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小胞体では，分泌タンパク質や各オルガネラで機能するタンパク質が合成され，輸送小胞に乗せられてゴルジ体へと送り出さ
れる．最近の研究から，輸送小胞へのタンパク質取り込みは，低分子量 GTPase によって制御されていることがわかってきた．
本稿では小胞体からの輸送小胞形成のメカニズムについて解説する．
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アミロイド ペプチド（A ）の集合化およびアミロイド線維形成は，アルツハイマー病の発症に深く関与している．本総説で
は，A と相互作用する人工タンパク質・人工ペプチドの設計と，それらを用いた A の集合化阻害や線維増幅による A 集合
体の制御について述べる．
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時間分解タンパク質間相互作用検出法とその応用
A Time-Resolved Detection Method of Protein-Protein Interaction and Its Applications

寺嶋正秀

TERAZIMA, M.

タンパク質−タンパク質相互作用を検出することは，生物物理において基本的なことであるが，速い時間分解能で短寿命中間
体の相互作用を観測することは困難であった．ここでは，時間分解での分子拡散を観測することにより，短寿命中間体のタン
パク質間相互作用を検出する手法を開発し，いくつかの光センサーに適用した結果を解説する．
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タンパク質分子はその柔らかさと硬さのバランスの上にわれわれの体を支え，体内の生化学反応の制御に働いている．タンパ
ク質分子の形と機能を支える力学物性およびタンパク質間相互作用力の測定を目的とした研究を紹介する．本稿ではまずタン
パク質分子の力学的な硬さを単一分子レベルで定義し，測定することから始める．
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大学で考える
巻／頭／言

私事で恐縮であるが，私は昨年の 4 月から大学に身分を移し
た．海外（ドイツ）で 8 年間，民間（松下電器）で 6 年間，理研
で 7 年間研究室を主宰した後大学に「戻った」のである．本格的
な生物学の研究者との日常的な付き合いこそ自分の学問に必要で
あるとの考えからであった．
大学に来て最初の試練は講義であった．私はこの歳になるまで
大学での系統的な講義をしたことがなかった．「生物物理学」の
講義で何を話せばよいのであろう．すぐに気が付いたことは，知
識の切り売りではダメで系統的に教えなくてはならないというこ
と だ っ た． し か し，
「何 を」 教 え れ ば よ い の だ ろ う． そ し て，
もっと重要なことは学生の心に知的興味の火を灯すことができる
かどうかである．私にそんなことができるだろうか？ 振り返っ
てみると，自分の学問の基礎は穴だらけであることがよくわかっ
た．こんなことで最先端の研究なんてできるのだろうか？ 私は
必死になって基礎の勉強をした．最初の年は週の半分の時間を週
に 1 コマの講義の準備に費やした．これが自分の研究にどのよう
に反映するかわからない．しかし，学問の「構造」と人間の自然
認識の「経緯」に対する興味が大きく膨らんだようだ．
大学に「戻った」最大の理由は「構造生物学」の研究をしてい
る者として優れた生物学の研究の現場に身を置くことが絶対に必
要だと考えたことである．生物学は確かに各論的である．機能の
数だけ研究分野があり，蛋白質の数だけ研究者がいるとの指摘も
あるようだ．しかし，人々が理解したいと欲することは分野を超
え，蛋白質の違いを超えた「概念」であることもまた事実である．
だからこそ，まったく異なった分野でも優れた研究の話を聞くと
胸が躍るのである．そのような出会いが大学では日常的にある．
そして「自分たちも結晶構造を解きたい」
「NMR で重要なこと
がわかるのではないか」「学内に電顕の専門家はいませんか？」
「それなら構造生物学の研究センターを作ったら？」という真剣
な会話となる．それだけではない．研究スペースを借りる交渉に
行ったところ，相手の研究者は法学部西洋政治学でドイツのリベ
ラリズムを連邦制という角度から研究されている専門家だとわ
かった．そして，ドイツ統一のあの日，私がハンブルグの市庁舎
前で，彼がミュンヘンの市庁舎前で，共にドイツの市民が欧州に
対する責任感に押しつぶされそうな気持ちでその日を迎えていた
厳粛な光景を目撃していたのである．理学系だけの学術研究とい
うのは成り立つはずがない．自然科学の研究の成果とは何よりも
人間社会の自然観（哲学）を変えることではないのか？
私は大学が好きである．大学こそ我が国の学術研究の中心に
なっているし，これからもそうしていかなくてはならない．しか
し，それが危うくなっているのではないか？ 大学で新しい研究
組織を立ち上げるのに必要な資金を調達する仕組みがあるのだろ
うか？ 特に大きな装置は全国に 1 つでよいが，役人主導で必要
もない全国センターを作って大学から重要な役割を奪っているこ
とがあるのではないか？ 大学に移ってみて，学術研究体制の問
題にもっと関心をもち声もあげなくてはと考えるようになった．
前田雄一郎，Maeda Yuichiro
名古屋大学大学院理学研究科，ERATO アクチンフィラメント動
態プロジェクト
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小胞体における輸送小胞形成とタンパク質選別機構
佐藤

健

東京大学大学院総合文化研究科

Newly synthesized secretory proteins are transported from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi complex in vesicles coated with
COPII coat proteins. The incorporation of certain cargo molecules into the COPII vesicles is mediated by direct interaction between the
cytoplasmic domain of the cargo protein and COPII coat components. The assembly and disassembly of COPII coat components on the
membrane are regulated by the small GTPase Sar1p. Our recent data suggest that the Sar1p GTPase cycle plays a key role in the regulation of COPII coat dynamics and cargo sorting during vesicle formation.
endoplasmic reticulum / COPII / small GTPase / proteoliposome / FRET / vesicular transport

1.

によって営まれる．輸送小胞はコートタンパク質と

はじめに

よばれるタンパク質複合体によって被覆されており，

核をもつ生物の細胞の中には，核，ミトコンドリ

コートタンパク質の輸送小胞上へのアセンブリーは

ア，ペルオキシソーム，葉緑体，小胞体，ゴルジ体，

低分子量 GTPase によって制御されている．最近の研

エンドソーム，リソソームなどの細胞小器官（オルガ

究から，この低分子量 GTPase はコートタンパク質の

ネラ）とよばれる膜構造が見られる．これらのオルガ

膜上へのアセンブリーだけでなく，輸送小胞への選

ネラは細胞内でそれぞれ独自の機能を担っており，

択的な積み荷の取り込みにもかかわっていることが

細胞が正常に機能するためには，細胞内で合成され

わかってきた．本稿では，小胞体からの輸送小胞形

る数万種にもおよぶタンパク質が，目的地であるオ

成と積み荷タンパク質選別機構に焦点をあて，出芽

ルガネラへと正確に運ばれなくてはならない．オル

酵母（Saccharomyces cerevisiae）を用いた研究を中心に紹

ガネラのうち，小胞体，ミトコンドリア，ペルオキ

介する．

シソーム，核へと輸送されるタンパク質は，サイト
ゾルで合成されたのち，シグナル配列によって指定

小胞体からの輸送小胞形成

2.

された行き先に直接標的化されるのに対して，ゴル
ジ体，液胞，エンドソーム，細胞膜などのオルガネ

細胞内の各オルガネラを結ぶそれぞれの小胞輸送経

ラで機能するタンパク質や，細胞外に分泌されるタ

路では，異なるタイプのコートタンパク質と低分子量

ンパク質は，すべてまず小胞体に標的化され，小胞

GTPase が使い分けられており，輸送小胞は被覆され

体内腔，あるいは小胞体膜上で高次構造や膜内構造

るコートタンパク質の名前を冠したよび方をされてい

を形成したのち，小胞輸送とよばれるメカニズムに

る（Fig. 1）．小胞体から形成される輸送小胞は coat

よって各オルガネラへと運ばれる．

protein complex II（COPII）とよばれる Sec23/24p 複合

小胞輸送とは，送り手側のオルガネラから輸送さ

体および Sec13/31p 複合体からなるコートタンパク質

れるタンパク質である「積み荷」を選択的に取り込ん

に よ っ て 覆 わ れ て お り，COPII 小 胞 と よ ば れ る 1)．

だ直径 50-100 nm の膜小胞（輸送小胞）が出芽し，そ

COPII 小胞の形成は，低分子量 GTPase である Sar1p

れが受け手側のオルガネラまで移動し，膜融合に

が小胞体膜上のグアニンヌクレオチド交換因子

よって輸送小胞上の膜成分と中身とを受け渡すこと

（GEF） で あ る Sec12p に よ っ て GDP 型（不 活 性 型）

Selective Protein Export from the Endoplasmic Reticulum
Ken SATO
Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo
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Fig. 1
Intracellular transport pathways.

Fig. 2
Model for coordinated assembly of the COPII coat and cargo selection.

から GTP 型（活性型）に変換されることによって開
始される．GTP 型となった Sar1p は構造変化を起こ
し，N 末端の両親媒性へリックスを分子の外に露出

ルで合成されるとともにシグナルペプチドの働きによ

し，この領域を介して小胞体膜へと結合する ．

り小胞体膜を透過して内腔，あるいは小胞体膜に標的

2)

膜に結合した GTP 型 Sar1p はサイトゾル中の Sec23/

化される．小胞体に標的化された積み荷タンパク質の

24p 複合体と Sec23p サブユニットを介して結合し，ま

うち膜タンパク質は，サイトゾル側に輸送シグナルと

た，Sec24p サブユニットは小胞体膜上の積み荷タンパ

よばれるアミノ酸配列を露出している 6)．この輸送シ

ク質と結合することによって pre-budding complex とよ

グナルを介して Sec24p サブユニットが結合し，pre-

ばれる Sar1p-Sec23/24p- 積み荷タンパク質からなる複

budding complex が形成される．これまでに同定されて

合 体 を 小 胞 体 膜 上 に 形 成 す る ． こ の pre-budding

いる輸送シグナルは多様性に富んでおり，DxE（アス

complex どうしを Sec13/31p 複合体がお互いに架橋す

パラギン酸 -X- グルタミン酸）モチーフ，LxxLE モチー

ることにより COPII コートと積み荷タンパク質が膜

フ，2 つのフェニルアラニン残基からなる FF モチー

上に集合する．集合した COPII コートは，膜の曲率

フなどのように共通した特徴は見いだされていない．

を物理的に変化させ，直径 50-60 nm の COPII 小胞を

また，これらの配列は COPII コートと必ずしも結合

形成する（Fig. 2）．

しない例もあり，その特異性はこれまでのところ明確

3)

Sec23/24p 複合体の結晶構造を見てみると，Sec23/

ではない．

24p 複合体は全体的に湾曲しており，その曲率はちょ

これに対して，小胞体内腔の可溶性の積み荷タンパ

うど直径 50-60 nm の球面の曲率と一致する ．また，

ク質は，サイトゾル側の COPII コートと直接相互作

膜系が存在しなくても精製された COPII コートのみ

用することができないため，膜貫通型積み荷レセプ

が集合して COPII 小胞と同程度の大きさの中空のか

ターを介して COPII コートと pre-budding complex を形

ご様構造体を形成することから，形成される COPII

成する．酵母の積み荷レセプター Erv29p は， ファ

小胞の大きさは COPII コートによって決まると考え

クター前駆体やカルボキシペプチダーゼ Y といった

られている 4)．出芽した COPII 小胞は，最終的に小胞

膜貫通領域をもたない可溶性の積み荷タンパク質と複

体膜から脱離するが，Sar1p の N 末端の両親媒性へ

合体を形成し，この Erv29p がサイトゾル側にもつ輸

リックスに変異を導入すると，COPII 小胞の出芽はお

送シグナルに Sec23/24p 複合体が結合して pre-budding

こるものの，脱離しないという現象が報告されてい

complex が形成される 7)．また，動物細胞の ERGIC-53

る ．このことから，COPII 小胞の小胞体膜からの脱

とその酵母ホモログ Emp46/47p は，小胞体内腔のレ

離には Sar1p の N 末端の両親媒性へリックスが重要な

クチンドメインを介して糖タンパク質に対する積み荷

役割を果たしている可能性が高い．

レセプターとして機能しているという証拠が得られて

2)

5)

きている 8), 9)．このように，膜貫通型積み荷レセプ

3.

ターは，1 つのレセプターが複数の可溶性積み荷タン

COPII コートを介した積み荷タンパク質の

パク質を認識しているようである．

取り込み

一方，膜タンパク質の中にも直接 COPII コートと

小胞輸送で運ばれる積み荷タンパク質は，サイトゾ

結合するのではなく，アダプター分子を必要とするも
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のが知られている．サイトゾル側に露出した領域を

胞の形成が中断されてしまうことになる（Fig. 2）
．実

まったくもたない GPI（glycosylphosphatidylinositol）ア

際，リポソームに Sar1p，Sec23/24p，および Sec13/31p

ンカー型タンパク質である Gas1p の輸送には Emp24p/

存在下で，GTP の非水解アナログである GMP-PNP

Erv25p 複合体がアダプターとして機能しているよう

を加えて Sar1p を GTP 型にロックした状態では CO-

である

PII 小胞が形成されるのに対して，GTP 存在下では

10)

． ま た， サ イ ト ゾ ル 領 域 を も つ よ う な

V-ATPase，Axl2p といった膜タンパク質に対しても，

COPII 小 胞 の 形 成 が 起 こ ら な い こ と が 示 さ れ て い

それぞれ Vma12/21p，Erv14p がアダプターとして機

る 18)．COPII 小胞形成過程において，Sar1p はどの段

能していることが明らかになっており 11), 12)，アダプ

階で GTP を加水分解しているのであろうか？

ター分子については，アダプターを必要とする個々の

パラドックスが長年大きな謎として残っていた．

この

積み荷に対して特異的なものが用意されているようで

この謎を解くためには，COPII 小胞形成過程におけ

ある．サイトゾル領域をもつ膜タンパク質が COPII

る Sar1p の GTP 加水分解を測定して解析する必要が

と直接結合するのではなく，このようなアダプター因

ある．細胞から分画した小胞体膜を用いた COPII 小

子を必要とする理由として，積み荷となるタンパク質

胞形成の in vitro 実験系は 10 年以上前からあるものの，

のサイトゾル領域がそのタンパク質の機能上重要であ

この実験系では Sar1p 以外の GTPase が多数混在して

り，COPII 結合のための配列が付加できないためでは

いるため，COPII 小胞形成過程における Sar1p の GTP

ないかと考えられている．

加水分解のみを切り離して測定することはこれまで非

輸送シグナルと結合する Sec24p サブユニットには，

常に困難であった．そこでわれわれは，単一の積み荷

膜と接する面に少なくとも「A-site」
，「B-site」
，および

タンパク質を再構成したプロテオリポソームに，精製

「Arg342」とよばれる 3 つの輸送シグナル結合部位が

した Sar1p，Sec23/24p，Sec13/31p を加えて，精製因子

存在し，それぞれが異なったタイプの輸送シグナルと

のみによる COPII 小胞形成反応の完全再構成系を構

結合することが明らかになっている 13), 14)．また，出

築して COPII 小胞形成過程における Sar1p の GTP 加

芽酵母には Sec24p に加え，Iss1p（Sec24p と 56% の相

水分解について解析を行った 19)．

16)
同性）15) と Lst1p（Sec24p と 23% の相同性）
という 2

つ の ホ モ ロ グ が 存 在 し， 動 物 細 胞 に お い て も，

5.

Sec24A-D という 4 つのホモログが同定されている 17)．

FRET を用いた pre-budding complex 形成・
解離の検出

これらの Sec24p ホモログは，それぞれ Sec23p と複合
体を形成し，Sec24p とは異なるタイプの輸送シグナル

われわれは pre-budding complex の形成と解離の過程

と結合するようである．これらのコートタンパク質が

を詳細に解析するため，CFP（青色蛍光タンパク質）

組み合わさることにより幅広い積み荷が認識され，

で標識した積み荷タンパク質と，YFP（黄色蛍光タン

COPII 小胞への効率的な積み荷の取り込みを可能にし

パク質）で標識した Sec23/24p を用いて，CFP-YFP 間

ていると考えられる．

の FRET シグナルを指標とした積み荷タンパク質と
コートタンパク質間の相互作用と，Sar1p の自家蛍光

4.

変化を指標とした GTP 加水分解をリアルタイムでモ

COPII 小胞形成のパラドックス

ニターする実験系を構築した（Fig. 3a）20), 21)．われわ

一般に低分子量 GTPase は，GEF による GDP 結合

れが積み荷タンパク質のモデルとして用いたのが

型から GTP 結合型への変換と，GTPase 活性化因子

SNARE とよばれる膜タンパク質である．SNARE は輸

（GAP）による GTP 加水分解促進によって GDP 結合

送小胞上の v-SNARE と，ターゲットとなるオルガネ

型に戻るという 2 つの状態をサイクリックに行き来

ラ膜上の t-SNARE との間の相互作用によって膜融合

し，これによってさまざまな生体反応を調節している

を引き起こす因子であり，すべての輸送小胞は必ず

ことが知られている．COPII 小胞の形成で機能する低

SNARE を取り込んでいる．小胞体から形成された

分子量 GTPase Sar1p の場合，小胞体膜上の Sec12p が

COPII 小胞はゴルジ体へと運ばれて膜融合するが，こ

GEF として機能しているのに対して，GAP として機

のときに機能しているのが v-SNARE である Bet1p と，

能しているのは Sec23/24p 複合体のうちの Sec23p サブ

Sed5p/Sec22p/Bos1p 複合体から構成される t-SNARE で

ユニットである．このため，膜上で pre-budding com-

ある．

plex が 形 成 さ れ た と た ん，GTP が 加 水 分 解 さ れ て

これらの SNARE のうち，まず Bet1p に CFP を融合

Sar1p と Sec23/24p は膜から解離してしまい，COPII 小

させたものを再構成したプロテオリポソームに，あ
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らかじめヌクレオチドを結合させた Sar1p を加えてお
く．ここに YFP を融合させた Sec23/24p を加えると，
GMP-PNP 存在下ではプロテオリポソーム上での prebudding complex 形 成 に と も な う CFP-YFP 間 の FRET
シグナルの上昇が観察される（Fig. 3b）．これに対し
て GTP 存 在 下 で は，pre-budding complex 形 成 に と も
なう一時的な FRET シグナルの上昇が観察されるもの
の，Sar1p の GTP 加 水 分 解 に と も な う pre-budding
complex の解離によって，FRET シグナルが徐々に減
少していくようすが観察される．ところが，このと
きの Sar1p の GTP 加水分解のタイムコースを見てみ
ると，FRET シグナルの減少が完了する前に，Sar1p
の GTP 加水分解が完了してしまっていることがわか
る．このことから，Sec23/24p の Bet1p からの解離は，
Sar1p の GTP 加水分解と同時ではなく，Sar1p が GTP
を加水分解したのち，少し遅れて解離が起こってい
るということになる．これに対して，Bet1p 上の輸送
シグナルに変異を入れて，Sec23/24p が結合できなく
した変異型 CFP-Bet1p-LxxAA で同様の実験を行ったと
こ ろ，Sar1p-Sec23p 間 の 相 互 作 用 に よ り pre-budding
complex は形成されるものの，Sec23/24p の Bet1p から
の解離は Sar1p の GTP 加水分解とほぼ同時に完了す
る（Fig. 3c）．これらのことから，Sec23/24p と Bet1p
との間の結合は，Sar1p が GTP を加水分解した後も，
輸送シグナルに依存してごく短時間の間保持されて
いるということになる．
以 上 は モ ノ マ ー で COPII 小 胞 に 取 り 込 ま れ る
v-SNARE，Bet1p についての現象であるが，それでは
複合体を形成して COPII 小胞に取り込まれると考え
られている t-SNARE についてはどうなのであろうか？
t-SNARE を構成する Sed5p/Sec22p/Bos1p の因子のうち，
まず Sec22p に CFP を融合させたもののみを再構成し
たプロテオリポソームを用いて FRET のアッセイを行
うと，Sec23/24p の Sec22p からの解離は Sar1p の GTP
加水分解とほぼ同時に完了する（Fig. 3d）．これに対
して完全な状態の t-SNARE である Sed5p/Sec22p/Bos1p

Fig. 3
Assembly/disassembly kinetics of Sec23/24p as detected by FRET and
tryptophan fluorescence assay of GAP-catalyzed GTP hydrolysis on
Sar1p with proteoliposomes. (a) FRET experimental design. (b-e) The
reaction initially contained proteoliposomes reconstituted with CFPBet1p (b), CFP-Bet1p-LxxAA (c), CFP-Sec22p (d), or CFP-Sec22/Bos1/
Sed5p (e) and Sar1p loaded with GDP, GTP, or GMP-PNP. At the indicated time points, YFP-Sec24/23p was added and the FRET signal
at 530 nm was continuously monitored (top panels). Sar1p GTP hydrolysis was monitored by tryptophan fluorescence of Sar1p at
340 nm (bottom panels).

