代謝によ
り目的外のアミノ酸が標識されること（スクランブリ
ング）が起こりにくく，選択的標識が可能である．最
少培地に対して，上記の（安定同位体で）標識したア
ミノ酸を培地 1ℓに対して 20～50 mg程度を発現誘
導の 15分から 1時間前に添加することで，容易にア
ミノ酸選択標識試料を得ることができる．上記アミノ
酸の中でもMetのメチル基のみが 13

Cで標識された試
料については，NMR信号の線幅が先鋭であり，信号
強度が強く，分子量が 5万程度までであれば NMR信
号の観測が容易に行える．また，価格も比較的安く，
1 gで 3万円程度であり，15

N均一標識体よりも安価
に調製できる．Metは同じメチル基を有する Ileや
Val，Leuに比べて個数が少なく，分子表面に露出する
頻度が高い傾向にある．そのため，分子表面の相互作
用をモニターする上では有効である．また，Metが相
互作用面に存在していない，もしくは少ない場合に
は，人為的にMetを導入することで相互作用面を決
める方法 1)も提案されており，高分子量タンパク質の
解析には，Metのメチル基は有用なプローブである．
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2.2　セグメント選択的安定同位体標識

同位体標識および非標識の 2つのセグメントを別々
に発現させた後に Protein Ligationの手法により連結さ
せることで，タンパク質の特定のセグメントのみを選
択的に同位体標識を行うことができる．Protein Liga-

tionの手法としてはインテインを用いた方法が 90年
代より知られているが 2)-4)，我々は Sortase Aを用いて
Protein Ligationを行った．Sortase Aは細菌の細胞壁の
ペプチドグリカンに表層タンパク質を固定化するタン
パク質であり，2004年にMaoらが Sortase Aを用いた
タンパク質の Protein Ligation法について報告した 5)．
Sortase Aは LPXTGという配列を有するペプチド断片
を Tと Gの間で切断し，その LPXTの後ろに N末端
に露出した Gly-Gly-を有するペプチド鎖を付加する反
応を触媒するペプチドリガーゼである（図 1）．単純
な酵素反応であるため，インテインの系に比べて反応
条件の最適化が行いやすく，高い反応効率が得やすい
という利点がある 6)．

2.3　ドメイン間相互作用面情報の取得

それぞれのドメインを別々に発現させた試料とドメ
インが連結された試料の NMRスペクトルの重ね合わ
せより，ドメイン間相互作用面の情報を得ることがで
きる．この際にアミノ酸選択標識試料やドメイン選択
標識試料を用いることで，標識部分のNMR信号のみが
観測され，シグナルの重なりが緩和され，解析が容易
に行える．著者らはユビキチンリガーゼ（E3酵素）で
ある Cbl-bの N末端領域の自己阻害機構およびリン
酸化による活性化機構の解析に本方法を適用した 7)．
図 2aは非リン酸化状態におけるCbl-bの自己阻害状態
の解析例である．2つのドメイン（Domain-AとDomain-

Bとする）についての 2セットの NMRスペクトルの
重ね合わせから双方のドメインの接触面を決定した．
ちなみに，Domain-B側が活性本体であり，ユビキチ
ン結合酵素（E2）との結合に関わる．Domain-Aはアミ
ノ酸選択標識体を用いて，Domain-Bについてはドメ
イン選択標識体を用いてドメイン間相互作用面情報を
得た．Domain-Aにおいてドメイン化により変化した
信号を基に Domain-A側の相互作用面の情報を取得す
る．Domain-B側についても同様に接触領域を推定し
た．この領域の一部は E2との結合面であり，Domain-

Aが E2との結合を妨げていることが示唆される．最

後に，これらの接触面情報に基づき HADDOCK 
8)と

いうソフトウエアを用いることでモデル構造を得るこ
とができる．次に，リン酸化状態についてもドメイン
選択標識体を用いてドメイン間相互作用情報を得た．
リン酸化体における Domain-Bの NMR信号は非リン
酸化体とは異なり先鋭であった（図 2b）．また，ドメ
イン化体のスペクトルともほぼ重なり，リン酸化体で
は Domain-Bは独立して挙動し，E2結合面は溶媒に露
出していることが示唆される（図 2c）．Cbl-bはリン
酸化により自己阻害が解除され，E2との結合が強め
られることで活性が上昇する．
以上のように選択的安定同位体標識技術を利用する
ことで容易にマルチドメインタンパク質のドメイン間
相互作用面に関する情報を得ることが可能である．

3. ナノディスク

ナノディスクとは，脂質 2重膜の周囲を膜骨格タン
パク質（MSP）が取り囲んだディスク状の脂質 2重膜モ
デルであり（図 3），Sligarらによって開発された 9)．膜
モデルとして一般的に用いられてきたミセル，バイセ
ル，リポソームと比較して，ナノディスクは，タンパ
ク質に対する変性作用を有する界面活性剤を含まず，
生体膜に近い脂質 2重膜を有するうえ，水溶性である
ため，様々な解析手法への適用が可能である．

3.1　ナノディスクを用いた脂質―タンパク質間相互作用

の解析

イノシトールリン脂質（PI）は生体膜の構成成分で
あり，PI結合タンパク質と PIの結合は様々なシグナ
ル伝達に関与する．PIはイノシトール環の 3，4，5

位がリン酸化されることにより，リン酸化部位と数が
異なる計 8種類の PIが存在する．PI結合タンパク質
の多くは，特定の PIと選択的に結合する．この PI結
合タンパク質による PI選択性や結合親和性などの相
互作用様式の解析には，従来，リポソームを用いた共
沈実験や，脂肪鎖を持たない可溶性の PIアナログ，
ミセルなどが用いられてきた．PI結合タンパク質は
PIのヘッドグループのみではなく，アシル鎖も認識
する．そのため，アシル鎖を持たない可溶性アナログ
での解析では不十分である．リポソームを用いた共沈
実験においては分析対象タンパク質が沈殿した際に
は，偽陽性を示す．任意の PIを埋め込んだ PIナノ
ディスクを用いることで既存の解析手法の欠点を克服
できることを著者らは報告している（図 3a）10), 11)．
各種 PIをそれぞれ含む PIナノディスクおよび PI

を含まない空ナノディスクを調製する．これらのナノ
図 1 
Sortase Aによるペプチド連結反応．
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図 3 
（a）PIナノディスクを用いた脂質―タンパク質間相互作用解析の概要．（b）膜上での EEA1 FYVEと PI(3)Pの相互作用モデル．膜に近接する残
基を黒で示した．ナノディスクを用いて決定したモデル（左）11)およびミセルを用いて決定したモデル（右）12)．

図 2 
NMRスペクトルの重ね合わせによる Cblbのドメイン間相互作用面情報の取得．（a）非リン酸化状態の構造．アミノ酸選択標識体を用いて
Domain-A側の相互作用面情報を取得し，Domain-Aの立体構造にマッピングする（パネル左）．次に，ドメイン選択標識体を用いて Domain-
B側の相互作用面情報を取得し，Domain-Bの立体構造にマッピングする（パネル右）．最後に，相互作用面情報を用いて HADDOCKにより
全体構造モデルを計算する（パネル中央）．（b）リン酸化によるドメイン間相互作用の変化．Domain-Bのドメイン選択標識体（赤：非リン
酸化体，青：リン酸化体）の NMRスペクトルの重ね合わせ（パネル上）．リン酸化体では Domain-Bが独立して挙動する．（c）NMRデータに
基づく Cbl-bの制御モデル．リン酸化により閉じた構造から開いた構造へと変化し，E2結合面が露出する．それにより，E2との親和性が強
められ，活性が上がる．
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ディスクおよび，GST融合タンパク質として調製し
た PI結合タンパク質を用いたプルダウンアッセイに
より，PI選択性が迅速に決定できる．蛍光標識した
PI結合タンパク質を利用した蛍光偏光解消法により
結合親和性の定量的な解析が可能である．また，
NMRを用いることで PIのヘッドグループおよび脂質
との相互作用領域を決定できる（図 3a）．PI(3)Pを特
異的に認識する EEA1の FYVEドメイン（EEA1 FYVE）
について，PI(3)Pナノディスクとの相互作用様式を
NMR法によりさらに詳細に解析し，従来のミセルを
用いた解析結果から提唱されていたモデルとは，膜と
の相対配向が異なることを著者らは報告している
（図 3b）11), 12)．EEA1は生体内においてはダイマーとし
て機能しており，ナノディスクを用いて決定した膜と
の相対配向は，EEA1ダイマーと膜の結合様式として
も妥当である．従来のミセルを用いて解析が行われた
系についても脂質 2重膜モデルを用いて再評価するこ
とが必要であろう．
ナノディスクには膜タンパク質を埋め込むことも可

