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転写因子などの DNA 結合タンパク質は遺伝子の制御に重要な役割を果たしている．これまでに知られている多くのタンパク
質― DNA 複合体の構造から，配列認識のメカニズムは単純なアミノ酸と塩基の対応関係では記述できず，相互作用の冗長性や
柔軟性が重要であることががわかってきた．この解説では，このようなタンパク質と DNA の冗長で柔軟な認識のメカニズム
やターゲット予測方法に関する最近の進展について述べる．
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哺乳類 Hb の半飽和 O2 分圧（P50）で基準化した OEC の勾配は，Hill 係数（n）の 1/4 に等しい．胎仔と成体の O2 輸送能と O2
を獲得する際の Bohr 効果の効率の至適 P50 はほぼ等しく，Bohr 効果と O2 輸送能は協調性して働き，効率よく O2 の獲得と輸送
を行っている．Hb の協同作用は体内の O2 環境（PaO2 と PvO2）で決定され，n と O2 環境には PaO2/PvO2 [ n 1 / n 1 ]2/n
の関係が存在する．
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巻頭言は生物物理学会の重鎮の方が書かれるもので，会員に
なってまだ 10 年そこそこの僕のようなものが書くものではない
と思っていた．しかし，そんな新参者（？）に書かせるというの
が生物物理学会の魅力なのかもしれない．ただし，入会は後に
なったとはいえ，生物物理には学生のときから興味をもってい
た．まわり道をしたのは，大学の講義で聴いた「生物物理に理論
はない」というつれない（？）一言のせいだったのかもしれない．
たしかに，生物物理の研究では，物理の実験技術を使って生物を
探るというのが主流であった．現在でも，1 分子計測，蛍光技
術，マイクロアレイなどにみられるように物理由来の技術が生物
研究を一新したというものも多い．このような，和魂洋才ならぬ
「生魂物才」という潮流に対して，やはり物理のスピリットで生
命を探り，さらにそれによって新しい物理の概念をつくりたいと
いうのが学生時代からの僕自身の希望であった．四半世紀たった
今，状況は変わっただろうか．

物理の精神で
生命システムの
理解へ
巻／頭／言

たとえば，1 分子技術の成功に比して，大沢文夫さんが託した
ルースカップリングの概念が生物物理学会にどこまで浸透してい
るのだろうかと疑問に思ってしまうこともあるし，細胞のゆらぎ
やダイナミクスの測定の進展は華々しいがそれに伴って生命シス
テムへの新しい概念ができたとはまだいい難い．生物物理学会の
「物理離れ」を感じてしまうときもある．ただ，希望は見えてき
ているように思う．理論物理の側では，ゆらぎ，ダイナミクスを
扱う統計物理，非線形現象論が進展して，複雑系に尻込みせずに
立ち向かえるようになってきたし，先述の技術の進歩がこうした
理論と向かいあう実験系の立ち上げを可能にしてきている．いま
のところは網羅的かもしれないが，とにかく細胞内の過程の情報
は（ひょっとすると十分なくらい？）集まりつつある．そうした
膨大なデータを「適度に薄目でみる」やり方をみつけて，生命現
象を理解できるにちがいないという信念，そのためには困難な実
験にも理論構築にもひるまないという強い意思さえもてば，科学
の女神はほほえんでくれるのではないだろうか．平衡状態という
切り口によりマクロな普遍的現象論としての熱力学が完成して約
150 年たった現在，まさに，生命というシステムへの物理的現象
論を手に入れられるか，それとも生物研究が膨大な個別データの
蓄積に終わってしまうのかの岐路にわたしたちは立っているのか
もしれない．前者になること，そしてそれが日本の生物物理学会
から生まれることを望んで筆をおきたい．
金子邦彦，Kunihiko Kaneko
東大総合文化，ERATO 複雑系生命
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タンパク質の DNA 認識メカニズムと予測

解説

皿井明倫
河野秀俊

九州工業大学
日本原子力研究開発機構 / 科学技術振興機構さきがけ

Transcription factors play essential roles in the gene regulation. Structural data on protein-DNA complexes provide clues
for understanding the mechanism of protein-DNA recognition. Analysis of these structures has shown that there is no
simple one-to-one correspondence between bases and amino acids within protein-DNA complexes, and that the recognition is rather redundant and flexible. We explain the mechanism of such redundant and flexible recognition of DNA
sequences by proteins, and describe the methods to predict target DNA sequences in the genome.
protein-DNA recognition / statistical potential / computer simulation / target prediction
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てあいまいな認識をしているかを理解することが鍵と

1．

はじめに

いえそうである．そこで，このようなタンパク質によ
4

現在 400 種類以上の生物のゲノム配列が明らかにさ

4

4

4

るあいまい な DNA 配列の認識の構造メカニズムと，

れ，生物機能をゲノムスケールで解析できるように

その応用として転写因子のターゲット予測について解

なった．遺伝子の発現制御は最も重要な生物機能の 1

説したい．

つであるが，ゲノムの中でどの遺伝子がいつ発現する
かは，転写因子が特定の制御領域に結合することによ

2．

り制御される．では，転写因子などの DNA 結合タン
パク質はどのようにして特定の DNA 配列情報を読み
取って結合するのであろうか？

アミノ酸残基・塩基相互作用のパターンと
特異性の定量化

通常，転写因子のターゲット配列を予測するには，

そのメカニズムを理

実験的に知られている結合配列を集めて共通なパター

解するには，まず分子構造のレベルで何が起こってい

ン（コンセンサス配列）を見つけ，それを配列モチー

るかを知る必要がある．すでに，タンパク質と DNA

フあるいは重み行列という形で表現して，類似の配列

の複合体の構造が 1,500 個以上解かれている．これら

を検索する．よく調べられている転写因子の重み行列

の構造を詳しく調べてみると，相互作用しているアミ

は，TRNSFAC1) などにデータベース化されている．

ノ酸残基と塩基のペアの間には厳密な対応関係は見ら

このような配列の保存度のパターンは，人工的に塩基

れない．また，同じ相互作用ペアでも空間的な位置関

置換を導入して結合実験を行うことでも確かめられ

係はさまざまである．すなわち，アミノ酸と塩基の相

る 2)．保存度の高い塩基は特異的な相互作用にかか

互作用にはかなりの冗長性と柔軟性がある．では，こ

わっていると考えられるので，タンパク質― DNA 複

のようなあいまいな相互作用によっていかにタンパク

合体構造のアミノ酸残基―塩基相互作用のパターンを

質がゲノムからターゲット配列を認識できるのか．一

調べれば，なぜ特定の配列が保存されているのか理解

見矛盾するようであるが，転写因子などは通常ゲノム

でき，また，それを予測に用いることができると期待

中で複数のターゲット遺伝子を制御することを考える

される．

4

4

4

4

と，タンパク質は積極的に冗長性や柔軟性を利用して

タンパク質― DNA 複合体の立体構造が決定される

いると思われる．そうすると，タンパク質がいかにし

以前は，類縁種の DNA 結合タンパク質の配列相同性

Protein-DNA Recognition Mechanism and Prediction
Akinori SARAI1 and Hidetoshi KONO2
1
Department of Bioscience and Bioinformatics, Kyushu Institute of Technology
2
Computational Biology Group, Neutron Biology Research Center, Japan Atomic Energy Agency
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およびそのターゲット配列の相同性から，アミノ酸残
基と DNA の間に認識コードが存在すると考えられて
いた 3) し，実際そのようなコードが特定の DNA 結合
タンパク質には見つかっている 4)．しかし，次々と複
合体の立体構造が明らかになるにつれ，アミノ酸残基
と塩基との相互作用パターンは単純なコードでは表せ
ず，1 つの塩基がさまざまなアミノ酸残基と相互作用
する冗長な組み合わせであることがわかった 5)．たと
えば，Lys はしばしばグアニンと水素結合するが，グ
アニンのみでなく 4 種すべての塩基との水素結合が見
られる．
このような状況は，タンパク質内でのアミノ酸残基
同士の冗長な相互作用と類似している．この相互作用

Fig. 1
Spatial distribution of Asn around adenine derived from 62 proteinDNA complex structures. Large spheres denote C atoms of Asn and
small spheres colored by red and blue denote oxygen and nitrogen
atoms, respectively. Often observed are Asn residues which form
double hydrogen bonds with adenine. The coordinates for adenine
are shown as lines.

パターンを解析し定量化すると，アミノ酸残基同士の
相互作用の強さを示す経験的なコンタクトポテンシャ
ルという量が計算でき，これはタンパク質の構造予測
に利用されている．すなわち，コンタクトポテンシャ
ルを用いることにより，特定のアミノ酸配列と特定の
タンパク質構造の間の適合度を定量的に評価すること
ができる 6)．タンパク質の DNA 認識にこの考え方を

布として捉えることができる．たとえば，Fig. 1 はア

適用すると，ターゲット DNA 配列予測は，複合体構

デニンのまわりの Asn の側鎖の空間分布をいろいろな

造に適合する DNA 配列を定量的に評価することと捉

複合体から抽出し重ね合わせたものである．これを見

えることができる．

ると，Asn はアデニンのまわりに広く分布している

そこで，アミノ酸と塩基の相互作用のパターンを解

が，major groove 側の近傍に密な部分があることがわ

析し，コンタクトポテンシャルに相当する量を導きだ

かる．その多くはアデニンと 2 重の水素結合をしてい

すことを考える．タンパク質― DNA 複合体中では，

る．同様な分布を Asp についてとってみると，このよ

DNA の 2 重らせん構造はある程度固定したフレーム

うなパターンは見られない．このことは，パターンの

としてとらえることができる．そうすると，相互作用

中にアミノ酸と塩基の相互作用の特異性の情報が含ま

パターンは固定した塩基のまわりのアミノ酸の空間分

れていることを示している．これまでの研究では，塩

Fig. 2
Statistical potentials of distribution of C positions of Asn (left) and Asp (right) around adenine. Colors from blue to red denote low to high
energies.
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基とアミノ酸残基の水素結合が注目されてきたが，水

配列と結合している複合体の 2 種類以上の複合体構造

素結合をしているアミノ酸残基が空間的にどこに位置

が解かれているタンパク質がいくつかある．両者は配

しているかといった位置情報の解析が一般的になされ

列と構造が微妙に異なっている．これらの特異性を比

ることはなかった．

較してみれば，どのような構造的な特徴が特異性にか

アミノ酸―塩基相互作用の特異性を定量的に扱うに

かわっているかを理解する手がかりとなる．また，定

は，パターンの情報をコンタクトポテンシャルと同様

量化された特異性の信頼性をテストするためにも有効

にエネルギーのスケールに変換すると便利である．最

である．これらの例としてグルココルチコイド受容

も簡単なのは，アミノ酸の C 原子の空間分布を Sippl

体，NF-B，EcoRV，BamHI などがあり，認識複合体

型の統計ポテンシャル

と非認識複合体の Z-score を比較したところ，認識複

7)

に変換することである．Fig.

2 は上記の Asn と Asp の統計ポテンシャルのマップを

合体のほうが負でより大きな Z-score が得られた 8), 10)．

示している．青い部分ほど C が配置しやすいことを

この結果は，統計ポテンシャルに認識複合体と非認識

表し，Asn と Asp の違いがより明確に見て取れる．こ

複合体の特異性を識別する能力があることを示してい

のようなマップをすべてのアミノ酸と塩基について計

る．これら複合体の構造を比較してみると，たとえば

算しておくと，与えられた複合体構造について，個々

グルココルチコイド受容体では，認識複合体と非認識

の相互作用を足し合わせることにより全体の相互作用

複合体でタンパク質と DNA の相対的な位置がずれて

エネルギーを計算できる．こうして，タンパク質の構

おり，この差が相互作用エネルギーと特異性に影響し

造予測と同様に，配列と構造の適合度を測ることがで

ていると推察される．

きる．複合体の構造をテンプレートとして，もともと

また，タンパク質の DNA 認識においては，しばし

の DNA 配列をランダムな DNA 配列に乗せ換えてエ

ばタンパク質が 2 量体として DNA に結合し，DNA

ネルギー計算を行うことで，もとの DNA 配列に対す

の結合サイトは 2 回対称もしくはそれに近い配列をも

る特異性を定量化できる．

つ．そのような複合体の構造を調べると対称ユニット

定量化の 1 つの方法として Z-score がある．これは，

間で微妙な違いが見られる場合がある．そこで，この

ランダム配列のエネルギー分布と比べてターゲット配

ようなほぼ 2 回対称をもった複合体の単体ごとに特異

列のエネルギーがどの程度低くなるかを評価すること

性を比較してみると，Z-score には明らかな差異が現

によって，配列特異性を調べるものである．十分な数

れた 10)．この結果も，タンパク質と DNA の相対的な

のランダム配列のエネルギー分布は正規分布に近づく

配置の差が特異性に影響していることを定量的に示し

ので，ターゲット配列のエネルギーを Z-score（ランダ

ている．

ム配列の平均エネルギーとの差をランダム配列の標準

遺伝子の転写制御は，特に真核生物においては，

偏差で割った量）として定量化する．Z-score はマイ

通常複数のタンパク質がかかわっている．このよう

ナスで大きいほど高い特異性を意味する．最新のデー

な複数の転写因子の組み合わせによる協同性は，よ

タセットでは，文献 9 の 62 個の DNA 結合タンパク

り多様で複雑な制御を行うために必要であると考え

質のターゲット配列に対する Z-score は平均 2.2 で

られる．制御の協同性は分子構造のレベルでも働い

あった（unpublished data）
．これは，100 個のターゲッ

ていると考えられ，どのように構造的特性や特異性

ト配列候補の中から上位 1 〜 2 配列の精度で予測でき

とかかわっているのか大変興味がもたれる．そこで，

ると解釈できる．また，この方法は，DNA 配列を変

Z-score を指標に転写因子のターゲット配列認識の協

えずにアミノ酸配列を置き換えることによって，アミ

同性を調べてみた．PDB には，複数のタンパク質が

ノ酸置換の影響を調べたり ，新たなタンパク質を設

DNA と結合した複合体構造（マルチ結合体とよぶこ

計したりすることに容易に応用できることを付け加え

とにする）と，そのうちの 1 つのタンパク質が DNA

ておく．

と結合した複合体構造（シングル結合体とよぶことに

8)

する）が登録されている場合がある．そこで，これら
の構造間に Z-score の差が見られるかどうかを調べた．

3．

タンパク質― DNA 認識における構造と特異性の関係

そ の よ う な 例 と し て MAT2/a1，MAT2/MCM1，

いったん認識の特異性を定量化しておくと，構造と

NFAT/AP-1 の複合体構造があげられる．これらのマ

特異性の関係を定量的に解析することができる．立体

ルチ結合体とシングル結合体において対応するタン

構造データベース（PDB）中には，同じタンパク質が

パク質と DNA の相互作用だけについて Z-score を計

認識 DNA 配列と結合している複合体と非認識 DNA

算してみると，シングル結合体中のタンパク質― DNA
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の Z-score よりもマルチ結合体での Z-score のほうがよ

パク質― DNA 複合体あるいは DNA 単体の構造を解析

りマイナスで大きくなった ．このことは，それぞれ

して DNA コンフォメーションの配列依存性を統計的

のタンパク質の認識効果は単純な足し合わせではな

に調べる．簡単のため，DNA コンフォメーションエ

く，協同的な結合によりお互いの特異性が高められ

ネルギーを，隣り合う塩基対ステップの寄与の足し合

ることを示している．マルチ結合体の構造を見てみ

わせと考える．さらに，各塩基対を剛体とみなすと，

ると，DNA の曲がりやタンパク質の変形など何らか

塩基対ステップを 6 個のコンフォメーションパラメー

の構造変化があることがわかる．このような構造変

ター（shift, slide, rise, twist, roll, tilt）で記述することが

化は複数のタンパク質が同時に DNA に結合すること

できる．多くの構造からこれらのパラメーターを抽出

により引き起こされたものであり，この協同的な構

することで，配列ごとに 6 次元空間の分布が得られ

造変化が認識特異性を高める方向に作用しているこ

る．この分布を調和関数で再現するように DNA コン

とがわかる．このように，統計ポテンシャルはタン

フォメーションエネルギー関数を決める（パラメー

パク質の協同的な結合による構造変化と特異性の関

11)
ターの平均値と力定数を決めればよい）
．任意の配

係を定量的に明らかにすることができる．

列をもった DNA 構造のコンフォメーションエネル

8)

ギーは，塩基対ステップごとのエネルギーを足し合わ

4．

せることにより容易に計算できる．
直接認識と間接認識

コンフォメーションエネルギーが計算できると，配

タンパク質― DNA 複合体構造では多くのアミノ酸

列の構造への適合度を計算することによって特異性を

側鎖が DNA の塩基と直接相互作用している．このよ

定量化することができる．複合体の構造をテンプレー

うな直接相互作用による DNA 配列の認識を「直接認

トとして，もとの DNA の配列をランダムな配列で乗

識」とよぶ．しかし，タンパク質と直接コンタクトし

せ換えてエネルギー計算をすることで，複合体中の

ていない塩基を置換しても結合強度に大きな変化が

DNA 配列に対するエネルギーの Z-score を得ることが

あることが多くの実験で観察されている．この場合

できる．この場合の Z-score は，その DNA の配列が

考えられるメカニズムとしては，タンパク質が水分

構造テンプレートにどれだけ適合するかという間接認

子を介して DNA と相互作用する，配列に依存した

識 の 特 異 性 に 相 当 す る． こ の Z-score を 直 接 認 識 の

DNA の特異な構造を認識する，あるいは，配列に依

Z-score と比較すると，複合体ごとに直接認識と間接

存した DNA の柔軟性（曲がりやすさなど）を通して

認識の寄与をある程度定量的に知ることができる．多

認識する，などがある．これらは間接的な配列の認

くの複合体について解析を行った結果，間接認識も直

識なので「間接認識」とよばれる．ここでは DNA の

接認識と同程度に特異性に寄与していることがわかっ

構造と柔軟性の配列依存性のメカニズムについて考

た．ただ，特異性への寄与は複合体ごとに異なってお

察する．

り，また，タンパク質の認識モチーフによるファミ

タンパク質― DNA 複合体構造中の DNA 構造は，単

リーとの明白な相関は見られなかった 7)．

独の構造に比べて，程度の差はあるが，何らかの変形

さて，複合体のエネルギーは直接認識と間接認識の

が見られる．このような DNA の構造変形は，上述の

和となるが，ここで得られたエネルギーを単純に足し

ように次のメカニズムでタンパク質による DNA 認識

合わせることはできない．各エネルギーが異なる統計

の特異性に寄与しうる．1）タンパク質が DNA 配列

により導かれているためである．そこで，重みをつけ

依存の特異な構造を認識する．2）タンパク質の結合

て 和 を と る こ と に な る． す な わ ち，E 全体  cE 直接 

により引き起こされる DNA の変形のしやすさが配列

(1  c)E 間接 で，c は 0 から 1 の値をとる重みパラメー

に依存する．3）両者の組み合わせ．タンパク質構造

ターである．この重みパラメーターの値は，通常一意

の変形も考えられるがここでは考慮しない．では，こ

に決めることができず，結晶構造に見られるような特

れらの寄与は直接認識と比べてどの程度の大きさなの

定の DNA 配列の Z-score が最大になるように決めて

であろうか．このことを定量的に調べるには，配列に

いる．この場合，ランダム配列に対する直接認識と間

依存した DNA のコンフォメーションエネルギーを評

接認識のエネルギー分布の共分散値を計算すれば，c

価する必要がある．その方法としては，既知の立体構

を一意に決めることができる．たとえば，Fig. 3 に示

造情報を用いる経験的なアプローチと計算機シミュ

すような複合体について，c を変えながら Z-score（上

レーションによってサンプリングした構造を用いるア

側が負の方向）を計算してみると，ある c で極大とな

プローチとがある．いずれのアプローチにせよ，タン

るような曲線となり，その Z-score は直接認識あるい
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には，これらの配列ベースの情報とは独立した情報
が必要である．
そのような情報として，これまで述べてきたタン
パク質と DNA の立体構造情報がある．まず上述の直
接認識の場合，タンパク質と DNA の複合体から塩基
とアミノ酸残基の相互作用ポテンシャルを導出し，
それに基づいてターゲット配列を予測する 8)．この方
法では，タンパク質と DNA の複合体の構造が与えら
れれば，タンパク質の結合配列を予測することがで
きる．対象のタンパク質の構造がわからなくても，
構造既知の複合体に配列のホモロジーがあれば，構
造を予測して（アミノ酸残基は C 原子の座標だけで
よい），そのターゲットを予測することも可能であ
る．すなわち，ターゲットがまったく未知のタンパ
ク質でも追加の実験をしないでターゲットを予測す

Fig. 3
Increases in Z-score for a transcription factor, MATa1/MAT2 when linearly coupling direct and indirect energies, Etot  cEdirect  (1  c)Eindirect.