では，Sar1p が GTP を加水分解しているにもかかわら
ず，Sec23/24p と Sed5p/Sec22p/Bos1p 複 合 体 と の 結 合
が維持されている．さらに，GDP 存在下においても
Sec23/24p が Sed5p/Sec22p/Bos1p 複 合 体 へ ゆ っ く り と
結合していくようすが観察される（Fig. 3e）．これは，
Sed5p/Sec22p/Bos1p のそれぞれがもっている輸送シグ
ナルが複合体上に呈示されたことによって，Sec23/
24p との親和性が上昇したためと考えられる．これら
のことから，Bet1p や t-SNARE 複合体のように COPII
小胞に取り込まれる要件を満たした SNARE に結合し
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た Sec23/24p は，Sar1p の GTP 加 水 分 解 後 も，Sec23/
24p-SNARE 複合体がごく短時間保持されていること
になる．一方，複合体を形成していないモノマーの
t-SNARE に結合した Sec23/24p は，Sar1p の GTP 加水
分解と同時に解離してしまう．われわれはこの Sar1p
の GTP 加水分解から Sec23/24p が積み荷から解離す
るまでのわずかな「ラグ」が COPII 小胞への積み荷
の選別に重要な役割を果たしていることを，次に述べ
るような実験から見いだした．

6.

Sar1p の GTPase サイクルによる積み荷
タンパク質の選別
上記の FRET アッセイでは，Sar1p にあらかじめ結

合させておいた GTP が加水分解されるという 1 ラウ

Fig. 4
Coat exchange on SNAREs during Sar1p GTPase cycle. The FRET assay was carried out as in Fig. 3 with CFP-Bet1p/Sec12p (a) or CFPSec22p/Sec12p (b).

ンドの反応しか観察することができない．ところが，
小胞体膜上では GEF である Sec12p の働きによって，
加水分解を終えた GDP 型の Sar1p は，再び GTP 型へ
と変換される．そこで，Sec12p 存在下で FRET アッセ
イを行ってみると，Bet1p，および Sec22p のどちらの
場合においても，GTP 存在下で FRET シグナルの減
少，すなわち Sec23/24p の SNARE からの解離が観察
されなくなるという結果が得られた．これは，prebudding complex 中 の Sar1p が Sec23p の GAP 活 性 に よ
り GTP を加水分解して GDP 型となるものの，膜上の
Sec12p の働きによって速やかに GTP 型へと変換され，
pre-budding complex が再度形成されるというサイクル
を繰り返している結果と考えられる．
前述の Sec12p 非存在下での FRET アッセイの結果

Fig. 5
Model for GTP hydrolysis-driven proof-reading by Sar1p.

か ら，Bet1p や t-SNARE 複 合 体 に 結 合 し た Sec23/24p
は Sar1p の GTP 加水分解後もごく短時間複合体が保
持される．このことから，Sec12p 存在下では Sar1p が
GTP を 加 水 分 解 し た の ち，Sec23/24p が Bet1p や

融 合 さ せ て い な い Sec23/24p を 加 え る こ と に よ り，

t-SNARE 複 合 体 か ら 解 離 す る 前 に 再 活 性 化 さ れ た

SNARE 上にすでに結合している YFP-Sec23/24p と後か

GTP 型 Sar1p が Sec23/24p-SNARE 複合体に再結合する

ら加える Sec23/24p との交換反応を調べた（Fig. 4）．

と い う モ デ ル が 考 え ら れ る． こ の 場 合， ひ と た び

そ の 結 果，Bet1p や t-SNARE 複 合 体 上 で は Sec23/24p

Bet1p や t-SNARE に 結 合 し た Sec23/24p は，Sar1p が

を 添 加 し て も FRET シ グ ナ ル に 変 化 は 見 ら れ ず，

GTP 加水分解を繰り返しても解離することはなく，

Sec23/24p の交換反応は起こっていないのに対して，

pre-budding complex が 維 持 さ れ る． こ れ に 対 し て

Sec22p 上では Sec23/24p の添加にともなって FRET シ

Sec22p のみの場合，Sar1p の GTP 加水分解と同時に

グナルがゆっくりと減少し，Sec23/24p の交換反応が

Sec23/24p が解離してしまうことから，Sec22p 上では

観察された．

Sar1p の GTP 加水分解のたびに Sec23/24p が解離を起

これらの結果から，適切な積み荷である Bet1p や

こし，Sec12p による再活性化と同時に新たな Sec23/

t-SNARE 複 合 体 に 結 合 し た Sec23/24p は，Sar1p の

24p が結合するというサイクルを繰り返していること

GTPase サイクルの中でも常に結合が保持され，Sec13/

が予想される．これらのモデルを検証するために，

31p による架橋により COPII 小胞へと効率的に取り込

Sec12p 存在下の FRET アッセイの反応途中に，YFP を

まれる．一方，複合体を形成していないような不適切
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な積み荷タンパク質に結合した Sec23/24p は，Sar1p
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Sar1p は GTP 加水分解のエネルギーを利用して，積み
荷タンパク質選別過程において「校正」
（proof-reading）
を行っていると考えられる．
われわれは最近，完全再構成系を発展させ，顕微鏡
下で人工脂質平面膜上に蛍光標識した積み荷タンパク
質を再構成し，輸送小胞形成過程を可視化することを
試みている．小胞輸送のような生体膜上で複数の因子
がダイナミックな解離会合を行うことで発現する現象
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の分子レベルでの解析について，膜上でのタンパク質
の解離会合のようすを直接可視化して定量的に解析す
ることができれば，大きなブレークスルーとなること
が期待できる．
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アミロイドペプチド
（A）
を標的とした
人工タンパク質・ペプチドの設計とA集合体形成の制御
高橋
1
2

剛1，
松村幸子2，
三原久和1

東京工業大学大学院生命理工学研究科
科学技術振興機構 / 癌研究会癌研究所蛋白創薬研究部

Misfolding of proteins is of relevance to a variety of fatal diseases, which include Alzheimer’s disease (AD) and prion disease. In the case
of AD, amyloid fibril composed of the amyloid  peptide (A) is a principal component of the cerebral plaques found in the brains of
patients. Monomeric A is assembled into amyloid fibrils via oligomeric state. To construct the molecules that bind to A and control
the fibrillogenesis, we have designed the artificial proteins using green fluorescent protein (GFP) with A sequences. The proteins can inhibit the oligomerization of A1-42 by binding strongly to A molecule. We have also designed the peptides capable of forming amyloid-like fibrils by amplifying and capturing A amyloid fibrils and soluble A oligomers. These studies might contribute to understanding how protein misfolds and what happens during the protein misfolding.
protein misfolding / Alzheimer’s disease / amyloid fibril / amyloid  peptide (A) / protein and peptide design / green fluorescent
protein (GFP)

高齢化するにしたがい右肩上がりで増えていくと予想

はじめに

1.

される 2)．アルツハイマー病患者に特徴的にみられる

生物の中で作られるタンパク質の多くは，その配列

老人斑の主成分としてアミロイド  ペプチド（A）

情報に基づき，一義的にある特定の立体構造へと折り

の存在が知られるようになり，近年さかんに研究され

たたまれ，酵素反応などの機能を発現している．通

るようになった 3)．現在では A がアルツハイマー病

常，役割を終えたタンパク質や折りたたみに失敗した

発症に強く関与していると考えられている．A はア

（ミスフォールディングした）タンパク質は，速やか

ミロイド前駆体タンパク質（APP）からプロテアーゼ

に分解・代謝される．ところが，タンパク質によって

により切断されて産生された後，細胞外へと分泌さ

は分解されずに凝集し，アミロイド線維とよばれる非

れ，通常速やかに代謝されると考えられている 1)．初

常に安定な集合体を形成し，種々の疾患と関連してい

期の研究で A のアミロイド線維が神経細胞に対して

ることが明らかとなってきている ．現在ではこのタ

毒性を示すことが明らかとなったことから，A が脳

ンパク質のミスフォールディングが引き起こす病気を

内でアミロイド線維化し，アルツハイマー病発症を引

総称してミスフォールディング病とよんでいる．1997

き起こすとするアミロイド仮説が有力であった 4)．し

年に Stanley B. Prusiner がプリオンタンパク質とその感

かし，ここ数年の A 関連の研究から，A がアミロ

染機構の解明によりノーベル医学・生理学賞を単独受

イド線維化する途中に存在すると予想される可溶性オ

賞したのは記憶に新しいが，これもミスフォールディ

リゴマー状態の A が成熟したアミロイド線維よりも

ング病の 1 つであると考えられている．プリオン病の

高い細胞毒性を示すことが明らかとなってきてい

他にも，アルツハイマー病，パーキンソン病，ハンチ

る 5), 6)．プリオン病の場合でも成熟した線維状集合体

ントン病などの病気がミスフォールディング病と考え

よりもオリゴマー状態のもののほうが高い感染性を示

られている．

すことが報告された 7)．これらの報告により，これま

1)

特にアルツハイマー病は患者の 10% を占める遺伝

でのアミロイド線維中心の研究から，オリゴマーに関

性の家族性アルツハイマー病に対して残りの 90% は

する研究が少しずつ報告されるようになってきている

孤発性（非遺伝性）であるため，その患者数は社会が

が，まだその情報量は少なく，特に構造に関する情報
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Fig. 1
Sequence of amyloid  peptide (A) and its aggregation into amyloid fbrils via oligomeric species (thought to be more toxic than the matured fibrils).

はほとんどわかっていないのが現状である．

ていることは，A に強く結合する抗体は，その毒性

このように A はアルツハイマー病との関連だけで

を低下させ，ひいてはアルツハイマー病の進行を遅ら

なく，その集合化のメカニズムや構造の観点からも非

せることができることである．また，他にも抗 A 抗

常に興味深い分子である（Fig. 1）．われわれは，この

体が A の神経細胞毒性を低下させることができると

A と相互作用する分子をデザインし，それを用いて

報告されている 11), 12)．われわれは，現在までに報告

A の集合化の人為的な制御や，ひいてはそのメカニ

されている A の集合化メカニズムおよびアミロイド

ズムを明らかにすることを目標に研究を行っている．

線維の構造情報に基づき，A と相互作用する分子の

その 1 つとして，緑色蛍光タンパク質（GFP）構造を

設計を試みた．ここでは，A が自分自身の配列を認

土台構造（スキャフォード）として利用して，そこに

識して集合化するメカニズムを逆手にとって，A 配

A の配列を挿入した人工タンパク質を用いた A 集

列をタンパク質分子上に配置すれば，そのタンパク質

合化の阻害について最初に紹介する ．また A 配列

が A の代わりに A 分子と相互作用し，集合化を阻

をもとに設計した人工ペプチドを用いた A アミロイ

害することができると考えた（Fig. 2a）．

8)

A を挿入するタンパク質として，現在分子生物学

ド線維の増幅系の構築と A オリゴマーのアミロイド
様線維への変換を試みた系について紹介する ．

やバイオテクノロジー分野でさかんに用いられている

9)

緑色蛍光タンパク質（GFP）を選択した 13)．GFP は 

2.

バレル構造をもち，バレル構造に折りたたまれること

A 可溶性オリゴマーの生成を阻害する

で自発的に蛍光色素を形成する反応が進行し，その結

人工タンパク質の設計

果強い蛍光を発することが知られている．この GFP

A と相互作用する人工分子は，A の凝集を阻害し
たり，その毒性を中和することができる可能性を秘め
ている．しかし，A への結合力がそれほど強くない
場合，アミロイド線維の形成は阻害できるかもしれな
いが，逆に中間体・オリゴマーの量を増やしてしまう
可能性も考えられる．また，形成した可溶性オリゴ
マーが鋳型として働くことで，モノマー体の集合化を
助け，毒性の高いオリゴマーの量がより増加すると考
えられる．そのため集合体形成を阻害するためには
A と強く結合する分子を構築することが重要となる．
特定の物質に強く結合する分子として抗体があげられ
るが，数年前にアルツハイマー病治療法の 1 つとして
A をワクチンとして利用する試みがなされ，痴呆の

Fig.2
(a) Schematic representation of inhibition of A oligomerization using designed protein having A sequence. (b) Illustration of the designed proteins, P13H and AP13Q, having A sequence based on the
GFP structure.

進行を遅らせる効果があることが報告されている 10)．
A を直接ワクチンとして皮下注射する初期の方法は
副作用のため現在中止されているが，この方法が示し
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構造は非常に安定で，その表面には平行型および逆平

われわれはこのモデル構造を参考にし，GFP 表面の

行型  シート構造を有している．一方，A は集合化

アミノ酸残基を A 由来のアミノ酸残基に置換して，

に伴い，ランダムコイル構造から  シート構造に富

GFP 表面に擬 A- シート構造を提示した人工タンパ

んだ状態へと構造転移することが知られている．さら

ク質の設計を行った（Fig. 2b）．

に，A 凝集の最終形であるアミロイド線維の構造も

GFP は計 11 本の  ストランド鎖を表面にもってお

い く つ か 予 測 さ れ て い る． た と え ば，Tycko ら は

り，その 1 番目と 6 番目のストランドが平行  シー

A1-40 のアミロイド線維を固体高分解能 NMR で測

ト構造を形成している．この 2 つのストランドを利用

定・解析し，分子内でターンを形成した A が平行 

して A 配列の中央部分の疎水性領域のアミノ酸を挿

シートで線維を形成しているモデル構造を報告してい

入した P13H タンパク質を設計した．この際に GFP

る 14)．この構造では，A の中央付近に位置する疎水

構造を乱してしまっては意味がないので，GFP バレ

性に富んだ領域と C 末端側の疎水性領域が相互作用

ルの内側のアミノ酸残基はそのままにし，計 10 ヶ所

している．また，A の部分配列を使った研究がこれ

のアミノ酸を置換した．一方，GFP はその表面に逆

までさかんに行われてきており，たとえば A14-23 は

平行  シートを 10 組もっている．その中で 1 番目と

それ自身で A と同様にアミロイド線維を形成するこ

2 番目のストランドの組み合わせを選ぶと，A の配

とが報告されている

．この部位を含むペプチドの

列と共通している部分が計 3 ヶ所存在し，A 配列を

アミロイド線維はいくつかの実験から逆平行  シー

挿入しても GFP 構造に影響を与えにくいことが分子

ト構造を形成しているとされる 16)．両モデルとも A

モデリングからも推察されたため，この逆平行  シー

の中央付近の疎水性領域のアミノ酸側鎖間の相互作用

ト部分に A 配列を挿入した AP13Q を設計した．

15)

が A のアミロイド線維形成に大きく寄与している．

まず，設計したタンパク質 P13H，AP13Q の性質に

Fig. 3
(a) Circular dichroism spectra of GFP, P13H and AP13Q. [Protein]5.0 mM in 10 mM phosphate buffer (pH 7.5). (b) Fluorescence excitation and
emission spectra of GFP, P13H and AP13Q. [Protein]50 nM in 10 mM phosphate buffer (pH 7.5). (c) Inhibition of A1-42 oligomerization by GFP,
P13H, and AP13Q. The amounts of A oligomers were calculated from the data of ELISA. A1-42 (10 M) with or without protein (2.5 M) were
incubated at 20°C for 24 hours.
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ついて評価した．Fig. 3a, b にそれぞれ円二色性（CD）

よく用いられているが，これはある程度の量のアミロ

スペクトルと蛍光スペクトルを示す．GFP のスペク

イド線維がないと測定できない．そこでわれわれは，

トルと比較して P13H の蛍光強度が幾分小さいが，

A と一緒に線維（アミロイド様線維）を形成する短

CD スペクトルの概形や最大励起波長・蛍光波長が

鎖の人工ペプチドをデザインすることを試みた．ここ

GFP とほぼ同じことから，設計した P13H，AP13Q 共

での重要な点は，人工ペプチド単独ではアミロイド線

に GFP と同様の立体構造を保持していることが示唆

維を形成せず，そこに A アミロイドが微量存在する

された．また A の配列を挿入したことで設計したタ

とそれに反応して人工ペプチドが線維化するものを構

ンパク質自体が凝集してしまう可能性が考えられたの

築することである（Fig. 4a）
．できあがった人工ペプ

で，サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）および

チドのアミロイド様線維を ThT などの試薬で定量す

ウェスタンブロットにより凝集性について評価した．

ることで，最初にあった A アミロイド線維が定量で

SEC の結果，P13H，AP13Q 共に単量体の位置にピー

きる．当研究室ではこれまで両親媒性の  へリック

クが観測された．またウェスタンブロットでも GFP

スペプチドが中性緩衝溶液中にてインキュベートする

と同じ位置にだけバンドが確認されたことから，これ

ことで自発的に  シートへと構造転移し，アミロイ

ら設計した人工タンパク質は，凝集性も低いことが確

ド線維を形成するペプチドのデザインに成功してい

認された．

る 17)-21)．このペプチドについて電荷性アミノ酸や疎

この人工タンパク質を用いて A の凝集阻害実験を

水性アミノ酸を種々変換したものを調製し，その性質

試みた．ここでは，A 認識抗体 6E10 とビオチン標識

についていろいろ調べたところ，その電荷性アミノ酸

した 6E10（bio-6E10）用いて A オリゴマーを定量す

や疎水性アミノ酸の相補性がペプチドの線維形成に非

ることで各人工タンパク質の阻害能を評価した．人工

常に重要であることを見いだした．この経験を踏まえ

タ ン パ ク 質 存 在 下（2.5 M）， 非 存 在 下 で A1-42

て，ここでは A の線維形成に最も重要な領域である

（10 M）をインキュベートしたところ，GFP と比較

中央付近のアミノ酸残基（14-23）を参考にし，Ac-

して，設計した人工タンパク質存在下において生成す

KQKLLXFLEE-NH2 ペプチドを設計した．予備的な実

る A オリゴマーの量が顕著に低下した（Fig. 3c）
．特

験から，2 残基目の Gln（A の 15 残基目に対応）や

に平行  シートを挿入した P13H では，オリゴマー生

7 残基目の Phe（A の 20 残基目に対応）が線維形成

成を約 1/6 にまで抑制できることが明らかとなった．

に重要であることが確認された．そこで，この配列の

この結果は，GFP 表面に提示した擬 A 平行  シート

X の位置に種々のアミノ酸（Leu, Val, Ala, Thr, Phe, Tyr）

構造が A との相互作用に効果的に寄与し，その結果

を導入した人工ペプチド（LF, VF, AF, TF, FF, YF）を設

A のオリゴマー形成を強く阻害したためと推察され

計した．この人工ペプチドが鋳型となる A アミロイ

る（Fig. 3d）．この実験だけではまだ不十分ではある

ド線維と相互作用して  シート構造が誘起され，そ

が，A1-40 のアミロイド線維構造のモデルと合わせ

れが逆平行  シート構造を形成して集合化すること

て考えると，A の集合化の初期段階からすでに平行

でアミロイド様線維を形成することを期待した．

 シート構造が形成され，A が形成したシート表面

まずペプチド単独での線維形成能を ThT アッセイ

と GFP に提示したシート表面がうまく適合して相互

および透過型電子顕微鏡観察（TEM）により評価し

作用していることが予想される．今後はそのようなタ

た．線維形成を促進するトリフルオロエタノール

ンパク質と A の相互作用メカニズムを明らかにして，

（TFE）存在下で実験を行ったところ，LF，FF が顕著

A 集合化に関する情報を少しでも多く引き出してい

にアミロイド様線維を形成することがわかった．VF

きたいと考えている．

ペプチドは ThT 蛍光は低いものの TEM 観察ではアミ
ロイド様線維を確認した．これに対し，AF，TF，YF
はアミロイド様線維を形成しないことが示唆された．

3. 人工ペプチドを用いたアミロイド線維の増幅

このように単純なアミノ酸配列で設計したペプチド

一般にタンパク質のアミロイド線維形成では，でき

の疎水部位の疎水性度を変えることでペプチド自体

あがった線維が鋳型として線維形成を促進すると考え

の集合化能・線維形成能を劇的に変化させることが

られている．したがって，ひとたび A が凝集し始め

できた．そこで線維形成能に優れた LF と形成能が低

てしまうと，原理的にはどんどんアミロイド線維が増

い VF ペプチドを使って，A のアミロイド線維を鋳

えていくことになる．現在アミロイド線維を検出する

型として人工ペプチドの線維化を観察した．ここで

試薬としてチオフラビン T（ThT）などの蛍光色素が

は人工ペプチド自体の線維形成を抑制するために，
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Fig. 4
(a) Schematic representation of amplification of the A amyloid fibrils using designed peptides and TEM image of LF peptide fibrils incubated with
matured A fibrils (scale bar100 nm; black dot corresponds to gold nanoparticle). (b) Fluorescence increase of ThT before and after 8 hours incubation of the VF (left) and LF (right) peptides (100 M) with and without matured A1-42 fibrils (0, 1, 5, 10 M/monomer) at 37°C.