能である．国内外の複数のグループにより，ナノディ
スク中に再構成した膜タンパク質の溶液 NMRによる
解析が進められている．ナノディスクはリポソームに
比べてサイズが小さいため（直径 9～12 nm程度），
溶液 NMRとの相性がよい．今後，様々なアプリケー
ションが開発されていくであろう．

4. おわりに

本稿では高難度試料の NMRによる構造，相互作用
解析へ向けた調製技術，安定同位体標識技術について
概説した．これらの技術を用いることで，大分子量マ
ルチドメインタンパク質，膜タンパク質，脂質―タン
パク質間相互作用が解析対象となる．一方で，試料調
製が煩雑であるという欠点がある．解析対象に応じて
既存手法と使い分けることが必要であろう．著者らは
高難度試料の構造，相互作用解析技術としてランタノ

イドプローブ法の開発も進めており，本稿で紹介した
試料調製技術との組み合わせにより，さらなる高難度
試料の解析へと展開していきたいと考えている．
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MOE を活用したタンパク質工学  
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1. MOE とは	 
カナダ Chemical Computing Group (CCG) 社

が 開 発 し た MOE (Molecular Operating 
Environment) は，タンパク質モデリング，受容
体構造に基づくドラッグデザイン，ケムインフォ

マティクス等を目的とする様々なアプリケーショ

ンを搭載した分子設計支援ソフトウェアです(図
1)．PDBデータや，GPCR，キナーゼ，抗体など
の標的毎のタンパク質立体構造データ，化合物デ

ータなど目的別に整理されたデータコンテンツも

提供されています．直感的でわかりやすいユーザ

ーインターフェイスを備えており，シンプルな操

作で高度な分子シミュレーションを行うことがで

きます． 
MOE は，計算化学のエキスパートから実験研

究者まで目的に応じて幅広くご利用いただけるソ

フトウェアです． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ここでは MOE のタンパク質設計機能を用いて，

抗体のアミノ酸変異がもたらす抗原‐抗体の親和

性への影響を検証した結果について紹介します． 
 

2. タンパク質設計機能 
タンパク質の変異体を網羅的に実験するには，

膨大な労力と費用が必要です．そのため，最近で

は変異体を作製する候補を計算化学的手法であ

る程度絞り込み，その結果を踏まえて実験 (部位
特異的突然変異誘発 (site-directed mutagenesis) ) 

で変異体の作製と検証を行う手法が取り入れら

れています．このように人工的にタンパク質を改

変する技術は一般にタンパク質工学と呼ばれて

います．MOE には，タンパク質工学を支援する
機能としてタンパク質の変異体モデル構造を作

成し，その物性を推算するタンパク質設計機能が

搭載されています．この機能は目的に応じた変異

体解析を容易に行えるように設計されています． 
機能の一つである「網羅的変異体スキャン」は，

任意の点変異あるいは複数個所の変異を導入し

た変異体構造を網羅的に構築し，更に各変異につ

いて様々なタンパク質の物性値への影響を予測

します．その他アラニンスキャン，ジスルフィド

スキャン，変異耐性スキャンを行うことができま

す．目的に応じた方法を選択後，変異導入部位を

指定するだけで，タンパク質の変異体構造を得る

ことができます． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
網羅的変異体スキャンは，解析結果として「変

異体の安定構造」，「熱安定性変化」，「環境分子と

の親和性」等を出力します．野生型と変異体の重

ね合わせ構造を MOEの画面に表示することで，
原子レベルでそれらの構造的差異を確認するこ

とができます． 

図 1	 MOEに搭載された代表的なアプリケーション	 

図 2	 網羅的変異体スキャン  
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3. 網羅的変異体スキャンによる抗体の親和
性変化 
抗体は抗原と特異的に結合する特徴があり，医

薬品としても注目されています．抗体医薬の開発

において，標的抗原に対する親和性向上の検討は，

重要課題の一つです． 
ここではニワトリ卵白リゾチーム-マウス抗体

複合体の結晶構造  (PDB: 1VFB) を用いて，
MOEで抗体の重鎖の Ser28を変異させ，リゾチ
ームとの親和性の変化を調べました． 
野生型 (図 3b) に対して S28E変異体のモデル

構造 (図 3c) は，リゾチームの Lys116 との水素
結合が新たに形成され，親和性の向上が期待でき

ます．実際に行われた変異体解析の実験結果でも

S28E 変異体は抗原との親和性が向上しました 1) ． 
また，Ser28を網羅的に各アミノ酸に変異させ

た時の親和性スコアと実験値を比較しました (図
4)．その結果，S28R 変異体についても，リゾチ
ームの Arg112 と弱い水素結合を形成しており，
親和性を向上させる新たな変異体として予測で

きます (図 3d)． 
 

4. おわりに 
MOEのタンパク質設計機能は，タンパク質の

安定性や相互作用に重要な残基の探索，タンパク

質/ペプチドのデザインにおける変異導入時の影
響を解析することができます．操作手順も簡便化

されており，変異導入部位を指定し変異する残基

を選ぶだけで，目的の変異体解析を自動的に行う

ことができます． 
また，関連機能であるタンパク質の物性推算，

分子表面の正電荷・負電荷・疎水性領域の解析，

相互作用解析，タンパク質および抗体モデリング

などと組み合わせることで，タンパク質の研究に

おいて，MOEをさらに幅広くご活用頂けます． 
ご紹介した機能以外にもMOEにはライフサイ

エンス研究に活用できるツールが多数搭載されて

います．詳細は弊社並びに開発元 CCG社のウェ
ブサイトをご覧ください． 
菱化システム URL:  http://www.rsi.co.jp/kagaku/cs/ 

CCG社 URL:  http://www.chemcomp.com/ 

 
文  献  

1)  Lippow, S. M., et al. (2007) Nature Biotechnology, 25, 

1171-1176.  
 
 

 
 

図 4	 リゾチーム抗体の重鎖の Ser28を各
残基に変異した際の親和性変化  

図 3	 リゾチーム抗体の野生型と変異体  
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(a)リゾチーム‐抗体複合体構造． (b)野生型．
(c)S28E変異体．(d)S28R変異体．(b)，(c)，(d)の表
示領域はそれぞれ(a)の破線部分に相当します． 
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1. 2012 年 9 月 8 日の衝撃

近頃は紙媒体で学術雑誌を購読している読者はむし
ろ少数派なのかもしれないが，Nature誌を購読されて
いる方は，2012年の 9月 8日号の表紙をみて，何事
かと思われたかもしれない．真っ黒い背景にヒトの眼
の形があしらわれ，中央にENCODEと書かれている．
中身を見ると，ヒトゲノム計画の後継ともいうべき
ENCODE計画なるものの特集号で，5本の Articleを
はじめ，関連論文が大々的に取り上げられている．そ
れだけでなく，同じシリーズの論文が，Genome Re-

search誌，Genome Biology誌など別出版社の専門誌に
も計 30報掲載され，その後も出版が続いている．
Illumina社がスポンサーの Nature誌特設ウェブサイト
が作られたほか，専用 iPadアプリまで公開された．
そのお祭り騒ぎぶりは，一般向けのマスコミ報道にも
及び，New York Times紙をはじめとして，我が国の新
聞でも広く報道された．2000年に当時のクリントン
大統領とブレア首相が記者会見をしたヒトゲノム計画
終了宣言を思い出された方も多かったはずである．も
ちろん，筆者をはじめ，ゲノムの基礎研究を行ってい
る者には，エポックといえる意義深い出来事であり，
東京大学などでは，若手研究者が有志で一人一報の論
文を 10分ずつで紹介し，質問は twitterで行うという
勉強会も開催された 1)．しかしその反面，納税者にそ
の意義をわかってもらおうという，やや通俗に流れた
成果報道の姿勢が，後にその成果をかなり強い調子で
否定する論文を産み出し，論議を呼ぶこととなった．
この小文では，その後日談も含めて，ENCODE計画
の概要とその意義を紹介してみたい．