ることが可能となる．また上述したように，間接認
識も直接認識とほぼ同程度に重要であり，両者を組

（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

み合わせることで特異性があがり 9)，ターゲット予測
の精度があがると期待される．実際，両方のポテン
は間接認識だけの場合の Z-score よりも絶対値が大き

シャルを組み合わせることにより，テストした構造

いことがわかる．この結果は，直接認識と間接認識の

既知の 62 のタンパク質すべてにおいて，認識配列の

エネルギーは独立の情報を含んでいることを表してお

予測精度は向上が見られた．

り，2 つのエネルギーを足し合わせることで特異性は

ここでは，酵母の転写因子 MAT2 と MCM1 のヘ

増加するように作用する 12)．そこで，後で述べるター

テロダイマーのターゲット遺伝子を，直接，間接両

ゲット予測にはこの全体のエネルギーを用いる．

ポテンシャルを組み合わせて，実際に酵母ゲノムか

以上述べてきた構造情報に基づく経験的なアプロー

らサーチした例を紹介する 18)．酵母の各遺伝子の上

チは大変有効であるが，いくつかの問題がある．ま

流 1 kbp を検索した結果，このダイマータンパク質は

ず，構造の数がまだ十分とはいえない．したがって，

Table 1 に示した遺伝子の上流配列に結合すると予測

得られた統計ポテンシャルの精度はまだ実用的に満足

された．各遺伝子のアノテーションを調べてみると，

できるものではない．また，構造情報そのものにバイ

2 重線より上の遺伝子はすべて酵母の性決定に関する

アスが存在し，予測もそれに引きずられる可能性があ

a 因子もしくは  因子に関与する遺伝子であった．こ

る．これらの欠点を補うため，われわれは計算機シ

のように，1 つの転写因子が別々の染色体に位置した

ミュレーションによるアプローチも試みている

遺伝子の制御にかかわっているのは，転写制御ネッ

．

13), 14)

また，タンパク質― DNA 複合体を対象とした計算機

トワークを調べる上で興味深い．真核生物の転写は

シミュレーションの研究も増えており，すべての原子

複数の転写因子やその関連因子によって制御されて

を考慮した，より分子力場に近い形のポテンシャルエ

いることが知られている．そのため，複数の転写因

ネルギー関数を用いて，結合自由エネルギーや重み行

子について，そのターゲット配列のゲノム上での分

列を予測する試みもなされている

布と転写因子同士の分子間相互作用の実験結果等を

．

15), 16)

合わせて解釈することにより，転写因子のターゲッ

5．

ト遺伝子を予測し，そこから遺伝子ネットワークを
ターゲット予測

推定することが可能である 19)．

転写因子関連タンパク質のターゲット予測では，
配列ベースの予測方法が最も広く使われている 17) が，

6．

予測方法のもとになっている配列の数が非常に少な

おわりに

いため，一般に予測精度が悪く擬陽性率が高いのが

本稿では，タンパク質による DNA 配列の認識メカ

現状である．精度よくターゲット遺伝子を予測する

ニズムと転写因子のターゲット予測への応用について
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Table 1
Predicted target genes of MCM1/MAT2 in the yeast genome
Gene

Chromosome

Binding sequence

Zdirect

Ztot

YKL209C

XI

cgtgtaaatttccctattaggtaat

5.8

6.6

YGL032C

VII

cgtgtaattaccgtattcggaaatt

5.3

5.6

YFL026W

VI

catgtaaatttcctaattgggtaag

4.5

5.1

YJL170C

X

catgtaaatttcccgatgcggtaat

4.1

4.9

YNL145W

XIV

catgtatttacctattcgggaaatt

4.6

4.7

YDR461W

IV

tgtgtaattacccaaaaaggaaatt

4.4

4.7

YIL015W

IX

catgtaattaccgtaaaaggaaatt

4.4

4.6

YGL075C

VII

tttgtcatatacccgtgaaggcatt

4.0

4.6

YKL188C

XI

gttgtaattaacgccgaaggaatat

4.6

4.5

YGL187C

VII

catgtatttttcaataagaggatta

4.4

4.4

YMR219W

XIII

gttgtaaattcaccaaggggttaag

4.0

4.2

YJL062W

X

tatatagatatgcttatacggatat

3.0

3.2

YNL053W

XIV

aatgtactttccaaaaaaggaaaat

2.8

3.0

YJR138W

X

aatgtacaataccatcaatggcttc

2.3

2.5

YLR432W

XII

tgtgttcatttctaactctggttaa

2.1

2.3

Zdirect and Ztot represent Z-score for direct readout Z-score and total Z-score, respectively. The genes above the double line correspond to the actual
target genes, and those below the line to the negative controls in close proximity of the targets, as verified by experiment22). Here is gene annotation obtained from GENBANK; YKL209C: STE6, mating a-factor secretion protein; YGL032C: AGA2, a-agglutinin binding subunit; YFL026W; STE2,
-factor pheromone receptor; YJL170C: ASG7, a-specific gene induced by -factor; YNL145W: MFA2, a-factor 2 mating pheromone precursor;
YDR461W: MFA1, a-factor mating pheromone precursor; YIL015W: BAR1, extracellular protease, inactivates -factor.

説明した．まとめると，タンパク質― DNA 複合体構

もできるようになってきている 21)．この情報もター

造の解析から，タンパク質― DNA 認識には冗長性と

ゲット予測において考慮すべきであることを付け加え

柔軟性が重要であり，これらの複合体構造から抽出さ

ておく．ゲノムスケールで転写制御の解析を行うこと

れたアミノ酸―塩基相互作用や DNA コンフォメーショ

により，個々のタンパク質の解析では見えなかった生

ンの分布（パターン）を解析することにより，タンパ

物機能が明らかになるであろう．

ク質の DNA 認識における構造と機能（特異性）の関
係を明らかにしたり，転写因子のターゲットサイトを

謝

予測したりすることができる．

辞

本稿で紹介した研究は，Jorg Siebers，Samuel Selvaraj，

タンパク質は DNA 配列をある程度あいまいに認識

M. Michael Gromiha，Shandar Ahmad，M. J. Arauzo-

しているが，冗長性と柔軟性は，複数の転写因子が協

Bravo，藤井聡の各氏との共同研究によるものであり

同的にゲノム中の多様なターゲットを認識し，複雑な

この場を借りて感謝したい．

遺伝子発現制御を行うことを可能にしている．転写因
子のターゲット予測をゲノムスケールで精度よく行う
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Ynr046w
構造ゲノムプロジェクトは，多くのタンパク質
がどのような構造で活躍しているかを明らかにし
てきている。ここに示すのは，タンパク質翻訳終
了の際に活躍するタンパク質の 1 つである。
タンパク質の翻訳はセントラルドグマの最終
ステップであり，リボソームとメッセンジャー
RNA，アミノアシル化されたトランスファー RNA
および ATP の複雑な相互作用によって実現されて
いる。これらの分子機械がどのようにして翻訳を
実現しているのかを理解することは，生物物理学
における重要なターゲットであろう。生物学の教
科書を開くと，翻訳過程を示す図はほとんどが漫
画の域を出ていない。さらに重要なことの 1 つと
して，翻訳過程がどのように始まり，どのように
して終わるかを理解することがある。
メッセンジャー RNA に終止コドンがあらわれる
と，トランスファー RNA ではなく解離因子（RF）
タンパク質が登場する。RF がもつ Gly-Gly-Gln 配
列部分が，できあがったポリペプチド鎖を最後の
トランスファー RNA から切り離すのに重要である
ことがわかっている。この配列にある Gln のメチ
ル化が，上記の活性発現に大切らしい。
ここにあげるタンパク質（Ynr046w）は，Gln
をメチル化するタンパク質（Ydr140w）を援助す

る脇役タンパク質である。脇役ではあるが，この
タンパク質がないと，RF メチル化タンパク質は活
性を示すことができないほどの名脇役である。右
上の部分に亜鉛イオンが配位することがわかって
いるが，それ以上のことはこれからの研究次第で
ある。名前も立体構造も強烈な印象を与える部分
がなく地味だが，この構造の中に名脇役としての
仕組みが隠されていることは間違いない。
Heurgue-Hamard, V. et al. (2006) J. Biol. Chem. 281,
36140-36148.（PDB ID: 2j6a）
（J. K.）
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総説

哺乳類ヘモグロビンの協同作用とボーア効果は協調して酸素
の獲得と輸送を行っている
―規範タンパク質における新たな視点―
張
岩
今井清博
小林道頼

中国哈爾濱医科大学生物信息学系
法政大学工学部生命機能学科
新潟大学理学部生物学科

The slope of the oxygen equilibrium curve (OEC) of mammalian-hemoglobin (Hb) is maximized at S (oxygen saturation) value of 0.38,
and the slope of the S vs. P/P50 (P is partial oxygen pressure; P50 is P at S  1/2) plot at a P/P50 value of 1 is one-forth that of the Hill-coefficient (n). OECs of mammalian Hbs are designed to have an identical optimal P50 value for O2 delivery and the effectiveness of the
Bohr shift (shift of OEC upon pH changes) at O2 loading site. This fact is favorable for uptake and delivery of maximum amount of O2
for fetal blood. To have the identical optimal P50 value for O2 delivery and for the efficiency of the Bohr shift, the relationship, PaO2/
PvO2  ((n  1)/(n  1))2/n, is required to hold, where PaO2 and PvO2 are P for arterial and venous bloods, respectively.
hemoglobin / Bohr effect / oxygen transport / Hill coefficient / cooperativity

1.

で示されるが 1)，OEC の勾配と Hill 係数との定量的

はじめに

な関係も明確にされていない．ヒトをはじめとする哺

ヘモグロビン（Hb）の生理機能は，
（1）肺から末

乳類の Hb は， と  という 2 種類のサブユニットか

梢組織への酸素（O2）の輸送，（2）逆方向への二酸

らなる四量体構造（22）をもち，それぞれのサブユ

節（pH の調節）である．O2 輸送のようすは，酸素分

分 子 の Hb に は 4 分 子 の O2 が 結 合 で き， 理 論 的 に

化炭素（CO2）の輸送，（3）血液の酸・塩基平衡の調

ニットがもつヘムに 1 分子の O2 が，したがって，1
nmax の取り得る範囲は 1-4 である．協同作用が強いほ

圧（P, PO2）に対する O2 飽和度（S）の依存性を表す

酸 素 平 衡 曲 線（oxygen equilibrium curve, OEC, S vs. P

ど O2 輸送効率は高まると考えられるが，哺乳類 Hb

の OEC の nmax は 約 2.7 と い う 比 較 的 低 い 値 で あ り，

plot）によって理解される．いわゆるヘム間相互作用
（協 同 作 用） に よ り，OEC は 端 正 な S 字 形 を 示 す．

この値が十分であるのか否かについての定説はない．

Hb の O2 結合特性は，O2 親和性（OEC の位置，50％

末梢組織の呼吸によって生成する CO2 分圧の上昇

O2 飽和度を与える O2 分圧，P50），協同作用（OEC の

に伴う Hb の O2 親和性の低下（Bohr 効果および CO2

S 字性）
，O2 親和性の pH 依存性（Bohr 効果，H によ

独自のアロステリック効果による）は 2)，代謝が活発

るアロステリック効果）などで表される．

な末梢組織により多くの O2 を供給するという調節性

OEC に S 字性をもたらす協同作用は，静脈血での

O2 輸 送 の 役 割 を も っ て い る が， 体 内 の O2 輸 送 に

OEC の勾配を急峻にし，わずかな PO2 低下が多量の

Bohr 効果がいかに貢献しているのかという定量的

O2 の放出をもたらすことから，その意義が説明され

データは乏しい．

ているが，いまだかってその勾配が定量的に検討され

ヒト Hb では，種々の実験条件で精密に測定された

たことはなく，最大勾配を与える S 値も明らかではな

多数の OEC が Adair の式（後述）で記述されている 3)．

い． 一 方， 協 同 作 用 の 強 さ は，Hill プ ロ ッ ト（log

さらに，ヒトと 4 種類の哺乳動物（ウシ，ウマ，ヒツ

[S/(1  S)] vs. log P plot）の最大勾配（Hill 係数，nmax）

ジ，ブタ）の胎仔と成体の体内の生理的条件下で測定

Contribution of O2 Binding Cooperativity and the Bohr Effect to Efficient Oxygen Uptake and Transport by Mammalian Hemoglobin: A New
Look in the Model Protein
Yan ZHANG1, Kiyohiro IMAI2 and Michiyori KOBAYASHI3
1
Department of Bioinformatics, Harbin Medical University, China
2
Deparment of Frontier Bioscience, Faculty of Engineering, Hosei University
3
Department of Biology, Faculty of Science, Niigata University
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された OEC の P50 と nmax，および，体内の O2 環境（動

は 40 torr から Pdmax 近辺まで低下することを考慮する

れ て い る． 筆 者 ら は， こ れ ら の デ ー タ を も と に

が増加したときに利用されることがわかる．

と，成人 Hb の OEC の急峻な勾配領域は O2 の要求量

脈血と静脈血の PO2）に関する詳しいデータが報告さ
FORTRUN プ ロ グ ラ ム を 用 い て 任 意 の 条 件 下 で の
OEC を構築し，O2 輸送能と Bohr 効果の効率という

2.2 OEC の S 字性と Hill 係数

Hb の OEC は，Hill の式

新たな視点から，OEC の勾配，Hill 係数，Bohr 効果
の意義について検討したところ，従来知られていな

S  (P/P50)n/(1  (P/P50)n)

かったいくつかの現象や法則性を見いだすにいたっ
た．本稿では，Hb による O2 輸送に関する筆者らが

（1）

得た最近の成果を中心として，Hb の生理機能の意義

によって記述される．ここで，n を定数として扱う

を解説したい．なお，Hb の O2 結合特性の基礎を理

と，この式は経験式となる．他方，n を変数として扱

解 す る た め に，2.2 節 に 協 同 作 用，3.2 節 の 前 半 に

うと，式（1）は実測 OEC を忠実に表現し，n は Hill

Bohr 効果について述べる．これ以外の Hb の構造と機

の式の対数表現である Hill プロット（log [S/(1  S)]

能に関する解説は紙面の都合で割愛した．興味ある読

vs. log P plot）の任意の点での勾配を表すことになる

者は文献 3，4，5 を参照されたい．

（Fig. 2）
．中央付近の最大勾配（nmax）は S 字性の強さ

の指標であり，nmax を与える PO2 が Pnmax である．P50

2.

における勾配（n50）も協同作用の指標として用いら

ヘモグロビンの OEC と協同現象

れる．S の広い範囲で精密に測定された OEC の Hill
プロットでは，飽和度の低い領域と高い領域の両端で

2.1 OEC の勾配

Fig. 1 に， 成 人 血 液 の 生 理 的 条 件（37°C，pH 7.4）

勾配が 1 に漸近する．
O2 が結合していない Hb の高次構造は，赤血球に

で精密に測定され，Adair の式で記述された OEC とそ
の勾配（S ' vs. P plot）を示した（Fig. 1 の太い実線） ．

存在するアロステリックエフェクター（CO2, H, 2,3-

6）

生理的 P50（phys P50）は 27 torr である．OEC の勾配に

ジホスホグリセリン酸, Cl など）の結合により強く束

は最大値（S'max）が存在し，S'max を与える PO2（Pdmax

縛され，O2 親和性の低い T 構造（tense state）をとる．

する）は直観的に予想される 0.5 よりも低く 0.38 であ

リックエフェクターは Hb から解離して束縛が解か

る．成人の安静時での静脈血の PO2 (40 torr) での勾

れ，O2 親和性の高い R 構造（relaxed state）に転移する．

い運動によって O2 消費量が高まると，静脈血の PO2

との交点は，それぞれ最初に T 構造 Hb に結合する

Fig. 1
Oxygen equilibrium curve (OEC) (broken line) and S' vs. P plot (solid
line) for human whole blood. Pdmax and SPdmax represent the PO2 and S
values where S' is maximized. (Reproduced from Ref. 6)

Fig. 2
The Hill-plot (dotted line) and the slope of the Hill-plot (solid line) derived from the OEC of human whole blood.

PO2 が高まり O2 が順次 Hb に結合すると，アロステ

とする）は 20 torr である．Pdmax での S の値（SPdmax と

配は低く，O2 輸送効率はむしろ低い．しかし，激し

勾配 1 の下方と上方の漸近線の延長と横軸（縦軸値 0）
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O2 と最後に R 構造 Hb に結合する O2 の親和性（P50）

右されず OEC の本来の S 字性の強さを示すことにな

を示す．それらの親和性の比は約 500 倍に達する．四

る．

段階 O2 化の途中で起こる T → R 転移により，Hb の
OEC は S 字形になる．Hb の O2 結合に伴う立体構造

2.4 Adair の式と Hill の式との関係

の変化はペルーツらによる X 線結晶構造解析で明ら

精密に測定された Hb の OEC は，Adair の式 9) を用

かにされ 5)，構造変化を取り入れた O2 結合過程の数

いて記述されている．Adair によると，Hb の 4 個のサ

学的表現はモノーらによるアロステリック理論により

ブユニットに存在するヘムに，

定性的に説明された．Hb は典型的なアロステリック
Hb(O2)(i1)  O2 ⇋ Hb(O2)(i) (i  1, 2, 3, 4) （3）

タンパク質であるが，酵素ではないので， 名誉酵素
とよばれる．
筋肉中に存在するミオグロビン（Mb）は，単量体

の よ う に O2 が 段 階 的 に 結 合 す る（step-wise oxygen

binding）．各結合段階の真性の（intrinsic) O2 結合定数

であるため協同作用は示さず，OEC は直角双曲線で，
Hill 係数は 1 である．Mb の OEC の勾配は，PO2 の低

（Adair 定 数） を ki (i  1, 2, 3, 4) と す る と，S は Adair

下に伴い単純に増加するカーブを描き，PO2  0 のと

の式

きに最大値をもつ．OEC の勾配は，Hb の O2 輸送と
Mb の O2 貯蔵（O2 ボンベ）機能をよく表し , その 機

S  (k1P  3k1k2P2  3k1k2k3P3  k1k2k3k4P4)/
2

能をよく理解することができる 7)．

3

4

(1  4k1P  6k1k2P  4 k1k2k3P  k1k2k3k4P )

（4）

で 与 え ら れ る． 協 同 作 用 が な い， す な わ ち，

2.3 OEC の勾配と Hill 係数

Hill 係数と OEC の勾配は，共に S 字性に関連して

k1  k2  k3  k4 の 場 合， こ の 式 は Hill の 式（1） の

n  1 の場合と一致する．

いるので，両者には一定の関係が存在すると考えら
れる．OEC の勾配は，その位置（P50 の値）の影響を

ここで，4 つのパラメーターからなる Adair の式に

強く受けるので，O2 親和性の異なる OEC 同士の勾

おいて，

には，OEC の横軸の PO2 を P50 で除して基準化（nor-

Pm  (k1k2k3k4)1/4 とおき，変形すると，見かけ上 3 つ

Q  P/P m , U 1  k 1 P m , U 2  k 1 k 2 P m 2 , U 3  k 1 k 2 k 3 P m 3 ,

配を直接比較することはできない．その障害を除く
malization）すればよい 8)．さまざまな実験条件で精

のパラメーターからなる式，

密に測定され，nmax の異なる 38 のヒト Hb の OEC デー

S  (U1Q  3U2Q2  3U3Q3  Q4)/

タにおいて，O2 分圧軸が P/P50  1 となる点における

2

勾配（S'50 · P50）と Hill プロットの勾配（n50）の間には，

3

4

(1  4U1Q  6U2Q  4U3Q  Q )

（5）

S'50 · P50  0.25 · n50  0.01（決定係数（R )  0.99）なる
2

関係が得られる．多くの実験条件下では，右辺の第 2

が得られる．ここで，Pm は O2 圧中央値（median oxygen pressure）とよばれ，O2 親和性の指標としては P50

項は第 1 項に比べて小さいので，P/P50  1 での基準化
OEC の勾配は，Hill 係数の 1/4 となる．

よりも確かな理論的根拠をもつ量である．

このことは，任意の P/P50 での基準化 OEC の勾配

ヒト Hb の実測 OEC から求められた Adair の定数は，
k1  k2  k3  k4 な る 関 係 を も ち，k4 は k1 の 100 倍 以

（S' · P50）に対する Hill 係数（n50）の比が，

上大である．このように実測された値を考慮すると，

S' · P50/n50  [dS/d(P/P50)]/{dlog[S/(1  S)]/dlogP}

式（5）は，

 (P50 · dS/dP)/{P/[S/(1  S)]dS/dP}
S  Q4/(1  Q4)

 (P50/P)[S · (1  S)]
2

 (P50/P)[1/4  (S  1/2) ]

（6）

（2）
と簡略化される．この式（6）は，Hill の式の n  4 の

で与えられ，ここに，P  P50 と S  0.5 を代入すると，

場合に相当し，Hill の式は Adair の式の近似式である

Hill プロットや S vs. log P プロットで表された OEC

勾配における O2 飽和度（SPdmax）を求めると，(n  1)/2n

式（2）の値が 1/4 となることから確認される 8)．

ことを意味している．Hill の式を用いて OEC の最大

の勾配は，横軸が対数目盛になっているためにすでに

で与えられ，n 値の増加により 0.5 に近づく 6)．

基準化されており，それらの勾配は，O2 親和性に左
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ては physP50 での O2 輸送量は，SP(av)O2max の半分以下

3.Hbによる酸素の獲得と輸送へのBohr効果の寄与

であり，輸送効率は低い．この傾向は，他の 4 種の哺

Hb によって供給される O2 量を Bohr 効果に依存し

乳類でも確認され，一般に，成体では急激な運動など

な い で 輸 送 さ れ る O2 量， す な わ ち， あ る 固 定 の

により O2 消費量が増大したときに多量の O2 の輸送を

（SP(av)O2）と，Bohr 効果に依存して静脈血での O2 放

考えられる．他方，胎仔では激しい運動を行うことが

OEC の上での動脈血と静脈血の PO2 における S の差

可能にするために O2 輸送能に余裕をもたせていると

出と動脈血での O2 獲得が促進される量（dS(PO2)/dP50）

ないので，O2 輸送能に余裕をもたせる必要性がない

義し，dS(PO2)/dP50 を

optP50(OD) は (PaO2 · PvO2)1/2 で与えられ，n 値の影響を

とに分ける．さらに，SP(av)O2 を O2 輸送能
Bohr 効果の効率

と定

ものと考えられる．Hill の式を用いると，O2 輸送能の

と定義する．

受けない 10)．

3.1 胎児 Hb の酸素輸送能は高い

Fig. 3 は，生理的な条件で測定された OEC の Adair

3.2 Bohr 効果とその効率

定数を用いて，さまざまな P50 をもつ OEC を作成し，

組織で発生した CO2 は，赤血球中の炭酸脱水酵素

動脈血と静脈血の PO2 における O2 飽和度（S(PO2)，Fig.