TFE 非存在下でインキュベートし，ThT アッセイを

てアミロイド線維に結合し，その場を基点・鋳型と

行 っ た． 一 緒 に 混 合 す る A 線 維 の 量 に 依 存 し て，

して人工ペプチドが次々とアミロイド様線維を形成

ThT 蛍光の強度が顕著に増大し（Fig. 4b, c），また人

したのではないかと考えられる．またこの方法は，

工ペプチドが存在しない状態ではこのような ThT 蛍

A と相互作用するペプチドのスクリーニングにも使

光の増大がみられなかったことから（ここでは鋳型と

えると考えられる．さらに，A と相互作用するペプ

して用いた A 線維の量が少ないため，ThT 蛍光の増

チドをもとにして，分子間水素結合を形成できない

大はほとんどみえない），LF および VF ペプチドがテ

ようにアミド結合を改変することで，A アミロイド

ンプレートとして加えた A アミロイド線維と反応し

線維を特異的にトラップするような分子を容易に構

てアミロイド様線維を形成したと結論づけた．もし

築することができるかもしれない．

作業仮説が正しく，A アミロイド線維を鋳型として
人工ペプチドが線維形成しているとすると，実際に

4.

できあがったペプチド線維の中に A 分子が取り込ま
れているはずである．それを確認するために，ビオ

人工ペプチドを用いた A オリゴマーの
迅速線維化

チン化した抗 A 抗体（bio-6E10）と抗ビオチン抗体

ここでもう一度 A の集合化メカニズムを考えてみ

で修飾した金コロイド粒子を使って TEM 観察をした

ると，A は集合化の途中で毒性の高いオリゴマーを

ところ，TEM グリッド上に観察されたアミロイド様

経由し，最終的に毒性がオリゴマーと比べて低いアミ

線維の上に金コロイド粒子が観察された（Fig. 4a）．

ロイド線維へと変化する．この系を利用し，A オリ

以上から，単純なアミノ酸配列かつ短鎖の人工ペプ

ゴマーやプロトフィブリルを捕まえてアミロイド線維

チドが A のアミロイド線維と相互作用して線維形成

としてしまうことで，毒性を低下させることができる

することが示された．おそらく，ペプチド中央部に

可能性が考えられる．先に設計した LF ペプチドが A

配置した疎水性部位が A の  シート構造（おそらく

アミロイド線維だけでなくオリゴマーとも相互作用す

A 配列中央部分の疎水性領域）とうまくフィットし

ることができれば，うまくオリゴマーを取り込んでア
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ミロイド線維へと変換することができると思われる

化していることが示された．A 線維と人工ペプチド

（Fig. 5a）．そこで LF ペプチドと A オリゴマーを混合

を混合した場合と同様に，A 抗体と金コロイド粒子

し，数時間インキュベートして ThT アッセイを行っ

を使った実験で実際に線維の中に A オリゴマーが取

た（Fig. 5b）
．すると先ほどのアミロイド線維を鋳型

り込まれているか確認したところ，先ほどの A アミ

として用いた場合と同様に，人工ペプチドが A オリ

ロイド線維を使ったときと同様に A 分子が線維の中

ゴマーを鋳型として線維形成していることが確認され

に取り込まれていることが確認できた．このように

た（この条件では A オリゴマーのみでは線維化しな

LF ペプチドは，A オリゴマーを鋳型として迅速にア

い）．次に，核として利用した A オリゴマーが LF ペ

ミロイド様線維へと集合化し，その中に A 分子を定

プチド線維の中に定量的に取り込まれていることを確

量的にトラップできることが明らかとなった．これら

認するために，インキュベートした溶液を遠心分離

の結果で注目すべき点は，アミロイド線維を鋳型とし

し，その上清を SEC 分析した（Fig. 5c）．分析の結果，

て人工ペプチドを反応させた場合と比較して，オリゴ

A オリゴマー由来のピークは完全に消失しているこ

マーを鋳型とした場合，人工ペプチドの線維形成がよ

とがわかった．また小分子量に対応する（モノマーま

り速く起こっている点である．このことから，A オ

たはダイマー；オリゴマー調製の際に残存する）ピー

リゴマーが不安定な中間体として，その表面に多数の

クはまだ残っていることから，オリゴマー体がより効

反応点（ここでは A 配列中央付近の疎水性領域）を

率的に人工ペプチドと相互作用して，線維に取り込ま

もち，その部分と容易に人工ペプチドが接触して線維

れていることが推察された．次に，A とペプチドを

形成を誘発していると示唆される．将来的には，この

混合して直ちに遠心分離し，同様に SEC 分析を行っ

ような毒性の高いオリゴマーを効果的にトラップでき

た．すると，この場合でも 9 割程度の A オリゴマー

る人工分子を使って，アルツハイマー病の治療などに

は消失している，すなわち人工ペプチドと一緒に線維

貢献できるかもしれない．

Fig. 5
(a) Schematic representation of amplification of the A soluble oligomers using designed peptides and TEM image of LF peptide fibrils incubated
with A oligomers (scale bar100 nm; black dot corresponds to gold nanoparticle). (b) Fluorescence increase of ThT before and after 8 hours incubation of the LF peptide (100 M) with and without A1-42 oligomers (0, 1, 5, 10 M/monomer) at 25°C. (c) Size exclusion chromatograms of the
supernatants after centrifugation before (solid line) and after incubation with LF (0 h, doted line; 2 h, dushed line) on a Superdex 75 column.



目次に戻る
生

物

物

理 Vol.47 No.4（2007）

10)

おわりに

5.

Hock, C., Konietzko, U., Papassotiropoulos, A., Wollmer, A.,
Streffer, J., von Rotz, R. C., Davey, G., Moritz, E. and Nitsch,
R. M. (2002) Nature Med. 8, 1270-1275.

以上，われわれがここ数年間に行ってきたアミロ

11)

イド  ペプチド（A）を標的とした分子の設計を中

Ma, Q.-L., Lim, G. P., Harris-White, M. E., Yang, F., Ambegaokar, S.
S., Ubeda, O. J., Glabe. C. G., Teter, B., Frautschy, S. A. and Cole,

心に紹介させていただいた．本稿でも述べたように，

G. M. (2006) J. Neurosci. Res. 83, 374-384.
12)

アルツハイマー病などのタンパク質のミスフォール

Klyubin, I. Walsh, D. M., Lemere, C. A., Cullen, W. K., Shankar, G.
M., Betts, V., Spooner, E. T., Jiang, L., Anwyl, R., Selkoe, D. J. and

ディングが関連した病気の治療法の開発は，非常に

Rowan, M. J. (2005) Nature Med. 11, 556-561.

重要なものである．タンパク質が生体内でどのよう
にミスフォールドし，最終的にアミロイド線維へと

13)

Zimmer, M. (2002) Chem. Rev. 102, 759-781.

14)

Petkova, A. T., Ishii, Y., Balbach, J. J., Antzutkin, O. N., Leapman,
R. D., Delaglio, F. and Tycko, R. (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA

転移するのか，特に，途中の動的な状態でどのよう

99, 16742-16747.

に集合化し，他のタンパク質や細胞と相互作用して

15)

いるのかを明らかにできれば，この分野の研究の進

Tjernberg, L. O., Callaway, D. J. E., Tjernberg, A. Hahne, S.,
Lilliehöök, C., Terenius, L., Thyberg, J. and Nordsted, C. (1999)

展に大いに役立つと思われる．また，これまでアミ

J. Biol. Chem. 274, 12619-12625.

ロイドは生体内で悪者として働いているものと決め

16)

Petkova, A., Buntkowsky, G., Dyda, F., Leapman, R. D., Yau, W. M.

17)

Takahashi, Y., Ueno, A. and Mihara, H. (1998) Chem. Eur. J. 4,

18)

Takahashi, Y., Ueno, A. and Mihara, H. (1999) Bioorg. Med. Chem.

19)

Takahashi, Y., Ueno, A. and Mihara, H. (2000) Structure 8,

20)

Takahashi, Y., Ueno, A. and Mihara, H. (2001) Chem. BioChem. 2,

21)

Takahashi, Y., Ueno, A. and Mihara, H. (2002) Chem. BioChem. 3,

22)

Fowler, D. M., Koulov, A. V., Alory-Jost, C., Marks, M. S., Balch, W.

and Tycko, R. (2004) J. Mol. Biol. 335, 247-260.

つけられてきたが，最近，J. W. Kelly らは，正常な細
胞で積極的に機能しているアミロイド線維の例を報

2475-2484.

告している 22)．このように，この分野はまだ明らか
になってないことが多く，これからますます多くの

7, 177-185.

実験が行われ，タンパク質がもつ二面性が少しでも

915-925.

明らかになることを期待する．

75-79.

文

献

1)

Selkoe, D. J. (2004) Nature Cell. Biol. 6, 1054-1061.

2)

井原康夫編 (1999) アルツハイマー病の新しい展開，羊土

3)

社，東京．
Glenner, G. G. and Wong, C. W. (1984) Biochem. Biophys. Res.

4)

Lorenzo, A. and Yankner, B. A. (1994) Proc. Natl. Acad. Sci. USA

5)

Lambert, M. P., Barlow, A. K., Chromy, B. A., Edwards, C., Freed,

637-642.
E. and Kelly, J. W. (2006) PloS Biol. 4, e6.

Commun. 120, 885-890.
91, 12243-12247.
R., Liosatos, M., Morgan, T. E., Rozovsky, I., Trommer, B., Viola, K.
L., Wals, P., Zhang, C., Finch, C. E., Krafft, G. A. and Klein, W. L.
6)

(1998) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 6448-6453.
Walsh, D., Klyubin, M. L., Fadeeva, J. V., Cullen, W. K., Anwyl, R.,
Wolfe, M. S., Rowan, M. J. and Selkoe, D. J. (2002) Nature 416,
高橋 剛

535-539.
7)

Silveira, J. R., Raymond, G. J., Hughson, A. G., Race, R. E., Sim, V.

8)

Takahashi, T., Ohta, K. and Mihara, H. (2007) ChemBioChem 8,

9)

Sato, J., Takahashi, T., Ohshima, H., Matsumura, S. and Mihara, H.

L., Hayes, S. F. and Caughey, B. (2005) Nature 437, 257-261.
985-988.
(2007) Chem. Eur. J. in press.

高橋 剛（たかはし つよし）
東京工業大学大学院生命理工学研究科助教
連絡先：〒 226-8501 神奈川県横浜市緑区長津田
町 4259-B40
E-mail: ttakahas@bio.titech.ac.jp
松村幸子（まつむら さちこ）
科学技術振興機構，癌研究会癌研究所蛋白創製研
究部研究員
連絡先：〒 135-8550 東京都江東区有明 3-10-6
E-mail: sachiko.matsumura@jfcr.or.jp
三原久和（みはら ひさかず）
東京工業大学大学院生命理工学研究科教授
連絡先：〒 226-8501 神奈川県横浜市緑区長津田
町 4259-B40
E-mail: hmihara@bio.titech.ac.jp

総説



目次に戻る
生物物理 47（4）
，235-240（2007）
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時間分解タンパク質間相互作用検出法とその応用
寺嶋正秀

京都大学大学院理学研究科

A new type of biosensor is presented for detecting protein-protein interaction in solution phase in time-domain. A fast time resolution
was achieved by the diffusion measurement with the transient grating method. This technique allows us to study the inter-protein interaction of short-lived intermediate species. This biosensor possesses many unique merits compared with the traditional biosensors, such as
the surface plasmon resonance biosensor, and the merits were discussed. We applied this technique to the detection of various intermolecular interactions of photosensor proteins; such as a reaction intermediate of photoactive yellow protein (PYP) and phototropins. Transient photo-induced association and dissociation of intermediates were detected.
time-resolved biosensor / photosensor / diffusion / intermediate

1.

プラズモン共鳴バイオセンサーであろう．これは，金

はじめに

属表面からの反射光が，表面プラズモンの吸収によっ

生体科学において，タンパク質の機能を分子論的に

てある角度のときだけ減少する効果を利用したもので

明らかにすることは，大きな目標の 1 つであろう．一

あり，非常に微量のタンパク質間相互作用を検出可能

般的に，こうした機能発現のためには化学反応が必要

とする．このため，このバイオセンサーは，今まで複

であり，そうした反応の理解のためには，ダイナミク

雑で解析の難しかった生体現象をモニタリングするこ

スの研究が必須であることはこれまでの科学の歴史か

とができることで注目されて，多くの研究に用いられ

らみて明らかである．しかし，格段の進展を遂げてい

ている 1)．しかし，ターゲットとなるタンパク質を金

る静的構造や静的物性の解明と比べると，ダイナミク

属基板に吸着させる必要があったり，精密な温度制御

スの研究は遅れをとっており，反応ダイナミクスやタ

が不可欠であるなどの欠点があった．最も大きな欠点

ンパク質の揺らぎなど，タンパク質反応の時間変化を

は時間分解観測が困難という点である．信号伝達過程

直接検出する新規検出法はこれから開発を急がなけれ

などは，不安定中間体がタンパク質−タンパク質相互

ばならない課題といえる．特に，タンパク質の機能

作用を変化させて起こるので，短時間しか存在しない

が，揺らぎも含めた高次構造変化とタンパク質−タン

中間体に対するバイオセンサーが必要となってくる．

パク質相互作用で決まることを考えれば，こうした相

タンパク質会合が吸収スペクトルに変化をもたらす場

互作用を検出するセンサーが，これからより必要に

合には，過渡吸収などの分光学的な手法を用いること

なってくるのは明らかである．

もできるが，実際には変化が少ない場合が多くて適用

もちろん，従来から免疫応答，シグナル伝達，レセ

が困難であるし，またその変化が会合によるものかど

プターリガンドアッセイなどを行うためのバイオセン

うかの明確な区別をつけにくいことも多いであろう．

サーの開発が行われており，いくつかの機器は市販も

また，蛍光エネルギー移動などの方法を用いるには，

されている．たとえば，あるタンパク質がどういうタ

適切な位置にプローブ分子をつける必要があり，ター

ンパク質あるいは DNA と結合するかを知るために，

ゲット探索のような場合には向かない．われわれは，

質量測定バイオセンサーとして，タンパク質が会合す

溶液中で反応しつつあるタンパク質の高次構造変化や

ることによる質量増加を測定する手法が開発されてい

タンパク質−タンパク質相互作用を時間分解で観測で

る．また，多くの研究に用いられている手法は，表面

きる広い意味でのバイオセンサーを開発したので，こ

A Time-Resolved Detection Method of Protein-Protein Interaction and Its Applications
Masahide TERAZIMA
Graduate School of Science, Kyoto University
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こで紹介する 2)．
基本的な原理は，拡散係数の変化によりタンパク質
会合を検出することにある．拡散係数とは，溶液中で
分子がどれぐらいの速さで並進運動をしているかを示
す値であり，タンパク質の構造や大きさによって変化
する．タンパク質会合が起こると，その大きさが変化
するので拡散係数が変化することは直感的にも理解で
きるであろう．しかしそれだけでなく，タンパク質の
構造変化が起こっても，拡散係数が敏感に変化する事
実をわれわれは見いだし，これを利用することで，
あるタンパク質と相互作用するタンパク質や，その
タンパク質構造を変えうる分子を探索できることがわ
かった．
Fig. 1
Principle of the transient grating method.

通常，拡散係数を測定するためには，キャピラリー
中をある時間をかけて動く距離を測るとか，NMR を
利用して測定するなどの手法があったが，いずれも数
時間から日のオーダーで測定時間が必要であり，時間
分解観測には向かない．また，蛍光相関分光法でも拡

にしたがって，信号も弱くなる．よって信号の時間変

散係数が高感度で求められるが，やはり速い時間分解

化を測定することで，そのタンパク質の拡散係数を計

は困難である．しかし，パルスレーザーを用いた過渡

測できることになる．拡散方程式を解くと，この時間

回折格子（TG）法とよばれる手法を用いると，ミリ

変化は拡散係数（D）と，グレーティング波数（q）

秒で拡散係数の測定が可能となり，非常に多くのユ

とよばれる干渉縞の間隔の逆数に比例した値の積

ニークな応用が可能となることを見いだしている．こ

（Dq2）を速度定数とする指数関数で減衰することが

こでは，この手法のタンパク質−タンパク質相互作用

導かれる．たとえば，拡散係数 Dr をもつもともとの
タンパク質が，拡散係数 Dp の生成物に変化したとす

検出という観点からの研究を解説する．

ると，信号はそれぞれの拡散係数に比例した速度定数
の指数関数で変化するので，以下の式で表されること

原理

2.

になる（t は時間）
．

この測定法の原理は，2 本の光をある角度で交差さ
ITG  {npexp(Dpq2t)  nrexp(Drq2t)}2

せ，それらの間の干渉を利用することで光強度の空間

（2）

的な変調を作り出し，タンパク質を空間的に異なった
このように，信号は，反応物と生成物の拡散係数の

光強度で励起するところにある（Fig. 1）3)-5)．もし，
この光励起タンパク質が化学反応を起こし，少しでも

差に対応した時間変化を与えるので，拡散係数の変化

異なった構造をもつことになれば，光励起を起こして

を高感度・高時間分解能で検出できる．この手法での

いないタンパク質とは光学的な性質が異なり，空間的

拡散検出に関する時間分解能は，作った回折格子の幅

な屈折率分布をもつことになる．この空間的に変調さ

に依存する．この幅が狭いほど（つまり q が大きいほ

れた屈折率分布は，回折格子の役目をし，別の光を別

ど）速い時間で拡散による信号が観測され，速い時間

の方向に回折する．これが TG 信号である．この信号

分解が可能となる．われわれが通常用いている配置で

強度（ITG）は，誘起された屈折率変化（n）の 2 乗

は 100 s ぐらいの拡散係数変化を検出できる．これ
より速い時間スケールでの会合ではその速度を直接測

に比例する．

定することはできないが，会合が起こっていることは
ITG  (n)2

その拡散係数変化から明らかにできる．

（1）

タンパク質自身が光吸収を起こして，何らかの変化
ここで  はある定数である．この信号強度は，空

をする場合には，それ自身の励起によって「回折格

間的な濃度変調を反映するものであるため，タンパク

子」を作り出すことができ，信号が観測される．も

質拡散によってこの濃度の空間分布変化が均一になる

し，調べたいタンパク質が光反応しない場合には，タ
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ンパク質に特異的に結合して光反応を起こす小さな
「色素」分子を溶液に混ぜておくことで，そうしたタ
ンパク質の拡散が観測できる 6)．

利点

3.

この手法でタンパク質の反応を調べるとき，多く
の利点が考えられるが，たとえば表面プラズモン共
鳴バイオセンサー法と比較した場合，次のような利
点があげられる．まず，測定時間が非常に短くてす
む．これは，タンパク質を基板に結合するといった

Fig. 2
Schematic illustration of the principle of the diffusion detected biosensor for (a) protein-protein interaction of a transient species and
(b) protein-drug interaction. Physical binding of a small molecule to
a protein may not change the diffusion coefficient, but, when the
conformation of the protein is changed, the diffusion coefficient
changes.