2. ENCODE 計画とは何か

ENCODEとは，Th e Encyclopedia of DNA Elementsの
略とされているが，当然ヒトゲノムの塩基配列にエン
コードされた遺伝情報を解読しようという含みがある

のだろう．米国国立ヒトゲノム研究所（NIHGRI）に
サポートされた国際コンソーシアム研究で，2003年
から第一期が開始され，2007年から第二期が開始さ
れている．我が国の理化学研究所のグループを含む，
400名以上が参加している．その目的は，ヒトゲノム
中に存在するすべての機能エレメントをカタログ化す
ることであるとされている．が，後述するように，こ
の機能エレメントの定義こそが後の混乱を引き起こす
遠因になっているともいえる．なお，関連して，ショ
ウジョウバエと線虫というモデル生物で同様の研究を
行う modENCODEプロジェクトも存在する．
ヒトゲノム計画がその後の医学生物学研究のインフ
ラとなったヒトゲノムの塩基配列データを提供したの
と同様，ENCODE計画も研究のリソースとして，
種々の機能エレメント情報を 1640種類ものデータと
して提供している．ここで機能エレメントとは，転写
産物をコードするか，タンパク質結合部位などの再現
可能な生化学的特徴を示すゲノム上の部分領域と便宜
的に定義されている．その全貌を知るには，発表され
た代表論文を参照されるのが本道だが 2)，個人的には
先行して Nature誌に発表された論文がその良い入門
になっていると思う 3)．すなわち，そこでは，9種類
のヒト細胞に対して，ChIP-seq法という，抗体ベース
の手法を用い，全ゲノムにわたるヒストン修飾など，
いわゆるエピジェネティックな状態を 9種類調べてい
る．その結果，細胞の違いによる各遺伝子の活性化状
態の違いが，その 9つのマークの組み合わせとして，
きれいに見分けられたとのことである．逆に，9つの
マークの組み合わせによって，任意のゲノム領域のク
ロマチン状態を 15種類に分類するアルゴリズムも開
発している．これを使えば，ゲノムのどの領域が強い
エンハンサー活性を持つかなどが読み取れ，細胞の
個性の違いがエンハンサー活性の違いによって産み
出されている様子を観察できる上に，特定の疾病の
GWAS（ゲノムワイド関連解析）の結果の解釈にも役

生物物理 53（5），272-273（2013）
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立つという（たとえば，ある疾病にかかわる SNP（一
塩基多型）が細胞特異的エンハンサー上にあるなど）．
やや乱暴にいってしまえば，この研究の規模を発展拡
大させていったのが ENCODEであるというのが筆者
の私見である（文献 1のまとめも参照されたい）．
このように，ENCODE計画により発表されたデー

タは，今後の医学生物学研究を進める上で，非常に有
用なリソースであることは間違いない．しかし，おそ
らくプロジェクトリーダー達はその点を強調するだけ
では，納税者にプロジェクトの意義を納得してもらう
のに十分でないと考えたのであろう．よりキャッチー
なフレーズを喧伝した．すなわち「ヒトゲノムの 80%

には機能がある」と発表したのである．

3. 「ヒトゲノムのほとんどはがらくた」ではない？

「ヒトゲノムの 80%に機能」という発表は，一般向
けの新聞だけでなく， Scienceや Lancetなどの専門誌の
ニュースでも，その表現に多少の幅はあるものの，ほ
ぼ額面通りに報じられている（理研のプレスリリース
では「ヒトゲノム機能の 80%を解明」としている）．
この内容は，専門家にとっても衝撃的であった．なぜ
なら，これまでの常識では，ヒトゲノムのほとんどの
部分は機能を持たないがらくた（いわゆるジャンク
DNA）であるとされていたからである．ジャンクだ
と思っていたのは，人間の無知故のおごりで，我々の
常識は根本的に覆されたというスタンスの報道になっ
てしまったのである．
しかし，新発見によってこれまでの常識が覆された

というのは，ジャーナリズムが好む常套表現であり，
いわゆるジャンク DNAについては，それなりの積極
的な根拠がある．その代表格が C値パラドックスで
ある．C値とは，生物の半数体の持つ DNA量で，ゲ
ノムサイズと同等のものだが，その値が比較的近縁な
種の間でも 1000倍近く差があることがある．たとえ
ば肺魚は 130 Gbのゲノムサイズであるのに，フグの
それは 400 Mb以下であるという．あるいはヒトより
も，単細胞生物であるアメーバの一部はずっと大きい
ゲノムを持つなど，どう見ても生物の体制を維持する
ために必要な遺伝情報量とゲノムサイズは比例してい
ないというのが，パラドックスである．そこから，ゲ
ノム DNAのほとんどは不必要という結論になる（大
野乾博士の提唱）．ゲノムを少しでもかじったことの
ある人なら，当然この点と今回の結果の整合性を考え
るはずで，たとえばバイオインフォマティクス研究者
の Eddyがこの点を指摘している 4)．翌年，進化学者
の Doolittleが PNAS 誌により詳細な論考を発表してい
るが，そこでは生物の機能とは何か，どのように定義

されるべきかという，もっと深遠な議論も展開されて
いる 5)．これらと前後して，いくつか同様の趣旨の論
文が出版されているが，中には相当好戦的な姿勢の論
文もある 6)．筆者は全部を読んだわけではないが，総
じてこの矛盾は，機能エレメントの定義に帰着されて
いるようである．すなわち，転写されているからと
いって，そのすべてが機能領域とはいえない（たとえ
一部のイントロン中にマイクロ RNAや機能部位が
あったとしても，イントロン全部を機能領域とするの
は乱暴）．あるいは，ゲノム中のある特定領域に特定
のタンパク質が結合していたとしても，その結合が本
当に転写制御などにかかわっているかはわからない
し，たとえある転移因子が進化の過程で転写制御にか
かわる機能を獲得したとしても，その転移因子すべて
が機能エレメントであるとはいえない，などなど．も
ちろん，ENCODE計画にかかわる研究者はそのよう
なことは先刻承知で，彼らが報告しているのは，あく
まで「生化学的機能」であるとしている．その一方で，
大型予算を使った説明責任を意識して，確信犯的に今
回のような発表を行い，その片棒を専門知識を持って
いるはずのマスコミも担いだというのが，今回の真相
であるように思われる．いずれにせよ，科学的真実
は，今後の研究によって，徐々に明らかになっていく
に違いない（Eddyは，負の対照実験がないのが問題
なので，ランダム DNAで同様の実験を行って，「機
能エレメント」がどの程度見つかるかを調べることを
提唱している 7)）．しかし大型予算を正当化するため
に誇張される成果発表という構造的な問題は，今後も
繰り返されそうで，やがては国民を狼少年的不感症に
してしまうことが危ぶまれる．

文　献
 1) 尾崎　遼，岩崎　渉 (2013) 細胞工学 32, 101-106.