の触媒作用により炭酸を生じ，炭酸はプロトン（H）

3 の 2 本の破線）を求め，P50 に対してプロットした．

と重炭酸イオンに速やかに解離する．解離した H は，

太い実線で示す SP(av)O2 は，2 本の破線の差から求め

られ，P50 の増加につれて増大し，最大値（SP(av)O2max）

HbO2  H ⇌ HbH  O2

の細い点線で示す physP50 の値が，optP50(OD) に近いこ

の反応により Hb と結合して O2 解離を促進，したがっ

を与える至適 P50（optP50(OD)）が存在する．胎児では縦
とから O2 輸送能は高いといえる．一方，母親におい

（7）

て，O2 親和性を低下させることから，Bohr 効果は H
の作用を介することが明らかにされた．

H はグロビンを構成する特定のアミノ酸残基の解
離基に結合してタンパク部分の構造変化を引き起こ
し，O2 親和性を低下させる（アロステリック作用）
．
肺では，CO2 が血液中から出ると，逆に H が減少す
る反応が進行して，Hb への O2 の結合が促進される

（式（7）の左向き反応）．Bohr 効果の強さは，log P50
vs. pH プロットの勾配（dlogP50/dpH，Bohr 係数）で定
量的に与えられる．この値は，pH の変化に対する
OEC の位置の変動を示し，異なる動物の間で Bohr 効
果の強さを比較するには有効であるが，Bohr 効果の

本来の意義である，体内での動脈血や静脈血で O2 の
獲得や放出が促進される程度，すなわち，Bohr 効果
の効率を直接表してはいない．
Bohr 効果の効率は，単位 P50 の変化に対する動脈血
と静脈血の PO2 での S の変化量で表される．したがっ
て，Bohr 効 果 の 効 率 は， 生 理 的 条 件 で 測 定 さ れ た
OEC を 用 い て， 動 脈 血 と 静 脈 血 の PO2（PaO2 と
PvO2）における S を求め，P50 に対してプロットした
S(PO2) vs P50 プロットの勾配から求めることができる
（Fig. 3 の 2 本の実線）11)．胎児と母親の動脈血と静脈
Fig. 3
Dependence upon P50 of the O2 delivery (a, SP(av)O2), the effectiveness of the Bohr shift at O2 loading sites (b, dS(PaO2)/dP50) and that at
O2 releasing sites (c, dS(PvO2)/dP50) of human fetal and maternal blood.
Broken thin lines represent the dependence upon P50 of the O2 saturation at PaO2 and PvO2 of fetal and maternal blood. Short dotted
lines represent the physiological P50. (Reproduced from Ref. 13)

血の Bohr 効果の効率で示されるように，P50 が高まる
とその効果は増加し，最大値（dS(PO2)/dP50max）を与え

る optP50(BS) が存在し，physP50（Fig. 3 の縦の短い点線）
での値が実際の効率を示す．生体内のエベレストとも

いわれる胎児の O2 環境では，静脈血と動脈血の Bohr
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効果の効率の optP50(BS)（Fig. 3 の曲線 b, c の最大値を

の 差 が 安 静 時 よ り も 何 倍 も 大 き い の で， 実 質 的 な

は O2 の放出に貢献するだけでなく，動脈血での O2

は示していないが，動脈血の Bohr 効果の効率は安静

方，母親においては，O2 の豊富な肺では O2 は容易に

寄与していると思われる．安静時の O2 親和性は，静

与える）は，共に physP50 に近いことから，Bohr 効果

Bohr 効果の貢献は大きいと推測される．また，図に

獲得にも大きく寄与していることが明らかである．他

時よりも運動時の方が高く，Bohr 効果が O2 の獲得に
脈血の Bohr 効果の効率を，運動時の O2 親和性は O2

結合し，Bohr 効果への依存は少ないが（曲線 b）
，静

輸送能を最大にするように設定されていると考えられ

脈血での Bohr 効果の効率は高く（曲線 c），成人 Hb
の O2 親和性は ,

る．ヒトでは激しい運動時の O2 消費量は安静時の 8

静脈血の Bohr 効果が効率的に機能

するように設定されている

倍程で，ウマほどの大きな差はないが，O2 輸送能と

と考えることができる．

Bohr 効果の効率の関係は，ウマの場合とほとんど同

この動脈血と静脈血での Bohr 効果の貢献の度合いは，
他の哺乳類の胎仔と母親でも確認された

じ結果が得られている．

．

12）

3.3 成体の激しい運動時の酸素輸送能は著しく高い

4.酸素輸送能とBohr効果の協調的な酸素獲得と輸送

ウマでは，安静時と激しい運動中（O2 消費量は安

Fig. 3 に示される O2 輸送能と，動脈血と静脈血で

静時の 20 倍にも達する）の Hb の P50 や体内での O2

環境（PaO2 と PvO2）が測定され，安静時とは大きく

の Bohr 効果の効率との関係で，特に注目に値するこ

察した．Fig. 4 の 2 本の曲線は，安静時（点線）と運

と，動脈血の Bohr 効果の効率の optP50(BS)（曲線 b）が

異なるので，O2 輸送能と Bohr 効果の効率の関係を考

とは，Fig. 3 の×で示す O2 輸送能の optP50(OD)（曲線 a）

動時（実線）における P50 の増加に伴う O2 輸送能と

ほぼ等しいことである．このことは，他の 4 種類の哺

静脈血の Bohr 効果の効率の変化を示す．黒丸で示す

13)
乳類の胎仔と母親でも確認された（Fig. 5）
．また，

安静時の physP50 では，静脈血の Bohr 効果の効率は高

このことに由来すると考えられるが，個々の動物の

激しい運動時は，黒菱形で示す physP50 での O2 輸送能

の Bohr 効果の効率に比例関係が見られる．このこと

の Bohr 効果の効率は低いが，動脈血と静脈血との pH

率よく O2 獲得し輸送できるように設定されているこ

いが，O2 輸送能は最大値の半分以下で低い．しかし，

physP50 での O2 輸送能と O2 の獲得に寄与する動脈血

は最大値に近く，著しく高い 12)．運動時の静脈血で

は， O2 輸送能と動脈血での Bohr 効果は協調して効

Fig. 5
Correlation between the optP50 for O2 delivery (optP50(OD)) and that
for the effectiveness of the Bohr shift (optP50(BS)) at O2 loading site.
Open and closed symbols represent fetal and maternal blood of five
mammalian species: human (open diamond, filled diamond), sheep
(open triangle, filled triangle), pig (open square, filled square), horse
(open inverted triangle, filled inverted triangle), and cow (open circle,
filled circle). (Reproduced from Ref. 13)

Fig. 4
Relationship between the O2 delivery (abscissa) and the effectiveness
of the Bohr shift at O2 releasing sites (ordinate) at various P50 values
of horse blood. Dotted line, at rest and solid line, during hard exercise. Figures attached to the lines represent P50 values. The filled circle and the filled diamond represent the physP50 values at rest and
during hard exercise, respectively. (Reproduced from Ref. 12)
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Table 1
State of optimaization in the efficiency of O2 delivery and the effectiveness of the Bohr shift in fetal and
adult gas-exchange sites.
Fetus

At rest

Under hard
exercise

Optimized

Low

Optimized

Lungs or placenta

Optimized

Low

High

Peripheral tissues

Optimized

Optimized

Low

Efficiency of O2 delivery
Effectiveness of the
Bohr shift

と

Adult (Mother)

を意味しており 13)，呼吸生理学的にきわめて意

で与えられ，n 値の増加と共に 0.5 に近づく．ここで，
n は Hill 式に含まれる定数である．

義深い．
これまで述べてきたことは，生理的な協同作用の

5．胎児 Hb の O2 輸送能は高い．すなわち，その O2

もとで見られる現象であるが，ここで，Hill の式を用

親和性は，動脈血と静脈血の O2 飽和度の差が最大と

いて協同作用の強さを変えた場合の，O2 輸送能と

なるように設定されている（最適化されている）．

Bohr 効果の効率の関係を考察する．動脈血と静脈血

6．成人（母体）Hb の O2 輸送能は低い，すなわち，
O2 親和性は最適化されていない．しかしその反面，

での Bohr 効果の効率の optP50(BS) は，n 値の影響を受
け， そ れ ぞ れ PaO2[(n  1)/(n  1)]

1/n

O2 輸送能増加の余地を残しており，運動状態での多

と PvO2[(n  1)/

で与えられる．この optP50(BS) は，n 値が大

量の O2 輸送のための余裕をもたせていると理解でき

O2 輸 送 能 の optP50(OD) は，n 値 に 関 係 な く 一 定 の 値

7．Bohr 効果の効率を評価するため，従来の Bohr 係

(n  1)]

1/n

きくなると，それぞれ PaO2 と PvO2 に等しくなる 13)．
（PaO2 · PvO2） である
1/2

10)

る．

．したがって，特定の n 値の

数とは異なる量を提唱した．
8. 胎児 Hb の O2 親和性は，胎盤での O2 摂取において

ときに O2 輸送能と動脈血の Bohr 効果の効率の optP50
が等しい値をとることができる．

も，末梢組織での O2 放出においても，Bohr 効果の効

O2 輸送能と動脈血の Bohr 効果の効率の optP50 が等

率がほぼ最大になるように最適化されている．

9．成人（母体）Hb の O2 親和性は，安静時では静脈

しいとき，体内の O2 環境（PaO2 と PvO2）と n 値の
間には，

血の Bohr 効果の効率を，運動時には O2 輸送能を，そ
れぞれ最大にするように設定されている．

2/n

PaO2/PvO2  [(n  1)/(n  1)]

10． 動 脈 血 と 静 脈 血 に お け る Bohr 効 果 の 効 率 の

（8）

optP50(BS) は n 値の影響を受け，それぞれ PaO2[(n  1)/
なる関係が成立する．すなわち， PaO2/PvO2 と n

(n  1)]1/n と PvO2[(n  1)/(n  1)]1/n で与えられる．

11．胎児と成人においては，O2 輸送能と動脈血での

値には一定の関係が見られ，PaO2 と PvO2 の比が固定
されている限り，協調的な O2 の獲得と輸送を可能に

Bohr 効果の効率には協調性があり，O2 を効率よく獲

するための一定の n 値が存在する（n 値は大きければ

得し，輸送できるように設定されている．

大きいほど有利とはいえない） ．

12．PaO2 と PvO2 の比が固定されている限り，協調的

13)

O2 獲得と輸送を可能にするための一定の n 値が存在

本稿で紹介した筆者らの最近の知見を以下にまとめ
る．

する．

1．O2 親和性に左右されずに OEC の勾配をみるのに

13．以上の機能的特徴や意義は，ヒト以外のウシ，ウ

有用な

マ，ヒツジ，ブタなどの哺乳類の胎仔と成体の Hb で

基準化 OEC

を提唱した．

2．多くの実験条件下では，50％ O2 飽和度での基準

も同様に適用されると考えられる．

化 OEC の勾配は，50％ O2 飽和度での Hill 係数の 1/4

以上の結論のうち，輸送効率と Bohr 効果の効率に

に等しい .

関する部分を Table 1 にまとめた．

3．協同作用が十分大きな条件下では，Adair の式は
Hill の式で近似される．
4．OEC の勾配が最大となる O2 飽和度は (n  1)/2n
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，マグロウヒル，東京．
Kobayashi, M., Ishigaki, K., Kobayashi, M. and Imai, K. (1994)
Respir. Physiol. 95, 321-328.

ヘモグロビンの OEC の位置と形状は，動物の体内
の O2 環境や代謝状況などに応じて最適化されている
ことが明らかにされた．また，協同作用は O2 輸送に

7)

小林道頼，今井清博 (1998) 蛋白質 核酸 酵素 43, 2110-2119.

8)

Kokayashi, M., Satoh, G. and Ishigaki, K. (1994) Experientia 50,
705-707.

9)

とってきわめて巧妙な機能であり，生命の第二の秘密

Adair, G. S. (1925) J. Biol. Chem. 63, 529-545.

10)

Willford, D. C., Hill, E. P. and Moores, W. Y. (1982) J. Appl. Physiol.

働き，効率よく O2 の獲得と輸送を行うには，最適な

11)

Itoh, R., Sasagawa, K., Kimura, S., Imai, K. and Kobayashi, M.

O2 環境を反映し体内で生理的に実現されていること

12)

(2001) Zool. Sci. 18, 905-908.
Zhang, Y., Miki, M., Sasagawa, K., Kobayashi, M., Imai, K. and

13)

Zhang, Y., Kobayashi, K., Imai, K., Kitazawa, K. and Kobayashi, M.

ともいわれるが ，O2 輸送能と Bohr 効果が協調して
5)

52, 1043-1048.

協同作用の強さが存在し，しかもその強さは体内の

Kobayashi, M. (2003) Zool. Sci. 20, 1087-1098.

が示された．ここで述べた結果は，哺乳類 Hb がなぜ
四量体構造をもつかという疑問に一定の解答を与える

(2006) Zool. Sci. 23, 49-55.

ものである．このような知見は，従来の教科書や解説
書には述べられていなかったことである．
Hb はさまざまな O2 環境に生息する動物にみられ，
分子構造と O2 結合特性は多様である．たとえば，環

形動物の巨大 Hb（1 分子当たり 144 個のヘムをもつ）
は Mg2 や Ca2 で調節される O2 親和性や最大 10 にも
達する高い n 値をもっている．その O2 環境に関する
データを得ることができれば，本稿で紹介した解析方

張

法によって，その生理的な意義の解析が可能になるも
のと思われる．
ヘモグロビンは，生物にとって不可欠な O2 を効率

よく獲得し，必要な場所に，必要な量を効率よく輸送
する分子制御機構を備えるように自然が設計した，ま
さにインテリジェントなタンパク質であることを，今
回述べた内容からも改めて理解することができる．
文
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タンパク質結晶構造解析における長波長X線利用
渡邉信久

北海道大学大学院先端生命科学研究院

1．はじめに

近年のタンパク質結晶構造解析の迅速化にはめざま
しいものがある．その大きな要因としては，遺伝子工
学的にタンパク質中のメチオニンをセレノメチオニン
に置換し，シンクロトロン放射光の白色性を利用して
セレン原子の吸収端近傍での異常分散効果による多波
長異常分散法（Se-MAD 法）1) を用いた位相決定をす
ることが一般的となったことがあげられる．本誌でも
Se-MAD 法による構造解析例がいくつも報告されてい
る．セレノメチオニル化（Se-Met 化）を要すとはいえ，
それまで各種の金属化合物（重原子）を結晶中にソー
Fig. 1
Percentage of protein structures solved by MAD or SAD phasing
method. Data courtesy of Prof. Min Yao, Hokkaido University.

キングして，その重原子の有無による回折強度差を利
用していた重原子同形置換法と比べれば，Se-MAD 法
では確かに試行錯誤が激減した．しかし，最近の二次
元 X 線検出器と構造解析ソフトウェアの進歩によっ
て，数波長で測定した回折強度の異常分散差を利用し

に 多 用 さ れ て き た セ レ ン 原 子 の 場 合 で も， 吸 収 端

なくても，ある波長で測定した異常散乱強度のみで位

（0.9797 Å）にこだわらなくてよいのであれば，長波

相決定してしまう単波長異常散乱法（SAD 法）によ

長の X 線を使用すれば比較的大きい値の f ’’ が期待で

る解析が急速に進展して来た

（SAD 法そのものに

きる．さらには，天然のタンパク質中に補因子として

ついては，たとえば Dauter らによる解説 5) 参照）．プ

含まれることが多い種々の軽元素の f ’’ も長波長では

ロテインデータバンク（PDB）への登録数を見ると，

増大する．Fig. 2 に太線で示すように，ほとんどすべ

2006 年前半には SAD 法による構造解析数が MAD 法

てのタンパク質中にメチオニン残基やシステイン残基

を抜いている（Fig. 1）．

として含まれているイオウ原子の f ’’ も増大する．こ

2)-4)

MAD 法のように特定元素の吸収端をはさんだいく

れらタンパク質中にはじめから含まれている種々の軽

つかの波長で測定をする必要がなく，ある波長での異

元素，特にイオウの異常散乱を用いた SAD 法（S-SAD

常散乱の虚数項 f ’’ のみを利用する SAD 法で位相を決

法）によれば，セレンやその他の重原子を導入しない

めてしまうことが可能ということになると，測定に使

非標識のネイティブタンパク質のままで位相問題を解

用する X 線の波長の自由度が増す．たとえば MAD 法

決してしまうことができる．

Use of Longer Wavelength X-ray in Protein Crystallography
Nobuhisa WATANABE
Faculty of Advanced Life Sciences, Hokkaido University
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Cr K 特性線発生装置による 2.29 Å の長波長 X 線を利
用した S-SAD 法による構造解析法の実用化に向けた
開発を進めて来た 8)．著者らの研究室では，S-SAD 法
による位相決定からその後の構造精密化用データ収集
までを 1 台の装置で可能とするため，リガク FR-E SuperBright を改造し Cr K と Cu K の 2 波長の発生が
可能なシステム（Cu: 45 kV, 45 mA; Cr: 40 kV, 40 mA）
とした．人工多層膜ミラー（Osmic Confocal MaxFlux,
CMF）光学系との組み合わせで，100 m 程度の大き
さのタンパク質結晶でも振動角 1° あたり 1 分程度の
露光時間で測定可能という高輝度のシステムとなって
いる．イメージングプレートによる二次元 X 線検出器
R-AXIS VII も長波長 X 線の吸収の影響を極力低減する

Fig. 2
Anomalous scattering factor f’’ of light atoms commonly exist in
proteins.

ために改造されており，検出器窓の黒紙をポリカーボ
ネートフィルムに交換し，ヘリウムパスを搭載してい
る 9)．

2． 長波長 X 線の利用

3． 新規結晶マウント法

イオウなどの軽元素の K 吸収端は，3 Å から 5 Å の

現在のタンパク質結晶学では放射光，実験室によら

長波長領域（たとえばイオウの場合 5.019 Å）にある

ず高輝度 X 線を使用するため，結晶の放射線損傷が

ので，Fig. 2 に示すように f ’’ は波長とともに単調に増

無視できない．また，タンパク質結晶は結晶中に 50%

大する．したがって，たとえばイオウの異常散乱を使

程度の水分子を含んでおり，空気中に取り出すと乾燥

用して SAD 法による位相決定を行うためには，でき

して崩壊してしまう．そのため通常は 20 m 径程度

るだけ長波長を利用すればよいことになる．このため

のナイロン糸のループで結晶を溶液ごとすくい取り，

国内外の放射光施設では長波長利用に最適化したビー

そのまま 100 K 程度の低温下で急速凍結して測定に供

ムライン整備の流れがあり，昨年は高エネルギー加速

している．このため，結晶の周辺にアモルファスガラ

器研究機構物質構造科学研究所の BL-17A にもミニ

ス状に凍結した溶液が存在する．長波長の X 線を使

ポールアンジュレータを光源として微小集光と長波長

用する場合には凍結溶液による吸収の影響が大きい．

利用を両立する実験ステーションが建設された ．

たとえば 2.29 Å の Cr K 線を使用した場合，0.5 mm

1980 年代に放射光利用が始まって，Cu K の 1.54 Å の

の氷の層があると X 線の透過強度は 5 分の 1 に減衰

X 線 か ら 1.0 Å に， そ し て さ ら に セ レ ン 吸 収 端 の

してしまう．回折強度測定では結晶を回転させながら

0.98 Å へと短波長側にシフトして来た流れから考える

X 線ビームを照射するため，データプロセス時に結晶

と非常に興味深い．

方位による吸収効果の補正をするが，極端な場合には

6)

イオウの異常散乱効果を利用する S-SAD 法の場合，

同一データセット中で 10 倍以上異なるスケール因子

イオウの異常散乱因子の虚数項 f ’’ は長波長領域でも

を掛けることになる．また，タンパク質結晶の形状や

わずか 1 電子程度しかない（Fig. 2）．そのため普通の

方位と周辺の氷の形状には何ら相関がないため，そも

タンパク質の場合，異常散乱による強度差は全散乱強

そも吸収補正も困難である．著者らは Kiefersauer らの

度の 1% 程度，たかだか 2% 程度しかなく，高精度測

結晶マウント法 10) にヒントを得て，タンパク質結晶

定が必須である．しかし，長波長の X 線は物質との

を完全溶液フリーの状態で乾燥させることなく凍結し

相互作用が大きく，試料結晶自体やその周辺の物質に

てしまう簡便な新規結晶マウント法を開発した（Fig.

よる吸収によって測定データの精度が顕著に悪化す

3, Fig. 4）8), 11)．

る．このため測定波長の選択については議論があり，

これは，1 mm 径のガラスキャピラリーを引き延ば

たとえば Mueller-Dieckmann らは放射光を用いた実験

して，先端部にナイロンループを接着したものであ

による結果から 2.1 Å 程度が最適な波長と主張してい

る．細胞生物学用のキャピラリープラーなどを使用す

る ．しかし著者らは，さらに長波長でも測定系に工

れば比較的容易に自作することができる．これによっ

夫をすれば高精度データ収集が可能であると考え，

て，凍結前はループ部の溶液中に結晶を保持すること

7)
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Fig. 3
Procedure of the “loopless” free crystal-mounting method. Picking up a crystal by the loop (a)–(c). Then aspirating off the buffer surrounding the
crystal and flush-cooled by cold nitrogen gas flow immediately (d). And remove the loop with a small hook or forceps, if necessary.

Fig. 4
(a) Modified Hampton CrystalCap for use in the “loopless” free crystal-mounting method and magnetic base that allows aspiration. (b) Magnified
view of frozen protein crystal mounted on the tip of the mounting capillary.

で結晶が乾燥して損傷することを避け，凍結直前に瞬

個のみの結晶を用いて，結晶を 360 度ないし 720 度回

時に溶液を除去して溶液フリー状態で凍結することを

転させてハイ・リダンダントなデータを収集してい

両立させることが可能となった．これを使用して結晶

る．通常は，回折強度データの積分には HKL200012)

をマウントする際の手順の模式図を Fig. 3 に示す．ま

を使用し，イオウなどの異常散乱原子の位置決定には

た，マウントデバイスと，溶液フリーで凍結マウント

SHELXC13)，SHELXD14) を使用している．それを用い

した結晶の写真を Fig. 4 に示す．必要があればループ

た初期位相の計算および構造モデル構築は SOLVE15)，

を除去してしまうことも可能である．当初必ずループ

OASIS-200416), 17)，DM18)，RESOLVE19), 20) および ARP/

を除去していたので，著者らはこの方法を「ループレ

wARP21) を適宜使用している．これまでに解析に成功

ス結晶マウント法」と呼んでいたが，実際にはループ

したタンパク質の場合，50% 程度から 90% 以上の側

レスというより凍結溶液フリーの効果のほうが大き

鎖を含めた構造を自動構築することができている．

い．実際のマウントのようすに興味がある方は，ビデ

データの統計値などの結晶学的な詳細は Kitago らの

オ画像を http://www.sci.hokudai.ac.jp/~nobuhisa/XtalMount/

論文 8), 22) や結晶学会誌の解説 11) を参照していただく

においてあるので参照していただきたい．

として，ここではこれまでに構造解析したタンパク質
の例を Fig. 5 と Table 1 にまとめて示す．著者らの結

4． 構造解析例

晶マウント法と Cr K 線を用いた場合，イオウ原子の
著者らの研究室では，この新規マウント法と Cr K

位置決定は比較的容易である．位相決定に対する寄与

線 の シ ス テ ム を 用 い て， こ れ ま で に 9.6 kDa か ら

はメチオニン残基とシステイン残基のイオウ原子に大

84 kDa の新規かつ非標識のタンパク質の構造解析に

きな違いはない．S-SAD 法の可能性が議論され始めた

成功している．いずれの場合も，測定にはそれぞれ一

ころは S-S 結合を形成している 2 個のイオウ原子を
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Fig. 5
Protein structures solved and constructed by the longer wavelength SAD method. Sulfur atoms of methionine and cysteine residues and extra ions
are drawn by small balls.

Table 1
Summary of the novel structures solved by the S-SAD method using Cr K radiation.
Proteins

PHS023

PH1109

SCO7518

SCO0332

SCO7815

PH0536

TTHA1634

Glucosidase

No. of residues

83

144

185

205

222

241

603

738

Molecular weight

9,667

16,721

20,876

22,532

24,214

26,918

68,624

84,310

Molecules/AU*

2

1

4

2

1

1

2

2

6

6

2

2

5

4

10

29

6 Met

4 Met, 2 Cys

2 Met

1 Met 1 Cys

3 Met 2 Cys

4 Met

8 Met, 2 Cys
(S-S)

23 Met, 6 Cys

1 Ca2+, 2 Cl, None
2P

None

None

2 Cl

None

1 Ca2+

Sulfur atoms/molecule

Other anomalous
1 K+
scatterers/molecule †
Space group

P3221

P6522

P21

P21

P41212

P21

P21212

P21

Average redundancy

39.1

38.3

14.1

14.1

48.6

13.7

26.1

14.1

Resolution ‡

(2.2)

(2.2)

2.4

2.5

2.2

(2.2)

(2.2)

(2.2)

Solvent contents (%)

45

58

48

50

47

47

46

52

Auto-built residues
with side chains

154 (93%)

79 (55%)

366 (48%)

232 (56%)

134 (60%)

223 (93%)

1167 (97%)

1378 (93%)

* Asymmetric unit. † Confirmed by final structures. ‡ Number in parenthesis means that the resolution was limitted by acceptance of the detector.