前処理が不要で，溶液中でそのまま測定できるため
でもあるし，また拡散の計測時間が通常の条件では
ミリ秒で終わるほど短いためでもある．表面プラズ
モン共鳴バイオセンサーでは不可欠の固定用チップ
が不要のため，カラムクロマトグラフィーと組み合
わせることで，分離したタンパクをそのまま活性の
測定に用いることができる．タンパク質−タンパク
質結合があれば，もちろんその大きさが変わるので，

とどめる．受容タンパク質が光情報を伝えていくに

拡散係数が変わり，検出される（Fig. 2a）．さらに，

は，そのコンフォーメーションを変えてタンパク間

拡散係数はタンパク質の結合だけでなく，構造変化

相互作用を変化させる過程が重要であるが，そうし

にも敏感であるため，ある小さい分子がタンパク構

た場合にしばしばタンパク質の会合状態も変わる可

造変化を誘起するかどうかも判定できる，すなわち，

能 性 が あ る． た と え ば， 光 に よ っ て 過 渡 的 に ダ イ

仮に小さい分子が大きなタンパク質に物理吸着して

マーが形成されたり，あるいは基底状態で会合して

も拡散係数をほとんど変えないであろうが，もしタ

いるような場合には過渡的解離が起こることもあり

ンパク質の構造を変えるような働きがあれば，拡散

うるであろう．しかし，こうした過渡的な会合状態

係数を変えるので，その変化を検出できる（Fig. 2b）．

の変化を実験的に明確に検出するのは，従来の手法

このようにタンパク質の構造を変えるかどうかの基

ではかなり困難が伴うものである．たとえば基底状

準を通して，薬品の有効性を検出可能になると考え

態での会合状態は，ゲルクロマトグラフィーなどに

られる．また，疎水性のサンプルなどを使って実験

より検出できるであろうが，光を照射しながらゲル

を行う場合には，溶解するために有機溶媒も使用す

クロマトをしたとしても，定常的濃度が小さいと予

ることが多いが，システムに有機溶媒に弱い部分は

想される活性状態の会合状態を検出するのは難しい

ないため，大部分の有機溶媒を媒体として使用する

かもしれない．この手法を用いると，過渡的会合・

ことができるし，溶媒交換も自由である．さらに，

解離過程を明確に示すことができるのである．

表面プラズモン共鳴測定を行うときに，測定温度一
定でないとその安定性が保証されないことがあるが，

4.1 PYP

拡散検出では，温度依存性は少ないので，高度な温

photoactive yellow protein（PYP）とよばれる水溶性の

度制御が不要である．また，当然その速い時間分解

タンパク質は，紅色細菌において光センサーの役目を

計測のため，安定性だけでなく結合の速度解析が可

していると考えられており，ロドプシンに代表される

能となる．

レチナールタンパクの光受容性機構と関連して多くの
興味がもたれている．このタンパクの光反応のトリ

4.

ガーは，タンパクに結合している発色団である p- ク

応用例

マル酸のトランス−シス異性化による．これに引き続
いて，大まかには pR，pB とよばれる中間体を経て，

これらのユニークな特徴をもつ本手法を，われわ
れは多くのタンパク質反応へ適用しているが，ここ

もとの基底状態へ戻ってくる光サイクル反応を示

では光受容タンパク質反応への応用を 2 つあげるのに

す 7)．この光反応ダイナミクスは時間分解 X 線実験を
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で，吸収などをモニターしていたのでは観測されない
強い山型の信号が現れる．この最後の信号の速度は，
過渡回折格子の縞パターンの距離を変えるとそれに応
じて変化することから，分子拡散を表していることが
直ちに結論できた．さらに，屈折率変化の符号から，
立ち上がり速度が基底状態 PYP の拡散速度，減衰速
度が pB の拡散速度を反映していると同定された．図
からも明らかに減衰の速度のほうが立ち上がりの速度
よりも遅いことがわかるが，このことは pB の拡散が
pG よりも遅いことを示すものである．実際に，この
山型信号部分は式（2）で再現され，pB の拡散が pG
よりも遅いために 2 つの指数関数の差で表される山型
信号が観測されていると説明できる．別な実験によ
り，この pB の拡散係数が反応物 pG よりも遅いのは，
pB 中間体における構造変化のためであることが明ら

Fig. 3
Observed TG signals (circles) of PYP in (a) buffer solution, and in (b)
buffer with an eluted fraction from the bacterium. The enhancement
of the diffusion peak is due to the intermolecular interaction between the pB species and DNA of the bacterium.

かとなっている 10)．
この溶液へ PYP を含む細菌 E. halophila の細胞破砕
溶液を加えると，最後の山形信号の強度が非常に強く
なる現象が観測された（Fig. 3b）2)．2 つの指数関数の
差で表される山型信号のピーク強度は，速度定数の差
が大きくなると強くなるが，このことを考えると，溶

はじめ，時間分解 IR，ラマンなど種々の分光法で研

液を加えることで拡散係数の差が大きくなったことが

究されつつある．われわれは，この反応を時間分解エ

すぐにわかる．この信号を式（2）でフィットするこ

ネルギー解析やタンパク部分の構造変化という，従来

とにより，拡散係数の差の増大は，生成物の拡散係数

は時間分解で検出できなかった新しい観点から研究し

が溶液を加えたことによって小さくなったためである

てきており，PYP 自体のダイナミクスはかなり明らか

ことがわかった．すなわち，細胞内には明らかに PYP

になってきた

の反応中間体 pB と相互作用して拡散係数を小さくす

．次の目標は，この構造変化がどの

8), 9)

ようにして信号となっているかを明らかにすることで

る分子種が存在することを示す．

あろうが，どういうタンパク質と PYP が相互作用し

細胞破砕溶液をクロマトグラフィーで分割して調べ

ているのか明らかではなかった．これの 1 つの原因

ることにより，1 つには，この細胞内に含まれていた

は，短時間しか存在しない反応中間体のタンパク−タ

DNA がこの PYP 中間体と相互作用していることが明

ンパク相互作用を検出することは従来の手法では困難

らかとなった．さらに，この DNA を除いたタンパク

であるためと思われる．この点，はじめに述べた時間

質溶液をいくつかのフラクションに分別し，それぞれ

分解相互作用検出法を用いると，こうした困難が克服

を PYP 溶液に加えていくと，あるフラクションだけ

できるであろう．新しい時間分解相互作用検出法の原

が，この拡散係数変化を誘起することがわかった．す

理のデモンストレーションを兼ねて，PYP の反応中間

なわちこのフラクションに含まれるタンパク質が中間

体の分子間相互作用を過渡回折格子（TG）法を用い

体と相互作用するターゲットということになる．この

て検討した．

成分をさらに分割することで，このターゲットが明ら

まず比較のために，PYP のみを含む溶液を光励起し

かになっていくと思われる．

た後の広い時間領域での TG 信号を Fig. 3a に示す．
信号は励起直後に速い速度で立ち上がり，この実験条

4.2 フォトトロピン

件では数 s の時間で減衰している．この減衰は，PYP

フォトトロピンは，植物体内で光屈性や葉緑体光定

から放出された熱エネルギーの拡散によるものであ

位運動などを制御する青色光受容タンパク質である．

る．それに引き続く 100 s 領域の立ち上がりは，最

青色光で励起されると，LOV ドメインのポケットに

初の pR 中間体から第 2 の pB 中間体へ変化するダイ

ある発色団フラビンモノヌクレオチドが LOV ドメイ

ナミクスであり，最後にミリ秒より長い時間スケール

ンと共有結合し，その後再び解離して基底状態に戻る
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という光反応サイクルがあることが過渡吸収などで知

すると，信号の形や強度が大きく変化したことであ

られている．しかし吸収変化は 1 µs で終わり，発色

る．もし 2 µs の速度で見られる吸収変化として観測

団と LOV ドメインが共有結合してから解離する間に，

された生成物の構造変化により拡散係数が変化したと

どのような変化があるのかは，未知の部分が多い．わ

考えると，q を変えても，その形は式（2）で表され

れわれはフォトトロピン 1（phot1）の LOV2 ドメイン

るので，信号の現れる時間が変わるだけで，形は変わ

を用いて，その反応を時間分解で調べた

らないはずである．しかし，この場合には，信号の現

11)

．

phot1-LOV2 ドメインサンプルの光励起後の TG 信

れる時間スケールとともにそのピーク強度の変化が観

号を Fig. 4 に示す．比較的早い時間スケールでは，発

測された（Fig. 5）．先ほどの PYP の場合の説明のよう

色団近傍の構造変化による減衰（約 2 µs）と，励起分

に，このピーク強度は拡散係数変化の大きさに対応す

子から放出された熱が溶液中を拡散していくようすを

る．すなわち，ピーク強度が時間とともに増えること

表す信号が観測される．その後のミリ秒以降に現れる

は，信号の観測されている時間スケールで生成物の拡

山型の信号は，先ほどの PYP と同様の実験により，

散係数が徐々に小さくなっていることを示す．種々の

タンパク質分子が溶液中を拡散していく過程を反映し

時間におけるこの信号形を解析することで，拡散係数

た信号であることがわかった．こうした山形信号が現

変化速度が求められることがわかった．

れるのは，基底状態タンパク質の拡散係数とその時間

もう 1 つの特徴的なことは，この拡散係数変化速度

における反応生成物の拡散係数が異なっていることに

に濃度依存性が見られたことである．異なった濃度で

よる．屈折率変化の符号を求めることにより，立ち上

の実験により，濃度が薄くなるほどこの速度が遅く

がりのほうが基底状態，減衰のほうが生成物の拡散を

なった．定量的な解析の結果，拡散係数変化の速度定

表すことが同定された．これは光励起によって何らか

数は濃度にほぼ比例することがわかった．このこと

の「変化」が起こり，拡散係数を小さくしていること

は，光照射によって光励起されたタンパク質と基底状

を示している．先ほどの PYP の例では，タンパク質

態のタンパク質の間でダイマー化が起こっていること

構造変化によって拡散係数が変化したためであった

を示している．すなわち，この場合には，基底状態の

が，この場合の変化とは何で，どういう速度でこの変

phot1-LOV2 自身が中間体と相互作用して，会合体を

化が起こっているのであろうか．

作ったために拡散係数が減少したことが明らかとなっ

phot1-LOV2 の信号には，PYP には観測されない特

た．このタンパク質は光サイクル反応を起こし，数分

徴的なようすが観測された．1 つには，グレーティン

後には基底状態に戻るが，このときにはもとのモノ

グ波数 q を変えて異なった時間スケールで信号を観測

マーに戻っている．すなわち，観測されたダイマーは

Fig. 4
A TG signal (broken line) of phot1-LOV2 at 50 M and
q23.41010 m2. The best fitted curve to the observed TG signal
based on the two state model is shown by the solid line, which is
almost completely overlapped with the observed signal. From this fitting, D of the reactant and product, and the rate of the diffusion
change were determined.

Fig. 5
TG signals (broken lines) of phot1-LOV2 solutions at q2-values of (a)
5.31012, (b) 6.31011, (c) 3.41011, (d) 7.31010, and (e) 4.51010
m2. The signals representing the molecular diffusion processes are
shown and these signals are normalized at the initial part of the diffusion signal.
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過渡的ダイマーである．このように，サブミリ秒で起

とが予想できる．現在，われわれは光受容タンパク

こるタンパク質間相互作用が実時間で検出できたこと

質の信号伝達機構を探るため，この手法を用いて研

になる．

究を進めているが，従来の手法ではわからなかった

このタンパク質の場合には，さらに興味深い現象が

多くの構造変化に関する情報が得られている．今後，

見られた．もし，このダイマー化速度よりも速い時間

こうした新たな面から見直した反応スキームにより，

で信号を観測したらどうなるであろうか．当然，拡散

より詳細なタンパク質の働きが明らかにされていく

係数変化は観測されないで，単一指数関数で変化する

ことを期待している．

はずであり，実際にそうした信号が観測された．しか
し，この速い時間スケールでも，さらにタンパク質濃
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破壊力学をプローブとして見るタンパク質内部構造
猪飼

篤

東京工業大学大学院生命理工学研究科

Our body at the molecular level is primarily made of protein molecules and our biological activity largely depends on their chemical
functions. Shapes and functions are supported by the intrinsic mechanical properties of protein molecules and interactions between and
among them. In this article, we explore the possibility of defining mechanical rigidity of proteins at the single molecular level. The force
mode of atomic force microscopy is the most suitable method enabling us to push and pull a single protein molecule at our will. Such
experiment on carbonic anhydrase is introduced in this article.
protein rigidity / atomic force microscopy / Young’s modulus / Hertz model / Tatara model / carbonate dehydratase (carbonic anhydrase) / knot structure

stress）と，試料の元の長さ（L0）に対する伸び，また

序論

1.

は縮み（L）の相対的な大きさ（  L/L0 と定義され，

個々のタンパク質分子や細胞の局所的な硬さを測定

ひずみ，あるいは strain という）の間の関係が線形の

するという実験について紹介する．タンパク質化学の

範囲内での比例定数をヤング率といい，E または Y で

基礎を築いた Emile Fischer は酵素と基質の結合を「鍵

あらわす．ヤング率の単位は Pa  N/m2 で，ダイヤモ

と鍵穴」にたとえた．鍵というものはだいたいが金属

ンドやシリコンなど硬いもので数 100 から 1000 GPa

製のいかつい，いかにも壊れにくい顔つきのものが多

程度，柔らかいものではゴムが 1-5 MPa，細胞は数 k-

いので，このたとえは酵素はちょっとやそっとでは壊

数 100 kPa という値をもつ．

れない硬い存在であるというイメージをタンパク質研

試料を 1 方向に引っ張るとたいていのものは他の 2

究者に植えつけた．その後，「誘導適合説」を唱えて

方向では縮む．この縮みの割合をポアソン比とよび，

酵素の概念を一変した Daniel Koshland Jr. によって酵

 であらわす．x 方向へのひずみを  としたとき，そ

素はかなり柔らかいものであるという印象が広まっ

れと直交する，y，z 方向では 0.5 の収縮的なひずみ

た．そこで多くの人々が「酵素はランダムコイルでは

がある場合，試料は 1 方向に伸びた分を，他の 2 方向

機能しないが，かといって岩のように硬いものでもな

で補うので全体としての体積変化はない．これがゴム

い」と思ってはいる．
「はたしてどのぐらいの硬さが

などの場合であり，ポアソン比は 0.5 である．一般に

酵素にはもっとも都合がよいのだろう」というような

引張り，圧縮変形で多少体積が増す場合が多いので，

疑問に答えるために個々のタンパク質分子の硬さを測

ポアソン比が 0.3 から 0.4 の材料が多い．タンパク質

定してみることにした．一般に材料の硬さはヤング率

の場合はポアソン比の信頼できる測定がまだないが，

というパラメーターで表すので，これについて簡単に

おそらく 0.4 から 0.5 の間にあると思われる．固体試

説明する．

料のヤング率は音波の縦波の伝播速度（l）の 2 乗が
ヤング率と密度（）の比に等しい（l2  Y/）という

2.

関係から求める．横波の伝播速度からは同様の関係

ヤング率

で剛性率（G）が求まるので，ポアソン比はそれらの

直方体試料の両端にかけた一様な圧力の大きさ（単

間の関係式（Y  2G(1  )）を用いて求められる．ま

位 断 面 積（A） あ た り の 印 加 力   F/A， ス ト レ ス，

た試料の固有振動数から求める方法もある．タンパク

Inside Story of a Protein Molecule as Reported by Fracture Mechanics
Atsushi IKAI
Laboratory of Biodynamics, Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology
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質のような分子ではこのような方法を用いるのは難し

4.

いので次に述べるようにいろいろな方法が考案されて

実験方法：原子間力顕微鏡
AFM の心臓部は長さ 100 m 前後の薄い板バネとそ

いる．
ヤング率の測定に戻ると，タンパク質については，

の先端に作りつけられている小さい探針である．板バ

アクチンの単一繊維を試料とした延伸実験結果から構

ネの他端は支持基板に固定されている．このような板

成アクチン分子の硬さとして求めた約 2 GPa という値

バネをカンチレバー（片持ち梁）とよぶ．この状態で

が最も信頼できる方法による値である 1)．そのほか，

探針を試料表面に 1 nN 以下の小さい力で押し付けな

分子間力顕微鏡を用いた多数のミオシン分子について

がら縦横方向に走査すると，試料表面が高い部分では

の測定値から単一ミオシン分子のヤング率を約

探針は上，低い部分では下とカンチレバーに上下の変

2.5 GPa と見積もった研究 2)，原子間力顕微鏡（atomic

位をもたらす．縦横走査に追随して常にフォトダイ

force microscope, AFM）を使用してリゾチームのヤン

オード検知器の上下出力差がゼロに近くなるよう試料

グ率を 500 MPa と報告した例 ，タンパク質溶液中の

台を上下してゆくことにより，ピエゾモーターを上下

超音波の伝播速度の測定値からタンパク質の圧縮率

移動させるための入力電圧の変化が試料表面の凹凸を

（）を求め， とヤング率との関係式（Y  3(1  2)/）

反映することになり，試料表面の立体的な映像を得る

3)

を使ってリゾチームのヤング率を約 2 GPa と報告した

ことができる．

などがある．ポアソン比が 0.5 に近い場合，この

AFM が可能とする新規な実験として，個々の分子

方法でのヤング率見積もりは誤差が大きくなる．さら

に対して引っ張る，押すという操作，あるいは AFM

にタンパク質の結晶の弾性率から個々の分子のヤング

探針への吸着力を利用しての分子採取および分子注入

率を求めた例もある ．

が考えられる．いずれも個々の分子に対する力学操

例

4)

5)

作，わけても分子や分子複合体の破壊力学をプローブ

3.

として分子や複合体の内部における原子・分子間相互

破壊曲線

作用のようすを知ることができる．すなわち，AFM

試料を両端から引張った場合，応力−ひずみ曲線は

をフォースモード（force mode）で使うことにより，

Fig. 1 のような形をもつ場合が多い．応力−ひずみ曲

試料表面の一点で探針を表面に接触し，さらに試料へ

線上でそれぞれの意味を同図で簡単に説明する．引張

押しこんでゆくような実験ができる．探針が試料内に

り 強 さ（tensile strength）， 破 断 力（rupture point）， ヤ

押しこまれるにしたがい，試料からの反発力を受けて

ング率などの意味をこの図中に示す．

カンチレバーは上方に変位するので，その変位の大き
さを記録する．カンチレバーの変位の大きさを知るに
は，まず 2 分割フォトダイオード検知器の上下出力電
圧差と，カンチレバーの変位の大きさの比例関係に関
する検量線をあらかじめ準備しておく．その比例係数
を AFM に パ ラ メ ー タ ー と し て 登 録 し て お け ば，
フォースカーブ出力時の縦軸をカンチレバー変位量
（nm）とすることができる．探針の押し込みに対し
て，ある程度の凹みを生じる比較的柔らかい試料の場
合，試料の凹み量は試料台の移動距離からカンチレ
バーの変位量を差し引くことにより得られる．またそ
のとき試料に印加されている力はカンチレバーの変位
量にそのバネ定数をかけることにより得られるので，
基本的な力学測定，すなわち「印加力」対「試料変形
量」の測定が可能となる．
Fig. 2 には AFM をフォースモードで使用したとき

Fig. 1
Various ways of presenting material strength on the stress vs. strain
curve. The Young’s modulus is the coefficient of the linear relationship between stress () and strain (). The numbered points are: 1.
yield point, 2. tensile strengthning region, 3. tensile strength, 4. fracture (rupture) point, and 5. Hookean region.

に得られる張力：延伸距離曲線（F-E カーブとよび，
試料にかかる張力と試料の伸びを記録する）について
示した．本稿で説明する実験では AFM をこのフォー
スモードで使用する．
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Fig. 3
Compression curve of carbonic anhydrase in filled dots. The three
curves from top to bottom represent, 1) Hertz model fitting, 2) Tatara
model fitting, and 3) exponential fitting. H/2 is the Hertzian approach
distance equal to one half of the height of the sample. Reproduced
from ref. 12 with permission.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.

Fig. 2
Force extension curve including the compression part of the curve to
the left end. The gray lower line represents approach curve and the
dark upper curve shows retraction curve. Symbols are: I: depth of
compression, H: probe-sample contact point, E0 is the maximum extension length of the sample.

jst.go.jp/browse/biophys/参照）

ように N 末端と C 末端がタンパク質表面で反対側に
あるものとして，炭酸デヒドラターゼを選択した．タ

5.

ンパク質を基板表面に固定したあと，基板を緩衝液で

炭酸デヒドラターゼ

よく洗い，共有結合で基板に固定されていないタンパ

われわれは炭酸デヒドラターゼ（ウシ血液由来のア

ク質をできるだけよく洗い流す．基板に対してタンパ

イソザイム II）という分子量 29,000 の球状タンパク

ク質の反対側から接近する AFM 探針表面も同様の方

質分子をシリコン結晶基板に 1 本の架橋剤でつなぎと

法でシラン化し，SPDP 処理してシステイン残基と反

め，これを AFM により引張ったり，押したりしてそ

応性のよい表面にしておく．AFM の溶液セルの底部

の硬さと環境による変化を測定した

にタンパク質処理した基板を置き，緩衝液で満たした

6), 7)

．固体基板に

固定された試料を AFM で操作する場合の実験上の注

後上方向から探針をセットする．

意点と，得られたデータの解析方法に触れながら測定
結果の意味するところについて解説したい．同様な力

6.