 2) Th e ENCODE Project Consortium (2012) Nature 489, 57-74.
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化学シフト
Chemical shift
核スピンは，静磁場中ではスピン量子数とそれぞ
れの核種に固有の磁気回転比にしたがってエネル
ギー準位が分裂し，準位差に相当する周波数で共
鳴する．この共鳴周波数は，核スピンの周囲の電
子状態によってわずかに異なる値をとるため，「化
学シフト」と呼ばれる．（236ページ） （大澤ら）

TROSY（transverse relaxation-optimized spec-
troscopy）
1Hと 15Nや 13Cとの相関シグナルは，緩和速度の
異なる複数の成分からなる．従来法ではすべての
成分を融合させて観測するのに対し，高分子量タ
ンパク質において緩和の遅い成分のみを観測する
ことにより高分解能な NMRスペクトルを観測す
る測定法．（237ページ） （大澤ら）

NMDA型グルタミン酸受容体
NMDA-type glutamate receptor
グルタミン酸受容体は，イオンチャネル型
（iGluR）と 3量体 G-タンパク質と共役した代謝型
（mGluR）とに大別され，前者はさらに，アゴニスト
の選択性に基づいて，NMDA（N-methyl-D-aspartic 
acid）型 と non-NMDA型（AMPA（2-amino-3-(3-
hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid）型，
KA（kinic acid）型）に分類される．
（244ページ） （鈴木ら）

多波長異常分散法
MAD: multiple anomalous diffraction method
タンパク質に特定の重原子を取り込ませた後，そ
の重原子由来の異常散乱を複数波長の X線を用い
て測定し，その異常散乱シグナルを利用して位相
を決定する方法．タンパク質に重原子を取り込ま
せる方法としては SeMet置換体タンパクを調製す
る方法や，精製タンパクに後から重原子を添加す
る方法などがある．（247ページ） （加藤ら）

mRNA display（In vitro virus）
3’末端に抗生物質のピューロマイシンを付加した
DNA（ピューロマイシン・リンカー）を連結させ
た mRNAを無細胞翻訳系で翻訳することで，
mRNAとそれにコードされたタンパク質とを
ピューロマイシンを介して連結させる方法．進化
工学のウイルス型遺伝子型―表現型対応付けツール
の 1つ．（250ページ） （根本ら）

アプタマー
Aptamer
Fitさせるという意味のラテン語の ‘aptus’に由来

しており，進化工学的手法により得られた標的分
子に特異的に結合する生体高分子の総称，構成成
分の違いにより「核酸（RNA，DNA）アプタマー」，
「ペプチドアプタマー」と呼ばれる．
（251ページ） （根本ら）

回転シャドウィング
Rotary-shadowing
タンパク質複合体などの高分子材料を電子顕微鏡
により観察するための試料作製法．真空中の材料
に低角度から重金属を蒸着して影をつけ，それを
そのままあるいはカーボン・レプリカを取って電
子顕微鏡で観察すると，金属の分布により元材料
の形状や表面の凹凸に関する情報が得られる．
（259ページ） （片山）

モルフォロジー処理
Morphological image-processing
顕微鏡画像解析用に考案された手法の 1つ．ヒト
の視覚認識においては，網膜に映る画像に基本的
な幾何学的形状をあてはめているとの考えに基づ
き，画像中の特定の形の分布に着目した信号処理
を行う．対象画像に構造要素（Structuring Ele-
ment, SE）とよばれる基底関数を作用させる集合
論的操作により構造的特徴を抽出する．
（259ページ） （片山）

混雑効果
Macromolecular crowding
多成分からなる高濃度の高分子溶液では，分子の
エントロピーの損得や排除体積効果などによって，
希薄系とは異なる様子を示す現象のこと．
（262ページ） （藤原ら）

MSP
Major Sperm Proteinの略称．線虫や回虫などの線
形動物の精子特有の細胞骨格タンパク質で，重合
して線維を形成する．線形動物の精子は，アクチ
ンの代わりにMSPを利用してアメーバ運動を行
う．（266ページ） （島袋）

インテイン
Intein
タンパク質分子の一部分である．インテイン部分
は自動的に切除され，残った部分（エクステイン）
はペプチド結合で再結合される．タンパク質工学
的には別々に発現させたペプチド鎖を連結するた
めに用いられる．これを用いることで区分選択的
に安定同位体標識した試料の調製が可能となる．
（269ページ） （小橋川ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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ランタノイドプローブ法
Lanthanide probe method
構造情報を取得するための NMRの方法である．
タンパク質に固定化したランタノイドイオンから
観測対象原子までの距離と角度（ランタノイドイ
オンから 40 Å程度まで）に関する情報が得られ
る．通常利用される NOEでは 5 Å程度までの水素
原子間距離情報しか得られないが，ランタノイド
プローブ法ではより長距離までの情報が得られる
ため，マルチドメインタンパク質や大分子量タン
パク質，タンパク質複合体の構造動態解析におい
て強力である．（271ページ） （小橋川ら）

ChIP-seq法
ChIP-sequencing method
クロマチン免疫沈降法（chromatin immunoprecipi-
tation）と DNA sequencingを組み合わせた手法．

以前は DNA配列の同定に DNAチップを用いた，
ChIP-chip法が用いられた．DNAと結合したままの
状態で核内 DNA結合タンパク質を固定し，特定タ
ンパク質の抗体を用いて，タンパク質と一緒に結
合 DNAを分離したのち，その DNAの塩基配列決
定により，ゲノム内での特定タンパク質の結合場
所を決定する．（272ページ） （中井）

GWAS（ゲノムワイド関連解析）
Genome-Wide Association Study
特定の形質が，ゲノム全体にわたり多数存在する
塩基配列の個人差のどこと関連しているか（近い
距離にあるか）を調べる遺伝統計的手法．個人差
には，一塩基多型（SNP）と呼ばれる数十万種類
の情報が用いられる．複数の遺伝子が関与する疾
患の原因遺伝子探しなどに有用な手法である．
（272ページ） （中井）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

構造生物学
A. Liljas 他［著］，田中勲・三木邦夫［訳］
化学同人，2012 年，B5 判，500 ページ，10,500 円（税込）．

 「百聞は一見に如かず」ということわざ通り，生
命現象を理解するためには，そこで働いている分子
の構造を見ることが，非常に重要である．構造生物
学という学問分野は，本書の一文を借りると「細胞
内の物体や分子を見えるようにして理解する科学」
である．
 現在多くの一般的な生化学の教科書でも様々な分
子の構造が紹介され，また構造に基づいていろいろ
な生命現象が説明されているが，「構造生物学」を
タイトルにするものはそれほど多くはない．本書は
まさに「構造生物学（原著名：Textbook of Structural 
Biology）」をタイトルとして，学部生と大学院生の
ための教科書として書かれている．構造生物学の教
科書を書こうとすると，ともすれば構造を羅列した
博物学的なものになりがちであるが，本書は，タン
パク質や核酸，脂質と膜の構造の基礎から始まっ
て，「酵素」「DNAの代謝：複製と組み換え」「転写」
「タンパク質の合成―翻訳」「タンパク質のフォール
ディングと分解」「膜タンパク質」「シグナル伝達」
「細胞の運動性と輸送」「細胞間相互作用の構造的側
面」「免疫系」「ウイルスの構造と機能」といった様々
な生化学過程をそこで働く分子の構造に基づいて系
統立てて説明し，さらに「構造生物学と生体高分子
の進化」という一章を加えた構成としている．さら
に，これらに加えて，付録として，「生体高分子の

結合とエネルギー論」「タンパク質のフォールドを
比較する方法」「タンパク質の構造予測」「タンパク
質の機能の推定」「タンパク質の修飾」といった，
現在の構造生物学の重要な課題もカバーしている．
いずれも筆者らの豊富な知識に基づいた丁寧な説明
でわかりやすくまとめられており，構造生物学をこ
れから始める，あるいは構造生物学に興味のある研
究者にとっても，十分に役に立つ一冊といえるであ
ろう．
 本書の最後には，「構造生物学に関連したノーベ
ル賞受賞者」がまとめられている．原書の出版は
2009年であり，原書のリストにない同年の
Ramakrishnan，Steitz，Yonathの 3名のノーベル化
学賞が訳者補遺として追加されているが，本書の出
版年である 2012年に Gタンパク質共役型受容体の
研究で化学賞を受賞した Kobilkaは（9月出版なの
であたりまえではあるが）載っていない．4年間に
2回も構造生物学の分野にノーベル賞が与えられた
ことは，この分野が現在も常に進歩していることを
示す良い例であろう．著者の 1人である Anders 
Liljasによれば第二版を執筆中とのことであり，本書
が出版された 2009年以降の構造生物学の飛躍的な
進歩を考えると，（まだ第一版が発行されたばかり
であるが）第二版の刊行も楽しみである．