1 個の

super-sulfur

として扱うことが位相決定に有

5． まとめと展望

利であるという指摘もあったが，リゾチームやトリプ
ここに示したように，新規結晶マウント法と長波長

シンなどの標準タンパク質での筆者らの経験では，
2.5 Å を超えるような分解能のデータであればそれら

X 線を組み合わせれば，イオウ原子数から予想される

を別々の 2 個のイオウ原子として扱うほうがよい結果

異常散乱差が 1% 程度，たとえば 100 残基あたり 1 個

が得られる．なお，3.0 Å 程度の分解能のデータでも，

のイオウ原子があれば，非標識のネイティブタンパク

自動モデル構築はできないが主鎖のトレースが可能な

質のままで SAD 法による構造解析ができる．イオウ

電子密度分布図を得ることができる場合がある．

含量はヒトなど真核生物のほうが原核生物よりも多い
こ と が 知 ら れ て い る 23)． さ ら に 興 味 深 い こ と に，
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Fig. 5 に示した解析例のうち 4 例では Ca2 や Cl，K

5)

Dauter, Z. (2002) Acta Cryst. D58, 1958-1967.

といったイオウ原子以外の異常散乱原子を含んでい

6)

http://pfweis.kek.jp/~protein/BeamLine/BL17/bl17.html.

7)

Mueller-Dieckmann, C., Panjikar, S., Tucker, P. A. and Weiss, M. S.

8)

(2005) Acta Cryst. D61, 1263-1272.
Kitago, Y., Watanabe, N. and Tanaka, I. (2005) Acta Cryst. D61,

た．したがって，一次構造からイオウ含量が十分であ
ると予想されるよりも多くのタンパク質が長波長利用
SAD 法によって構造解析できる可能性があると考え

1013-1021.

られる．天然型の非標識タンパク質でよい結晶を作り
さえすれば（もっともそれが大変なのだが），重原子

9)

山野昭人，佐藤貴久，長谷川智一 (2004) 構造生物 10, 30-39.

10)

Kiefersauer, R., Than, M. E., Dobbek, H., Gremer, L., Melero, M.,
Strobl, S., Dias, J. M., Soulimane, T. and Huber, R. (2000) J. Appl.

同形置換体の作製やセレン化といった試行錯誤をまっ

Cryst. 33, 1223-1230.

たくしなくても構造を解くことができる時代が到来し

11)

渡邉信久 (2006) 日本結晶学会誌 48, 271-276.

つ つ あ る． こ れ は 歴 史 的 に は タ ン パ ク 質 結 晶 学 の

12)

Otwinowski, Z. and Minor, W. (1997) Methods Enzymol. 276,

13)

Sheldrick, G. M. (2003) SHELXC, Göttingen University, Germany.

14)

Sheldrick, G. M., Hauptman, H. A., Weeks, C. M., Miler, M. and

15)

Terwilliger, T. C. and Berendzen, J. (1999) Acta Cryst. D55,

16)

Hao, Q., Gu, Y. X., Zheng, C. D. and Fan, H. F. (2000) J. Appl.

17)

Wang, J. W., Chen, J. R., Gu, Y. X., Zheng, C. D. and Fan, H. F.

18)

(2004) Acta Cryst. D60, 1991-1996.
Cowtan, K. (1994) Joint CCP4 and ESF-EACBM Newsletter on Pro-

19)

Terwilliger, T. C. (2003) Acta Cryst. D59, 45-49.

20)

Terwilliger, T. C. (2003) Acta Cryst. D59, 38-44.

21)

Perrakis, A., Morris, R. and Lamzin, V. S. (1999) Nature Struct. Biol.

22)

Watanabe, N., Kitago, Y., Tanaka, I., Wang, J., Gu, Y., Zheng, C.

23)

Micossi, E., Hunter, W. N. and Leonard, G. A. (2002) Acta Cryst.

307-326.

「夢」であったし，リコンビナントで大量調製するこ
とが困難で，しかも天然にも微量しかないようなタン
パク質の結晶構造解析の可能性を広げ，タンパク質結

Usón, I. (2001) International Tables for Crystallography F, 333-351.

晶学ひいては構造生物学を大幅に加速することができ

849-861.

ると考えている．著者らの開発した新規結晶マウント
法は，長波長 X 線を利用する測定に非常に有効であ

Cryst. 33, 980-981.

るが，キャピラリーの作製やループの接着には多少の
熟練を要す．より簡便かつさらに微小結晶に対応可能
なマウントデバイスとするための改良を継続中であ

tein Crystallography 31, 34-38.

る．
この開発ならびに解析は北海道大学大学院の田中勲
教授の研究室メンバーとの共同で行われた．特に結晶

6, 458-463.

マウント法の開発は大学院生の北郷悠の協力による．
また，FR-E SuperBright のターゲット 2 色化の改造は

and Fan, H. (2005) Acta Cryst. D61, 1533-1540.

（株）リガクの塚本勝美氏による．深く感謝する．ま
た，本研究は文部科学省タンパク 3000 プロジェクト

D58, 21-28.
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異常分散（散乱）
anomalous dispersion
測定に使用する X 線の波長が原子の K 殻や L 殻
などの吸収端の波長に近いとき，共鳴現象によっ
て強い散乱が起こります．このことを異常分散と

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

いいます．この付近では原子散乱因子が複素数と
して扱われ，MAD 法や SAD 法ではその虚数項 f 
を 利 用 し ま す． D は dispersion か diffraction で
すが，本稿では SAD には「散乱」のほうをあてて
います．（174 ページ）
（渡邉）
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トピックス

BioPAX：パスウェイデータフォーマットの
標準化とオントロジー
福田賢一郎

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター

れたタンパク質が細胞内で他のさまざまな生体分子と

1． はじめに

相互作用する連鎖の組み合わせ，もしくは因果関係が

ゲノム計画によってさまざまな生物種について全遺

形作るネットワーク状の構造を広い意味でパスウェイ

伝子のリストが明らかになったが，生命の謎を解き明

とよぶ．しかし，それだけでは究極的には細胞内の相

かすためにはそれらがタンパク質に翻訳された後どの

互作用の総体が形成するすべてが繋がった巨大な 1 つ

ようにシステムの部品として使われているかを解明し

のパスウェイが存在するのみになってしまう．どの相

なければならないことはいうまでもない．パスウェイ

互作用の組み合わせが特定のパスウェイとして特定の

データはヒトの疾病などの重要な生物プロセスのメカ

生命現象に寄与しているかを定義することは実際には

ニズムを理解する上で不可欠な知識であり，基盤的な

難しく，「生物学者が分類上の理由や歴史的な理由な

情報となることが期待されている．

どさまざまな経緯から，一くくりにして名前を与えた

本稿では筆者もワーキンググループのメンバーと

ほうが生命現象を理解する上で有用であると考えた一

なっている BioPAX の活動について概観する．BioPAX

連の相互作用（タンパク質間相互作用など）の集合」1)

はパスウェイデータの国際標準となりうる共通交換

といういい回しがパスウェイの定義としてもっとも現

フォーマット策定によって，パスウェイデータの知識

実的で妥当と考えられる．つまり，パスウェイは現状

処理を容易にし，また公共データとして広く普及させ

レベルにおける生物学者の生命の理解を反映した知識

ることを目指している．

（実験データの解釈／モデル）を定性的に図や言葉で
表現した知識ととらえることができる．

2． パスウェイデータベースの難しさ

パスウェイデータは代謝ネットワーク，シグナル伝

ジャンボジェット機の構造やシステムをネジ 1 つ

達ネットワーク，遺伝子制御ネットワーク，タンパク

1 つのレベルから言葉で説明するのは相当に労力がか

質間相互作用ネットワークなどさまざまなレベルの相

かることは誰しもが異論のないところであろう．複雑

互作用を含むため，データベース化に際しての記述対

で巨大なシステムの情報管理や全容把握には，言葉は

象の定義，記述方法の設計に大きな自由度がある．た

きわめて非効率な表現方法である．さらに，曖昧で文

とえば，
「シグナル」とはなんなのか？

脈依存であるために一度言葉で記述した内容をあらた

物質なのか？

めて電子化し計算機を使って情報管理することも容易

リン酸化などの触媒反応なのか，イオン濃度の変化な

ではない．

のか，それとも分子の局在変化なのか？

ところで，非常に不幸なことにパスウェイデータは

薬剤などの

そしてシグナルが「伝達される」とは
といったよ

うにさまざまな切り口でとらえることが可能である．

まさにこのような状況におかれている．

現在，商用・非商用を含め 220 以上ものパスウェイ

ある生命現象を引き起こすために遺伝子から翻訳さ

データベースが存在するといわれているが 2)，どのよ

BioPAX: A Standard Data Format for Pathway Data Exchange
Ken FUKUDA
Computational Biology Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology



目次に戻る
生

物

物

理 Vol.47 No.3（2007）

うな知識が対象なのか，あるいはどのようなデータ

vocabularies, CV）の集合から，対象世界の情報構造を

ベースサービスを提供するのかという思惑の違いから

詳細に記述したモデルまでさまざまなものを指す．こ

それぞれが異なった枠組みに基づいて構築されてい

こではまず BioPAX の位置づけを簡単に紹介する．

る．この結果，統一的なデータフォーマットがないた

生物学分野でもっとも広く利用されているオントロ

めに，複数のデータベースのデータを集約したり，取

ジーである Gene Ontology（GO）3) は，対象とする世

得したデータを別のパスウェイデータ解析ソフトウェ

界を記述するために必要となる統制語句（CV）の階

アで処理したりするには大きなコストがかかる．なぜ

層的な定義を与えている．すなわち，広範なモデル生

ならばそれぞれのフォーマットからデータをインポー

物種について，遺伝子産物の機能をアノテーションす

ト／エクスポートする変換プログラムを開発しなけれ

るために必要な語彙を階層的に体系化している．ここ

ばならないからである．このため，パスウェイデータ

で留意したいのは，ある語彙がどの語彙と同じ階層に

は知識基盤としてはまだ敷居が高く，電子化されてい

あるかが重要なのではなく，どの語彙の下に何という

るデータ量に比べて広く利用されているデータ量が少

関係で階層化されているかが重要だという点である．

ない．

たとえば，GO は

このような背景から，各データベースの情報を正し

part_of

is_a

関係（汎化特殊化関係）と

関係（部分全体関係）で語彙を接続して階

く漏れなく表現できる共通のデータ交換フォーマット

層を定義しているが，直接接続されていない語彙間に

の開発が強く望まれてきた．

は関係がなにも定義されていない．つまり，階層的に
は従兄弟関係にある語彙間にはお互いの関係について

3． BioPAX とオントロジー

どのような意味も定義されていない．もう一つの留意

BioPAX は パ ス ウ ェ イ デ ー タ 交 換 の た め の 標 準

点は，語彙をただ階層化するだけではオントロジーと

フォーマットを開発することを目的として発足した団

よべないということである．階層化に使われる関係に

体であり，2002 年の 8 月にカナダのエドモントンで

は明確な定義が付与されていなくてはならない．オン

開催された国際会議 ISMB（Annual International Confer-

トロジーで特に大事な関係である

ence on Intelligent Systems for Molecular Biology）で最初

は A の一種である（B is_a A）」
（例：自転車は二輪車で

の会合がもたれた．パスウェイデータを公開している

ある）というように，ある概念とより特殊化された概

機関，パスウェイ解析アプリケーションを開発してい

念を結びつける．たとえば，Sequence Ontology（SO）4)

る組織などが批准した共通のデータ交換フォーマット

によれば， gene （Term ID: SO:0000704）の定義は「遺

を開発することでツールやデータベース間で無用な変

伝子は遺伝情報をコードする，特定可能なゲノム配列

換ツールを用意するコストを削減し，パスウェイデー

上の領域」であり， gene is_a region

タの利用を促進させることを目的として活動してい

ではさらに

る．

伝子 a のアノテーションに用いた場合，語彙 A の上位

パスウェイデータは本質的に複雑な構造をもってい

true path rule

is_a

関係は，「B

である．GO

により，ある語彙 A を遺

にくる語彙はすべて遺伝子 a のアノテーションとして

るので，BioPAX はオントロジーによってデータ交換

正しくなくてはならない．

フォーマットを定義している．これは，データベース

さて，このような語彙はそれぞれ，ある概念（クラ

レコードに含まれるべきフィールドをリストや XML

スとよぶ）を表していて，語彙はその概念を代表した

による階層的な構造で定義するところからさらに踏み

名称であるとみることができる．各概念には，その概

込んで，データフォーマットの各フィールドがもつ制

念が満たすべき性質を備えた現実世界の個物（インス

約情報やフィールド間の関係の情報まで規定すること

タンスとよぶ）が存在する．たとえば，「人間」とい

で，高い表現力を得るとともに曖昧さを極力排除する

う概念には「筆者である私」のように実在する個物が

ためである．

属する．すなわち，クラス（概念）とはそれに所属す

そこで，BioPAX の詳細について紹介する前にまず

るインスタンス（個物）に共通な性質を定義したもの

オントロジーについて簡単に触れる．
ontology

であるといえる．

という言葉は 1990 年代の前半にはすで

こうしてみると，オントロジーはインスタンスの属

にバイオインフォマティクスの文献に登場している．

するクラス（概念）とそれらを接続する関係を定義し

生物学分野では ontology

という言葉は比較的リベ

ているといえる．いい方をかえると，オントロジーは

ラルに使用されており，対象とする世界（分子生物

対象世界を記述する語彙とそれらの間に成立する約束

学）を記述するために必要となる統制語句（controlled

事を明記したものであり，人間と計算機が知識を処理
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Fig. 1
Snippet of the BioPAX Level2 class hierarchy and its association to a pathway data instance.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/
biophys/参照）

するためにはこのような明示的な約束事が不可欠なの

味において BioPAX が扱う対象知識領域が必要とする

である．たとえば，Gene Ontology は一見すると生物

概念を扱い，utilityClass はデータフォーマットとして

学者にとってはあたり前な内容を単に階層化しただ

便宜上必要となる概念（「xref（クロスリファレンス）
」

け，と受け取る方もいるかもしれない．しかしなが

という概念など）を扱う．

ら，実際にこの階層化の作業をやってみると，非常に

entity（要素）概念のより特殊な概念として「pathway

困難で労力を要することにすぐに気づいていただける

（パ ス ウ ェ イ）
」，「interaction（相 互 作 用）」，
「physical-

と思う．きちんと定義された関係を用いて（true path

Entity（物理的な実体をともなう要素）
」の 3 つのクラ

rule に違反しないという意味で）矛盾なく構造化され

スがある．これより下位の概念についてはレベルごと

た語彙集合の構築は決して簡単ではなく，まして計算

に違いがあるので後述する．
BioPAX の定義には OWL5) とよばれるオントロジー

機に自動的に獲得させるのは至難の業である．
では，BioPAX はどのようなオントロジーなのだろ

記述言語が使用されている．OWL ファイルの編集，

うか．GO では概念（語彙）間の関係が定義されてい

閲覧には Protégé6) や SWOOP7) などのオントロジー編

た．BioPAX ではさらに各概念（クラス）がどのよう

集システムを利用できる．

な属性（プロパティー）をもつかが定義されている．

4． BioPAX データフォーマット

そして，各プロパティーには値としてなに（他クラス
のインスタンスやさまざまなデータ型）をいくつとる

前述の通り，パスウェイと一くくりにいってもいろ

ことができるかが規定されている．Fig. 1 は後述する

いろな情報が含まれるため，最初からすべてのパス

BioPAX レベル 2 のクラス階層とプロパティーの一部

ウェイデータベースを対象とした標準フォーマットを

を抜粋したものである．

つくるのは現実的でない．BioPAX ではパスウェイの

BioPAX には大別して「entity」と「utilityClass」の 2

種類にしたがって段階的にフォーマットをリリースす

つのクラスがあり，entity クラス以下は生物学的な意

る方法を採用しており，現在はレベル 1 のバージョン
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1.4 とレベル 2 のバージョン 1.0 が公開されている．

には「DNA」に相当するクラスは存在しない．

シグナル伝達や遺伝的相互作用などへの対応をうたっ

ところで，パスウェイを構成するタンパク質などの

た次のレベル（ネクスト・レベル．レベル 3 とよぶべ

個物には，いつどこでパスウェイに登場するかという

きかどうか一部に議論が残っているためこのようなよ

文脈に依存して保有する特質（局在部位，化学量論係

び名になっている．）については，複数の提案がなさ

数など）と文脈とは独立に保有する特質（配列など）

れ，筆者を含めた仕様策定ワーキンググループ内の一

がある．BioPAX では状況に依存しない個物としての

次データ公開サイト（primary data provider）によるテ

生体高分子を上述の physicalEntity 以下のクラスのイン

ストが行われている段階である．

スタンスとして表現し，実際の反応に参加している文
脈に依存した個物は utilityClass のサブクラスである
physicalEntityParticipant のインスタンスとして表現す

4.1 BioPAX Level 1

BioPAX レベル 1 は代謝パスウェイを対象としてい

る．この区別のために physicalEntityParticipant クラス

る．Fig. 2 は解糖系の一部を BioPAX レベル 1 で模式

には「CELLULAR-LOCATION」，「STOICHIOMET-

的に表現したものの一部である．このように生化学反

RIC-COEFFICIENT」があり，また，文脈非依存な特

応を各クラスのインスタンスとして生成し，各インス

質の定義先として physicalEntity 以下のインスタンスを

タンスのプロパティーに数値などのデータもしくは他

参照する「PHYSICAL-ENTITY」プロパティーがある．

8)

のインスタンスへの参照が値として入る．各クラス
（とそのインスタンス）がどのようなプロパティーを

4.2 BioPAX Level 2

もち，そして各プロパティーにどのような種類の値を

レベル 29) では DIP10), 11)，HPRD12), 13)，IntAct14), 15) な

入れることが許されるかはオントロジーによって規定

ど，大規模なタンパク質間相互作用データを取り扱え

されている．

る よ う に す る た め の 拡 張 が な さ れ た． す な わ ち，

生化学反応を表現するクラスとして前述の interac-

HUPO Proteomics Standards Initiative16) が策定している

tion クラスの直下に「control（制御）
」クラスと「con-

タンパク質 – タンパク質相互作用データフォーマット

version（変換）」クラスがある．前者のサブクラスに

で あ る PSI MI（Proteomics Standards Initiative Molecular

酵素触媒反応を記述するための「catalysis（触媒作用）」

Interaction XML Format）17) に含まれる情報を包含する

クラスが存在する．また，「complex（複合体）」
，「pro-

ための拡張がなされ，実験の種類，情報源の信憑性に

tein（タンパク質）」，
「rna（RNA）
」，「smallMolecule（化

関する情報を記述できるようになった．パスウェイ

合物）
」は，physicalEntity クラスの下にある．レベル 1

データフォーマットという観点からは，タンパク質の
翻訳後修飾情報が扱えるようになった点が重要であ
る．Fig. 3 はレベル 2 で導入された「sequenceFeature」
クラスによってタンパク質 FAK の翻訳後修飾情報を
記述した例である．また，クラス構造としてはレベル
1 の interaction ク ラ ス と control/conversion ク ラ ス 間 に
「physicalInteraction」クラスが挿入された．タンパク質
間相互作用データを記述するには interaction クラスで
は抽象的すぎて適切なプロパティーが用意できず，逆
に control/conversion クラスでは特殊すぎるためであ
る．また，physicalEntity クラスには「dna（DNA）
」ク
ラスが追加された．
4.3 BioPAX Next Level

ネクスト・レベルには 3 つのプロポーザルが提出さ
れており，シグナル伝達パスウェイ，遺伝子制御パス
ウェイ，遺伝的相互作用（genetic interaction）の情報
を扱う拡張を導入することが主眼にある．後ろの 2 つ

Fig. 2
BioPAX Level1 representation of an interaction in the glycolysis pathway.