学的測定法を細胞レベルの試料に適用して細胞の力学

分子圧入法によるタンパク質の硬さ測定
Fig. 3 に炭酸デヒドラターゼを原子間力顕微鏡探針

的性質を調べることもできる 8), 9)．
まず，実験中にタンパク質分子が動いたり，溶液中

で押しつぶした際に見られる F-E カーブを示す．図の

に溶け出したりしては困るので，タンパク質分子の両

横軸は右側から探針が降りてきて，分子に接触し，さ

末端にシステイン残基を導入して固体表面にその一端

らに分子を圧縮してゆく過程であり，縦軸は圧縮力を

を結合する．方法として，基板に用いるシリコンや雲

下向き方向にとっている．探針がタンパク質に接触し

母，ガラスなどの表面にある -OH 基を利用して，こ

てからの距離は，タンパク質の圧縮距離を表すが，

れらの表面をシラン化剤である 3- アミノプロピルト

Hertz モデルを基本にした解析をするために，実測圧

リエトキシシランなどの試薬で処理することによりこ

縮 距 離 の 半 分 を と っ て い る． そ の 理 由 は， も と の

れらの固体表面をアミノ基あるいはスルフヒドリル基

Hertz モデルでは半無限大球の形状をもつ試料が探針

で覆う．シラン化した表面とシステイン残基をもつタ

との接触面でしか変形しないことになっているが，原

ンパク質を 2 価性架橋剤である，N- スクシンイミジ

子間力顕微鏡を使用した実際の圧縮実験では球状タン

ル 3-[2- ピ リ ジ ル ジ チ オ]- プ ロ ピ オ ネ ー ト（以 後

パク質の上下で変形が同程度起こると考えるほうが自

SPDP）を用いて連結する．遺伝子工学的方法で両末

然だからである．

端にシステイン残基を導入するので，タンパク質内部

試料と探針の接触面があまり大きくなく，変形も小

に固有のシステイン残基やシスチン残基がないタンパ

さいことを仮定する Hertz モデルでは，試料は垂直下

ク質として，また両末端が両方とも基板に結合しない

方に少しだけ押しつぶされるので，試料の横方向への
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Fig. 5
Comparison between Hertz and Tatara model. Hertz model of indentation allows a small deformation of a spherical or half-spherical
sample not allowing lateral expansion, whereas Tatara model allows
a large deformation with lateral expansion. (a) Hertz model as applied on a spherical sample as a model of native protein, (b) Hertz
model on a half-sphere as a model of tethered and denatured protein, (c) Tatara model on a spherical sample, (d) Tatara model on a
half-sphere. Reproduced from ref. 12 with permission.

Fig. 4
Change of apparent Young’s modulus of carbonic anhydrase as the
depth of indentation increases. Numbered curves represent results
for carbonic anhydrase under various conditions as : 1) native, 2)
complexed with inhibitor, 3)-5) partially denatured by the addition of
guanidinium chloride, and 6) completely denatured in 6 M guanidinium chloride. Reproduced from ref. 12 with permission.（カラー図は電
子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

膨らみ変形はないものとしている 10)．その場合は，

行平板の間に挟んだゴム球に上から圧縮力を加える

印加力を F，探針と試料の半径を R1，R2 としたとき，

と，下側の平板から反作用力が働いてゴム球が上下か

1/R  1/R1  1/R2 で決まる R および，探針による試料

ら圧縮され，さらに体積変化が小さい場合は横方向へ

の変形（圧入深さ）を IH とすると，それらの間の関

球が膨らんでゆく．このような効果を Hertz モデルに

係は次式のようになる．，Y は試料のポアソン比，

取り入れて定式化したものであるが，解析解は得られ

ヤング率である．さらに，探針は試料に比べて非常に

ていない．しかし，かなりの大変形を許すところまで

硬いとしている．

いくつかの展開式が得られており，巨視的なゴム球を
3

3

--4 RY --22
F = --- ----------------- I H = aI H
2
3 1 –  

試料として理論と実験の対照も行なわれている 13), 14)．
ここでは，もとのゴム球の直径の約 50% 程度までの

（1）

変形を単一ヤング率の値で再現できるつぎのような
Hertz モデルパラメーター（a）に加えてもう 1 つのパ

古典的な Hertz モデルをそのまま当てはめると，ヤ

ラメーター（ac）をもつ展開式を使用した．

ング率が圧入距離により変化することになり，その結
果を天然型タンパク質について見ると Fig. 4 のカーブ

3

5

2
3
----4YR 1
2
2
2
F = aI H + 3a
-------- I H + 15a
---------- I H , ac = -----------------------------------2

1
+
   3 – 2 
2ac
8ac
（2）

1 のようになる．このヤング率の変化は，圧入距離が
深くなるほど大きくなる硬い基板の影響と，タンパク
質自身の内部構造による変化を含んでいる可能性があ

ここでポアソン比を 0.4 に固定して見ると，ac も a

る．まず，前者の影響を取り除くために，Hertz モデ
ルとは異なり試料の大変形を取り入れて解析するモデ

で表せるので，ヤング率を唯一のパラメータとする次

ルを探した．

の近似式を得ることができる．

われわれの実験では球状タンパク質が元来の直径の

3
---

半分程度まで押しつぶされるところまで計測するの

5
---

F = aI 2H + 0.337aI 2H + 0.0948aI 2H

（3）

で，Fig. 5 のように横方向への膨らみや，上下方向か
Fig. 3 には実験データに古典的 Hertz モデル（カー

らの圧縮を考慮した Tatara モデル 11) の採用が自然であ
ると考え，これを採用した

12)

ブ 1）
，Tatara モデル（カーブ 2）をあてはめた結果を

．

Tatara モデルはおそらく耐震設計に用いる巨大なゴ

示している．Hertz モデルを実験結果のより広い範囲

ム球の変形を調べるために開発されたと思われる．平

にあてはめるためには，圧縮の進行とともにヤング率
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Table 1
Young’s modulus of carbonate dehydratase in the absence and presence of denaturant
0 M GdmCl

0 M GdmCl
 Inhibitor

1.5 M GdmCl

H (nm) (Height)

3.5  0.1

2.0  0.2

3  0.5

Best fit Y (MPa)

75  10*

65  10*

15  5**
25  5*

2.0 M GdmCl

3.0 M GdmCl

6 M GdmCl

4-5

5-7

8-10

4-6**

3-6**

2  0.5**
5  1*

*: Data were fitted to Eq. 3 by setting IH  I/2, where IH is the Hertzian approach distance and I is the experimentally observed depth of compression. **: Data were fitted to Eq. 3 by setting IH  I. GdmCl stands for guanidinium chloride.

が次第に大きくなると仮定する必要がある．また一定

し，実測値はそうではなく，高さはせいぜい 5-6 nm

のヤング率を無理にあてはめると，カーブ 1 のあては

であるにもかかわらず，ヤング率が天然型の 1/10 近

め曲線の場合より 3 倍程度大きいヤング率が必要とな

くまで減少している．このことから見て，2-3 M グア

る．Tatara モデルを適用すると，圧入深さが 50% 程度

ニジン塩酸中での測定は，このタンパク質について溶

にいたるまでの圧入曲線を 75 MPa という一定のヤン

液論的な研究が進んでいるモルテングロビュール状態

グ率で説明することができる．このことから，炭酸デ

の物性をあらわしていると考えられる．

ヒドラターゼ分子は一様な硬さをもつ試料としてふる

この状態のタンパク質の延伸実験を行うと，天然型

まうことがわかった．圧縮過程が完全に可逆的でない

に比較してかなり柔らかくなっていることがわかる．

可能性もあるので，ここで得られたヤング率の値は下

分子の延伸を妨げていた「結び目」構造（次節参照）

限と考えたほうがよい．

はすでに破壊されており，天然型が見せた 20 nm 付

炭酸デヒドラターゼの溶液に変性剤を次第に濃い濃

近での延伸に対する大きな抵抗はなくなり，かなり完

度で加えてゆくとタンパク質が柔らかくなってゆくこ

全変性型に近い F-E カーブを示している．

とがはっきり示される．このようすを Table 1 に示す．
6 M グアニジン塩酸中ではヤング率はおよそ 2 MPa

7.

という小さい値となり，報告されているゴムやエラス

分子延伸法によるタンパク質の硬さ測定

チンというランダムコイル状試料と同程度である．ま

次にタンパク質分子を引き伸ばして破壊する実験に

た高さは 9 nm 程度まで増加しており，ランダムコイ

ついて考える．張力印加による試料の破壊は Fig. 1 で

ル鎖となったタンパク質が膨潤していることをよく示

概略を示した．そこではストレスとひずみの間に線形

している．分子量が 30,000 程度のタンパク質がグア

関係が成り立つ領域を広く取っているが，タンパク質

ニジン塩酸中でランダムコイル鎖になった場合，固有

を引き伸ばす実験ではこのようなフックの法則に従う

粘度などの値からおよそ 17-20 nm という近似的な直

領域はきわめて小さい変形領域にとどまり，実際にこ

径が予想されるが，AFM の測定ではおよそその半分

の領域からヤング率を得ることはほとんどできない

となっている．その理由は，一端を基板に固定されて

（先にあげたアクチン繊維の延伸実験ではこの小変形

いるため，ランダムコイル鎖は半球状になって基板状

領域を繊維について測定して個々のアクチン分子のス

に広がっているためと考えられる．これは高分子科学

トレスとひずみの関係に戻してヤング率を得ている）
．

でいう「マッシュルーム」という形であり，基板上の

われわれの経験では，単一タンパク質分子をその両端

分子数濃度が低いのが原因である．分子数濃度が増し

から引張るような実験では，延伸の初期から F-E カー

て分子同士が接触するようになると，「ブラシ状」と

ブは非線形である．また，タンパク質や DNA の力学

よばれる基板表面から離れる方向に伸びた構造をとる

的アンフォールディング実験では，この非線形カーブ

ので，測定される高さは 20 nm を超えるものとなる

に重畳していくつかのフォースピークが現れることが

であろう．

多いが，これらのフォースピークは，試料全体あるい

その途中段階でのヤング率の低下は，非変性型と完

は局所的な協同現象的構造に関して，Fig. 1 で説明し

全変性型が混在するために生じているのではない．混

た引張り強さを表していると考えられる．

在するならば，変性型の方が高さが 2 倍程度高いの

Fig. 6 にこのような方法で炭酸デヒドラターゼを引

で，そちらがまず探針と接触し圧縮されるため，圧入

き伸ばした際に得られる張力（F）と試料の変形（延

曲線の多くは完全変性型と同形となるだろう．しか

伸長さ）
（E）の関係をグラフで示す 7)．図には 4 本の


目次に戻る
生

物

物

理

Vol.47 No.4（2007）

Fig. 6
Force-Extension relationship of four types of bovine carbonic anhydrase II under physiological conditions, native (curve 1), type I (curve
2) and type II (curve 3). Curve 4 is the result for fully denatured protein. Modified from ref. 7.

Fig. 7
Molecular structure of bovine carbonic dehydratase II. The position
of knot structure is marked with a circle. If the protein is stretched
from the N- and C-terminal (259) Cys’s, the knot structure remains
knotted but, if from N-terminal Cys and Cys253, it would be unknotted.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

カーブが示されているが，それぞれ，1）天然型の炭
酸デヒドラターゼで C 末端に結び目構造がある，2）
結び目構造が延伸の邪魔にならないよう，システイン

イプ II である．この分子はタイプ I よりかなり柔らか

残基を 253 番目に導入した変異体で酵素活性を 100%

いが変性タンパク質に比較すると同じ長さまで延伸す

もつもの，3）同じ変異体で，結び目構造が完成して

るのにかなり大きい張力を必要とする．このタンパク

いないため酵素活性ないもの，4）同じタンパク質が

質がほぼ完全な 2 次構造をもつことは遠紫外円 2 色性

6 M 塩酸グアニジンというタンパク質変性剤存在下で

（CD）スペクトルの測定から確かであるが，3 次構造

ランダムコイル鎖となった場合，の延伸曲線である．

の完成度については，1）タンパク質の蛍光スペクト

Fig. 7 には炭酸デヒドラターゼの分子構造をあげ，結

ルは天然型およびタイプ I とほぼ同様，2）近紫外 CD

び目の位置や活性中心を示す 15)．

スペクトルには両者でわずかな違いがある，3）カル

天然型の炭酸デヒドラターゼには結び目構造がある

ボキシペプチダーゼによる C 末端からの消化速度が

ため，N 末端と C 末端から反対方向に引き伸ばすと

天然型およびタイプ I に比較して速いので，C 末端結

結び目は解けない．そのためと考えられるが，全長約

び目構造が未完成である，4）機能中心にあるべき亜

100 nm（260 残基）あるタンパク質がおよそ 20-30 nm

鉛イオンが欠落している，というヒントがあり，いわ

程度伸びた時点で張力が急激に増大して共有結合の切

ゆるモルテングロビュール型に近いか，それ以上に立

断が起こってしまう．実験技術上これは重要な点であ

体構造の完成度が高い可能性がある 7), 16)．タイプ II

り，タンパク質分子内部のセグメント間に働く非共有

は，共有結合破断以前にほぼ分子全長である 100 nm

結合性相互作用力を測定したいのに，共有結合が先に

まで引き伸ばすことができている．同図カーブ 3 は変

破断してしまうとそれ以上の測定ができなくなる例で

性したタンパク質の延伸曲線であり，タイプ II の延

ある．非共有結合力の破断に要する力がこれほど大き

伸曲線が変性タンパク質のものではないことを明瞭に

い例も珍しい．

示している．
面白いことにタイプ I タンパク質は延伸の途中でタ

システイン残基の位置を結び目より内側にした場
合，タンパク質はスムーズにおよそ 60-70 nm くらい

イプ II に転移することが観測されているが，転移後，

まで引き伸ばされるが，それ以上はやはり張力が共有

再度収縮・延伸を繰り返してもタイプ I に戻ることは

結合破断力を超えてしまう．このタイプの F-E カーブ

観測されていない．この転移がどのような内部構造の

を与える変異体をタイプ I とよぶことにする（Fig. 6

破壊を伴って起こるのかを知ることは現状では実験だ

でカーブ 1）．一方，同様な変異体で立体構造にわず

けでは難しいので，並行して行った分子動力学計算機

かな違いのあるのが同図で 2 というカーブを与えるタ

シミュレーション結果から推測すると次のようにな
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タンパク質disorder領域予測法の最前線
野口

保

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター

る disorder 領域の存在もあると考えられはじめている．

1. はじめに

すなわち，X 線結晶回折や NMR によるタンパク質立
タンパク質において定まった立体構造を形成しない

体構造解析において，どのような条件下でも disorder

領域が，近年注目されている．生体内で一定の立体構

領域が結晶化やスペクトルの帰属の妨げになってい

造をとらないときがあるこのような領域は，natively

る場合と，機能発現に必要な条件（相手分子もしくは

unfolded とか，intrinsically disordered/unstructured とよ

原子と結合，pH，温度，圧力など）がととのわない

ばれている．最近ではこれに加え，構造解析されたタ

ために機能部位などが立体構造を形成せず（disorder

ンパク質立体構造において，構造的揺らぎが大きいこ

する），構造決定の妨げになっている場合があるので

とによって構造が決まらなかった比較的短い領域も含

はないだろうか．

めて，単に disordered region（disorder 領域）とよぶよ

このように，disorder 領域は，タンパク質の機能を

うになった．本稿でも，以下 disorder 領域とよぶこと

理解する上で重要性が増し，注目されてきている．

にする．disorder 領域は，高等生物に特に多く見られ

また，disorder 領域以外の予測可能な配列をあらかじ

る傾向があり，転写調節に関するタンパク質や DNA

め知れば，タンパク質立体構造予測に費やす時間と

結合タンパク質などに多く存在することが示唆さ

労力を大幅に削減することができることから，disor-

れ

，実験的にも機能発現に関与することが明らか

der 領域予測は立体構造予測の前処理として利用され

になってきている ．さらに，転写因子の disorder 領

るようになってきており，その開発が近年活発に行

域を詳細に解析するなど disorder 領域の性質を理解す

われている．

1), 2)

3)

るための研究も始まっている 4)．

2. タンパク質 disorder 領域予測法

タンパク質は立体構造を形成してはじめて，他の
分子と相互作用できるようになり機能発現する．そ

現在，disorder 領域予測法には，アミノ酸残基の物

のため，タンパク質の立体構造を知ることがそのタ

理化学的指標をもとにした手法，進化的情報を用いた

ンパク質の機能を知る上で重要であり，タンパク質

手法，および両方を用いた手法がある 5)．物理化学的

の立体構造解析が精力的に行われている．構造解析

手法の代表は PONDR で，アミノ酸残基の物理化学

の努力により，現在立体構造数は約 43,000 に達した

的指標としてアミノ酸残基組成と配列複雑度を用いて

が，タンパク質をコードする遺伝子の塩基配列デー

い る（そ の 他 に は，GlobPlots2，DisEMBL，IUPred，

タ（TrEMBL: 約 430 万）に比べると，約 100 分の 1 に

PreLINK などがある）．進化的情報を用いた手法の代

すぎない．解析が進まない原因は in vitro における実

表は DISOPRED で，PSI-BLAST を用いてアミノ酸配

験（遺伝子発現，増殖，精製，結晶化など）の難しさ

列の位置特異的なスコア行列 PSSM（position specific

が考えられているが，困難な理由には，予想を上回

scoring matrix）を用いている（その他には，DISPro，

The Frontiers of Developing a Method for Prediction of Disordered Regions in a Protein
Tamotsu NOGUCHI
Computational Biology Research Center (CBRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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RONN，DisPSSMP などがある）
．いずれも，統計的手

列全体の disorder 領域と，長い disorder 領域，および

法や機械学習法などを用いて予測法を開発し，既知の

短い disorder 領域の 3 種類に分け，それぞれの予測法

アミノ酸配列と disorder 領域の関係を処理（学習）し

（POODLE-W: 配列全体，L: 長い disorder 領域，S: 短い

て，最適なパラメーターを決めている．

disorder 領域）を開発した．われわれは，POODLE を

一般に disorder 領域予測のもととなる disorder 領域

より実用的な予測法にするために，予測の誤り（disor-

（残基）データには，タンパク質立体構造データベー

der と予測したが実際には disorder ではない場合）を

ス（Protein Data Bank: PDB）の配列情報（SEQRES 行）

できるだけ少なくしつつ，正しい disorder 領域の予測

と立体構造情報（ATOM 行）を比較して，立体構造

を増やすことを目標にし，開発を行った．

情報が欠失している残基を disorder として用いる場

3 種類の POODLE は，http://mbs.cbrc.jp/poodle/（Fig. 1

合 6) と，論文などから実験的に確認された disorder 領

参照）で一般に公開している．

域を収集したデータベース（DisProt）7) に含まれる残
基を disorder として用いる場合がある．両者とも実験

3.1 POODLE-W

の方法や実験条件が異なる情報が混在しているため，

配 列 全 体 が disorder（unfold） か order（fold） か を，

利用する際は注意が必要である．前者は一般に構造

そのアミノ酸残基組成や親水性などの物理化学的指標

的揺らぎが大きい領域で，両末端とループ部分に dis-

を用いて判定する試みが行われている 8)．しかしなが

order 領域が多く検出され，それらは比較的短く（30

ら，配列全体が disorder かどうかを判定するために必

残基以下が約 90%），立体構造解析における解像度な

要なデータとして利用可能なデータベースは DisProt

どによってその領域が変わる．後者は長い disorder 領

しか存在しない．その DisProt の 2006 年 6 月 23 日版

域を多く含むが，disorder の測定方法が一定とは限ら

でエントリー数は 458 配列で，配列一致率が 30% 以

な い． 本 来 は， そ れ ら の 実 験 条 件 を 考 慮 し て 学 習

上のエントリーを除くと 82 配列のデータしかなく，

デ ー タ を 選 ぶ 必 要 が あ る が， 現 状 で は，disorder の

十分な統計量が得られない．そこでわれわれは，タン

データ不足のため，そのような考慮は払われていな

パク質の配列データベース（SWISS-PROT など）を利

い．

用し，fold/unfold のラベルなし学習法（spectral graph
transducer）9) を用い，disorder 情報を補って，配列全体

3. POODLE（prediction of order and disorder by
machine learning）の開発

が disorder か order か を 予 測 す る 方 法（POODLE-W）

われわれは，disorder 領域の特徴がその領域の長さ

を開発した 10)．POODLE-W の開発においては，配列

によって異なることに着目し，予測対象をアミノ酸配

全体のアミノ酸残基組成が order/disorder を判定する物

Fig. 1
A snapshot of a process for predicting disordered regions on the normal cellular prion protein (PrPC) with POODLE-L at POODLE server (http://mbs.
cbrc.jp/poodle/).（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）
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理化学的指標として最も適していることを確認し，そ