（阪大蛋白研　中川敦史）

書

評
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講演の内容について簡単にご紹介します．佐藤博司
先生（ブルカー・バイオスピン株式会社　アプリケー
ション部）は，高い磁場強度と低い磁場強度の長所・
短所を比較された後，どんな測定法がありどのように
して生体の重要な情報を引き出すのかを教えて下さい
ました．豊田浩士先生（情報通信研究機構　脳情報通
信融合研究センター）は，普段あまり勉強する機会の
ないMRI送受信コイルの原理や仕組みについて丁寧
に解説してくださいました．市川和洋先生（九州大学
先端融合医療レドックスナビ研究拠点）は，様々なレ
ドックスプローブを用いた多重イメージングができる
ことを示され，会場内で驚きの声が上がっていまし
た．青木伊知男先生（放射線医学総合研究所　分子イ
メージング研究センター）は，代表的なイメージング
手法について比較・概説された上で，新しいMRI造
影手法を次々に紹介され，聞き手は圧倒される思いで
した．吉岡芳親先生（大阪大学　免疫学フロンティア
研究センター）は，巧妙な免疫機能が目で見てわかる
日が来ることを予感させる，スケールの大きなご講演
でした．
休憩に入り，軽食を楽しみながら講演の興奮を伝え
あったり，旧交を温めたりする時間をもつことができ
ました．再開後は，松田哲也先生（京都大学　大学院
情報学研究科）が，MRIでの異核 2重共鳴スペクト
ルを示され，MRイメージングの新しい展開に触れ
て，会場は再び熱気に包まれました．山東信介先生
（九州大学　稲盛フロンティア研究センター）は，切
り口の異なるコンセプトに基づく新しい分子プローブ
を開発されており，自在な発想と実現力に感嘆の声し
きりでした．石川誠先生（大塚製薬（株）徳島研究所
エネルギー代謝研究室）は，小動物MRIが製薬会社で
ダイナミックに活用されていることを教えて下さいま
した．薬学部の学生にとってもはじめて知ることであ

生物物理 53（5），276-277（2013）

日本生物物理学会九州支部主催のセミナーを開催し
ましたので，ご報告します．熊本大学薬学部に設置さ
れている小動物用 7テスラMRIについてもあわせて
ご紹介します．

1. イメージングセミナー
2013年 5月 13日，熊本大学百周年記念館にて，日
本生物物理学会九州支部・熊本大学イメージングセミ
ナー「MRIで見えること，わかること―磁気共鳴イ
メージングの先端技術と応用―」を行いました．MRI

は医療に不可欠なものとして世の中に認知されていま
す．一方，磁場強度が高く，様々な測定が可能な小動
物用の実験機が存在し，活躍の場を広げつつあること
も，もっと広く知っていただきたいと思いました．そ
こで，もともとMRI研究が活発な九州地区で，小動
物用MRIで何が見えて，何がわかるのかを，基本的
な知識から最先端の研究にわたって紹介するセミナー
を企画しました．嬉しいことに，多くの若い学生の参
加がありました．熊本地区の医療に携わる方々の参加
もありました．予想外なことに，遠く関東地区，近畿
地区から足を運んでくださった方々もおられました．
参加総数は 85名でした．盛会に至ったのは，開会挨
拶，ご講演をいただいた 11名の先生方，運営にご協
力いただいた先生方，大学職員の皆様，学生スタッフ
のご助力の賜物です．この場をお借りして心から感謝
申し上げます．なお，プログラムの詳細は，日本生物
物理学会ホームページの，学会からのお知らせの欄
（http://www.biophys.jp/news/lib/newsshow.php/2342）に掲
載されていますので，興味のある方はぜひご参照くだ
さい．

開会前のひととき．学生も大勢参加しました．

http://www.biophys.jp/news/lib/newsshow.php/2342
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り，強いインパクトをもって若い心に残りました．最
後の 2演題は，若手代表として熊本大学大学院薬学教
育部の学生である松下英明君と岩本成人君が講演を行
いました．後にご紹介する熊本大学のMRIを用いて
得た結果です．松下君は脳内出血モデルマウスの血腫
位置と大きさをMRIで同定し，症状の重篤度との相
関を調べました．岩本君はマンガン造影法を用いて，
急性炎症モデルマウスでの炎症反応の検出を試みてい
ます．先生方の鋭い指摘を吸収しつつ堂々と質疑応答
する姿は，なかなか頼もしいものがありました．
会場を移動して，日中に業務で参加できなかった

方々も加わり，夜はさらに白熱の交流会となりまし
た．談笑とともに，研究内容から今後の在り方に至る
まで活発な意見が交わされて大変良い刺激を受けまし
た．このような企画は是非続けてほしいとのお言葉を
いただいて嬉しくもありました．教育の観点から，学
生の感想を紹介させていただきます．「現場で最先端
の研究を行っている方々の話を聞いて，私も早くあの
レベルの内容を専門家の人たちとディスカッションで
きるようになりたいと思った．」「MRIは医療現場で検
査の 1つとして使われている印象が強かったが，企業
や研究室でどのように使われているのかという話を具
体的な研究内容とともに聞いて，MRIが多くの研究
で貢献しているということがわかった．」「ナノ粒子で
ある薬に熱を加えることで造影剤としての効果が出る
という話を聞いてとても驚くと同時に，将来はこのよ
うな造影剤の利用が増えるのではないかと思った．」
「新薬開発の場やさらなる応用により医療の場での

MRIの可能性は計り知れないということがわかった．」
講義と重複して最後まで聞けなかった，との声もあ
り，反省材料もありましたが，多くの学生の心に研究

の種子を残すことができたのではないかと思います．
最後に，セミナーを開く機会を与えていただきまし
た日本生物物理学会会員の皆様，運営に携わっておら
れる方々に厚く御礼申し上げます．

2. 熊本大学薬学部の小動物用MRI
おもしろそうだし，役に立ちそうだけど，どこで使
えるのですか，との声をいただきそうなので，紙面を
少しお借りして紹介をさせていただきます．熊本大学
薬学部では小動物用 7テスラMRIの外部利用を受け
付けています．マウス用，ラット用の様々な送受信コ
イル，異核検出コイル，バイタル測定装置を整備して
いますが，最も特長的なのは，超高感度極低温プロー
ブをプロトン検出コイルと炭素 13（13

C）検出コイル
の両方備えていることです．特に，13

C検出低温プ
ローブは国内初導入であり，常温プローブと比較して
大幅な感度向上を達成して，生きた動物個体を用いた
13

C検出を可能にしています．こんなことを見たいの
だけど，の声をいただけましたら，実現の可能性を真
剣に検討させていただきます．なお，短期間の動物飼
育施設を併設しています．現在，学内外のアカデミア
ならびに企業の方々と共同研究を行っています．マシ
ンタイムが厳しさを増しているのが悩みの種ではあり
ますが，なんとか調整してご期待に沿えるようにした
いと考えています．熊本大学薬学部へのアクセスは下
記をご覧ください．ご連絡をお待ちしております．

http://structbiol.com/information/access.html

閉会後の集合写真．熊本の日は長い．

小動物用MRI．手前は試料を送るベルトコンベアー．

http://structbiol.com/information/access.html
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月にセミナーを行うことで，参加者の今年 1年の過ご
し方が将来を見据えた過ごし方になると思い，あえて
年度の始めに開催しました．

「若手の会」ならではのキャリアパスセミナー
キャリアパスセミナーでは，6人の OB・OGの方
に講演 &パネルディスカッションをしていだきまし
た．セミナーを行うにあたり，次のような工夫をする
ことで，参加者の将来の選択肢の幅を広げつつ，参加
者のニーズに応えるセミナーを目指しました．
1．多方面からの OB・OG

一度に様々な方面の先輩の話を聞くために，アカデ
ミア（大学・独立研究機関）・役所・教育機関・企業
（研究）で働いている方をお呼びしました．
2．学生のニーズに応えるセミナー

3若手合同セミナーのスタッフ（各若手からの代表
者 8名）で話し合い，講演内容を講演者で統一してい
ただくようにしました．また，参加者から事前に講演
者に聞きたい内容を募り，その内容をパネルディス
カッションや講演に反映させました．その結果，普通
の仕事紹介のセミナーよりも参加者の声が届いたセミ
ナーになりました．

事前アンケートからみる学生のキャリアへの興味
講演者に事前に質問を募集したところ，表 1のよ

うになりました．就職活動について暗い話題が続いて
いますが，若手の就職活動に関する質問は他の質問と
同じくらいの関心度です．若手のキャリアへの関心
は，就職活動のスキル・方法論ではなく，「仕事を選
んだ理由」や「学生時代からの変化」や「仕事の実際」
のような個人的質問の方が高いことがわかります．就
職活動そのものよりも，“就職する・社会に出る”こ
とにたいしての興味と不安のほうが大きいのではない