についてはそれぞれの情報を記述するために「gene」
や「geneRegulation」などの追加クラスをどのように設
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Fig. 3
BioPAX Level2 representation of a FAK protein phosphorylated at tyr397.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

計するかが議論されている．

データフォーマットと趣が異なるため，オントロジー

一方で，シグナル伝達についてはステート（state）

についての解説にもなるように留意した．BioPAX に

情報への対応が大きなトピックとなっている．シグナ

対応したデータはさまざまな機関から提供されてお

ル伝達パスウェイではタンパク質の（多段階）リン酸

り，ツール群についてもいろいろなグループが開発を

化などパスウェイの文脈に依存した状態情報の取り扱

進めている．パスウェイデータの利用に際して少しで

いが重要となる．そこで，レベル 1 では局在情報と化

も参考になれば幸いである．

学量論係数のみを取り扱っていた部分についてより詳
細な考察が加えられている．具体的には，修飾情報
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オントロジー
ontology
由来は哲学用語．存在論（ontology）
．
「存在する
ものとは何か」を問う哲学の分野．知識処理シス
テムが対象世界を記述するのに必要とする概念と
関係の形式的かつ明示的な定義．バイオロジーで
は Gene Ontology のような階層化された統制語句
の集合も含まれる．
（180 ページ）
（福田）
シミュレーテッドアニーリング
simulated annealing
コンピュータ中に設定した温度をゆっくり下げな
がら，温度に応じて採用／拒否が確率的に決まる
変動を利用して複雑な解空間を広く探索し，準最
適解を得る方法の 1 つ．焼きなまし法や徐冷法と
もいう．
（186 ページ）
（磯貝ら）
アミノアシル tRNA 合成酵素
aminoacyl t-RNA synthetase
アミノアシル tRNA 合成酵素（aaRS）は，コドン
とアミノ酸の間を媒介する tRNA に，アミノ酸を
付加する酵素である．aaRS は，きわめて厳密に
アミノ酸および対応する tRNA を識別し結びつけ
るため，20 種類のアミノ酸に対応して 20 種類の
aaRS が存在すると考えられてきたが，古細菌と多
くの真正細菌では aaRS が 20 種類存在しない場合
がある．
（190 ページ）
（中村ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

ラセマーゼ
ラセミ化酵素ともいう．一対の光学異性体のうち，
片方の異性体を基質特異的に異性化する酵素であ
り，アミノ酸を基質とする場合にはアミノ酸ラセ
マーゼと呼ばれる．いずれの異性体を基質にして
も最終的には L 体と D 体が 1 対 1 に混合したラセ
ミ化がおこる．（194 ページ）
（大西）
光学異性体
エナンチオマーもしくは鏡像異性体とほほ同義的
に用いられる．ある分子が分子式は同じであるが，
右手と左手のように鏡に映した像のような関係に
ある場合に用いる．一対の光学異性体を表す際に
アミノ酸や糖では DL 表記法が用いられる．
（194 ページ）
（大西）
Vmax
酵素反応の速度論的解析を行う際に用いられる定
数の 1 つ．基質量が十分にあり，酵素濃度が一定
のとき，単位時間あたりに最大どれだけの基質を
反応生成物に変換することができるかで表され，
酵素の最大活性を示す．
（195 ページ）
（大西）
Km
酵素の基質に対する親和性を表す定数である．こ
の値が小さいほど基質への親和性が大きくなる．
酵素反応が Michaelis-Menten の反応式に従うとき，
Vmax の 1/2 を与える基質濃度であり単位はモル濃
度で示される．（196 ページ）
（大西）
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ノボタンパク質設計」の手法が有効となる．このよう

1． はじめに

な試みを通して初めて，生物進化に捕われない

Anfinsen らによるリボヌクレアーゼのフォールディ

ノ酸配列―立体構造―機能

ング実験によると，その立体構造と機能はアミノ酸配

アミ

の関係を浮き彫りにするこ

とができる．

列によって一意的に規定されている（Anfinsen の仮

デノボ設計が提唱された 1980 年代初頭から現在ま

説） ．すなわち，天然の球状タンパク質に関しては，

でに，さまざまな試みが行われてきた．4 本のヘリッ

アミノ酸配列さえ指定すれば，適当な条件下，溶液中

クスが束になって形成されるいわゆる 4 本ヘリックス

で化学平衡の法則にしたがい，自由エネルギー最小の

バンドルモチーフに関しては，ヘリックスの車輪モデ

単一な立体構造に折りたたまれる．この記述は現在，

ルを基盤とした，手作業によるデザインが成功してい

天然タンパク質の一般的な性質として認められている

る 2)-4)．しかし，複雑な折りたたみ構造をもつ一般的

が，その内容は，ポリペプチド一般の化学的性質に起

な球状タンパク質をデザインするためには手作業によ

因するのではなく，進化の過程で選ばれてきたアミノ

る方法では限界があるため，計算機を利用した設計も

酸配列をもつ天然タンパク質にのみ適用できる生物学

行われてきた．このような研究のうち NMR あるいは

的な理由に基づくものである．つまり，人間が適当に

X 線結晶構造解析による立体構造の解明にまでいたっ

アミノ酸を並べて作った配列をもつポリペプチドの多

たのは，Mayo らのジンクフィンガーモチーフの設

くは，水溶液中で不溶であるか，溶けても複数のコン

計 5) が最初で，最近 Baker らの新規構造の設計 6) がこ

フォーメーションを取り，特定の構造には折りたたま

れに続いた．筆者らも，詳細な立体構造決定にはいた

れない．言い換えると，天然タンパク質のアミノ酸配

らなかったものの，計算機を用いて，ミオグロビンの

列は，Anfinsen の仮説が成り立つようにすでに選ばれ

立体構造をターゲットとした分子設計 7), 8) を行い，そ

ているのである．これまでに，数多くの天然タンパク

れらの過程で，デノボ設計で何が比較的容易で何が困

質およびその変異体の立体構造が解明されてきたにも

難であるか学ぶことができた．本稿では，著者らが最

かかわらず，天然のタンパク質にとらわれない物理化

近行った， ファージ由来の Cro タンパク質の立体構

学的な観点から，どのようなアミノ酸配列が天然様の

造に折りたたまれる人工タンパク質設計の研究 9) を

構造物性を実現し，それがどのようにタンパク質機能

紹介し，今後の課題と展望を概説する．

1)

に結びついているのかについては不明な点が多い．そ

2．  Cro の立体構造

こでこの課題に対し，人間がタンパク質についてもっ
ている知識を総動員して， はじめから

タンパク質

 Cro は，古典的な DNA 結合タンパク質で， ヘ

のアミノ酸配列をデザインし，合成・解析を行う「デ

リックスと  シートを含むホモダイマーを形成する

De Novo Design of  Cro Fold
Yasuhiro ISOGAI1 and Motonori OTA2
1
RIKEN SPring-8 Center
2
Global Scientific Information and Computing Center, Tokyo Institute of Technology
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（Fig. 1a）
．分離した 2 つの球状ドメインをもち，各ド

3． 設計手法

メインの同一の配列をもつ  ヘリックスが，34 Å の距
離を置いて平行に並んでいる．これら 2 本のヘリック

配列設計は， Cro のダイマー構造をコンピュー

スが B 型 DNA の二重らせん中に形成される大きな溝

ターの中に置き，そのおのおのの部位にあてはまるよ

にはまり込むようにして結合する．この構造モチーフ

うなアミノ酸を求めることで行った．ここで計算する

は，catabolite activator protein（CAP）や  リプレッサー

のはアミノ酸配列と構造のトータルな適合度であり，

と共通しており，DNA との結合という機能と直接相

あらかじめ用意した適合性関数を用いて実行する．適

関する

．一方，他の部分の構造は，非常にユニー

合性関数にはアミノ酸の側鎖の原子座標 1 つ 1 つが確

クで，2 本の逆平行  ストランドが 2 つのモノマーを

定して初めて値を返すような非常に細かいものもある

結合しており，一方のサブユニットの C 末領域に存

が，われわれは以下で述べるような粗視化された関数

在する Phe-58 残基が，もう一方のサブユニットの疎

を用いている 12)．

10)

ま ず，20 種 類 の ア ミ ノ 酸 の 構 造 は 典 型 的 な 側 鎖

水性コアに含まれる．すなわち Phe-58 は，各サブユ
ニット間で交換されている．また， Cro の安定性は，

（ロータマー）だけで表現する．しかも側鎖はそのボ

アミノ酸残基置換の許容度が高い  リプレッサーや

リュームに応じた適当な 1 点を中心とする球で近似す

Arc リプレッサーと異なり，残基置換に敏感で，多く

る．主鎖に対する側鎖の相対的な位置を決めるのには

の部位の点変異により不安定化する

C と C のまわりの回転角，1 アングルの寄与が大

．したがって，

11)

 Cro の立体構造は，設計法を評価するよい指標とな

きいので，この角度に応じ各アミノ酸あたり 3 個の

る．さらに， Cro の安定性とダイマー化，機能メカ

ロータマーを考慮する．グリシンとアラニンは 1 が
ないので，20 個のアミノ酸について計 56 個のロータ

ニズムの相関にはいまだ不明な点が多く残されてお
り，人工的な  Cro の立体構造をつくり，活性を測っ

マーを考えることになる．ロータマーは 56 個である

てみることは，生物学的にも興味深い．

が，同じアミノ酸に割り付けられる 3 つのロータマー
は同じ側鎖球が C-C 軸の回りを回転しているもの
だと思えば，ロータマー同士の相互作用は 20 個の側
鎖球の相互作用として表すことができる．このような
モデルに基づき，側鎖球同士の相互作用，側鎖球と水
の相互作用，および側鎖球と主鎖局所構造（二次構
造）の相互作用を立体構造のデータベースに基づいて
統計ポテンシャルとして求め，これを配列―構造の適
合性関数とした．また，人工  Cro が DNA に結合す
るためには，塩基性の等電点が必要であるため，配列
から推定される pI 値が 8.5 を下回るとペナルティを
与える項を関数に加えた．
次に，各部位にくるロータマーを変えながら適合性
関数を最適化する（Fig. 2）．最適化手法にはオーソ
ドックスなシミュレーテッドアニーリングを用いた．
100 万ステップの計算を 200 回行い 200 本の配列を得
た．上位 10 本を Fig. 3 に示す．これらの配列のスコ
アの差はわずかだったので，ターゲットとした  Cro
ダイマーの構造に基づいて行った立体構造モデリング
の結果，分子量が小さく，側鎖間のぶつかりが少ない

Fig. 1
Targeted structures of  Cro and its monomeric variant. These models were drawn with the crystal structures of the natural Cro dimer
(5cro) (a) and monomer (1orc) (b), which were derived from PDB.
Each subunit of the dimer in (a) is shown by a different color (dark or
bright). In (b), the engineered C-terminal region (bright) is also contrasted from the other region (dark). Phe58 in the dimer (a) and the
corresponding residue in the monomer (b) are displayed by the CPK
rendering.

4 位の配列（sequence number 4, sn4）を実際に合成す
ることにした 9)．また，以上の設計はダイマー構造を
もとに行ったが，構造形成とダイマー化を分離して調
べるために，DGITQ という  ヘアピンとなることが
期待される 5 残基を 57 部位の後に挿入したモノマー
13)
（Fig. 1b）
も同時に合成した．
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（sn4m）は，それぞれ天然  Cro ダイマーおよびモノ
マー変異体 13) と同様な CD スペクトルを示し（Fig.
4a）
，塩酸グアニジンを用いた変性実験においても，
典型的な 2 状態転移を示した（Fig. 4b）．sn4 および
sn4m の変性曲線から得られた変性剤濃度 0 M のとき
の 熱 力 学 的 安 定 性（Gofold-unfold） は， そ れ ぞ れ，
2.2 kcal/mol お よ び 2.5 kcal/mol，Gfold-unfold の 変 性 剤
濃度依存性（m）は，それぞれ，1.8 kcal/mol/M およ
び 1.7 kcal/mol/M であった．m 値は，フォールド状態
とアンフォールド状態間の溶媒露出表面積の差を示す
パラメーターで，フォールディングの協同性を測る尺
度となる．人工 Cro のこれらの値は，50-100 アミノ
酸残基からなる小分子量タンパク質のm値
（0.6-2.4 kcal/mol）14) に匹敵するので，今回設計した人
工 Cro タンパク質の双方が，天然様のフォールド特性
をもつことを示す．しかし，熱による変性曲線は，天
然  Cro の熱変性 13) に比べて，協同性の低いもので
あった（Fig. 4c）．これは，フォールド―アンフォール

Fig. 2
Scores of designed sequences as a function of steps during simulated
annealing. Time series of 10 arbitrary design trials are shown (a).
Temperature control during design (b). The sequence was cooled
from 550 to 50 K during first 0.5 million steps and it was furthermore cooled very slowly until 10 degrees during next 0.5 million
steps. The optimum sequence having the minimal score was collected.

ド 転 移 に 伴 っ て， 比 較 的 小 さ な エ ン タ ル ピ ー 変 化
（H）
，すなわち小さな熱容量変化（Cp）しか起こっ
ていないことを示す．

ゲルろ過クロマトグラフィーおよび分析用超遠心を
用いた分子量解析の結果，sn4 は，タンパク質濃度に
依存して重合状態が著しく変化した．一次元プロトン
NMR 測定でも，ブロードで低分解のスペクトルを与
えた．これらの実験結果は，sn4 は，非特異的な分子

4． 合成と解析

間相互作用をしており，より詳細な構造解析が困難で

タンパク質は，大腸菌を用いて遺伝子工学的に合成

あることを示す．一方，sn4m は広い濃度範囲でモノ

した．合成された人工 Cro ダイマー（sn4）とモノマー

マーであり，良好な NMR シグナルの分離と分散を示

Fig. 3
Alignment of ten best-scoring sequences with native  Cro sequence. The scores are indicated in kcal/mol. The hyphens indicate amino acids identical to those of the first sequence. The outlined initial Met was fixed to synthesize the protein in E. coli. The outlined two Gln residues at positions
16 and 27, which are important for the DNA binding of native  Cro10), were also fixed to functionalize the artificial protein in future designs. The
dots above the native sequence (bottom) show the identity of the sequence 4, which was selected to be synthesized, with the native sequence.



目次に戻る
生

物

物

理 Vol.47 No.3（2007）

した．そこで，多次元 NMR 測定により，sn4m の立
体構造解析を行った．解析の結果得られた溶液構造を
Fig. 5 に示す．sn4m の平均溶液構造は，ターゲットと
した天然の  Cro モノマー変異体の X 線結晶構造と
RMSD 2.1 Å の精度で一致し，ほぼ設計通りの主鎖の
折りたたみ構造を示した．得られた NMR 構造から
は，天然 Cro 並みの良好なタンパク質コアのパッキン
グ構造が得られているので（Fig. 5a），塩酸グアニジ
ン変性と熱変性の結果の食い違い（Fig. 4b, c）は，今
回の NMR 解析からは得られなかったタンパク質の熱
揺らぎなどダイナミックな性質に由来しているものと
考えられる．
5． 課題と展望

以上述べたように，私たちは，60 アミノ酸残基程
度からなる天然タンパク質の立体構造を鋳型として，
NMR で溶液構造を決定できる程度の構造特性をもつ
人工タンパク質を設計する手法を確立することができ
た．今回設計に使用したポテンシャル関数は，天然タ
ンパク質の立体構造データベースから作成し，ファン
デルワールス力やイオン結合など，実在する物理化学
的 な 力 を 含 ま な い 経 験 的 関 数 で あ る． こ の 点 が，
Mayo や Baker らによる，物理的に厳密な関数を使う
分子設計の成功例とは異なっている．本研究で用いた
ような経験的ポテンシャル関数 12), 15) はモデルの小さ

Fig. 4
CD spectra and denaturation profiles of designed Cro dimer (sn4)
and monomer (sn4m). (a) The thin and bold lines indicate the CD
spectra of sn4 and sn4m, respectively. (b) Dependence of the equilibrium between folded and unfolded states on Gd-HCl concentration. The data of sn4 and sn4m are indicated by closed and open circles, respectively. The fractions folded were measured with the CD
signal intensity at 218 nm. The denaturation curves of sn4 and sn4m
were drawn by fitting to the data, assuming two-state transition with
G values of 2.2 and 2.5 kcal mol1, respectively, and m values of
1.8 and 1.7 kcal mol1 K1, respectively. (c) Thermal denaturation as
followed by CD signal intensity at 218 nm. The thin and bold lines
indicate the denaturation curves of sn4 and sn4m, respectively, at
protein concentrations of 10 M.

Fig. 5
Solution structures of designed Cro monomer. (a) The ten energyminimized NMR structures of sn4m. Each of the ten backbone traces
is superimposed on the average structure to minimize the RMSD of
the backbone atoms (0.63 Å) and displayed with the hydrophobic
residue side chains in pink bars. (b) Comparison between the average solution structure of sn4m and the X-ray crystallographic structure of the natural  Cro monomer (1orc). The average NMR structure (red) is superimposed on the natural Cro monomer structure
(white) with the minimal backbone RMSD of 2.1 Å.（カラー図は電子
ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）



目次に戻る
 Cro フォールドのデノボデザイン
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て弱い結合活性を示した．しかし，天然の転写因子が
示すような，特定の塩基配列をもつ DNA を認識する

Biol. 354, 801-814.

特異的結合活性は見いだされなかった．今回得られた
モノマーの sn4m の溶液構造に基づいて，フォール
ディングの協同性や正しいダイマー構造の再設計を

Sci. USA 83, 8829-8833.

行っている．さらに，sn4 を出発クローンとして，特
定塩基配列 DNA に結合するクローンのスクリーング

557-564.

2138-2148.

構（基質の結合と反応の触媒，生成物の解離）を見れ
ば明かなように，タンパク質機能のデザインには，
1 Å 以下の分解能で残基を正確に配置する一方で，分
子内の比較的遅い構造揺らぎが活性に必須であり，静

Enzymol. 208, 604-619.

的な立体構造設計が直接機能の設計につながらない．
これが，機能の設計を困難にしている主因である．こ
れらの点を克服するためには，静的な立体構造設計の
精度を上げることと同時に構造ダイナミックスを設計
する手法を確立することも重要である．
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真正細菌型グルタミンアミドトランスフェラーゼ
CAB複合体の構造と機能
中村彰良1，田中

1

勲2

北海道大学大学院生命科学院生命科学専攻
2
北海道大学大学院先端生命科学研究院

1． はじめに

アミノアシル tRNA 合成酵素（aaRS）は，20 種の
アミノ酸と対応する tRNA を正しく結合させてアミノ
アシル tRNA を生成する．この aaRS によるアミノア
シル化反応以降，翻訳過程においてアミノ酸とコドン
の対応関係はチェックされないことから，aaRS によ
るアミノ酸と tRNA の厳密な認識は，リボソームによ
るコドンとアンチコドンの認識と並んで，遺伝暗号の
正確な翻訳にとって決定的に重要である 1)．クリック
によるアダプター仮説の提唱以来，aaRS は，20 種類
のアミノ酸に対応し 20 種類存在すると思われてきた．

Fig. 1
(a) Pathways to Gln-tRNAGln formation. The direct aminoacylation
pathway (top) and the transamidation pathway (bottom) are both
abundant in nature. Glu-AdT refers to the tRNA-dependent amidotransferase of the transamidation pathway. (b) Reaction mechanism
of tRNA-dependent transamidation catalyzed by Glu-AdT.

しかし，近年のゲノム解読の結果は，必ずしもすべて
の生物が 20 種の aaRS をすべてもっているわけでない
ことを明らかにした．
グルタミンの認識はその典型であり，古細菌と多く
の真正細菌にはグルタミンとそれに対応する tRNA
（tRNAGln）を結び付けるグルタミニル tRNA 合成酵素

も，また異なる分子が関与することも，他には例がな

（GlnRS）が存在しない 2)．これらの生物では，GluRS
の 両 方 を 認 識 し て， 両 方 の

く大変興味深い現象である．本酵素の構造機能解析

tRNA に グ ル タ ミ ン 酸 を 結 合 す る． 次 い で， ミ ス

は，遺伝暗号の起源という生命の誕生に直接かかわる

チャージされた Glu-tRNA

重要なイベントに構造生物学の基盤を与えるものとし

が，tRNA ，tRNA
Glu

Gln

Gln

は，アミドトランスフェ

て大変重要である．

ラーゼ（Glu-AdT）の働きにより，正常な Gln-tRNA

Gln

に 変 換 さ れ る （Fig. 1a）． 真 正 細 菌 の Glu-AdT は

Glu-AdT は 異 な る 3 種 類 の 反 応 を 統 括 し，Glu-

GatC，GatA，GatB の 3 つ の サ ブ ユ ニ ッ ト か ら な り

tRNAGln を Gln-tRNAGln に変換する（Fig. 1b）
．最初に，

（GatCAB），古細菌では GatD，GatE の 2 つのサブユ

tRNAGln に付加したグルタミン酸がリン酸化により活

ニットからなる（GatDE）4), 5)．アミノアシル化反応に

性化される（kinase 活性：リン酸化反応）．一方で，グ

おいて，別生物種で異なる反応経路が使われること

ルタミンの加水分解によりアンモニアが合成される

3)

Reaction Mechanism of Bacterial Glu-tRNAGln-Dependent Amidotransferase
Akiyoshi NAKAMURA1 and Isao TANAKA2
1
Division of Life Sciences, Graduate School of Life Science, Hokkaido University
2
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University
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（glutaminase 活性：グルタミン加水分解反応）
．その後，
2 つの反応産物を用いて Glu-tRNAGln が Gln-tRNAGln に
変換される（amidotransferase 活性：アミド基転移反応）．
この過程において，Glu-AdT は基質であるミスチャー
ジ さ れ た Glu-tRNAGln を， 大 変 よ く 似 た Gln-tRNAGln
や Glu-tRNAGlu から正確に識別している．また，これ
ら 3 種類の反応はお互いに同調しており，リン酸化お
よびアミド基転移反応の基質である Glu-tRNAGln が，
GatCAB に結合して初めてグルタミン加水分解反応が
活性化される 6), 7)．しかし，GatCAB の立体構造が明
らかになっていなかったため，複数の基質の厳密な認
識機構，活性部位の位置，および異なる反応の同調機
構についての知見は得られていなかった．
われわれはこの Glu-AdT の反応機構を明らかにす
るために，Staphylococcus aureus 由来 GatCAB とさまざま
な基質との複合体の立体構造解析を行い，すべての活
性部位を特定し，反応同調機構について新しい仮説を
提唱した 8)．
2． GatCAB の立体構造と活性部位

X 線結晶解析により決定した GatCAB の立体構造を
Fig. 2a に示す．GatC は，それ自身ではほとんど 2 次
構造をとっておらず，GatAB 複合体にベルトのように
巻 き つ い て い た（Fig. 2b）
．GatC の N 末 端 部 位 は
GatA とへリックスバンドルを形成しており，ループ
部分は疎水性相互作用，水素結合により GatA，GatB
の両方と相互作用し，また，C 末端部位は GatB の 2
本の - ストランドと共に - シートを形成していた．

Fig. 2
(a) The overall structure of S. aureus GatCAB/glutamine complex at
2.3 Å resolution. Glutamine in the active site of GatA is drawn as a
sphere model. The sphere in GatB is the magnesium ion found in the
active site of GatB. The sphere model in GatB indicates the ADP in
GatCAB/ADP complex. (b) The overall structure of GatC.

このことから，GatC は GatAB に結合して初めて安定
な構造をとり，GatA と GatB の結合をより強固にして
いることが明らかになった．
アミノ酸配列から GatA は Ser と cis-Ser，Lys を活性
残基にもち，アミド基を加水分解するアミダーゼであ
ると予想されており，グルタミン加水分解反応を担う
と考えられていた．われわれは，GatA が行うグルタ

これまでの生化学実験から GatB は Glu-tRNAGln の

ミン加水分解反応のより詳細な反応機構を明らかにす

リン酸化反応を行うとされているが 6)，その反応機構

るために，GatCAB の結晶にグルタミンを導入した．

の詳細はいまだ明らかになっていなかった．そこで，

興味深いことに，GatA の中心に結合したグルタミン

GatB のリン酸化反応部位を特定し，反応機構に関す

は活性残基である Ser178 の側鎖と共有結合しており，

る新たな知見を得るために，反応後産物である ADP

4 面体中間体を形成していた（Fig. 3a）
．通常では観察

をソーキングにより結晶に導入した．その結果，ADP

することができない反応中間体が確認されたことか

は GatB のクレイドル（ゆりかご）ドメインの底にあ

ら，活性部位は活性型だが，グルタミン加水分解反応

るポケットに結合することが明らかになった（Fig.

は未知の制御機構によって抑制されていることが示唆

3b）
．また，ADP はアポ体でも観察された Mg2 の近

された．この制御機構が Glu-tRNAGln の結合により解

傍に結合することから，このクレイドルドメインの底

除されることで，グルタミン加水分解反応がリン酸化

がリン酸化反応，およびアミド基転移反応の活性部位

反応，アミド基転移反応と同調すると考えられる．

であることが示唆された．さらに，Mn2 をソーキン
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Fig. 3
(a) The active site of a glutaminase reaction in GatA is composed of the conserved three catalytic residues (S178, cis-S154, and K79) and residues
involved in the hydrogen-bonded network are shown by stick model. The Fo-Fc electron density map (contoured at 3) was calculated without the
glutamine and Ser178. (b) The environment of the ADP binding site shown together with the omit Fo-Fc electron density map (2). Residues contributing to Mg2+ and water 95 recognitions are represented as stick models with labels. (c) The active site of a glutamine synthetase/ADP/glutamate inhibitor complex (PDBID: 1FPY).