末端と 3 領域に分割して予測するが，われわれは，両

れにより，既存の手法を上回る精度を得た．

末端をそれぞれさらに 3 分割して，全部で 7 領域とし，
その領域ごとに SVM で学習して disorder 予測を行う
方法（POODLE-S）を開発した 12)．ウィンドウ幅は，

3.2 POODLE-L

長い disorder 領域にも配列全体と同様の性質がある

両末端のそれぞれ 3 領域は 5 残基，中央では 15 残基

と考えられるが，アミノ酸残基ごとに order/disorder を

とした．

予測する必要があるため，POODLE-W とは別の予測

4. タンパク質 disorder 領域予測法の評価

法（POODLE-L） を 開 発 し た 11)． わ れ わ れ は 長 い
disorder 領域予測の評価に用いられている代表的な

disorder 領域を 40 残基以上としたが，現状では長い

評価方法を以下に示す．

disorder 領域を定義する明確な値はなく，Dunker ら 2)
は 40 残基以上，Jones ら 1) は 30 残基または 50 残基以
上で disorder 領域を決めている．disorder 情報として

Ssens  TP/(TP  FN)

は，DisProt，Uversky ら の 論 文 お よ び PDB か ら 得 た

Ssens: sensitivity, TP: true positive, FN: false negative

(1)

disorder 領域を用いた．
Sspec  TN/(TN  FP)

POODLE-L は，アミノ酸残基特有の性質（10 種類）
を 6 種類の物理化学的性質にグループ分けした指標を

(2)

Sspec: specificity, TN: true negative, FP: false positive

もとに作成したスコア行列と order/disorder の関係を
Q2  (TP  TN)/N

Support Vector Machine (SVM) で学習することによっ

N: 残基数

(3)

て，disorder 領域予測を行う．一般の予測法では，配
列をウィンドウ（連続する決まった数のアミノ酸残
るのに対して，この方法では，幅の広い 40 残基の

 TN  T P –  FN  FP 
MCC = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP + F N    TN + FP    TP + FP    TN + FN 
(4)

ウィンドウをずらしながら，ウィンドウ内の残基全

MCC: Matthews の相関係数

基）に区切り，その中心残基の order/disorder を予測す

体の order/disorder を予測する．さらに，ウィンドウご
とに予測された結果は，配列上の各残基の位置ごと
を行い，各残基の order/disorder を予測する．6 種類の

W disord er  TP – Word er  FP + W order  T N – Wdi sorder  FN
S w = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W disor der  N disor der + W order  N ord er
(5)

物理化学的性質の指標に関しては，その全組み合わ

Sw: 重みづけスコア，

に集計され，その分布をもとに 2 段目の SVM の学習

せ（63 通り）で予測実験を行い，6 種類すべてを用い

Wdisorder : disorder の重み（order の割合），

た予測結果とそれよりも予測精度のよかった上位 9 つ

Worder : order の重み（disorder の割合），

の組み合わせを用いることにした．その 10 通りの物

Ndisorder : disorder の残基数，Norder : order の残基数

理化学的指標の組み合わせで行った予測結果をそれ
ぞれ 3 種類のウィンドウ幅ごとに平均し，その 3 種類

TP  P 
rTP  P  = ---------------N disorder

をさらに平均して最終的な予測とすることで，予測

FP P 
rF P  P  = --------------Nor der

精度を向上させることに成功した．長い disorder 領域

TP(P): number of true positive with P: p  P

予測も，公開されている既存の予測法の精度を超え

FP(P): number of false positive with P: p  P

(6)

p: probability

ることができた．
disorder 領域予測が行われるようになった当初は，
二次構造予測と同じように正解の比率を求める式 (3)

3.3 POODLE-S

の Q2 が用いられていたが，評価セットに含まれる or-

短い disorder 領域は，ループ部分など溶媒に露出し
ている構造の揺らぎが激しいために，原子座標が決ま

der データが disorder データに比べて多いため，たと

らず disorder と定義される個所である．これらはその

え間違え（FP が多く）ても order を多く予測する予測

部分の配列全体の物理化学的性質よりもアミノ酸残基

法が有利となる．そこで最近では，式 (4) の MCC や

の並びによって order/disorder を決めるべきであると判

式 (6) を使って ROC（receiver operator characteristic）

断し，従来の方法と同様に PSSM を用いて予測するこ

カーブを描き評価するのが一般的になりつつある．次

とにした．従来の方法では，配列を N 末端，中央，C

章で紹介する CASP7 で出題された問題の一部を用い
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て描いた ROC カーブを Fig. 2 に示す．このカーブの

構造以外の情報を提供してもらい，立体構造予測の

下部の面積（AUC: the area under the curve）が評価値と

問題にする完全なブラインドテストで，締め切り前

なる．式 (5) の重みづけスコアも，評価セット内の

に情報もれがあった場合，問題が取り下げられるほ

disorder と order の比率の問題を考慮した評価方法で，

ど厳正に運営されている．また，予測結果は，登録

CASP6 から用いられている．

された自動サーバーによる提出と予測の専門家によ

さらに CASP7 で出題された問題を用いて POODLE

る提出があり，問題の出題から自動サーバーは 72 時

の S と L を評価した結果を Table 1 に示す（POODLE-W

間以内，それ以外は約 1 ヵ月以内に予測結果を提出

は配列全体の予測なので評価対象にならない）
．評価

し な け れ ば な ら な い． す な わ ち， 予 測 の 精 度 と ス

に用いた disorder 領域は，前述の PDB から抽出する

ピードが要求される．

方 法 を 用 い て 決 め た 6)． わ れ わ れ は，MCC が 最 も

タンパク質 disorder 領域予測のカテゴリ (DR) の参

disorder 領域予測の実用性を示す指標として適してい

加 グ ル ー プ 数 は，19 グ ル ー プ（サ ー バ ー : 8， 専 門

ると考え，MCC の値を重視して開発を進めた．この

家 : 11）で，96 問（19,816 残基）を対象に評価が行わ

テストデータでは，POODLE-S が DISOPRED とほぼ

れた．なお，CASP7 では，X 線結晶解析で解かれたも

同性能の予測精度を出し，次章で示す CASP7 で提出

のは，SEQRES 行と ATOM 行の残基を比較して ATOM

した予測（CBRC-DR）は，他の予測法を大きく上回

行の残基がないものを，NMR で解かれたものは，モ

る予測精度であった．

デル構造の比較においてコンフォメーションが十分に
決められない領域の残基を disorder と定義し，4 残基

5. CASP7 におけるタンパク質 disorder 領域予測法

以上連続している領域を評価対象の disorder 領域とし
1994 年から 2 年ごとに行われている国際的なタン

ている．

パク質立体構造予測コンテスト CASP（Critical Assess-

評価方法は，前章で説明した ROC カーブと Ssens，

Sspec，Sw と ACC（Ssens と Sspec の平均）が採用され，す

ment of Techniques for Protein Structure Prediction） の 第
7 回目 CASP7（http://predictioncenter.org/casp7）が 2006

べての disorder 領域を対象にした評価に加え，10 残基

年 5-8 月に行われ，同年 11 月 26-30 日に米国モント

より長い disorder 領域と 10 残基以下の短い disorder 領

レー近郊の Asilomar Conference Center で開催された会

域に区別した評価も行われた．

合で，予測結果の評価が公表された．CASP は，タン

上位を占めたのは，disorder 領域予測を早期から始

パク質立体構造を解析している実験研究者から，近

めていた Dunker と Jones の海外の 2 グループとわれ

く立体構造が公表されるタンパク質の配列など立体

われ（CBRC）と東大医科研の日本の 2 グループであっ
た．Jones らだけが自動サーバーによる予測で，その
他 は， 専 門 家 に よ る 予 測 で あ っ た． わ れ わ れ は，
POODLE シリーズ (POODLE-S，-L，および -W) を基

Table 1
The prediction performances of CBRC-DR (our group’s name at
CASP7), POODLE-S, POODLE-L and six publicly available disordered
region predictors.
sensitivity

specificity

MCC

CBRC-DR

0.537

0.964

0.436

POODLE-S

0.431

0.96

0.342

POODLE-L

0.262

0.97

0.237

DISOPRED

0.489

0.95

0.348

IUPred(long)

0.302

0.965

0.255

IUPred(short)

0.503

0.942

0.334

DISPro

0.68

0.848

0.279

VSL2(PONDR)

0.735

0.83

0.286

RONN

0.413

0.91

0.212

Method

Fig. 2
ROC curves of CBRC-DR (our group’s name at CASP7) and eight
publicly available disordered region predictors.（カラー図は電子ジャーナ
ルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）
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4)

西川

5)

素 51, 1827-1835.
Radivojac, P., Iakoucheva, L. M., Oldfield, C. J., Obradovic, Z.,

建，峯崎善章，福地佐斗志（2006）蛋白質 核酸 酵

6)

Jones, D. T. and Ward, J. J. (2003) Proteins 53, 573-578.

7)

Vucetic, S., Obradovic, Z., Vacic, V., Radivojac, P., Peng, K.,

Uversky, V. N. and Dunker A. K. (2007) Biophys. J. 92, 1439-1456.

6. まとめ

Iakoucheva, L. M., Cortese, M. S., Lawson, J. D., Brown, C. J., Sikes,

タンパク質の disorder 領域は，タンパク質立体構造

J. G., Newton, C. D. and Dunker, A. K. (2005) Bioinformatics 21,

解析や立体構造予測における単なる邪魔な存在ではな

137-140.

く，機能を理解する上で重要な領域である．われわれ
は，機械学習法を用いて，disorder 領域予測法を開発

8)

Uversky, V. N.,Gillespie, J. R. and Fink, A. L. (2000) Proteins 41,

9)

Joachims, T. (2003) Proceedings of International Conference on

10)

Shimizu, K., Muraoka, Y., Hirose, S. and Noguchi, T. (2007) BMC

11)

Hirose, S., Shimizu, K., Kanai, S. and Noguchi, T. (2007)

12)

Shimizu, K., Muraoka, Y., Hirose, S. and Noguchi, T. (2005)

415-427.

し，国際的なタンパク質立体構造予測コンテストであ

Machine Learning, 143-151.

る CASP7 において最先端の予測法と競い，高い評価
を得た．しかしながら，disorder のデータが不十分で

Bioinformatics 8: 78.

あり，また disorder 領域はタンパク質が置かれた環境
によって変化する可能性が高いことから，disorder 領

Bioinformatics, in press.

域予測法には，まだ改善の余地が残されている．開発

Proceedings of 2005 IEEE Symposium on Computational Intelligence in

した手法は WWW を用いて一般に公開しているので，

Bioinformatics and Computational Biology, 262-267.

多くの実験研究者の方に利用していただき，その利点

13)

と問題点を理解していただき，今後の改善のためにご

http://predictioncenter.org/casp7/meeting/presentations/Presentations_
assessors/CASP7_DR_Bordoli.pdf.

意見やご協力をいただければ幸いである．
最後に，本稿で紹介した POODLE の開発には，清
水佳奈研究員（CBRC）と共同研究者である廣瀬修一
さ ん（フ ァ ル マ デ ザ イ ン）， 金 井 理 さ ん（同） に，
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ゲルの摩擦と水和潤滑〜生物の滑らかな
運動解明へのアプローチ
角五

彰，龔

剣萍，
長田義仁

北海道大学大学院理学研究院生命理学部門

1.

ると 1/10 〜 1/100 という非常に小さな値を示すこと

はじめに

がわかってきた．ここではその低摩擦性のメカニズム

生物運動の特徴の 1 つは組織と組織の間がとても滑

について説明するとともに，人工軟骨などの含水軟組

らかに動くことである．たとえば，関節軟骨は数百

織代替物への応用に向けたゲルの高強度化についても

kg もの荷重を受け止めながらたいへんスムーズに動

紹介する．

くことができるし，わずか数 m しかない毛細血管は

2.

その内径とほぼ同じサイズの赤血球を詰まることなく
スムーズに流している．また，魚の水中遊泳は船など

ゲルの低摩擦性

ゲルの摩擦について述べる前にまず固体の摩擦につ

の人工物に比べるとはるかに効率もよくしなやかであ

いて説明する．

る．生物に見られるこれらの動きや運動にはすべて生

一般的に固体の摩擦に関しては，アモントン・クー

体表面や組織界面での摩擦が関与している．驚くべき

ロンの式，F  W が知られており，摩擦係数  は固

ことは，生体におけるこのような摩擦はベアリングの

体の場合一般的に 0.2–1.0 の間の値である．この式か

ようなものを用いずともたいへん小さく，さらには何

ら摩擦力 F は物体の接触面積やすべり速度によらず，

十年にもわたってその機能を変わることなく維持し続

荷重 W にのみ比例するとされ，摩擦現象は一見単純

けることである．

なものに見える．しかし，水中で運動するとき物体の

このように生物の運動性能は人間の作り出した機械

受ける抵抗力は物体の大きさと速度に比例する

をはるかに凌駕している．機械と生物との根本的な違

（ニュートンの定理）ことを考えると，なぜ固体の摩

い，それは前者が固くて乾いた材料で作られているの

擦は接触面積やすべり速度によらないのかという疑問

に対して後者はゲルで構成されている点である．軟骨

が生ずる．この問いに対する答えは 1940 年代ボーデ

や血管，眼球，胃腸などのスムーズな動きの秘密は生

ンとテイバーによって以下のように説明された 3)．

体組織がまさにゲル状態にあるところに帰する．

それによると固体表面は分子レベルで見れば凹凸が

ゲルとは「あらゆる溶媒に不溶の 3 次元網目構造を

あるので，固体表面同士の接触は実際にはお互いの凸

もつ高分子およびその膨潤体 」と定義される物質で

部同士でのみ起こり，それはたちまち荷重によって押

あり，指で押せばへこむが離せばもとに戻るという粘

しつぶされる．そのため真の接触面積は荷重に比例す

弾性的性質を有している．生物に見られる低い摩擦

る．真の接触面積は固体の見かけの面積よりもはるか

は，この含水粘弾性に起因していると筆者らは考えて

に小さいので見かけの面積には比例しないのである．

1)

いる．われわれは生体にみられる低摩擦性を粘弾性的

ではゲルの場合の摩擦現象はどうかというと，固体

観点から説明するため高分子ゲルを用いた研究を行っ

のそれよりもはるかに複雑なものであることが次第に

てきた．その結果，ゲルの摩擦力は固体のそれに比べ

わかってきた 4)-9)．

Friction and Lubrication of Hydrogel
Akira KAKUGO, JianPing GONG and Yoshihito OSADA
Section of Biological Sciences, Faculty of Science, Hokkaido University
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第 1 の特徴は荷重に単純に比例しない点である．

れているようなたいへん小さな荷重域においてさえゲ

Fig. 1a にさまざまな化学構造を有するゲルのガラス基

ルは数 % から数十 % の大変形を起こしている．よっ

板に対する摩擦力を示す．この図からゲルの摩擦力 F

て固体間の場合とは異なり，ゲルと基板接触面におい

は荷重 W とべき則の関係，F ∝ W （0 ≦  ≦ 1）にあ

て真の接触面積と見かけの接触面積はほぼ等しいと考

ることがわかる．また Fig. 1b は   F/W で定義され

えられる．



る摩擦係数の荷重依存性を示した図である．この図

第 3 の特徴は摩擦力がすべり速度に依存する点であ

より摩擦係数が荷重とともに減少していき，数 N/cm2

る．摩擦力と速度の依存関係は，接触界面における相

の圧力で 103 とたいへん小さな値を示すゲルもあれ

互作用の仕方や，すべり速度と高分子網目の緩和時間

ば，荷重に依存せず常に 10 の桁を示すゲルもある．

との大小関係によって大きく異なる（後述）．

3

いずれにしてもゲルの摩擦力は固体のそれに比べて

第 4 の特徴は摩擦力が摩擦相手基板の性質によって

約 1/10 〜 1/100 という値になる．これが単にゲルの

数百倍も変化することである．たとえば負電荷をもつ

表面が濡れているというような単純な理由ではない

高分子電解質のポリ（2- アクリルアミド -2- メチルプ

ことは Fig. 1 に示した濡らしたゴムの摩擦力が固体の

ロパンスルホン酸ナトリウム）（PNaAMPS）ゲルは，

摩擦力に近いことから明確である．

ガラス上では 0.001 程度のきわめて低い摩擦係数を示

第 2 の特徴はゲルの摩擦力は見かけの接触面積 A

すが，摩擦相手基板がテフロンではその 100 倍もの摩

に依存することである．前述の通り固体の摩擦力は見

擦係数を示す．

かけの接触面積には依存しない．しかしゲルの場合，

またゲル同士の摩擦の場合には高分子のもつ電荷に

有する化学構造に依存して大きく異なっており，摩擦

大きく影響され，同じ電荷を高分子網目に有するゲル

力は，F ∝ W A （   ≒ 1）と記述できる．ここで単

同士の摩擦の場合，発生する摩擦力はたいへん小さい

位面積あたりの摩擦力 f をすると，f ∝ P （P  W/A は

が，異なる電荷をもつゲルの組み合わせではゲルが破

圧力）となる．すなわち，単位面積あたりの摩擦力は

壊してしまうほどの摩擦力が生じる．これらの結果は

圧力の  乗に比例する．これは   1 の場合には固体

接触界面における相互作用の違いがゲルの摩擦挙動に

摩擦の場合に相当する．

大きな影響を与えることを示している．







ゲルのヤング率は一般的に 103–106 Pa であり固体よ

ボーデンとゲイバーによって，固体同士の界面での

りも 5–6 桁柔らかい．そのため Fig. 1 でゲルにかけら

接触は凸部同士の接触であり摩擦力とはこの凸部同士

Fig. 1
Dependencies of friction on load (a), and the coefficient of friction on load (b) for various kinds of hydrogels slide on glass substrate6). PVA (polyvinyl alcohol) is nonionic gel, gellan is polysaccharide gel from seaweed, and PNaAMPS (poly sodium salt of 2-acrylamido-2-methyl propane sulfonic
acid) is ionic gel. Velocity: 7 mm/min. Sample size: 30 mm×30 mm.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）
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を引き離す際に生じる力であると説明された．しかし

が引っ張られると脱着する確率が増えるため，寿命は

ゲルの摩擦挙動は上記の特徴からもわかるようにたい

短くなる．そのため，吸着寿命と速度との積はその速

へん複雑なもので固体の摩擦理論ではとうてい説明で

度の変化に対して最大値をもつことが予想される．そ

きない．そこでわれわれは含水粘弾性体の界面におけ

の結果，小さい速度域において摩擦力は速度とともに

る相互作用の観点よりゲルの摩擦特性を統一的に理解

増加するが，速度が高分子鎖の熱運動よりも大きくな

することを試みた ．

ると摩擦力は速度の増加に伴って減少する．一方，摩

5)

ゲル−固体間の界面は固体−固体間とは異なり，ゲ

擦界面の高分子網目に充満している低分子溶媒に起源

ルの高分子鎖と固体表面との間に引力が生じて吸着す

する摩擦力は速度の増加に伴って単調増加する．以上

る場合と斥力が生じて反発する場合の 2 つのケースが

をまとめると，すべり速度が高分子網目の熱運動速度

考えられる．前者は高分子鎖と固体表面の親和性が水

よりも低い場合には高分子鎖の弾性変形が摩擦力の主

と固体表面のそれよりも大きいのに対応し，後者はそ

成分であるが，それよりも速い速度では溶媒の粘性抵

の逆である．

抗が上回ることとなる．

ゲルと基板との間に引力が働いている場合，ゲルを

ゲルと基板との間に斥力が働く場合，ゲルの高分

動かすと基板に吸着している高分子鎖が引き延ばさ

子網目は基板から離れようとするため，摩擦界面に

れ， さ ら に 動 か す と 引 き 剥 が さ れ る と 考 え ら れ る

は欠乏層が生じ，かわりに溶媒（水）層が形成される

（Fig. 2）．高分子鎖が引き伸ばされるときの弾性力は

（Fig. 2）
．この状態のゲルを動かすと溶媒による潤滑

摩擦力として現れるので摩擦力は高分子鎖と基板との

層のため，生じる摩擦力は小さなものになると予想さ

吸引力の大きさ，高分子の伸ばされる速度，高分子鎖

れる．もっとも典型的な反発系として，高分子網目上

の密度などに関係する．平衡膨潤状態にあるゲルの高

に負の電荷をもつゲル（電解質ゲル）同士の摩擦現象

分子網目は糸まり状の高分子鎖がびっしりと詰まった

がある．電解質ゲルは水中で自身の高分子イオンが解

状態であると考えられる．これらの糸まりは熱ゆらぎ

離するため，ゲル表面に高分子の対イオン拡散層が形

でその平衡位置近傍を絶え間なく動いている．した

成される．よって同種の電荷をもつゲル同士が水中で

がって引力により糸まりが基板に吸着しても，それは

接近すると互いの対イオン拡散層が重なり，対イオン

静止しているわけではなく，ある平均吸着寿命をもっ

の浸透圧による斥力が生じる．この反発力によって荷

て自発的な吸着・脱着を繰り返している．摩擦力は高

重（圧力）に逆らってゲル同士の界面に電気 2 重層が

分子鎖の引き伸ばされる量，すなわち引き伸ばされる

形成される．ゲル同士が相対運動するとせん断応力に

速度とその時間の積に比例する．その時間は高分子鎖

よる粘性抵抗が電気 2 重層を介して生じ，摩擦抵抗と

が基板表面に吸着している時間（吸着寿命）に等しく，

して現れる．この流体潤滑モデルによると，電解質ゲ

吸着力が大きいほど吸着寿命は長くなるが，高分子鎖

ル間において静止摩擦はなく，動摩擦力はすべり速度
に比例して大きくなると予想される．
また，引力の場合ゲルの弾性率より小さい荷重（圧
力）がかかった際の高分子鎖の変形は小さく，基板へ
の吸着はあまり変わらないため，摩擦力は荷重に対し
て鈍感であると予想される．しかし，斥力の場合には
荷重が大きいと電気 2 重層が薄くなり摩擦力は大きく
なる．したがって，反発系の場合には摩擦力そのもの
は小さいが，その荷重依存性は強いと考えられる．
このような予測を Fig. 1 の PNaAMPS や PVA ゲルに
当てはめて考えてみると，高分子電解質ゲルである
PNaAMPS ゲルは摩擦力が小さく，荷重依存性が強い
ため基板との間に斥力が働いていることがわかる．同

Fig. 2
Schematic illustration of the repulsion-adsorption model for the gel
friction on a smooth solid substrate9). The polymer network on the
surface of the gel will be repelled from the solid surface if the interface interaction is repulsive, and will be adsorbed to the solid surface
if it is attractive. P: normal pressure.（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.