生物物理 53（5），278-279（2013）

ご挨拶
今年度より若手の会関東支部長を勤めている岡右里

恵（M1）と，今年度開催の夏の学校の校長を務めて
いる香川璃奈（研修医）と申します．私たち若手の会
関東支部では，年に 3回 3若手合同セミナーを開催し
ています．今回は今年度の最初の合同セミナーである
キャリアパスセミナーの魅力と，セミナーを通して感
じたことについて書きたいと思います．

キャリアパスセミナーについて
新年度を迎え，3ヶ月がたった 6月末日，関東支部
ではキャリアパスに関する 3若手合同セミナーを開催
しました．3若手合同セミナーとは，生物物理若手の
会・脳科学若手の会・生化学若い研究者の会の 3つの
若手の会の関東支部が合同で行うセミナーです．毎年
年に 3回（7月，10～11月，2月）開催しており，セ
ミナーのテーマは毎回異なります．
キャリアパスセミナーでは，大学から企業・役所ま

で様々な分野で活躍されている先輩方の実際の話を聞
きました．参加者は全部で 30名程で，学部 3年生か
らポスドク，社会人の方まで集まりました．参加者の
年齢層の幅は年 3回の合同セミナーのうちもっとも大
きくなりました．
昨年度は，キャリアパスに関する 3若手合同セミ

ナーを 10月に行いました．しかし，就職活動のスケ
ジュールが 12月はじまりであることを踏まえると，
講演を聞いてから将来について考える時間が短くなっ
てしまいます．また，研究のことだけを考えがちな 6

表 1 
事前アンケート集計

事前アンケートで得られた質問 数

就活について 2

仕事を選んだ理由 2

学生時代からの変化 2

講演者のこれからのキャリア 2

海外に関して 2

仕事の実際 /スキル 2

合計の質問数 12
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でしょうか？また，講演者自身の今後や，仕事のスキ
ルなど就職してからの不安も関心が強いようです．

セミナーを終えて 1：大人になることとは？（岡）
セミナー当日，私はとても緊張していました．この

ようなセミナーに参加するのははじめてであり，将来
のことを真剣に考えなければならない，と思うと胃が
痛くなりました．恥ずかしながら，大人になるための
心の準備が整っていなかったからです．
セミナーが始まる前は，技術的なスキルの欠如や自

分の意志の弱さが私を子供たらしめていると思ってい
ました．私にとって大人とは，技術力があり，自分の
やりたいことをはっきり言う人だったからです．キャ
リアとは，スキルに沿って身に付くものであるべき，
とも思っていました．
私の予想に反して，講演者の方々は「大人に必要な

スキルは，“コミュニケーション力”・“人の繋がり”
の大切さ」と口を揃えて仰いました．キャリアに関し
ても，特にアカデミアでは「人間関係が重要」との意
見がアカデミアで働いているかた全員の意見でした．
さらに，大人になってから辛かったことは，研究能力
や勉強が足りていないことの大変さではなく，意思疎
通を計る大変さだった，という話もありました．
大人になってキャリアを築く，ということはどのよ

うな職を得るか？ということではなく，職を得た先で
自分の言葉で他人と意思疎通できるか？ということな
のかもしれません．
先輩たちの悩みながら大人として成長しようとして

いる姿をみて，自分と大人との距離が少し縮まった気
がします．

セミナーを終えて 2：キャリアパスって？（香川）
学部時代にほんの少し研究に関わらせていただいた

ものの現在は病院で働いて 2年目です．働く中で，仕
事と研究の違いを体感してきました．組織化されて決
まった役割で動く職場と自分で考えないと動くことも
できない研究室，患者さんの状態が日々変わる医療と
結果が出るまで何ヶ月もかかる基礎研究．長く離れて
いた研究に戻ることができるのか，そもそもラボノー
トの書き方すら忘れたし，とウジウジと悩んでいた日
曜日にこのセミナーがありました．
今回のセミナーでは「パーマネント研究者でも不安

は尽きない」「使命感が大事」「何に対価を得られる職
場なのかを考えよう」など演者の本音を聞きながらは
てさて自分はどうしようかとずっと考えていました．

その中でふと，科学という大きな組織の中で自分が与
えられた役割は何なんだろう，と考えてみると，論文
書けなかったらどうしようとか，職種が今更変わって
大丈夫かとか，小さい悩みだと気が楽になりました．
キャリアパスを考えることは就活をいかに勝ち抜く
かでも，いかにグラントを取るかでもなくて，自分が
果たすべき /果たしたい役割を俯瞰的に考えることか
もしれないと感じました．

セミナーで出た先輩からの名言
セミナーで出た OB・OGの言葉はとてもためにな

るものでした．その中からいくつかをここで紹介する
ことで，これを読んでいる方が大人とキャリアについ
て考えるきっかけになればと思います．
1．仕事選び関連
 ・ アカデミックポストとは，「誰でもできる仕事」で
もないし，「やりたいと思えばできる仕事」でもな
い（大学勤務）．

 ・ 自分が素直でいられる場所を職場として選ぶ事を勧
めます（役所勤務）．

 ・ 製薬企業に社会人しながら博士とった人はそれなり
にいるが，かなり大変そう．特に実験するのはきつ
い．所属の上司と，受け入れ先の教授の理解の深さ
が大事．また，奨励しているかどうかではなく，前
例があるかどうかが重要（企業研究者）．

2．仕事を始めて感じたこと
 ・ 正解がないこと．科学的な説明だけではどうにもな
らないことを調整しないといけない（役所勤務）．

 ・ 他の同僚に意見を言えるようにするためには仲間を
作り，その意見がマジョリティになるように環境を
作る必要があること（教育関連）．

3．金銭感覚
 ・ 年収 300万円が僕が考える子供を産むボーダーライ
ン（大学勤務）．

 ・ 動いているお金の額の桁が学生時代と違うこと（大
学，企業，研究所勤務）．

これからの 3若手セミナー
今年度は，キャリアパスのセミナーの他に秋に学生
による大規模なポスター発表会，冬に研究発表会（口
頭）を予定しています．セミナーには学部生から助
教，社会人の方まで様々な方が来ていただけていま
す．これからも続けていきますのでみなさまの参加を
お待ちしています！
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シリコンバレーの中心へ
スタンフォード大学はサンフランシスコから車で南
に 1時間くらいのところにある．世界中から人が集
まっている土地なので，住民は外国人慣れしている．
多少怪しげな英語でもこちらの意図をくみ取ってもら
えることが多い．西海岸は昔から日系人が多い上に，
日本企業からの駐在員も多く住んでいるため，近所に
は日系スーパーが数軒ある．やや高めではあるが日本
とほぼ同じ食材を手に入れることができる．紀伊國屋
書店もあり週刊少年ジャンプも数日遅れで読むことが
できる．治安もいいので海外初心者でも暮らしやすい
地域である．この地域の唯一の問題点は家賃の相場が
非常に高いことだろう．シリコンバレーはスタン
フォード大学が作ったという話は有名である．大学周
辺はシリコンバレーの中心となっている．そのため
グーグル，アップルといった有名 IT企業が集まって
おり，この地域は景気がいい．慢性的な住宅不足が起
こり，家賃を押しあげる原因となっている．1人暮ら
しのポスドクは一軒家を何人かでシェアして暮らして
いる．渡米して最初のひと月くらいは家探しのために
研究にならない人も多いようだ．僕は日本人の家主が
貸している家の一室を駐在員向けの日本語ネット掲示
板で見つけることができた．おかげで渡米して 1週間
後にはフル稼働で研究を開始することができた．トラ
ブルを覚悟していただけにやや拍子抜けであった．