グした結果，活性部位に 2 つの Mn2 結合サイトが観

析されているアンモニアチャネルは，疎水性残基で構

察された．Fo-Fc 電子密度マップでより強いピークを

成されており，アンモニウムイオンではなくアンモニ

示す第 1 の Mn は，アポ体で観察された Mg の結合

アの状態で輸送するとされている 10), 11)．一方，Gat-

サイトと同じ位置に確認された．一方，Mn2 のソー

CAB がもつアンモニアチャネルは親水性残基で構成

キングにより初めて明らかになった第 2 の結合サイト

されていることから，これまで解析されたアンモニア

は，ADP 複合体では水分子が結合しており，結合し

チャネルとは異なる新規の輸送機構でアンモニアを輸

た水分子は ADP のリン酸基と相互作用していた．

送することが示唆される．われわれは，チャネルが親

2

2

以上の結果から明らかになった GatB の活性部位は，

水性であることからアンモニアの状態ではなく，アン

遊離のグルタミン酸からグルタミンを合成するグルタ

モニウムイオンの状態で輸送し，反応前に脱プロトン

ミン合成酵素の活性部位と高い構造的類似性があっ

化すると考えている．

た．グルタミン合成酵素と ADP およびグルタミン酸
ア ナ ロ グ と の 複 合 体 の 立 体 構 造 解 析 か ら， 第 1 の
Mn2 は基質であるグルタミン酸と相互作用し，第 2
の Mn2 は ATP と相互作用することが確認されてい
る 9)（Fig. 3c）．このことから，GatB が行うリン酸化
反応もグルタミン合成酵素と同様に 2 つの Mg2（も
しくは Mn2）が必要であり，第 1 の Mg2 は tRNAGln
に結合したグルタミン酸の認識，第 2 の Mg2 は ATP
のリン酸基の固定とリン酸基転移を促進していると考
えられる．
3． アンモニアチャネル

さまざまな基質との複合体の構造解析により，グル
タミン加水分解反応，リン酸化およびアミド基転移反
応を行う 2 つの活性部位を同定した．これらの反応は
互いに同調しているにもかかわらず活性部位は 30 Å も
離れていた．しかし，2 つの活性部位は分子内部の

Fig. 4
The putative ammonia channel was calculated using the program
CAVER15), with the structure of the water-omitted GatCAB/glutamine
complex. The glutaminase and transamidase active sites are separated by 30 Å. However, two active sites are connected by this intermolecular ammonia channel.

チャネルにより連結されていることが明らかになった
（Fig. 4）．このチャネルが，GatA で生成したアンモニ
アを GatB のアミド基転移反応部位に運搬するアンモ
ニアチャネルであると考えられる．現在までに構造解
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GatDE の分子進化を推測すると，
「GatB および GatE
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取り入れたものが GatAB になり，アスパラギナーゼ
を取り入れたものが GatDE になった．その後，複合
体 を 安 定 化 す る た め に GatC が 取 り 込 ま れ， ま た，
GatD の N 末端に挿入ドメインを獲得し，現在の GatCAB および GatDE になった」と考えられる．
5． おわりに

GatCAB の立体構造解析により，グルタミン加水分
解反応，リン酸化反応の詳細が明らかになった．ま
た， わ れ わ れ が 行 っ た GatCAB と tRNAGln の 結 合 実
験 8)， お よ び， そ の 後 行 わ れ た よ り 詳 細 な 結 合 実
験 13)，また，GatDE と tRNAGln との複合体の立体構造
解析

14)

から，Glu-AdT の tRNA

Gln

中村彰良

認識機構も明らかに

なった．しかし，親水性残基で構成されたアンモニア
チャネルのアンモニア輸送機構，複数の反応の同調機
構は完全には解明されていない．これらの残された謎
を解明するためには，GatCAB とリン酸化反応の基質
である Glu-tRNAGln との複合体の立体構造解析が必要
である．この複合体の立体構造解析により，アンモニ
アチャネルの構造変化を観察するとともに，反応の最
終段階であるアミド基転移反応の詳細も明らかにでき
るものと考えている．
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真正細菌アラニンラセマーゼの多量体形成と
活性の関係
大西浩平

高知大学総合研究センター

ている Pseudomonas putida や P. fluorescens ではアラニン

1． はじめに

ラセマーゼ遺伝子は 1 つしか存在せず，1 次構造上は
catabolic 型の dadX に分類される．

タンパク質が多量体，特にホモ多量体を形成して機
能する場合は少なくない．多量体を形成する必要性

複数の細菌のアラニンラセマーゼ（biosynthetic 型と

は，さまざまである．たとえば，シャペロニンのよう

catabolic 型の両方）の立体構造解析から本酵素はホモ

に多量体で構造体を形成する場合，多量体を形成する

ダイマーであることが示されている 3), 4)．また，アラ

ことで酵素の安定性を増す場合，ダイマーで 1 つの活

ニンラセマーゼの反応機構は好熱菌である Geobacillus

性中心を形成する場合などがある．また，多量体でな

stearothermophilus の酵素で詳しく解析されている 5)．そ

ければ酵素活性を示さない酵素や，多量体でも単量体

れによると部位特異的変異と変異酵素の動力学解析，

でも活性を示す酵素もある．このように，タンパク質

反応中間体アナログを結合した酵素の立体構造解析な

の機能と多量体形成の間には密接な関係がある．

どにより，本酵素にはそれぞれ - アラニン，- アラ

アラニンラセマーゼは光学異性体である - アラニ

ニンの 2 位水素の授受を触媒するリシン，チロシンの

ンと - アラニンの変換を触媒する酵素であり，生体

2 つの触媒基が存在することが明らかとなっている．

内ではおもに - アラニンの生合成に用いられてい

すなわち，水素の引き抜きと再結合に特定のリシン

る ．- アラニンは真正細菌の細胞壁には必ず含まれ

（G. stearothermophilus の 39 番目）とチロシン（265 番目）

る構成成分であることから，本酵素はすべての真正細

残基が必要不可欠である．しかも，水素の授受は異な

菌に存在し，また本酵素遺伝子の欠損株は致死とな

るサブユニット上のリシンとチロシンによって行われ

る．大腸菌やサルモネラはアラニンラセマーゼをコー

る．この反応機構は，いずれかのアミノ酸残基を変異

ドする遺伝子を 2 つもち（alr と dadX）
，それぞれ bio-

させたホモダイマーが酵素活性を示さないのに対し，

synthetic 型と catabolic 型として区別されている．前者

それぞれの変異サブユニットが同時に存在するヘテロ

が細胞壁成分の - アラニン合成に用いられるのに対

ダイマーが，サブユニット間の相補によって酵素活性

し，後者は - アラニンが過剰に存在する際に - アラ

を回復することによって強く支持されている 6)．すな

ニンに変え，この - アラニンが - アミノ酸脱水素酵

わち，アラニンラセマーゼはモノマーでは活性がなく

素によってピルビン酸に変換され，エネルギー源とし

ダイマーだけが活性を示すことになる．

1)

て用いられると考えられている 2)．両酵素の 1 次構造

ところが，精製した酵素を用いた分子量解析（おも

の類似性は高くないが，同じ反応を触媒し，また補酵

にゲルろ過クロマトグラフィー）では，モノマーであ

素としてピリドキサール 5'- リン酸（PLP）を要求す

るアラニンラセマーゼの例が多数示されている 1), 7)．

る点で共通している．一方，大腸菌と同じプロテオバ

他の酵素で知られているような，基質を含む移動相の

クテリア綱ガンマ亜綱に属し，ゲノム配列が決定され

条件においてもダイマーの位置に溶出されることはな

Relationship between Dimerization and Enzyme Activity in Bacterial Alanine Racemases
Kouhei OHNISHI
Kochi University
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い 8)．このことは，前に述べた立体構造解析や酵素の
反応機構の結果と相反するものである．そこでわれわ
れは，アラニンラセマーゼの多量体形成と酵素活性の
関係について詳細な検討を行い，アラニンラセマーゼ
は細胞内において動的平衡にあることを見いだした．
さらに，細菌の種によりモノマー／ダイマー間の平衡
の傾きに違いがあり，それは酵素活性の大きさと相関
があることがわかったので，その概要を紹介したい．
2． 細胞内におけるアラニンラセマーゼの動的平衡

従来，アラニンラセマーゼの分子量解析は精製酵素
を用いて行われてきた．われわれは大腸菌のアラニン
ラセマーゼ遺伝子欠損株 MB2795 を用いて，細胞内に
おける酵素の動態解析を試みた．この欠損株は 2 つの
遺伝子 alr，dadX がいずれも欠損しているため，培地
中に - アラニンを加えないと生育できない 9)．また
アラニンラセマーゼ活性は本欠損株ではまったく検出
されない．この MB2795 株に種々の細菌種からクロー
ン化したアラニンラセマーゼ遺伝子（酵素精製のため
C 末端側に His-tag が付加されるよう設計している）

Fig. 1
Gel filtration chromatograms of cell lysates. (a) Cell lysates of E. coli
MB2795 containing pTMdadX2 and (b) pLRdadX2 were loaded on
the HiLoad Superdex 200 column (1.6  60 cm) and fractionated. Alanine racemase activity in each fraction was assayed, and the relative
enzyme activity in each fraction was calculated.

を導入すると，組換え大腸菌は - アラニンを加えな
くても生育できるようになった．すなわち，C 末端側
に His-tag を付加した酵素は活性を保持し，しかもこ
の酵素活性は導入した細菌種の遺伝子に由来すること
になる．

果についての明確な説明はなされていないが，動的平

そこで，まずダイマー酵素であることが示されてい
および近縁の LRB3W1 株の

衡にあるダイマーとモノマー間での解離会合の速度が

dadX 遺伝子を発現ベクターにクローン化し，MB2795

速く，ゲル濾過クロマトグラフィーでは分子量が見か

株に導入した

け上中間的な値を示すと推察している．

る P. fluorescens TM5-2 株

10)

．酵素の発現を誘導した後，細胞抽

11)

出液をそのままゲルろ過クロマトグラフィーに供し

アラニンラセマーゼは細胞内で動的平衡にあること

た．分画後，各画分のアラニンラセマーゼ活性を測定

がわかったため，沈降平衡法によって平衡定数を求め

することで，酵素の存在を確認した．その結果，酵素

た 12)．C 末端に付加した His-tag を利用して Ni-NTA

活性のピークが 2 つ見られ，両菌株の酵素は細胞内で

カラムで精製した酵素を分析用超遠心にかけ，モノ

ダイマーとモノマーの動的平衡の状態で存在している

マーとダイマー間で平衡にあると仮定したグローバル

ことが明らかとなった（Fig. 1a, b）
．同様の結果は，

フィッティングによって見かけの平衡定数を求めた．

組換え株ではなく，それぞれの菌株の細胞抽出液を用

この値から算出したそれぞれの酵素の平衡定数を Ta-

いた場合においても示された．次に，他の細菌種のア

ble 1 に示した．サルモネラの biosynthetic 型の酵素は

ラニンラセマーゼ遺伝子についても同様な解析を行っ

平衡定数が小さく，よりモノマー側に平衡が偏ってい

た．大腸菌，サルモネラ，P. aeruginosa PAO1 株の alr

る こ と が 示 さ れ た． こ れ は ゲ ル ろ 過 ク ロ マ ト グ ラ

遺 伝 子，PAO1 株，P. putida KT2440 株 の dadX 遺 伝 子

フィーの結果とよく一致している．さらに，3 種類の

である．PAO1 株と KT2440 株の catabolic 型のアラニ

biosynthetic 型の酵素について平衡定数と Vmax の関係を

ンラセマーゼはいずれもダイマーとモノマーの存在が

調べたところ，平衡がモノマーに偏っている酵素ほど

確認されたが，3 種類の biosynthetic 型の酵素について

酵素活性が低いことが明らかとなった（Fig. 2）．

は，ダイマーとモノマーの中間的な分子量を示す単一

3． 変異アラニンラセマーゼの分子育種

の活性ピークしか観察されなかった．特にサルモネラ

動的平衡がよりモノマー側に傾いているサルモネラ

の酵素はよりモノマーに近い分子量を示した．この結
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Table 1
Association constant for dimerization of alanine racemase
Kabs

Molecular weight

 (M1cm1)

OD280 at 1mg/ml

Ka (M1)

AlrSt

2.863

39898

41736

1.04

7.1  104

AlrEc

7.299

39975

48428

1.21

2.1  105

AlrPa

52.593

39160

36871

0.94

1.2  106

DadXPa

32.766

39728

39057

0.98

7.7  105

DadXPp

55.589

39589

48974

1.24

1.6  106

DadXPf

19.539

39706

50602

1.27

5.9  105

の biosynthetic 型酵素は活性も低い．この酵素の平衡

ニングの結果 7 クローン得られた．いずれのクローン

をよりダイマー側にシフトすれば，酵素活性は上昇す

も 343 番目のアミノ酸がチロシンからヒスチジンに変

るのだろうか？ 酵素活性の上昇した変異酵素はダイ

異していた．

マーを形成しやすくなっているのだろうか？ この問

この変異クローン Y343H を親として 2 回目の育種

いに答えるために，サルモネラの biosynthetic 型酵素

を行い，同様のスクリーニングを行った結果，12 ク

の分子育種を行った．すなわち error prone PCR によっ

ローンがより低濃度の 1 mM - セリンにおいても生

て alrSt にランダムに変異を導入し，酵素活性が上昇し

育した．このうち特に酵素比活性の高い 9 株は 3 番目

た変異酵素のスクリーニングを行った．

のアラニンがバリンに変わるという 2 カ所目の変異を

詳細は省略するが，本酵素がわずかながらセリンの

有した二重変異クローン A3V Y343H であった．さら

ラセミ化も触媒できることを利用したスクリーニング

に，2 カ所目の変異のみをもつクローン A3V を部位

方法の概要は以下の通りである．セリン要求性の大腸

特異的変異で構築した．3 種類の変異酵素と野生型酵

菌は生育に - セリンを必要とする．この株に高い比

素を精製し酵素活性を調べたところ，いずれの変異酵

活性を示すアラニンラセマーゼを導入すると，- セリ

素も野生型酵素に比べて高い Vmax の値を示したが，
Y343H をもつ変異酵素は Km の値が非常に大きくなり，

ンの代わりに - セリンを加えても，相対的に高く
なったセリンのラセミ化活性によって生育に必要な量

基質に対する親和性が減少していた（Table 2）
．これ

の - セリンが供給され，変異株の生育が可能とな

に対して，A3V 変異酵素の Km 値は野生型酵素と同等

る 13)．野生型の酵素を用いた場合は，5 mM の - セ

で，速度論的には野生型の 10 倍の触媒活性を示した．

リンを添加してもセリン要求性株は生育できなかった

これらのことから，A3V 変異はサルモネラのアラニ

のに対し，同じ条件で生育できる組換え株がスクリー

ンラセマーゼの活性上昇に大きく寄与していることが
明らかとなった．
4． アラニンラセマーゼ活性と会合状態の関係

酵素活性の上昇した変異酵素が得られたことから，
この変異酵素の細胞内における会合状態について調べ
た．野生型酵素，A3V Y343H，A3V 変異酵素をそれぞ
れ MB2795 株で発現し，細胞抽出液をゲルろ過クロマ
トグラフィーに供した（Fig. 3）．野生型酵素は添加す
る酵素量が少ない場合モノマーとしてのみ存在してい
るのに対し，A3V 変異酵素はモノマーに加えてダイ
マーとしても存在していることが明らかとなった．さ
らに添加する酵素量を増やすと A3V 変異酵素はほと

Fig. 2
Association constants for dimerization of biosynthetic alanine racemases. Association constants and Vmax were determined using alanine
racemases in Salmonella (circles), E. coli (triangles), and P. aeruginosa
(squares). Catalytic activities were measured with L-alanine (closed
symbols) and D-alanine (open symbols).

んどがダイマーを形成していた．このことは A3V 変
異酵素が野生型酵素に比べてよりダイマーを形成しや
すくなっていることを示唆している．そこで，精製酵
素を用いた分析用超遠心によってモノマーとダイマー
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Table 2
Kinetic parameters for racemization
L-

→ D-Ala

D-

→ L-Ala

Km (mM)

Vmax (units/mg)

Vmax/Km

Km (mM)

Vmax (units/mg)

Vmax/Km

1.4

12.6

9.0

0.7

6.4

9.1

Y343H

98

132

1.3

29

29

1.0

A3V Y343H

100

612

6.1

32

153

4.7

A3V

0.9

120

129

0.8

87

103

Wild type

の間の平衡定数を求めたところ，A3V 変異酵素の平

ブユニット間のインターフェースに存在していること

衡定数は著しくダイマー側に傾いていた（Fig. 4）
．

が予測され，この残基がバリンに変異することでサブ

サルモネラのアラニンラセマーゼの立体構造は未解

ユニット間の相互作用がより強固になり，ダイマーを

明であるが，G. stearothermophilus 酵素の構造 14) を利用

形成しやすくなっていると推測された．

して分子モデリングを行った．3 番目のアラニンはサ

Fig. 4
Association constants for dimerization of A3V. Association constants
and Vmax were determined using wild type alanine racemase (circles)
and A3V (squares). Catalytic activities were measured with L-alanine
(closed symbols) and D-alanine (open symbols).

Fig. 3
Gel filtration chromatograms of mutant enzymes. 0.05 units (triangles), 1.4 units (squares), and 12 units (circles) of enzymes in (a) cell
lysates of E. coli MB2795 expressing wild type Salmonella Alr, (b)
A3V Y343H, (c) A3V were loaded on the HiLoad Superdex 200 column and fractionated. Each fraction was shown by Ve (elution volume)/Vo (void volume)

Fig. 5
Schematic diagram of A3V reaction. Each circle represents a monomer molecule of alanine racemase. Ala is a substrate, D- or L-alanine.
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シニアの短期海外留学記
―カナダ国立研究協会・生物診断研究所へ―

藤原正子
東北大学大学院医学系研究科分子代謝病態学分野 /
東北大学21世紀COEプログラム医薬開発統括学術分野創生と人材育成拠点

究 協 会（National Research Council Canada, 以 下 NRC）

. 定年と NMR メタボロミクス

の Ian C. P. Smith は生体サンプルの NMR や ESR を用

うかうかと会社勤めをし定年まで 1 年であることに

いた研究の先駆者でたくさんの業績があった 1）．いく

はたと気がついたのは，2006 年の春も終わろうとい

つかを見ているうちに，20 年も前からメタボローム

うころであった．勤務表を調べてみると 4 ヵ月以上の

研究をしているということが，始めたばかりの私には

有給休暇が消化しないまま残っていた．

たまらない魅力に感じられ，すっかりカナダに向かっ

実は 2 年前くらいから私は新しいテーマとして

て気持ちが傾いてしまった．

NMR を用いたメタボロームの研究を始めていてそれ

そのときはもう夏のはじめであった．ウィニペグと

に夢中であった．が，研究は会社ではなかなか思うに

いう地名もはじめて聞いたが，ここの冬の寒さは半端

任せなかったので，この休暇を利用して海外の機関や

ではないと知ったので，寒くならないうちにまとまっ

大学に勉強に行ければなと思うようになった．NMR

た休暇をとるには一刻も早く出発する必要があった．

メタボロミクスに関して世界的に名を馳せているのは

会 社 か ら の 出 張 で 行 け れ ば い い と も 思 っ た し，

英国インペリアル大学の Nicholson のグループだから，

NRC からお金をもらうことも考えたが，なにしろ急

ここにつてを求めて留学しようか，あるいは多変量解

がれたし，現役で留学する最後のチャンスだと思った

析の方法論を学ぶならスウェーデンのウメア大学あた

ので自費で行くことにした．永山先生と私の勤務先社

りに行こうかなどと考えていた．

長の推薦状を Ian Smith に送ったところ，向こうの委

ちょうどそのころ第 20 回国際生化学・分子生物学

員会から客員研究員のポストを与えられたのでさっそ

会（IUBMB）が京都で行われ，この中のワークショッ

くカナダに飛ぶことにした．8 月の末であった．

プで「Metabolic profiling using NMR-based multivariate anal-

. ウィニペグそしてホームステイ

ysis and its clinical application combined with mass spectroscopy」という講演をした．永山国昭先生（岡崎統合バ

そんなだったから，ウィニペグでのステイ先も決め

イオサイエンスセンター）に司会をしていただいたの

ずに，夏の服装で 4 ヵ月先の真冬の支度までを詰め込

で，その話をしたら，「イアンのところに行ってこい」

んであわただしく渡航した．

といわれた．「イアンって何者？」と聞いたら国際生

ウィニペグは北米大陸の真ん中に位置する人口 60 万

物物理学会の会長でカナダウィニペグにある国立研究

ほどの都市である．北側が湖に囲まれた大平原にある

所でメタボローム研究をしているという．そういう名

町で，市内を南から北へ大きく蛇行するレッドリバー

前は初耳であった．あとで検索すると，カナダ国立研

はさざなみのたつ水面をみても，どちらに流れている

A Research Visit to ‘National Research Council Canada’
Masako FUJIWARA
Tohoku University Graduate School of Medicine, Division of Molecular Metabolism and Diabetes /
The Tohoku University 21st Century COE Program, Comprehensive Research and Education for Planning of Drug Development and Clinical Evaluation
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かわからないような緩やかな流れの川である（Fig. ）
．