様に，高分子鎖に電荷をもたないゲルである PVA ゲ
ルは摩擦力が PNaAMPS に比べ大きく荷重依存性が小
さいため引力が働いていると考えられる．
さて，ゲルの摩擦力を小さくするためにはゲルと基
板との間に斥力が生じる必要があることがわかった．

jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）
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ではこのような反発系のゲルの摩擦をさらに低くする
ことはできないのであろうか．その問いに対してヒン
トとなる結果が多糖ゲルの摩擦挙動より示された．
Fig. 1 に示すように多糖ゲルの摩擦力は荷重依存性
を示さない．ところが高い荷重域においてこのゲルの
摩擦力を測定すると，ある点を境に摩擦力が低下する
という不思議な現象が見られる．その理由は多糖ゲル
がポリマー同士の絡み合いやイオンを介しての物理的
相互作用によって網目が形成されている物理ゲルであ
る点にある．物理架橋による網目構造は化学ゲルの共
有結合によるそれとは異なり，加熱や加圧，あるいは
水に浸しておくだけで徐々にほどけてしまう．そのた
め高い荷重を加えると網目がほどけてゲル表面にポリ
マーが遊離し非常にぬるぬるした状態になる．それに
よって摩擦力の低下が引き起こされたと考えられる．
このような負の荷重依存性は自然界においてはウナギ
の表面に見られる．ウナギは表面や食道内壁部分より

Fig. 3
Normal pressure dependence of the frictional coefficient of several
PAMPS gels against a glass plate in water10). Samples are prepared
on glass (closed circles), prepared on polystyrene (PS, closed squares),
and containing linear polymer chains (open squares). Velocity:
0.01 rad/s. Sample size: 10 mm×10 mm.（カラー図は電子ジャーナルhttp://

刺激に応答してある種の高分子が分泌し，その結果表
面がぬるぬるし摩擦力が低下する．
このような現象よりわれわれはゲル表面に架橋させ
ていない高分子鎖を存在させればゲルの摩擦力をさら

www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

に下げられるという仮説を立て，表面にブラシ状の高
分子を並べたゲルを作成しその摩擦力を測定した．そ
の結果，表面がブラシ状のゲルは通常の表面がネット

ではなく，破壊ひずみ率が 90% 以上と非常に高い値

ワーク状のものに比べて摩擦係数が 1/100 〜 1/1000

を示しており，激しい変形にも耐えることが可能であ

も低くなることがわかった （Fig. 3）
．

る．

10)

3.

DN ゲルの構造には次のような特徴がある．

高強度ゲル

（1）DN ゲルの骨格となる硬い第 1 のネットワーク

従来のゲルは非常に脆く，大変形させるとすぐに壊

を形成する高分子電解質は，密に架橋されており，第

れてしまうものであった．しかし近年，著者らの研究

2 のそれを形成する中性高分子はわずかに架橋されて

グループは，硬くて脆い強電解質性のゲル（ポリ［2-

いるか，もしくはされていない．

アクリルアミド -2- メチルプロパンスルホン酸］ゲル：

（2）第 2 のネットワークを形成する成分は第 1 のそ

PAMPS ゲルなど）と，柔らかい中性ゲル（ポリアク

れよりも DN ゲル中にはるかに多量に含まれている．

リルアミドゲル：PAAm ゲルなど）を組み合わせるこ

（3）光散乱の結果より第 1 のネットワークを形成す

とで，全重量の 90% 以上が水でありながら関節にか

る高分子電解質の構造は，ネットワーク中のところ

かるのに匹敵する荷重に耐える高強度ゲルを開発し

どころに大きな空洞をもつ，不均一な網目構造をし

た．このゲルは，2 種類の相互独立な高分子網目構造

ている 12)．

をもち，その特徴的な構造から DN（ダブルネット

以上の事実より得られた DN ゲル内部構造を以下

ワーク）ゲルと名付けられている 11)（Fig. 4）．1 種類

に説明する．ゲルの骨格となる硬い電解質性高分子

の高分子網目構造からなるゲル（シングルネットワー

による第 1 のネットワークは平均網目サイズよりもは

クゲル，以下 SN ゲル）の圧縮破断強度が 0.4 MPa（約

るかに大きい空洞を多数もった不均一網目構造を形

4 kgf/cm2） し か な い の に 対 し，DN ゲ ル の そ れ は

成する．次に，中性高分子による第 2 のネットワーク

17 MPa（約 170 kgf/cm ）と約 40 倍以上に増加する．

が空洞内部にまるで隙間を埋めるかのように形成さ

さらに，ゲルの組み合わせを変えることによって圧縮

れる．この第 2 のネットワークが破壊エネルギーの伝

破断強度が 40 MPa（約 400 kgf/cm ）と，SN ゲルの場

播を妨げ，DN ゲルの高強度化に寄与していると考え

合の 100 倍にもなる．また，ただ単に強度が強いだけ

られる．

2

2
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Fig. 4
Pictures demonstrating the strength of the DN Gel that resists slicing with a cutter11). The SN gel is easily sliced at a stress about 4 kgf/cm2 (a),
while the DN gel resists even at a stress of about 400 kgf/cm2 (b).（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

Table 1
Properties of hydrogels
Water contents
(wt.-%)

Elastic modulus
(MPa)

Fracture stress
max (MPa)

Fracture strain
max (%)

Frictional coefficient


PAMPS

92.0

0.3

0.40

41

102–101

PAAm

93.0

0.01

0.70

98

101

DN

84.8

0.84

4.6

65

102–101

TN

82.5

2.0

4.8

57

104–103

DN-L

84.8

2.1

9.2

70

105–104

BC

99.1

0.007

—

—

—

Gelatin

80.8

0.93

0.44

0.37

—

BC/Gelatin

72.2

2.8

5.2

0.36

103

Gels

4.

発に成功した 13)．

強く耐久性のある低摩擦ゲル

5.

人工軟骨などの分野においては低摩擦性と強度の両
方が要求される．そこで前述した高強度ゲルを用いた

生体適合性のあるゲル

ここまでにさまざまな機能性ゲルを紹介してきた．

低摩擦ゲルの創成を目指した．Table 1 は各ゲルの力

さらに，前述の高強度ゲルとは高強度化メカニズムの

学物性と摩擦係数について表した表である．TN は

異なる天然素材を用いた高強度ゲルを紹介する．

DN ゲルに第 3 のネットワークとして PAMPS を緩く

この天然素材由来の高強度ゲルは，材料にゼラチン

架橋させたゲル（トリプルネットワークゲル）である．

ゲルとバクテリアセルロースゲル（BC ゲル）を用い

また DN-L は DN ゲル内部に，架橋させていない直鎖

たものである．ゼラチンゲルは硬くて脆く，また BC

の PAMPS を導入したゲルである．ここで注目すべき

ゲルは柔らかくしなやかな性質をもっており，前述し

は DN-L の摩擦係数が高分子ブラシを導入した低摩擦

た DN ゲルの材料となる 2 種類の高分子とそれぞれ

性ゲルに匹敵するほどの低い値を示していることであ

の力学的性質が似ている．さらに，BC ゲルは内部に

る．このように高強度と低摩擦を兼ね備えたゲルの開

層構造をもっており，そのため力学強度に異方性があ
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る．これらの天然素材ゲルを組み合わせて BC/ ゼラ

8)

チンダブルネットワークゲルを作成した．圧縮測定の

9)

結果，ゼラチンゲルは約 0.4 MPa で粉々に砕け散って
しまい，また BC ゲルは壊れることはないが内部の水

Gong, J. P. (2006) Soft Matter, 7, 544-552.

10)

Gong, J. P., Kurokawa, T. Narita, T. Kagata, G. Osada, Y., Nishimura,

11)

Gong, J. P., Katsuyama, Y., Kurokawa, T. and Osada, Y. (2003) Adv.

12)

Na, Y., Kurokawa, T., Katsuyama, Y., Tsukeshiba, H., Gong, J.

G. and Kinjo, M. (2001) J. Am. Chem. Soc. 123, 5582-5583.

を吐き出し元の形状に戻ることはできなかった．一

Mater. 15, 1155-1158.

方，BC/ ゼ ラ チ ン ゲ ル は 内 部 の 水 は 保 持 し た ま ま
5.2 MPa もの圧力に耐えることができる．このように

P., Osada, Y., Okabe, S., Karino, T. and Shibayama, M. (2004)

BC/ ゼラチンゲルは初期弾性率がゼラチンゲルの数

Macromolecules 37, 5370-5374.

倍，BC ゲルの数百倍，また圧縮破壊強度にいたって

13)

Kaneko, D., Tada, T., Kurokawa, T., Gong, J. P. and Osada, Y. (2005)

14)

Nakayama, A., Kakugo, A., Gong, J. P., Osada, Y., Takai, M., Erata,

Adv. Mater. 17, 535-538.

はゼラチンゲルの 10 倍以上と DN 同様の非線形的な
強度の増加を示す

Gong, J. P., Iwasaki, Y. and Osada, Y. (2000) J. Phys. Chem. B 104,
3423-3428.

．さらに BC/ ゼラチンゲルには

14)

T. and Kawano, S. (2004) Adv. Funct. Mater. 14, 1124-1128.

層構造が見られ，これが高強度化の仕組みに深くかか
わっているものと考えられる．
おわりに

6.

従来の考え方では壊れやすく複雑な構造をもつゲル
は機能性材料としてみなされていなかった．しかし生
体は皆すべてこのソフト & ウェットな物質で構成さ
れており，ハード & ドライな物質ではとうていなし

角五 彰

得ない滑らかな運動をすることができる．生体組織や
器官のもつ仕組みを研究しそれらを模倣することで生
体組織に匹敵する新規機能性材料の創成が可能になる
ものと筆者らは考えている．
文

献

1)

長田義仁ほか共著 (1991) ゲル，産業図書．

2)

長田義仁ほか編 (1997) ゲルハンドブック，エヌ・ティー・

3)

エス．
Moore, D. F. (1975) Principles and Applications of Tribology,
Pergamon Press, Oxford.

4)

Gong, J. P., Higa, M., Iwasaki, Y., Katsuyama, Y. and Osada, Y.

5)

Gong, J. P. and Osada, Y. (1998) J. Chem. Phys. 109, 8062-8068.

6)

Gong, J. P., Higa, M., Iwasaki, Y., Osada, Y., Kurihara, K. and

7)

Gong, J. P., Kagata, G. and Osada, Y. (1999) J. Phys. Chem. B 103,

(1997) J. Phys. Chem. B 101, 5487-5489.

Hamai, Y. (1999) J. Phys. Chem. B 103, 6001-6006.
6007-6014.

トピックス



角五 彰（かくご あきら）
北海道大学大学院理学研究院生命理学部門助教
2003 年北海道大学大学院理学研究科博士後期課
程修了．理博．
研究内容：高分子ゲル，機能性高分子，生体高分
子（モータータンパク）
趣味：バックカントリースキー，モータースポー
ツ
連絡先：〒 060-0810 北海道札幌市北区北 10 条
西 8 丁目理学部 2 号館
E-mail: kakugo@sci.hokudai.ac.jp
龔 剣萍（ぐん ちぇんぴん）
北海道大学大学院理学研究院生命理学部門教授
1993 年東京工業大学大学院総合理工学研究科博
士課程退学．理博，工博．
研究内容：高分子ゲル，高分子物理，バイオトラ
イボロジー
趣味：登山，ダウンヒルスキー，サイクリング
連絡先：同上
E-mail: gong@sci.hokudai.ac.jp
長田義仁（おさだ よしひと）
北海道大学名誉教授（2007 年 5 月より理化学研
究所特任顧問）
1971 年モスクワ大学博士課程修了．
研究内容：高分子ゲル，高分子物理化学，高分子
合成化学，機能性高分子
趣味：クラシック音楽
連絡先：同上
E-mail: osada@riken.jp

目次に戻る
生物物理 47（4）
，259-263（2007）

トピックス

分子物差しと分子時計による
細菌べん毛タンパク質の輸送特異性スイッチ機構
南野

2

1.

徹1,2，守屋奈緒1,3，
難波啓一1,2

1
大阪大学大学院生命機能研究科
科学技術振興機構国際共同研究 超分子ナノマシンプロジェクト
3
日本学術振興会特別研究員DC1

はじめに

サルモネラ菌の運動器官であるべん毛は，回転モー
ターとして働く基部体，自在継ぎ手のフック，らせん
型プロペラの繊維の，おおまかに 3 つの部分構造から
なる超分子複合体である．べん毛は基部体，フック，
繊維の順に構築され（Fig. 1），その伸長は細胞から遠
い側の端にべん毛タンパク質が連続的に重合すること
によって起こる．そのため，細胞質内で合成されたべ
ん毛タンパク質は効率よくその先端へ運ばれなければ
ならない．べん毛の基部に存在する独自の輸送装置
は，非常に高い特異性をもってべん毛タンパク質を識
別し，ATP をエネルギー源として，べん毛基部体の中
心にあるゲートからべん毛中心を貫通する細長いチャ
ネルの中へ，そして先端へと輸送する 1)．興味深いこ
とに，べん毛の輸送装置を構成するタンパク質は病原
性細菌の外毒素分泌に関与する III 型タンパク質分泌
系の構成タンパク質と高い相同性を示し，しかもべん

Fig. 1
Flagellar assembly pathway and export specificity switching of the
type III flagellar protein export apparatus from rod/hook-type to filament-type substrates upon hook assembly completion.

毛フック−基部体構造は外毒素分泌装置のニードル構
造と非常によく似ている 2)．
べん毛の形成に直接かかわる遺伝子の発現はべん
毛の形成過程に応じて制御される．フックが完成す
るまでは負の転写制御因子である FlgM が細胞内に蓄

このように，べん毛基部体の細胞質側にある輸送装

積し，べん毛繊維の形成に必須な遺伝子群の発現を

置ははるかに離れたところにあるフックの長さ情報

抑制する．フックの長さが 55 nm に到達すると FlgM

を感知し，その情報にもとづいて FlgM の分泌を開始

は輸送装置によって細胞外に排出され，その結果そ

させる輸送スイッチ機構を備えている 2), 3)．これまで

れら遺伝子群が発現し，べん毛繊維が形成される．

に，輸送装置の構成タンパク質である FlhB とフック

Export Specificity Switching of the Bacterial Flagellar Protein Export Apparatus
Tohru MINAMINO1,2, Nao MORIYA1,3 and Keiichi NAMBA1,2
1
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
2
Dynamic NanoMachine Project, ICORP, Japan Science and Technology Corporation
3
Research fellow of Japan Society for the Promotion of Science
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長制御タンパク質である FliK の，少なくとも 2 種類

の長さは物差し分子によって 1% から数 % の誤差範

のタンパク質がこの過程に関与することが明らかに

囲で制御される．これに対して，フックの長さは野生

された．基部体とフックが構築されている間，輸送

株でも 55 nm±6 nm と，10% 程度の比較的大きな分布

装置はロッドやフックの形成に関与するタンパク質

をもつ．FliKN はどのようにしてフックの長さが既定

（ロッド／フック型タンパク質とよぶ）を輸送する．

値に達したことを感知するのだろうか？

これまで

フックが約 55 nm に達すると FliK がフックの完成を

に，分子数計量カップモデルと物差しモデルの 2 つの

感知し，その情報を FlhB へ伝える．その結果，輸送

モデルが提唱されている 2)．本稿では，タンパク質輸

装置の基質特異性がロッド／フック型輸送モードか

送と形態形成制御が直接リンクしたこのユニークなシ

ら FlgM や繊維の形成に関与するタンパク質（繊維型

ステムについて，サルモネラ菌を用いて解析された輸

タンパク質とよぶ）の輸送モードへと切り替わる

送装置の基質特異性スイッチ機構とフックの長さ制御

（Fig. 1） ．fliK およびある種の flhB 変異株では，輸送

機構に関する最近の知見を，特に筆者らが行った研究

2)

装置の特異性がスイッチしないために繊維は形成さ

を中心に解説する．

れず，ポリフックとよばれる異常に伸長したフック

2.

が作り出される（Fig. 1）．

フックの長さを決めるしくみ

FliK 自身もフック型輸送基質で，べん毛 1 本あたり

べん毛形成，モーターのトルク発生，およびモー

数分子程度であるがフック構築中に細胞外へ分泌さ

ター回転方向切り替えに関与する C リング構成タン

れる 4)．FliK の N 末端領域の変異によって FliK 自身

パク質の変異株で，フックの長さが通常の約 3/4 ある

の分泌が阻害されると，べん毛繊維が形成される，

いは 1/2 と短くなることが見いだされ，カップのよう

されないにかかわらず，フックの長さは 55 nm より

な形態の C リングがフックタンパク質の輸送量を予

長くなる

め測る計量カップの役割を果たすことでフックの長さ

4), 5)

．このように，FliK の分泌がフックの長

さ制御と輸送スイッチに重要であると考えられる．

が決定されるというモデルが提案された 7)．このモデ

FliK は 405 アミノ酸残基からなる水溶性タンパク質

ルによれば，C リングの内側にいったん蓄積された約

で，N 末端（FliKN）および C 末端（FliKC）の，少な

120 分子のフックタンパク質が短時間に輸送されるこ

くとも 2 つのドメインからなる．分泌中の FliKN は

とで，フックは 55 nm まで急速に伸長する．C リング

フックの長さが既定値に達したことを感知するセン

からすべてのフックタンパク質が排出された後，FliK

サーであり，その情報を輸送装置に伝達するととも

は FlhB と相互作用できるようになり，輸送装置の基

に，輸送装置の基質認識モード切り替えに重要な，

質特異性が繊維型に切り替わるという仮説である．し

FliKC 内 の T3S4 ド メ イ ン（FliKT3S4；T3S4 は Type III

かしながら，フック形成に必須なフックキャップタン

secretion substrate specificity switch）と FlhB の C 末端側

パク質の変異株や重合能を欠損したフックタンパク質

の細胞質ドメイン（FlhBC）との相互作用を制御する

変異株では，大量のフックタンパク質が細胞外に分泌

6)

と考えられている（Fig. 2a） ．

されるにもかかわらず，輸送装置の輸送基質特異性は

タバコモザイクウイルス（TMV）やファージ尾部

スイッチしない 3), 8), 9)．さらに，べん毛繊維を形成す
るフック変異株では，野生株に比べて大量のフックタ
ンパク質が細胞外に分泌されているにもかかわらず，
フックの長さは野生株に比べてわずかに短かった 9)．
これらの現象は，分子数計量カップモデルとは矛盾す
る．したがって FliK は，フックタンパク質の輸送過
程における輸送装置の状態よりは，むしろフックの重
合過程をモニターしながら輸送装置の特異性をスイッ
チすると考えられた．
FliK と相同性を示す YscP は FlhB と相同な YscU と
相互作用して輸送装置の基質特異性を切り替えること
により，ニードル複合体のニードル部分の長さを制御
する 2), 10)．YscP のある領域で適当な長さのアミノ酸
配列を挿入したり欠失したりするとニードルが長く

Fig. 2
Domain diagrams of FliK and FlhB.