若い研究室の良さ
Kang Shen研究室はできて 10年くらいの研究室で，

線虫の遺伝学を用いて神経細胞の形態形成に関する新
しい知見を次々に発表している．Kangは若く人柄が
良いためか，アメリカだけでなく，中国，スイス，フ
ランス，イスラエルなど世界中から学生，ポスドクが
集まっている．アメリカは小規模な研究室が多いが，
20人ほどのビッグラボである．その割に研究室はの
んびりしている．多くのメンバーが 9時すぎに研究室
に現れて 6時くらいには帰って行くようだ．土日はほ
とんど誰もいない．日本にいた頃は夜中まで実験する
ことが多かったが，せっかくなのでここでは僕も“郷
に入っては郷に従え”を実践している．週末は必ず釣
りへ出かけるし，平日の夕方も近くの湖に釣りに行く
ことがある．サマータイムのおかげで午後 8時でも明
るいので時間は十分にある．「変異体を作って遺伝子
を決める」「変異体同士を掛け合わせる」というのが
実験の中心であり作業量があまり多くないのがのんび
りしている理由である．「米国はテクニシャンが充実
しているから仕事が進む」という話をよく聞くが，今

生物物理 53（5），280-281（2013）

留学するまで
約 1年前からスタンフォード大学の Kang Shen研究
室へ来ている．ここに来るまでは東京大学医学系研究
科の廣川信隆教授の研究室で約 10年間モータータン
パク質であるキネシンスーパーファミリー（KIFs）の
同定とその機能解析に取り組んできた．僕が廣川研で
論文発表した KIF26Aや KIF19Aを最後に，すべての
KIFのクローニングとその機能解析が済んでしまっ
た．もはやキネシン型モーターの分野では主要な問題
は残っていないと感じ，環境を大きく変えて違うこと
をやる決断をした．「キネシン型モーターとも密接に
関係がある軸索輸送にはまだ見つかっていない分子機
構が残されているはず．次の主要な問題はそれらを見
つけることだ．それには線虫かショウジョウバエを用
いた遺伝学がいい」と考えた末，結局最後は「空を飛
ばない線虫の方が簡単だろ」という安易な発想で線虫
を使うことに決めた．廣川先生の「長く付き合ってい
けるので若い PI（Principal Investigator＝研究室主宰者）
の方が良い」「海外へ行くなら日本でできないことを
やるか，その分野のトップの研究室に行け」というア
ドバイスを参考にして研究室を探した．これから留学
先を探す人にとって，この廣川先生の教えは非常に参
考になると思う．メールで CVと publication listを送っ
たところ，まったく面識がなかったにも関わらず
Kangが面接に招待してくれた．有名な PIのところに
はこういうメールが殺到するので無視されることも多
いらしいが，気にせず自分を売り込めばいいというこ
となのだろう．スタンフォードを訪れて Kangやメン
バーと話してみて研究室の雰囲気や環境を気にいり，
ここに決めた．
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のところほとんどの作業を自分でやっている．研究室
に勢いがあるのは Kangの目の付け所の良さや活発な
ディスカッション，そして優秀なメンバーたちのおか
げだろう．アメリカでも有名になってしまうとほとん
ど研究室にいない PI，研究は学生やポスドクにまか
せきりという PIも多いようだが，まだ若い Kangは自
分で研究を進めようという意欲にあふれている．ほぼ
毎日研究室にいるのでいつでも気軽に話しに行ける．
かといって細かく指示をするタイプではなく，個々の
研究者の好きなようにやらせつつ，正しい方向へ誘導
しているように感じる．密にディスカッションしてい
るので Kangはプロジェクトの進行状況をきちんと把
握しており学会などへ出かけたときには有益な情報を
見つけてきてくれる．優秀な PIの研究の進め方を近
くで学べるのは幸運であると感じている．

分野や手法を変えてみる
前述のように割といい加減な理由で選んだ線虫であ

るが，すぐ気に入った．世代時間が 3日ほどなので実
験がしやすい．小さなプレート 1枚で 1系統維持でき
るので，何十という変異体を 1人で扱える．体が小さ
く透明なのでシナプス小胞を GFPラベルした系統を
作ってしまえばスライドガラスに乗せるだけで観察で
きる．マウスで必要だった手間のかかる切片作りも細
胞培養も一切必要ない．軸索輸送に関する分子を見つ
けるために，とりあえず EMSを使った古典的な方法
でシナプス小胞の局在が変化する変異体をスクリーニ
ングした．それに加え，Caenorhabditis Genetics Center

から様々な遺伝子の変異体を取り寄せ，以前から考え
ていた仮説を検証してみた．これらの実験の結果，
まったく新しいタイプのキネシン変異体や複数のキ
ナーゼ変異体で軸索輸送に影響が出そうだということ

があっさりとわかった．「当初の狙い通り！」と胸を
張りたいところだが，ここまでうまくいくとは思って
いなかった．線虫遺伝学の威力に感動さえしている．
おかげでキネシン型モーターはこれ以上やっても何も
出てこないというのは浅はかだったことにも気づかさ
れた．現在はキナーゼによるシグナル伝達を遺伝学実
験で解析すると共に，日本で学んだ実験手法で新しく
見つけた変異型モーターの生化学的，生物物理学的解
析を始めている．英語でプレゼンをするときには “I 

wanted to change my direction, but motors follow me.”と微
妙なジョークを言うと，苦笑いや愛想笑いくらいはし
てもらえる．このように，分野や手法を少し変えてみ
ると面白いことに巡り会える可能性が広がると思う．

迷っている人へ
正直に言うと，留学すると決断したときに「いい歳
なんだからフラフラしてないでさっさとポジションを
見つけろ」というプレッシャーを感じた．今は留学す
ると日本へ帰るのが難しいという話も聞いた．学生の
頃から毎年 ASCBの年会に参加していたので，現在の
日本のレベルは非常に高く，日本でも良い仕事ができ
ることは実感していた．しかし，この先も良い仕事を
して質の高い原著論文を書き続けるために自分に足り
ないものを考えると，海外に身を置いて少し違うこと
を始めなくてはいけないと思った．たとえば，語学力
には不安を感じていたし，海外に友人が少ないことも
気になっていた．日本にいても海外の知り合いくらい
はできるが，「同じ釜の飯を食った仲間」はただの知
り合いとは違う．何より，この先独立したときにどう
やって研究を展開すればよいか見当もつかないのが一
番の問題だった．ここへ来てみたことで英語のセミ
ナーやシンポジウムをなんとかこなせるようになった
し，将来この分野をリードしてゆきそうな仲間たちが
できた．線虫遺伝学の威力を知り，この先やっていく
ことが見つかりつつある．ここへ来て本当に良かった
と思っている．1年前の僕と同じように自分の研究に
行き詰まりを感じている人には，少し分野や手法を変
えて海外の若くて勢いのある PIの研究室へ移ってみ
ることを勧めたい．
最後に，渡米することを後押ししてくれた方々に感
謝の意を表したい．ここへ来たときの気持ちを忘れ
ず，良い仕事をして優れた論文を書く，そして日本で
独立することを目標に，もう少しだけカリフォルニア
生活を楽しみたいと思っている．

スタンフォードの広大なキャンパスはいつも青空



282

本学会公告

選挙管理委員会報告

日本生物物理学会では平成 26・27年度学会委員の
正会員による選挙を 7月 8日締切で行い，7月 9日に
開票いたしました．

1.　平成 26・27年度委員の選挙結果について

委員選挙の最高得票は91票，最低当選得票は42票，
次点が 41票でした．
なお，山口真理子氏と今元泰氏は会長指名（細則第
五章十八条）の委員です．
（50音順）
新井　宗仁（東大） 安藤　敏夫（金沢大）
飯野　亮太（東大） 池口　満徳（横浜市大）
石森浩一郎（北大） 伊藤　悦朗（徳島文理大）

伊東　大輔（北大） 今元　　泰（京大）
上田　昌宏（阪大） 岡田　康志（理研）
岡本　祐幸（名大） 片岡　幹雄（奈良先端大）
神取　秀樹（名工大） 金城　政孝（北大）
後藤　祐児（阪大） 小松崎　民樹（北大）
佐甲　靖志（理研） 杉田　有治（理研）
田口　英樹（東工大） 中川　敦史（阪大）
濡木　　理（東大） 広瀬　恵子（産総研）
船津　高志（東大） 本間　道夫（名大）
政池　知子（東京理科大）
安永　卓生（九工大） 山口真理子（奈良先端大）