ら始まったが，何とかやりとりをするうちに問題は英

中心部は近代的なビルも多いが，ビルとビルの間は広

語力というよりコミュニケーション能力と話題だと思

いパーキングだったり，芝生だったりと，町の向こう

うにいたった．この年になると，何かしら共通の経験

に広がるプレーリーを感じさせた．9 月はじめは日の

（失敗談？）があって，話題は必ず探せるし，相手を

入りが夜の 8 時過ぎにもなり，空はきらきらと極地の

理解する力も増しているのでこれが英語の力も伸ばし

雰囲気をかもしだし，ドライな風がポプラをそよがせ

たように思う．

て，遠くまで来たなあという実感がした．

そんなわけでホストファミリーに恵まれて私のカナ

さて，私は足が悪いので歩き回れないし，4 ヵ月と

ダ生活は順調にすべりだした．

いう短期間にできるだけ研究所の連中と議論したり勉

. カナダ NRC 生物診断研究所

強したりしたいと思っていたので，ホームステイなど
ができないものかと思っていた．研究所の人事担当者

永山先生が本誌 47 号に書いておられるように 2)，

に聞いてみたらちょうどうまくホストファミリーが見

多くの日本人がアメリカは知っていてもカナダのこと

つかった．子供のいないご夫婦で，すでに韓国の学生

は あ ま り 知 ら な い． ま し て や ウ ィ ニ ペ グ の こ と も

などに部屋を提供したことのあるお宅だとのことで

NRC のことも知られていない．NRC はカナダ国内に

あった．研究所のあるダウンタウンから車で 15 分，

数ヵ所あり工学から生物農学まで広い範囲をカヴァー

1 戸建てのかわいい家の並ぶ静かな住宅街の一角，公

しているが，ウィニペグにあるのは生物診断研究所

園に面したそのお宅の地下室に 1 部屋をいただいた．

（Institute for Biodiagnostics）で，非侵襲の（痛みを伴わ

学生の世話は慣れている彼らも私のようなシニアは初

ない）医療診断方法を開発するという目的をもつユ

めてであったろうが，わが町の NRC に来た guest re-

ニークな研究所である．11 テスラを始めとする数台

searcher だといっていきなり歓待されてしまった．朝

の MRI が組織，ヒト，動物，脳などの測定に稼動し

晩は彼らと一緒に食事をし，ランチまで作ってもらっ

ていた．さらに市内の病院と連携して MRI を用いて

て研究所に通うことになった．私は毎日の仕事や家事

がんなどの初期診断や予兆を見いだす研究を精力的に

の一切から開放され，まるで学生に戻った気分であっ

行っている．非侵襲というテーマであるから MRI の

た．そして子リスがちょろちょろする夕なずむ庭でご

研究は当然大きな比重を占め，woodchuck というカナ

夫婦とディナーをとるのが，初秋の日課となった．な

ダリスを使った病態モデル実験やヒト脳の f-MRI など

んとすばらしい休暇であったろう（Fig. ）．

実験と方法の開発がさかんに行われていた．すでに乳

そのお宅のご主人は自宅の 2 階を仕事場にマッサー

がんのマンモグラフィに代わる高精度の MRI 診断な

ジセラピストをしていた．私の研究が NMR だという

どが成果をあげている．その他は，超音波画像診断や

と web でいろいろ調べては質問してきた．「magnetic

NIR（近赤外）で火傷の度合いを診断する方法，ある

resonance か ぁ 〜」 と い い， 自 分 の 仕 事 は human res-

いは尿や血清または組織そのものの NMR スペクトル

onance だといって満足そうな顔をした．ご夫婦ともイ

解析など広範囲の研究を行っている．NMR では腎臓

ンテリで知識も豊富だったし，ステイ最後のころには

移植後の予後観察を尿の NMR スペクトルパターンで

少しは文化，政治論めいた議論が彼らとできるように

調べるというプロジェクトがあり 3)，まさにメタボ

なった．私の英語は日常会話もままならないところか

ロームの医療応用が何年も前から行われ，方法論が蓄

Fig. 1
レッドリバーとウィニペグの街．上方にNRC，ホストファミリー宅は
右下方にある．

Fig. 2
ホストファミリーのコンサヴァトリで．
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積されていた．
研究所は MRI や NMR のグループ，IR のグループ
などに分かれていた．研究員は約 100 名，その他マ
ネージメントの部門などで 100 名，総勢 200 名の研究
所である．真ん中にガラス張りの吹き抜けのある明る
い近代的な建物である．着いた当初は室内がえらく寒
かったので冬が来るのを恐れていたが，冬になってみ
るとほかほかと暖房が効いて快適であった．夏はまじ
めに冷房をしていたのだと後になってわかった．内陸
Fig. 3
女性研究者と研究所アトリウムで．

なので夏も暑く冷房が要るのだという．どのビルも家
庭も窓ガラスは 3 重の備えであり，室内は真冬になっ
ても心配していたような寒さはまったくなく安堵し
た．室内から出て車に乗り込むまでの一瞬の極寒

を与えられはしたが，教授からはグループのメンバー

（時には 30°C にもなった）に注意すればいいだけで

に紹介もされないでいた．頼りとする Ian は世界を駆
けめぐっており私が行ったころは研究所にはほとんど

あった．
カナダは移民の国で町の人たちは皮膚も髪の色もさ

いないようだったので，私は不安な思いをしていた．

まざまだが，研究所内も街中のようすに負けずへテロ

それでもお昼にはロシアやリトアニアの女性研究者

である．人種はもちろん老若男女，車椅子の研究者も

たちとランチを広げてのおしゃべりをするうちに，研

いてカジュアルでくつろいだ雰囲気であった．

究 所 内 の セ ミ ナ ー の 情 報 も わ か り，TGIF や ら Pot

私 は BioInformatics の グ ル ー プ に 属 し た が， リ ー

Luck Luncheon など *）所内の楽しい催しがあることも

ダーである 69 歳の Somorjai 教授はハンガリー人だし，

わかり，こういう議論をするには誰がいいかなども教

アメリカ，カナダはもちろんのことロシア，フラン

えてもらうようになった（Fig. ）

ス，イタリア，ドイツ，チリ，ニュージーランド，リ

研究者たちは一部屋ずつもっていてノックしていか

トアニア，ナイジェリア，エチオピア，アルゼンチン

ないと向こうから話をしに来ることはない．こちらも

とまるで人種の標本館のようだった．インド，韓国，

英語力もなく歯がゆかったがなにしろ滞在予定は短期

中国も数人ずついたが日本人は私以外いなかったし，

なのでもたもたしてもいられない．自分の論文とソフ

日本に対する知識もお粗末なものだった．テクノロ

トウェアを入れたノート PC を抱えてこれはと思うと

ジーが進んだ日本には水中都市があると聞いたがと

ころにノックして話しにいくことにした．研究所のイ

か，ゲイシャとサムライはまだいるのかとかいうの

ントラネットに NMR や MRI のグループの顔写真が

だ．新聞を見せたら縦書き文章に目を丸くしていた．

のっているので，これを参考にしてツアーを始めた．
そうしてはみたものの，各人は忙しい仕事をもってお

. BioInformatics のグループ

り，興味を示す研究者もいたがなかなか，データをも
らったりするところまでこぎつけられない．仕方なく

このグループの大半は MRI の画像処理のソフト開
発に携わっていた．グループリーダーの Somorjai 教授

ミッションを a）から b）へ方針転換することにした．

とその下の数人は NMR スペクトルのパターン認識に

イントラネットにある多変量解析ソフトウェア（MAT-

よる病態と健常の区別をする方法論とソフトの開発を

LAB 上で開発した）にアクセス権を設定してもらって

していた．私は

なんとか使い始めた．

a）私たちが開発した NMR スペクトルのパターン

10 月半ばになって，私の勤務先から友人 2 人が研

認識ソフトウェアを用いて，彼らのがんや腫瘍などの

究所に遊びに寄ることになったのをいいことに共同研

病態データを解析する

究者が来るからと，Ian の秘書にアポイントをとりつ
け，セミナーをすることにした．所長の Ian を中心に

b）彼らの開発した方法を学び取りソフトウェアを
使わせてもらう

Somorjai 教授やグループの面々に，私たちの NMR メ

という 2 つをミッションとしていた．

タボロミクス研究の成果を発表した．私たちはたった

ところが，彼らにとっては 4 ヵ月という短期間の休
暇を使って自費で研究所にくるなどとは想定外のお客

*TGIF (Thank God Its Friday): 金曜夕方定例のパーティ
Pot Luck Luncheon: 料理を持ち寄るパーティ

さんだったのだろう．かなり大きな部屋と PC と ID
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の 2 年の経験であり，彼らの 20 年とは比べ物になら
ない．それでもプレゼンしたお茶 200 種類

を 2 つのソフトウェアにまとめている．

や腎臓

1 つは GA（遺伝的アルゴリズム）を用いた最適領

病モデルラットの尿や先天代謝異常の赤ちゃん尿など

域選択ともいうべきアルゴリズム 6) で，いってみれ

の NMR 測定と統計解析結果は，彼らの刺激になった

ばマーカー候補を効率よく導出するためのプログラ

ようだった．さっそく翌朝 Somorjai 教授が Masako の

ムである．インストールしてもらったが，ユニック

ソフトウェアで解析して欲しいとデータをもって来

スのコマンドを打ち込んで使うもので，グラフィッ

た．これが具体的な研究交流の第一歩となった．Ian

クユーザーインターフェイスもなければチュートリ

やグループの人たちに自分の話を聞いてもらえたこと

アルもない．オペレーションを理解するには，イン

も含めて，やっと私は NRC に来てミッションが果た

プットデータを変えアウトプットを調べ，それをプ

せるなとほっとした．

ログラマーの部屋にもって行きと，なかなか大変

4)

このあともいくつか彼らの病態データ（がんと健

だった．それでも何とかようすがわかって，私たち

常）を解析させてもらったが，どれも彼らの方法と十

が測定した高血圧モデルラット尿の NMR スペクトル

分比肩しうる結果を得た．データによっては私たちの

データ 7) を用いて計算してみると，私たちの方法と

用いる PCA（主成分分析）や SIMCA（部分空間法）

同じようなマーカー変数を選出してくることがわ

の組み合わせが全体のサンプル分布のサーヴェイを与

かった．

5)

え，見通しがよい表現となることもあることがわか

もう 1 つは特徴選択した結果のサンプルの分布を

り，私たちの研究成果が世界に通用しうる技術になっ

可視化するソフトウェア 8) でこれは当然のことなが

ていることを実感した．

らグラフィックユーザーインターフェイスが備わっ
ている．web で公開されていて誰でも使うことができ

. パターン認識方法論とソフトウェア

る（http://www.scopira.org/）．これもやはり 2 種のクラ

彼らの焦点は 2 つのグループ（病気と健常）のクラ

スの分離を最も際立たせる 2 個のサンプルを選び，

ス分けであり，できるだけクラス分離のよい特徴選択

変数空間で 2 個のサンプルを結んだ直線上に他のサ

と結果の表示法にある．私たちが使っている PCA や

ンプルを射影するという方法である．データの性質

SIMCA は正規分布を仮定する統計学にのっとった方

によってよく特徴を現す距離尺度を選択できるよう

法であり，一方，彼らの方法は正規分布を仮定しない

になっているなど，実際的なものである．

non-parametric な方法である．これは統計的にはモデ

そして最終的な議論の結果，Somorjai 教授から彼ら

ルの作れない少ないサンプルでも利用可能な方法であ

のソフトウェア 2 つの未公開最新版を無償で提供さ

る．彼らが長年の医療メタボロミクスの貴重な経験か

れ，私たちの方法との比較論文を書くように依頼され

ら導き出した実用的なやり方であろう．医療や診断の

た．彼らの方法は少なくとも日本では全く紹介されて

現場では数十，数百のサンプルが揃うことはきわめて

いないもので，その意味では来た甲斐もあったという

まれで，ときには数個のサンプルで議論しないといけ

ものである．

ないこともある．こういうときに多変量解析をどう使

ソフトウェアだけでなく NRC で見聞したメタボロ

うか，彼らは長い間試行錯誤してきて，開発したもの

ミクスの実際は今後，医療サンプルなどの解析にはす
べて参考になると思われる．何より，これからも彼ら
とフランクに議論できる関係になれたのはいちばんの
お土産かなと思った．
そうこうするうちに雪が降って 10°C だ，20°C だ
と毎日寒くなってエスキモーのような冬支度で通うよ
うになった．あっという間に 12 月も末，極寒のホワ
イトクリスマスが楽しかったことはいうまでもない．
ホストファミリーがチャーチミサやライトツァーなど
盛りだくさんの催しで短いステイの最後を飾ってくれ
たし，女友達のアパートにも招かれて民族料理を振舞
われ名残を惜しんだ．

Fig. 4
左から会社からの友人，
Somorjai教授，
筆者，
Roxanne副所長，
Ian所長．
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それにもかかわらず恐れることはないとも思う．わ

. 女性として研究者として

かったことは，こちらがテーマをもって切り込んで

さて私自身のことをいえば，子育ても家庭の事情

いけばブロークンでも通じるということであった．

もあって研究活動には長いブランクがあり，一時は

英語ができるに越したことはないが，彼らだって日

完全にあきらめていたこともあった．子供が自立し

本語ができるわけではないので，恥じる必要はない．

た今になって異国の研究所に来ておしゃべりをして

大事なのはこちらのもつコンセプトやアイディアで

みると，事情の相違はあるものの，家庭や親の介護

あって，意思をはっきり伝えたいと思うことである．

はカナダやアメリカでも共通の女のテーマであった

おそらく若いときには気がつかなかっただろうこと

ことに驚いた．

も，自分の経験に照らして感じることが多かったし，

パターン認識を専門とする女性研究者はリトアニア

そのことが短い期間であっても彼らといろいろな交流

の大学の助教授を辞めて NRC に来ていたが，10 月末

ができたことにつながったのだと思う．

に父親が倒れたと知らせを受けて急遽帰国した．ラン

定年といっても，引退したくない人にはその先も長

チタイムに彼女を欠いた仲良し女性たちは毎日やきも

い時代である．新しいテーマに食いついたとしても第

きしていた．3 週間たってようやく落ち着いたからと

2 の人生であれば，余裕をもって純粋に楽しめるよう

戻ってきたときは大分疲れたようすだったが，それで

な気がする．過去の経験はパターン認識として脳に埋

も連れて来た次男の学校の用意に奔走していた．しば

め込まれ 9），新しい事態に遭遇しても対処する術がす

らくすると笑顔になり，家族の世話も研究もするんだ

るすると出てくるのではとなかろうか．

から女のほうが強いわよといっていた．

私の場合，幸運にも定年以降，国立大学医学部で

その後，私が帰国してからまだ 3 ヵ月にもならない

NMR メタボローム研究を続けられることになった．

のに，彼女はファーストネームでの新論文 2 報を私に

研究にもまた若い人たちの育成にも，カナダでの経験

メールしてきている．そして生体サンプルの模擬実験

を生かして存分に楽しめればいいと思っている．

をしようと私にもちかけて，こちらが模擬混合物を
作って NMR 測定し，彼女が主になって新しい理論を
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ではないかしら．もちろん若いときに 1 度留学してい
たら英語も自由であったろう．実際，思うことが伝
えられないで悔しい思いをすることは多かった．が，
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2．平成 18 年度東北支部研究発表会
東北支部では総会の日に合わせて研究発表会を開催
しています．数年前から，若手研究者を奨励し，研究
活動のさらなる活性化を促すため，特に優れた発表を
行った学生の表彰を行っています．また，第一線で活

支 部 だより

躍中の研究者を招き，特別講演をしていただいていま
す．昨年 6 月 10 日に仙台国際センターで開催された

東北支部からのたより

研究発表会には，約 60 名が参加しました．昨年の研
究発表会のプログラムを以下に掲載します．
平成 18 年度日本生物物理学会研究発表会
［一般講演］
プリオンタンパク質神経毒性セグメントの二次構造に対する脂質
膜表面負電荷の影響
依田真由美，高久直幸，広瀬敬伯，三浦隆史，竹内英夫（東北
大院・薬）
水銀イオンを介した T-T 塩基対の溶液構造解析
織田修司 1，山口浩 1，工藤恵 1，根東義則 1，児嶋長次郎 2，小
野晶 3，田中好幸 1（1 東北大院・薬，2 奈良先端・バイオ，3 神
奈川大・工）
ヘムを含む酸素センサーヒスチジンキナーゼ FixL の制御機構
田中敦成 1，藤井浩 2，城宜嗣 3，中村寛夫 3,4（1 東北大・多元研，
2
岡崎統合バイオ，3 理研・播磨，4 横浜市大院・国際総合理学）
ミオシンをコートした基板上で滑り運動するアクト S1 キメラフィ
ラメントの蛍光スポット解析
名生達哉，宮崎崇，和沢鉄一，鈴木誠（東北大院・工）
人工 DMPC 積層膜形成におけるステアリン酸膜およびレチノイン
酸膜の効果の比較
槙野行修 1，辻内裕 2（1 秋田大・工学資源・材料工学専攻，2 秋
田大・工学資源・材料工学科）
-Lactoglobulin の結晶成長相図とそれによる大型結晶育成と結晶
評価
八木大地 1，大西裕季 2，田中伊知朗 3，新村信雄 1（1 茨城大院・
理工，2 化研 K.K.，3 茨城大・工）

私は，東北に来て 5 年，生物物理学会に入会して
まだ 2 年という新参者なので，今回は 4 人の先生方
に東北支部の活動を紹介して頂きました．
東北地区・生物物理編集地区委員
1．東北支部の歴史・過去の活動
古い時代の資料が残っておりませんので，手元にあ
る東北支部の会員名簿と私が大学院生の頃の記憶に基
づいてまとめます．
1970 年頃には，すでにおもに東北大学の研究所，
理学部，および医学部の先生方を中心に年に 1 回の
支部研究発表会が仙台で行われ，生物物理の研究者間
での活発な交流がありました．年に 1 回の支部研究
発表会は，その後今日に至るまで 35 年以上継続して
開催されてきました．支部研究発表会はほとんど仙台

［招待講演］
中性子構造生物学：生体物質の水素原子と水分子の役割
新村信雄（茨城大院・理工）
ヘムオキシゲナーゼの構造と機能
齋藤正男（東北大・多元研）
1 分子生命科学を医療に活かす
樋口秀男（東北大・先進医工学）

で開催されますが，発表者は，青森県，岩手県，秋田
県，山形県，福島県のさまざまな大学・研究機関から
参加しています．最近は，口頭発表できる学会が少な
くなってきたために，この研究発表会は，特に大学院
生にとって口頭発表をするよい機会になっておりま
す．支部研究発表会では，他の支部から先生をお招き

生物物理はたいへん裾野の広い学問のため，生物物

して講演会を共催することもあります．

理学に携わる研究者の所属部局も実にさまざまです．

若手のための夏期セミナーも 1970 年代に鳴子温泉

たとえば，東北大学だけでも生物物理学会の会員は理

の近くの東北大学セミナーハウスで開催しました．そ

科系のほぼすべての研究科および研究所に分散してお

の後，東北大学理学部に生物物理の研究室が創立され

り，同じ大学に所属していても互いに顔を合わせる機

ました．新しい生物物理の研究室の先生方は，他部局

会は多くないので，年に 1 回とはいえ定期的に地域

の先生方の協力も得て，特に，理工系学部の 1，2 年

の研究者が討論や情報交換をする場があることは大変

生や高校生を対象に，生物物理という研究分野に興味

意義深いことであり，今後も発展的にこの会が続けら

を抱かせるよう，熱心な啓蒙活動をされていました．

れることを願います．

（東北大学

清水

透）

（東北大学



三浦隆史）
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それらが原子記号であることに気がつかなかったこと
を覚えています．その環境下で私は，人工選択系を用
いて無機材料表面へ特異的に結合するペプチドやタン
パク質を作り出す研究を始めました．
現在は，バルク材料の表面を，生体分子であるペプ
チドやタンパク質がどのような認識システムを用いて
識別しているのかを明らかにするのに夢中です．
今後は，さらに有機材料にも手を伸ばし，生物物理
学的視点をもって有機・無機・バイオ分子を用いた学
際的な取り組みを，学術・産業の接点をめざしながら
研究していきたいと思っております．
（東北大学
平成18年度生物物理東北支部研究発表会のようす

4．新しい研究室

〜石島研究室〜

梅津光央）

紹介

2006 年 4 月より名古屋大学から東北大学へ移りま
した．東京で生まれ育ち，大阪・名古屋で研究を行

3．若手の活動

い，そして仙台と日本各地を渡り歩くこととなりまし

生物物理学会は，私が東北大学博士課程在学時に，

た．

いちばんはじめに入会した学会で，入会してからもう
10 年以上経ったことになります．今回は，恥ずかし

初めて研究室を立ち上げるということで，期待あり

ながら，私のこれまでの活動を以下に紹介させていた

不安ありの船出でした．所属は多元物質科学研究所で

だきます．

す．今までの装置，研究道具，さらには個人の引越も

博士課程在学当時には，磁場下での円偏光二色性変

あり，1，2，3 月は大わらわでした．なんとか無事納

化よりクロロフィル分子の配位構造や会合構造を評価

入されたのですが，研究室は段ボールの山となりまし

する手法を提案し，初めて本学会誌で解説を書かせて

た．新しく助手として赴任した井上君と，水回り，顕

いただきました．

微鏡などすべてを一から構築していくことになりまし
た．生化学の体制も整い，さらに顕微鏡システムも 2

大学を卒業した後は，ポスドクを経て，熊谷泉教授
（東北大学）にお世話になり，初めて，
「モノを作る」

台稼働し，なんとか研究ができるようになってきまし

ことを経験させていただき，「モノ作り」と「測定」

た．場所は，片平キャンパス，建物は昨年 2 月に完

は車の両輪であることを実感しました．そこではおも

成したばかりの新社屋です．大阪大学基礎工学部時

に，溶媒環境の違いによる抗体分子のフォールディン

代，名古屋大学工学部時代の年代物の建物しか経験の

グ中間体を解析し，高効率に抗体分子が巻き戻る際の

ない私にとっては，ぴかぴかの建物でした．片平キャ

フォールディングパスを提案し，これも本学会誌の解

ンパスは，駅から徒歩 20 分と近く，周辺には食事を

説として紹介させていただくことができました．この

するところも多数存在し，さらにどのお店も魚がおい

研究は，大腸菌発現で形成される凝集タンパク質から

しくリーズナブルという，今までにない恵まれた環境

の高効率な抗体分子の調製技術として利用できるた

です．今年の冬はとても暖かく，ちょっと拍子抜けす

め，化学工学会から奨励賞を頂きました．これは，

る感じでした．昨年 9 月より福岡君も助手として参

「生物物理学で蓄積された研究の成果が，タンパク質

加し，徐々に研究室らしくなってきました．まだまだ

を生産している『現場』の需要として求められている

ひよこ状態の研究室ですが，あまり焦らずに，徐々に

ということである」と思っています．

フル稼働していけたらな，と思っています．
（東北大学

その後，無機材料の研究室でバイオ研究を行う機会

石島秋彦）

※編集地区委員注

ができました．耳慣れない Eu（ユウロピウム），Gd

上述の「助手」は 4 月から「助教」になりました．

（ガドリニウム），Y（イットリウム）などが飛び交い，
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ンを繰り広げていくセッションです．夕食後にビール
を飲みながらラフなスタイルで行いますので，お気軽
にご参加いただけたらと考えております．
大会 2 日目には，例年同様にメインシンポジウム

若

手

の

も予定しています．今回は「What is life?：生命は積み

声

木細工を超えられるか」をテーマとしました．複雑怪
奇な生命現象をいかに物理学で記述するか，そこに未

「第 47 回夏の学校」のお知らせ

知なる物理法則は存在するのか，など生物物理の原点
ともいえる問題についてあらためて議論していく予定
です．
本大会の詳細はホームページに掲載しておりますの
で，ご参照下さい．