日本生物物理学会
会長　難波　啓一

選挙管理委員長　南野　　徹

編

集

後

記

理研・QBiCのセンター長の柳田先生は講演の際
に「おもろい研究をせなあかん」とよく仰られてい
ます．私はそのお言葉に強く共感しています．研究
はコンビ漫才に例えることができます．研究者は
「つっこみ」担当で，研究者を魅了する様々な生命
現象が「ぼけ」を担当する相方です．研究者は，生
命現象の謎を解き明かすために，様々なテクニック
を駆使して相方をいじりまくります．研究者の腕の
みせどころは，「相方の最高のぼけ」を見逃さずに，
うまく料理して最高の「オチ」をつけることです．
会誌「生物物理」を読んでいると，日本生物物理学
会には「最高のつっこみ」ができる研究者が沢山い
ること，さらには世界中の人々が心を踊らせて興奮
するような「めちゃめちゃおもろい研究」を世界に
先駆けて数多く発信していることが実感できます．
私は，会誌編集委員として今号も会員の皆様に「お
もろい生物物理研究」の解説記事やトピックスなど
を数多くお届けすることができて大変嬉しく思いま

す．読者の皆様もどうか今号の記事を満喫して頂け
れば幸いです．
これまで長年にわたり会員の皆様に親しまれてき

ました会誌「生物物理」を紙媒体でお届けするのも
残り僅かです．来年の 54-1号からは会誌「生物物
理」は電子媒体に完全移行します．それに伴って投
稿規定も改定されます．紙媒体がなくなることは会
員の皆様にとって非常に寂しいことかもしれませ
ん．ただ，「電子版生物物理」は生物物理学会会員
以外の方々でも無料で読むことができる「完全オー
プンアクセス」の電子媒体です．「電子版生物物理」
を皆さまの「おもろい研究」の情報発信媒体として
益々活用して頂けますよう宜しくお願いいたしま
す．私は，編集委員の 1人として，会員の皆様の
ニーズに合わせ，これまで以上に「めっちゃおもろ
い」生物物理の記事をお届けしたいと思います．

（T. M.）
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生物物理学会運営委員会
難波啓一（大阪大学大学院生命機能研究科）／ keiichi@fbs.osaka-u.ac.jp .......................................................................................会長
石島秋彦（東北大学多元物質科学研究所）／ ishijima@tagen.tohoku.ac.jp

　.......................................................................................副会長，出版委員長，年会担当，ホームページ，賞・助成金選考委員長
有坂文雄（東京工業大学大学院生命理工学研究科）／ farisaka@bio.titech.ac.jp ....副会長，男女共同参画・若手問題検討委員長
神取秀樹（名古屋工業大学大学院工学研究科）／ kandori@nitech.ac.jp .......................................................広告，庶務，出版（欧）
須藤雄気（名古屋大学理学研究科）／ z47867a@cc.nagoya-u.ac.jp ...................................................................................................庶務
高田彰二（京都大学理学研究科）／ takada@biophys.kyoto-u.ac.jp ...........................................................経理，将来計画，物理学会
高橋　聡（東北大学多元物質科学研究所）／ st@tagen.tohoku.ac.jp ...........................................................................経理，年会担当
瀧ノ上正浩（東京工業大学大学院総合理工学研究科）／ takinoue@dis.titech.ac.jp .......................................................................書記
出村　誠（北海道大学先端生命科学研究院）／ demura@sci.hokudai.ac.jp .............................................................................年会担当
寺北明久（大阪市立大学大学院理学研究科）／ terakita@sci.osaka-cu.ac.jp ....................................出版（邦），将来計画（法人化）
永井健治（大阪大学産業科学研究所）／ ng1@sanken.osaka-u.ac.jp .............................................広告，物理学会，外交・国際交流
根岸瑠美（東京大学分子細胞生物学研究所）／ lnegishi@iam.u-tokyo.ac.jp........................................................書記，ホームページ
野地博行（東京大学大学院工学研究科）／ hnoji@appchem.t.u-tokyo.ac.jp .............................................企画啓蒙，外交・国際交流
林久美子（東北大学工学研究科）／ kumiko@camp.apph.tohoku.ac.jp .....................................................................................企画啓蒙
政池知子（東京理科大学理工学部応用生物科学科）／ tmasaike@rs.tus.ac.jp .................................男女共同参画担当，広告，庶務
南野　徹（大阪大学大学院生命機能研究科）／ tohru@fbs.osaka-u.ac.jp ..................................................................選挙，出版（邦）
村上　緑（名古屋大学大学院理学研究科）／ midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp ..........................................出版（欧），ホームページ

平成 25年度「BIOPHYSICS」誌編集委員会
石渡信一（早稲田大学理工学術院物理学科）／ ishiwata@waseda.jp ...................................................................................編集委員長
老木成稔（福井大学医学部医学科）／ oiki-fki@umin.ac.jp ...............................................................................................副編集委員長
河村　悟（大阪大学大学院生命機能研究科）／ kawamura@fbs.osaka-u.ac.jp

安永卓生（九州工業大学大学院情報工学研究院）／ yasunaga@bio.kyutech.ac.jp

水上　卓（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）／ mizukami@jaist.ac.jp

石森浩一郎（北海道大学大学院理学研究院）／ koichiro@sci.hokudai.ac.jp

桑島邦博（自然科学研究機構岡崎総合バイオサイエンスセンター）／ kuwajima@ims.ac.jp

小松崎民樹（北海道大学電子科学研究所）／ tamiki@es.hokudai.ac.jp

片岡幹雄（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）／ kataoka@ms.naist.jp ......................................................ABA委員
神取秀樹（名古屋工業大学大学院工学研究科）／ kandori@nitech.ac.jp .................................................................出版担当運営委員
村上　緑（名古屋大学大学院理学研究科）／ midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp ........................................................出版担当運営委員

平成 25年度ホームページ編集委員会
由良　敬（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）／ yura.kei@ocha.ac.jp ...................................................編集委員長
千見寺浄慈（名古屋大学大学院工学研究科）／ chikenji@tbp.nuap.nagoya-u.ac.jp

北尾彰朗（東京大学分子細胞生物学研究所）／ kitao@iam.u-tokyo.ac.jp

和沢鉄一（東北大学大学院工学研究科）／ wazawa@material.tohoku.ac.jp

石島秋彦（東北大学多元物質科学研究所）／ ishijima@tagen.tohoku.ac.jp ..............................................ホームページ担当運営委員
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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。

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

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

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。

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

アミノ酸・ケト酸
● L-Amino Acids (13C, 15N, d)
● Algal Amino Acids (13C, 15N, d)
●α-Keto Acids (13C, d)

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

その他
● Pf1 NMR Cosolvent
● Tris-d11, MES-d13, HEPES-d19

● Water-17O (10-90atom%)

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。

無細胞くん® SI SS

無細胞くん® SI

製品番号 製品名 数量 希望納入価格（円）

A42-0075 アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N,d 1mL 35,000

A91-0128 アミノ酸混合物水溶液-Lys,Arg-UL-13C,15N 1mL 20,000

A92-0129 アミノ酸混合物水溶液-Lys,Leu-UL-13C,15N 1mL 20,000

A108-0145 アミノ酸混合物水溶液-SeMet 1mL ご相談

製品番号 製品名 数量 希望納入価格（円）

A107-0144 アミノ酸混合物水溶液-UL-d 1mL ご相談

A39-0072 アミノ酸混合物水溶液-UL-15N 1mL 15,000

A41-0074 アミノ酸混合物水溶液-UL-15N,d 1mL 18,000

A40-0073 アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N 1mL 30,000

無細胞くん用 安定同位体標識アミノ酸

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

製品番号 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

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。

Ras（Y32W）タンパク質の1H, 15N-HSQCスペクトル

BPTI プロテアーゼインヒビター 1H-15N HSQCスペクトル

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

※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。
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溶液 NMRによる膜タンパク質動作機構解明
高速 AFMによる膜タンパク質の動態解析
結晶構造が伝える ChRの分子メカニズム
cDNA displayによる分子デザイン
DNAポリメラーゼ反応の可視化
骨格筋ミオシンの新たな中間体の構造と役割
細胞内濃厚環境に近づいた無細胞発現系
高圧力下でべん毛モーターが逆に回る！？
Ascaris精子のアメーバ運動の再構成
NMRのための試料調製法
ENCODEプロジェクトの衝撃
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