「第 47 回夏の学校」in 京都
初めまして．生物若手の会，京都支部代表の貞包浩
一朗と申します．梅雨前線の動きが注目される今日こ
の頃，皆様いかがお過ごしでしょうか？

さてこの

生物物理若手の会との出会い

度，私を校長として「第 47 回夏の学校」を開催する

私がはじめて生物物理若手の会を知ったのは学部

ことになりましたので，この場を借りてお知らせ致し

3 年生の夏でした．たまたま見つけた夏の学校を紹介

ます．
夏の学校は生物，化学，物理の学際領域に興味を
もった学生・研究者が集まり，幅広く交流することを
目的とした合宿形式のシンポジウムです．毎年 100
名前後の参加者が集まり，熱い議論を交わしておりま
す（Fig. 1, 2）
．
第 47 回となる今年の夏の学校は，下記の日時・場
所にて開催することになりました．
【日時】
2007 年 8 月 20 日（月）10:30 開始
2007 年 8 月 22 日（水）17:00 終了
【場所】
京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町 411

コー

Fig. 1 夏の学校2006での集合写真

プイン京都
Fig. 3 に示したように，会場は京都駅から比較的近
く交通の便がよいのが魅力です．
次に，イベントの中身を一部紹介します．本大会で
は新しく「勉強会」「イブニングセッション」という
時間を設けました．「勉強会」では数名の先生をお招
きし，初学者向けの講義をしていただきます．これ
は，多岐に渡る生物物理のさまざまな分野の研究テー
マを基礎から勉強し，分野外の方々にも研究の視野を
広げていただく，という狙いがあります．「イブニン
グセッション」は，若手研究者の中から希望者を募
り，彼らが現在取り組んでいる研究の話をしてもら

Fig. 2

い，リラックスした雰囲気の中自由なディスカッショ


活発に議論を交わす参加者たち
（3日目，
懇親会にて）
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流に積極的です．夏の学校に興味のある学部生の皆様
も臆せずにどんどん参加してください．私たち若手の
会は元気のある皆様をお待ちしております．
夏の学校を開催するにあたって
夏の学校は日頃の研究生活では知り合うことのない
人とも交流の和を広げることができるとてもいい場だ
と感じています．また，毎年夏の学校の校長が変わ
り，その校長ごとのオリジナリティが反映され，開催
内容にもいろいろな試行錯誤が加わり進化し続けてい
ることも魅力の 1 つだと思います．2007 年度夏の学
校では，せっかく各地からすばらしい研究をなさって
いる講師の先生方をおよびし，貴重な講演の場を提供
していただくのですから，興味ある講演を選んで参加
するのではなく，およびした先生のお話はすべて聞い
てほしいという願いから分科会をなくし，常に全員参
加の「勉強会」というものを設けました．この会は名

Fig. 3 会場位置の概略

前が示すように，分野外の方々にも聞きやすい講演に
するため，講演の半分は初学者向けの講義にし，勉強
するホームページには，第 43 回夏の学校が京都で開

の要素を重視することを目指しています．もちろんそ

催されるという内容が紹介されていました．詳細を読

の分野に詳しい方も楽しめるように，後半は先端研究

み進めていくうちに，「分野を問わず生命に興味のあ

のお話をしていただきます．

る人なら誰でも参加可能で，しかも学生が主体となっ

私は夏の学校 2007 を開催するにあたって，
「多種

て運営している」という内容にとても感動したのを覚

多様のバックグラウンドをもった若手のみなさんと少

えています．そのときは，学部の友達も誘ってぜひ参

しでも多く知り合い交流したい，またお互いに交流し

加したいと考えたものですが，プログラムに「自分の

てほしい」という思いで校長を務めております．これ

研究内容の紹介」という項目があり，まだ研究室にも

からは各分野の融合研究も大事になってくると考えて

配属されていない私には無理だと考え参加を諦めてし

います．1 つの分野を徹底的に掘り下げることももち

まいました．今振り返ると，なんてもったいないこと

ろん大切ですが，自分の研究もしっかりと進めつつ，

をしたのだろうと反省するばかりです．夏の学校に

排他的にならず若いうちから積極的に視野を広げ，広

は，数少ないですが，学部生も参加しています．毎年

い交流関係を作り，互いの分野の得意な部分不得意な

集まったメンバーがお互いの自己紹介をする手段とし

部分を正しく理解しておくことで新しい研究分野を切

て現在の研究内容を発表しておりましたが，
「生命に

り開いていくことができると，まだ研究の初心者なが

興味がある，分野の垣根を越えた研究がしたい」そん

らに確信しております．今年も京都で熱い議論の夜が

な思いをもっているだけで夏の学校への参加意義は十

過ごせることを楽しみにしております．

分なのです．「今はまだ研究を行っておりませんが，

最後に，活動資金面で力の弱い若手の会に毎年暖か

こんなことに興味をもっていて，現在進められている

く援助の手を差し伸べてくださる生物物理学会や企業

研究にはどんなものがあるのか知りたくて参加しまし

のみなさまに感謝の意を表し，締めくくりたいと思い

た！」と自己紹介すれば，きっと先輩方がいろいろな

ます．

話をしてくださり，貴方の興味があることを研究する

それでは京都でお会い致しましょう．

にはどのようなアプローチがあるのか，など親切な助
言が得られることでしょう．若手の会スタッフも皆

貞包浩一朗
sadakane@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp

京都大学大学院理学研究科吉川研究室博士 1 年

オープンで自分の研究の枠組みに捉われず，異分野交
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Later D. M. Bose, a nephew of J. C. Bose, succeeded
him as Director of this prestigious Institute. D. M. Bose
was an eminent scientist committed to the growth of
biophysical research in India. By this time, another active

シリーズ

research group of biophysicists was born at Saha Insti-
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tute of Nuclear Physics (SINP), Kolkata under the leadership of N. N. Dasgupta, who fabricated the first electron

Biophysical Research in India: A Historical and Academic
Progress of Indian Biophysical Society

microscope in India. N. N. Dasgupta also played a key
role in introducing biophysics as a part of physics teaching at the University of Calcutta. Later, under the leadership of his student R. K. Poddar, a separate Department of Biophysics and Molecular Biology was
established.
Parallel to these developments in East part of India,

2 つの生物物理学関係の国際会議の紹介の後は，アジア諸国
の生物物理学会の紹介を企画した．アジア各国の生物物理学
の歴史や現在の活動状況を知り，お互いの理解を深めたい．
本シリーズ自体が，2006 年の EABS & BSJ 2006（沖縄）開催
時の重要事項，アジア生物物理学連合（ABA: Asian Biophysics
Association）の発足を記念するものであるが，さらに三極化
（北米，ヨーロッパ，アジア―オセアニア）に向かう世界の
生物物理学の現況について，相互理解を会員の皆さんと共有
したい（永山）
．

Dr. A. R. Gopal-Ayengar at Bhabha Atomic Research
Center (BARC, formerly called Atomic Energy Establishment), Department of Atomic Energy, Mumbai initiated
and actively pursued biophysical studies with radioactive
isotopes and ionizing radiations in biological systems.
The research contributions of Dr. Ayengar and his colleagues at BARC were well recognized internationally
and, as mark of recognition to his contributions, he rose
to become the Vice President of International Union of

1. The Birth and Early Days of the Indian Biophysical

Pure and Applied Biophysics (IUPAB). It is heartening

Society

that both basic and applied research activities at BARC

Prof. Jagadish Chandra Bose was the first Indian

on ionizing radiation effects in biological and biophysi-

physicist, who attempted to understand biological phe-

cal topics and also in radioisotope technology continued

nomenon. From his experiments, he made original and

to play leadership role meeting the technological prog-

pioneering contributions in wireless technology by gen-

ress of nuclear technology in India. The research facili-

erating electromagnetic waves responsible for radio

ties established and research contributions made from

communication. Later, he was keenly attracted by the

BARC, over the years, by researchers in nuclear science

mystery of the living world and carried out comparative

and cancer biology are well known internationally.

biophysical investigation on plant and animal tissues by

Likewise, at the University of Madras, a laboratory

measuring their responses to external stimuli from sensi-

for x-ray crystallographic study of biomolecular struc-

tive physical instruments designed and assembled by

tures was started and developed by Prof. G. N.

him. He demonstrated that the external stimuli generate

Ramachandran, who made pioneering contributions in

electric action potentials in plants, which were quite

this field of research. Under his leadership, the triple he-

similar to those occurring in the nerve cells of animals.

lical structure of collagen was worked out and the so

These findings in the beginning of the last century were

called Ramachandran plot was found to be very useful

remarkable when many aspects of biological complexi-

in the prediction of protein secondary structures. Prof.

ties were unknown including the question of molecular

Ramachandran later moved to Indian Institute of Sci-

basis of life. This laid a solid background for biophysical

ence (IISc), Bangalore and established world class re-

research in India. Prof. Bose lived in Kolkata (formerly

search facility and produced well known research scien-

called Calcutta) and was the Founder-Director of reput-

tists. V. Sasisekharan was one of the active members of

ed Bose Institute, which continued to flourish as a cen-

his group, who later made significant contributions to

tre for multidisciplinary research under his leadership.

the understanding of the DNA structure. These early re
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search activities motivated and inspired biophysical re-

this way, although the IBS was born in Kolkata under

searchers and there were considerable developments in

the initiative of a small number of local scientists, it has

biophysical research at many other places in India.

fast gained a true national character. However, the So-

In the background of these developments, the Indian

ciety witnessed a temporary slow growth but it re-

Biophysical Society (IBS) was formed in 1965 and was

gained its accelerated growth from 1989 as a result of

registered under Act XXVI of 1961. The Memorandum

active role played by the prominent members like

of Association thus drawn recorded that the headquar-

Girjesh Govil (TIFR), B. B. Singh (BARC), M. Vijayan (IISc.)

ter of the society shall be in Calcutta.

and others. The IBS-1990 was hosted by S. N. Chatterjee
at SINP, Kolkata, where the Society was originated.

2. Decades of Growth of Biophysical Research in India
3. Present Era of Progress and Activities

At present, the Society has expanded considerably as
there are about 800 Life Members from all parts of the

During the last two decades, there was a boom in

country. This reflects manifold increase of biophysics re-

biophysics research in India. Protein Crystallography,

search interests in India over the last few decades.

which was originally developed at the University of

These interests were diversified to include molecular bi-

Madras and at IISc, Bangalore, has spread its network

ology, biotechnology and bioinformatics. The interdisci-

from the southern part of India to BARC (Mumbai), SINP

plinary nature of the Society attracted scientists from

(Kolkata), AIIMS and NII (New Delhi). At each of these

other related areas as well. In addition to x-ray crystal-

places, there are very active groups of biophysicists

lography led by Prof. M. Vijayan at IISc, Bangalore, the

working on problems of current interest. M. Vijayan,

NMR spectroscopy entered in a big way in structural bi-

who led the Molecular Biophysics Unit (MBU) at IISc,

ology research. The National NMR facility at Tata Insti-

Bangalore, has always been a source of inspiration to

tute of Fundamental research (TIFR), Mumbai under the

the younger protein crystallographers in India. Following

leadership of Prof. G. Govil became a driving force in

the success of NMR applications in structural biology,

contemporary biophysics research.

the new NMR facility in TIFR under the leadership of G.

The IBS maintains a website at www.tifr.res.in/~ibs

Govil was followed by the medical NMR and MRI facility

with a view to communicate and share information on

at AIIMS, New Delhi, headed by N. R. Jagannathan. De-

academic and research activites. Detailed information

velopments in computational biology, molecular model-

regarding the Executive Committee (EC), Life Member-

ing, and bioinformatics took place at IISc, Bangalore,

ship, upcoming Symposia, and other academic pro-

and later at SINP, Kolkata, CCMB, Hyderabad and the

grams of the Society are regularly updated. The present

University of Pune. There are several other Institutions

EC is for 2005-2007 and office bearers consist of Prof.

who are also pursuing biophysics research significantly.

K. P. Mishra (BARC, Mumbai), President, Prof. B. J. Rao

A lot of time is also devoted in these IBS Symposia to

(TIFR, Mumbai), Secretary and Prof. B. P. Chatterjee,

suggest ways to improve biophysics teaching in India.

Treasurer (IACS, Kolkata).

Guidelines for an ideal biophysics syllabus have also

The Indian Biophysical Society holds Annual National

been prepared for the purpose. Since 1989, when the

Symposium in collaboration with different host Institu-

Society was revived, the IBS Symposia were hosted by

tions in the country. After the Society was formed, the

various institutions.

first three annual symposia were hosted by N. N. Saha

The IBS has been giving cash awards with certificates

at SINP, Kolkata. A number of important research pa-

for best five poster presentations in the National Sym-

pers were presented in these symposia. The next two

posium every year. These awards are called D. M. Bose

symposia, IBS-1969 and IBS-1970, were hosted by D. P.

Award, N. N. Dasgupta Award, N. N. Saha Award, A. R.

Burma at BHU, Varanasi and by K. S. Korgaonkar at

Gopala Ayengar Award, and K. S. Korgaonkar Award.

TMC, Mumbai respectively. In the next decade, these

All these awards are of equal value. A new award

symposia were hosted by different Institutions of the

named after Late Dr. Ratna Phadke to honor her is re-

country, including Panjab University in Chandigarh,

served for the best oral presentation.
Girjesh Govil and M. Vijayan have been instrumental

where a separate Department of Biophysics exists. In
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in establishing a cordial relation between the IBS, the

tinuation with IBS-2002 in January, 2002 at the Univer-

Indian National Science Academy (INSA) and the Inter-

sity of Madras, where GNR started his pioneering work.

national Union of Pure & Applied Physics (IUPAB). The

An Award has been instituted in the honor of Prof.

President, IBS is a Member of the INSA National Com-

G. N. Ramachandran under the framework of INSA in

mittee for IUPAB, which helps the process of continuing

IUPAB and process of selection is going on for a worthy

cooperation between these three important bodies. As

scientist to deliver the 1st Memorial Lecture in Interna-

a result of this, the XIII International Biophysics Congress

tional Biophysics Congress being organized at Long

was held in New Delhi in September, 1999. The Con-

Beach, USA in Feb., 2008.

gress was organized jointly by INSA, IBS, and IUPAB.

Many senior biophysicists of IBS have been invited to

This was followed by three satellite symposia in

serve on the Task Forces of IUPAB, namely, Task Force

Mumbai, Kolkata and Hyderabad. Proceedings of the

on Bio-informatics (Prof. M. Vijayan), Capacity Builfding

Kolkata satellite symposium on Structural Biology and

in Biophysics Education (Dr. N. R. Jagannathan), Bio-

Molecular Recognition, containing full length papers,

medical Spectroscopy (Prof. G. Govil), NMR in Biological

were later published in the February & April 2001 issue

Systems (Prof. G. Govil). Working in these Task Forces,

of the Indian Journal of Biochemistry and Biophysics

our colleagues have made significant contributions in

(IJBB).

the formulation and steering of Task Force pro-

Girjesh Govil was also instrumental in establishing a

grammes. We take pride that Prof. Govil served as Vice

platform for cooperation between the scientists belong-

President, Prof. Vijayan as Council Member and Prof. T.

ing to different countries in the Asian region. As an ini-

P.Singh is currently serving on the Council of IUPAB.

tial step, it was decided that the President, IBS or his

（インド生物物理学会長（2005/3–2007/3）

nominee would be funded by the Society for attending

K. P. Mishra）

the East Asian Biophysics Symposium (EABS), which is
held once every three years in Taiwan, Japan, Korea or

【邦訳】

China. This practice was followed in EABS-2003 held in

インドにおける生物物理学：

Taipei, Taiwan and EABS-2006 held in Okinawa,Japan.

インド生物物理学会の歴史と学術的発展

In EABS-2003, Rabi Majumdar (President, IBS) and
Girjesh Govil gave invited talks and attended the Steer-

1．誕生と初期活動

ing Committee meeting. In EABS-2006, K. P. Mishra

J. C. Bose（1858–1937）が，生物現象に興味をもっ

(President, IBS, 2005-2007) and Girjesh Govil attended

た最初のインド人物理学者である．彼は，ラジオ波通

the same. K. P. Mishra was also invited to give a Plenary

信を含む電磁波技術に真献したが，一方でこうした外

Lecture and several younger scientists from India gave

場の動植物組織に与える影響にも興味をもち実験を

invited talks. After long deliberations in the Steering

行った．実際植物への電磁波応答に神経細胞のような

Committee, it was finally decided in 2006 that a new

電気的反応があることを見いだしている．20 世紀初

society called Asian Biophysics Association (ABA) will be

期のこの研究がインド生物物理学研究の発祥といって

formed to include all eligible Asian countries rather than

よい．Bose はカルカッタにボーズ研究所を作ったが，

the East Asian countries alone. Indian biophysicists will

甥の D. M. Bose がその後を継ぎ，生物物理学を継承

henceforth be able to participate or organize the ABA

した．カルカッタには，インドで最初に電子顕微鏡を

symposia in their own rights. This decision will provide

作った N. N. Dasgupta に率いられる Saha 核物理研究

greater scope for cooperation between scientists in the

所もあり，また彼の影響でカルカッタ大学に生物物理

Asian region.

学・分子生物学科が設立されている．

It is most appropriate to mention that another impor-

東インドの発展と並行し，西のムンバイ（ボンベ

tant achievement of the IBS was to begin a series of

イ）の Bhabha 原子核研究所においても，放射線を用

prestigious G. N. Ramachandran (GNR) Memorial Lec-

いた生物物理学が勃興した．A. R. Gopal-Ayengar に率

tures shortly after GNR passed away. These lectures are

いられ，放射線生物学で国際的な研究成果を出してい

held once a year in continuation with the IBS Sympo-

る．彼は，IUPAB（国際生物物理学連合）の副会長を

sium. The first GNR Memorial Lecture was held in con-

務めたが，Bhabha 原研をインド原子核研究技術の中
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心地に育て上げ，現在では，核医学を含む国際的セン

が高分解能 NMR を展開し，全インド医科学研で N. R.

ターの 1 つとなっている．

Jagannathan（次期インド生物物理学会長）が MRI を

G. N. Ramachandran に率いられ，マドラス大学で

展開している．計算生物学，バイオインフォマティク

は X 線結晶学が立上がった．彼の指導のもとコラー

ス研究は，バンガロール，カルカッタ，ハイダラバー

ゲンの 3 重鎖構造が明らかにされた．また現在 2 次

ド，プネなどの各地で行われている．

構造予測で広く使われている Ramachandran プロット

また，特筆すべきものとして，IBS の指導のもとに

は，彼の考案である．彼は後にバンガロールのインド

行われた生物物理学教育の革新があり，教育ガイドラ

科学研究所（IISc）に移り，世界的研究グループを作っ

インが設定された．1989 年の再生以来 IBS 年会は，

た．V. Sasisekharan は彼の弟子の 1 人で DNA 構造に

まさに全国展開を行っている（地名省略）．

貢献した．

IBS は，年会ごとに賞金つきの賞を出している．5

こうした研究を背景に，インド生物物理学会は，

つのポスター賞（名称略）の他，女性生物物理学者 R.

1965 年カルカッタにおいて設立された．以後，内規

Phadke を記念した 1 つのオーラル賞がある．

により事務局はカルカッタにおかれ，現在 Saha 核物

IBS は，インド学術会議（INSA）を通して IUPAB と

理研に常設されている．

つながっている．IBS 会長は INSA の IUPAB 分科会メ
ンバーでもあり，INSA と IUPAB の世話役でもある．
こうした関係の結果として 1999 年，第 13 回 IUPAB

2．展開期
現在インド生物物理学会（IBS）は，800 人のメン

Congress（国際生物物理学会）がニューデリーで開催

バーを擁するまでに拡大した．その内容も分子生物

された．3 つのサテライトを含むこの会議は成功であ

学，バイオテクノロジー，構造生物学へと学術的広が

り，その後のインド生物物理学の隆盛の原動力となっ

りを見せている．たとえば，IISc の M. Vijayan に率い

た．

られる X 線結晶学，ムンバイの Tata 基礎科学研究所

Govil はアジア諸国，特に昨年沖縄で開かれた東ア

（TIFR）の G. Govil に率いられる NMR 研究などが駆動

ジアシンポジウム（EABS）を通じてインドのアジア

力 と な っ て い る．IBS は， ウ ェ ブ サ イ ト（www.tifr.

諸国との研究交流の要の役割をしている．たとえば，

res.in/~ibs） を も ち， 組 織， シ ン ポ ジ ウ ム， 学 術 的

2003 年 EABS（台北）では Majumdar と Govil が招待

ニ ュ ー ス な ど の 発 信 を し て い る． 現 在 の IBS 理 事

講演を行い，2006 年 EABS（沖縄）では Mishra が基

（2005/3 〜 2007/3） は，K. P. Mishra 会 長，B. J. Rao

調講演を行った．また運営委員会の長い話し合いの結

事務局長，B. P. Chatterjee 経理担当である．

果，EABS が ABA に脱皮することができたが，この方

IBS は毎年年会を異なる地域で開催している．IBS

向付けに関し，インドの存在が大きかった．

設立直後は，発祥の地カルカッタで 3 回，バラナシ

IBS の最近の活動として，Ramachandran 記念講演

（旧称ベナレス），ムンバイと続き，その後全インドで

の設定がある．世界の著名な生物物理学者をたたえる

開催されるようになった．しかし，IBS にも一時停滞

ため，IBS 年会に講演を行ってもらうのだが，この活

期があった．この事態を回生させたのが，1989 年の

動は故 Ramachandran の故郷マドラス大が IBS 年会を

運動で，強力な常任理事会（Govil，Singh，Vijayan ら）

主催した 2002 年からスタートしている．この記念講

が構成され，1990 年再びカルカッタの地で設立者の

演 事 業 は，IUPAB に も 拡 大 さ れ，2008 年 の 第 16 回

1 人，Chatterjee の指導のもと，IBS 年会が開かれた．

IUPAB Congress（Long Beach） で 第 1 回 Ramachandran Lecture が行われる予定である．
IUPAB の各種分科会活動にもインドの存在が光る．

3．現況と諸活動
過去 20 年生物物理学はインドにおけるブームと

たとえば，Bio-informatics, Capacity Building, Biomedi-

なった．マドラス大，IISc から出発した X 線結晶学は，

cal Spectroscopy, Biological NMR の各分科会にインド

全インド（Bhabha 核研，Saha 核物理研，全インド医

の生物物理学者が入っている．最近では，Govil が

科学研（ニューデリー）など）へ広がり，それぞれ活

IUPAB 副会長として重責を担った．また現理事の 1 人

発な研究を展開している．中でも IISc の M. Vijayan は，

として Singh が活躍している．

リーダーの 1 人として多くの後継者を育てた．構造

（岡崎統合バイオサイエンスセンター

生物学における NMR の成功を受け，Tata 研で Govil

永山國昭）