なったり短くなったりすることから，YscP はニード
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ルの長さを測定する分子物差しとして機能すると提案
されている 10)．このモデルでは，YscP の N 末端およ
び C 末端がそれぞれニードルの先端および基部にニー
ドル構築中ずっと結合し，ニードルの長さを計測す
る．ニードル部分がある長さに達すると，その情報が
YscU に伝達され，その結果，外毒素分泌装置の分泌
特異性がニードル構成タンパク質の分泌モードから病
原性細菌の感染に関与するタンパク質の分泌モードへ
と切り替わる．最近，FliK では，実際にその N 末端
領域がフックの先端に存在するフックキャップタンパ
ク質やフックタンパク質と相互作用することが判明し
た 9)．この結果は，YscP と同様に，FliKN が「ロッド
＋フック」の長さを測定する分子物差しとして機能す
ることを示唆している 9)．
FliKN はどのようにして「ロッド＋フック」の長さ
を 測 定 す る の だ ろ う か？

Fig. 3
Hypothetical model for hook length determination by FliKN working
as a tape measure during its export through the central channel of
the growing hook and export specificity switching of the flagellar
protein export apparatus by the interactions between FliKT3S4 and
FlhBCN-BCC. OM: outer membane, PG: peptidoglycan layer, CM: cytoplasmic membrane

ロ ッ ド の 長 さ は 35 nm，

フックの長さは 55 nm．すなわち，FliK は全長 90 nm
の長さを計測しなければならない．ポリペプチド鎖が
ほとんど完全に伸びた場合，1 残基あたりの長さは
0.37 nm である．FliKN が物差しとして 90 nm を計測す
るためには少なくとも約 250 残基が必要である．最
近，FliK のアミノ酸残基 301-350 の領域と C 末端の 5

フックタンパク質の大量発現により FliK の分泌量が

残基が，輸送基質特異性スイッチに直接関与すること

低下すると，フックは長くなる 9), 12)．FliK の分泌量

が明らかとなった 11)．したがって，N 末端から 300

やフックの重合速度の変化によって，なぜフックの

残基は物差しとして使えるので，FliK は「ロッド＋

長さが変化するのか？

フック」の長さを十分に計測可能である．

れるべん毛タンパク質の通り道は，べん毛の中心を

べん毛構築のために輸送さ

貫通する直径約 2 nm のチャネルである 13)．これは 

以上の知見をもとに筆者らが提案した，べん毛タン
パク質輸送の特異性スイッチとフックの長さ制御に関

ヘリックス 1 本がようやく通過できるサイズである．

するモデルは次のようなものである．FliK はその輸送

よって，フック構築中に FliK がチャネル内にずっと

中に FliKT3S4 部分を輸送装置の細胞質側に残したまま，

滞在しているとは考えにくい．フックが十分な長さ

フック」の長さを測定する．フックの長さが約 55 nm

作用するための適切な場所に位置できないためス

に達していない時，おそらく FliKT3S4 は FlhBC と相互

その N 末端をフックキャップに結合して「ロッド＋
に到達すると，FliKT3S4 と FlhBC との安定な相互作用が

イッチが起こらず，その結果 FliK は細胞外へ分泌さ

可能となる相対配置が初めて実現し，輸送装置の基質

れてしまい，次の FliK 分子が輸送されるまでフック

特異性がロッド／フック型から繊維型に切り替わる

の重合が続くことになる 9)．このように，フック構築

（Fig. 3）．fliK 変異株の中にはポリフックの先端に繊維

中に時折輸送される FliK がフックの長さを計測する

形成するものがあり，その場合，FliKT3S4 を細胞質側

物差しとして働くため，FliK の分泌頻度が増加する

に残したままでは FliK の N 末端はフックキャップに

とフックの長さを測定する頻度が増え，その結果

届かない 9)．しかしながら，FliK の N 末端領域はフッ

フックの長さがわずかに短い段階でスイッチが起こ

クとも弱く結合できるため，輸送装置の基質特異性は

りうる．逆に FliK の分泌頻度が低下するとフックの

いずれスイッチすると考えられる．

長さを計測する機会が減り，その結果フックは長く

3.

なる．フックの長さが TMV やファージの尾部ほど正

フックの長さが広い分布をもつ理由

確に決まらないのは，このようなしくみによるもの

FliK の大量発現やフックの重合速度低下により FliK

と思われる．

の細胞外への分泌量が増加すると，フックの長さは
わずかに短くなる 9), 12)．逆に，FliK の発現量低下や
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フックの重合速度の制御

まとめと今後の課題

5.

フックタンパク質の重合速度が低いためにフックの

輸送装置の基質特異性がべん毛構築過程の適切な段

伸長に長時間かかる変異株では，フックはわずかだが

階でスイッチするには，フックの形成が開始されてか

短くなる ．また，fliK 変異株が形成するポリフック

ら長さが 55 nm に達するまでの間に FlhBC の部位特異

9)

では正常より長いものが数多く観測されるが，その長

的自己切断が起こり，そして，フック構築中に数分子

さ分布を丁寧に調べると，奇妙なことにそのピークは

だけ分泌される FliK が物差しとして機能するという，

野生株のフックと同じ 55 nm にある

．その結果の

2 つの仕組みの関与が明らかとなった．フックの長さ

モデルシミュレーションによる解釈は，フックの形成

が比較的広い分布をもつことから，FliK の伸びた N 末

初期には急速に伸長して 55 nm に達し，それ以降は

端領域は，物差しというより洋裁などに使われるテー

速度を落として伸長し続けるというものである

プメジャーとよぶほうがふさわしいかも知れない．

14)

14)

．

フックの伸長速度はフックタンパク質の輸送速度に依

ただ，これらの機構は十分に証明されたわけではな

存することから，フックの形成開始から輸送装置の基

く，いまだ仮説の域を脱していない．FliK が物差しと

質特異性がスイッチするまでの時間を計って，スイッ

して機能する際，どのようにしてフックの先端にある

チ前にフックタンパク質の輸送速度を低下させるタイ

フ ッ ク キ ャ ッ プ や フ ッ ク と 相 互 作 用 す る の か？

マー機構の存在が示唆される ．もしそうなら，分子

FlhBC の自己触媒切断がどういう時間経過で起こるの

タイマーの正体は何か？

か？

9)

輸送装置の 2 つの基質認識モードは FlhBC の構造状

態に依存しており

FlhBC の部位特異的自己分解反応が本当に分子

タイマーとして機能するのか？

，FlhBC の部位特異的分解反応

今後に残された課題

である．

15), 16)

と，FliKT3S4 との相互作用による FlhBC の構造変化によっ
17), 18)
てスイッチすることが示されている（Fig. 2b）
．最
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シアリダーゼ
立体構造データベースに格納されているタンパ
ク質を表示すると，ほとんどのデータはタンパク
質が中央に鎮座しており，場合によって補酵素や
基質，そして水があらわれる．しかし，実際のタ
ンパク質には糖がまぶされていることが多く，そ
の構造がどのようになっているのかは，これから
明らかにしていかなければならない課題である．
糖修飾されているタンパク質の分解には，シアリ
ダーゼ（ノイラミニダーゼ）による糖鎖の分解か
ら始まる過程が知られている．シアリダーゼの立
体構造は，6 枚羽根のプロペラになっていること
が図をよく見るとわかる．1 枚の羽根は 4 枚の 
ストランドからできており，4 枚の  ストランド
が逆平行に並ぶと羽根が 1 枚できあがる．それを
6 枚環状に並べ，ところどころに  へリックスを
入れると，シアリダーゼの構造ができあがる．ア
ミノ酸配列を見ていても，6 回の繰り返しを見い
だすことはむずかしい．このきれいな対称性は，
立体構造を解いてはじめて見いだされた．基質で
ある糖は，この図の手前に結合することがわかっ
ている．手前に飛び出している部分は，基質が存
在しない場合は一定の構造を取っていない．
シアリダーゼは，インフルエンザなどの薬と関
係していることから注目される場合が多い．ウイ
ルスの宿主侵入と増殖，遊離にシアリダーゼが関
与していることが知られている．インフルエンザ

ウイルスがもつシアリダーゼを阻害する分子がで
きれば，その分子がウイルスの侵入や増殖を阻止
する薬になる．大切なことは，その分子がインフ
ルエンザウイルスのシアリダーゼにのみ作用し，
宿主のシアリダーゼには作用しないことである．
この立体構造が，そのような分子の創造に貢献す
ることが期待されている（PDB1）ID: 1vcu2)）
．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Chavas, L. M. G., Tringali, C., Fusi, P.,
Venerando, B., Tettamanti, G., Kato, R., Monti,
E. and Wakatsuki, S. (2005) J. Biol. Chem. 280,
469-475.
(J. K.)
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ヘテロダイマー型SMR：EbrABの
膜内トポロジーの決定とモノマー単独での機能発現
菊川峰志1，奈良敏文2

1

1.

北海道大学創成科学共同研究機構
2
松山大学薬学部

を示唆している．H 勾配／基質輸送がカップルした

はじめに

最もシンプルな系といえるかもしれない．

ほぼすべての生物種の細胞膜には，細胞にとって都

大腸菌の EmrE をはじめ，多くの SMR はホモダイ

合の悪いさまざまな毒物を認識し，能動的に細胞外へ

マーとして機能すると考えられている．一方，枯草菌

と排出する多剤排出タンパク質が存在している．これ

の EbrAB など，2 つの SMR が 1 つのオペロン上にコー

らのタンパク質は，最も基本的な生体防御機構を担う

ドされているグループも見つかっており，これらは

一方で，感染症治療の現場においては，多剤耐性菌株

EbrA あるいは EbrB だけでは機能せず，両者がヘテロ

の出現と密接にかかわっている ．したがって，構造

ダ イ マ ー を 形 成 す る と 考 え ら れ て い る 3)-5)． な ぜ，

上相関のない多様な薬物の認識／排出メカニズムの解

EmrE はホモダイマーとして機能できるのに，EbrAB

明は，分子科学の面から興味深い課題であると同時

はヘテロダイマー形成が必要なのだろうか？

1)

に，多剤耐性克服という化学療法上の重要な意義も

本稿では，SMR の代表である EmrE についての知

もっている．

見をまとめるとともに，EbrAB に関する筆者らの研究

現在，多剤排出タンパク質は，一次構造上の類似性

成果を紹介したい．

から以下の 5 つのファミリーに分類されている：ABC

2.

(ATP-binding cassette) family，MF (major facilitator) fam-

SMR の代表格：EmrE

ily，SMR (small multidrug resistance) family，RND (resis-

大腸菌の EmrE は最もよく研究されてきた SMR で

tance nodulation cell division) family，MATE (multidrug

ある．分子量は 12 k，110 個のアミノ酸からなり，4

and toxic compound extrusion) family． こ の 中 の 1 つ，

本の膜貫通部位（TMS）をもつことが，疎水解析，

SMR family は，H の電気化学ポテンシャル勾配を利

cysteine scanning などによって予想された 2)．トリマー

用して，正に荷電した脂溶性の毒物―エチジウム，テ

として機能すると考えられた時期があったが，詳細な

トラフェニルホスホニウム，メチルビオローゲンな

基質の結合実験，化学架橋，スピンラベルを用いた研

ど―を排出する．古細菌と真性細菌に広く分布してい

究などから，現在は，ダイマーとして機能すると考え

るが，真核生物にはいまだ見出されていない．また，

られている 6)．



ダイマーとして機能すると考えられているが，モノ
マーは 100-120 アミノ酸しかない．しかも，有機溶媒

2.1 EmrE はアンチパラレルなホモダイマー !?

に溶けるほど脂溶性が高く，80% が - ヘリックスと

基質を結合した状態の EmrE の電子線による結晶構

して膜内に配置していると予想されている ．このこ

造解析が報告され，それぞれ 4 本の - ヘリックスか

とは，SMR が無駄なく合理的に設計されていること

らなるモノマーが，非対称な構造をとりつつ，ダイ

2)

Heterodimeric SMR, EbrAB: Determination of Transmembrane Topology and Transformation of Each Component into Homodimeric SMR
Takashi KIKUKAWA1 and Toshifumi NARA2
1
Creative Research Initiative “Sosei” (CRIS), Hokkaido University
2
College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University
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マーを形成していることが示された 7)．残念ながら解
像度が低く，ヘリックスの帰属も行われなかったが，
同じデータを用いた最近の構造モデリングによって，
2 つのモノマーが互いに反対のトポロジーを取ってい
ることが予測された（PDB code 2I68）8)．このような
構造は，大腸菌の膜タンパク質に対して網羅的に行わ
れた膜内トポロジー予測からも示唆されていた 9), 10)．
‘positive-inside’ rule（Lys や Arg な ど の 正 電 荷 残 基 は，
Fig. 1
Membrane topology of EbrAB determined by site-specific NEM-fluorescein labeling. The single cysteine mutants of EbrAB were expressed in E. coli cells and labeled by NEM-fluorescein from outside
or both side of the membranes. The residues labeled from outside of
the membranes were denoted by solid circles (●), and the residues
not-labeled from outside but labeled from inside of the membranes
were denoted by open circles (○), respectively. Here, 1.5C and 106C
for EbrA denote the cysteines inserted after the 1st methionine and
the C-terminal proline at the 105th position, respectively.

TMS の細胞質側に配置しやすいという膜タンパク質
に一般的な傾向）にしたがって行われた解析では，
EmrE には膜内トポロジーを 1 つに決定するような特
徴は存在しないこと，つまり，Nin/Cin または Nout/Cout
のどちらの膜内トポロジーも取り得ることが予測さ
れ，さらに，ヘテロダイマー型の SMR である大腸菌
の YdgEF は，2 つのモノマーがそれぞれ逆平行の膜内
トポロジーを取ると予測された．しかし，これらを明
確に示す実験的な証拠は提出されていない．むしろ，
ホモダイマー型のいくつかの SMR については，一方

らの複合体の機能にとって，どちらも必須であるこ

向の膜内トポロジー（Nin/Cin）しか取り得ないという

と，さらに，両者は機能だけでなく，膜内での安定な
複合体形成のためにも必須であると考えられる．

結果が，融合タグを用いた実験によって示されてい
る 11), 12)．

3.1 EbrAB：膜内トポロジーの決定

したがって，SMR の膜内トポロジーの決定は，現

EbrA と B の分子量は，それぞれ 11.4，12.3 k である．

在，最も重要な課題の 1 つである．SMR の活性は，
付与するタグの性質やスペーサーの長さによって大き

大腸菌の内膜には，Cys をもつ同等サイズのタンパク

く左右されるため，これらが膜内トポロジーそのもの

質はほとんど発現していない．筆者らはこのことを利

に影響を与えているのかもしれない．野生型に近く，

用して，EbrAB の膜内トポロジーの決定を行った 14)．

かつ，活性を保持した状態の膜内トポロジーを決定す

EbrA と B のそれぞれの N 末端，C 末端，TMS をつな

る必要がある．

ぐ 3 つのループ部位に，1 つだけ Cys をもつ変異体を

3.

作成し，大腸菌に発現させた．それらの NEM- フル

ヘテロダイマー型 SMR：EbrAB

オレセイン（膜不透過性の SH 基指向蛍光試薬）によ

1 つのオペロン上に，ペアになってコードされてい

る標識と，SDS-PAGE ゲルの蛍光強度測定によって，

る SMR のグループが存在している．これらの一方は，

EbrAB の膜内トポロジーを決定した．すべての変異体

比 較 的 短 く（105-110 残 基）
， 他 方 は， 比 較 的 長 い

は，野生型と同等の薬物排出活性をもつことを確認し

（110-120 残基）．機能発現のためには，両者を同時に

て い る． ま た， こ の 方 法 で は，SMR の 膜 内 ト ポ ロ

発現させる必要があるため，直接的な証拠はないもの

ジー決定のために，これまで使われていたような融合

の，これらはヘテロダイマーを形成して機能すると考

タグを必要としないので，より正しいトポロジー決定

えられた

が可能であると考えられる 11), 12)．結果は，EbrA と B

3)-5)

．

EmrE の Glu14 に対応する残基は機能にとって必須

が逆平行のトポロジーをとって，膜に挿入されている

であり，これらはヘテロダイマー型の SMR でも両分

ことを示していた（Fig. 1）．図中の●は，細胞外から

子に完全に保存されている．筆者らは，ヘテロダイ

ほぼ 100% 標識される部位を，○は細胞外からは標識

マ ー 型 SMR で あ る 枯 草 菌 の EbrAB で は，EbrA と B

されないが，NEM- フルオレセイン存在下で細胞を破

の Glu14 に対応する残基のどちらか一方を Cys に変異

砕すると，ほぼ 100% 標識される―すなわち，細胞内

させるだけで，機能がほとんど消失してしまうことを

側に露出している部位を示している．なお，変性下で

観察している．また，EbrA と B は，単独ではほとん

標識した場合の蛍光強度を 100% としている．

ど膜に発現しなかった．これらは，共発現させた場合

EmrE についても，Fig. 1 と同様にタグを付加しな

のみ，安定して膜に存在した 13)．EbrA と B は，それ

い状態で測定を行ったが，発現量が低いため，定量


目次に戻る
生

物

物

理 Vol.47 No.4（2007）

Fig. 3
Ethidium efflux rate by E. coli cells harboring various expression plasmids. The ethidium remaining in the cells was monitored continuously by measuring the fluorescence intensity. The initial slopes of efflux curves were taken as indexes for efflux activities, and relative
efflux rates are plotted here. Each bar represents the mean±SD for
between three and six measurements. Reprint from Ref. 13 with permission from Elsevier.

EmrE において同定されている重要なアミノ酸残基を
Fig. 2
, EmrE
Hydrophobicity plots of SMR homologues. a) EmrE type:
(E. coli);
, QacC (S. aureus); ---, EmrE (M. tuberculosis); ···,
, EbrA
QacE (Y. pestis); -·-·-, Hsmr (H. salinarum); b) EbrA type:
(B. subtilis);
, YkkD (B. subtilis); ---, YvdR (B. subtilis); ···, YdgE
(E. coli); c) EbrB type:
, EbrB (B. subtilis);
, YkkC (B. subtilis); ---, YvdS (B. subtilis); ···, YdgF (E. coli). Hydrophobicities were calculated using the Kyte and Doolittle scale by the window size of 9.
To calculate hydrophobicities of the N- and C-terminus regions, we
assumed that four amino acid residues having a hydrophobicity index
of 0 connect with the protein terminuses. Reprint from Ref. 13 with
permission from Elsevier.

すべて保存していた 13)．この事実は，3 者の違いが膜
内トポロジーに由来している― EbrA および B タイプ
の SMR は，それぞれ唯一のトポロジーを取るように
専門化されているが，EmrE タイプの SMR は，単独
でも逆平行な 2 つのトポロジーを取れる―ことを示唆
している．
Fig. 2 は 3 つのグループの疎水性プロットである．
すべてのグループに共通して，4 つの TMS に対応す
るピークが見られる．EmrE タイプの SMR は，全体
を通して疎水性が非常に高いが，EbrA および B タイ
プには荷電性残基が集中した親水性の高い領域があ

性をもって標識率を決定することは困難であった．

る．EbrA タイプでは，そのような領域が 2 つのルー

しかし，すべての部位が細胞外から標識される，す

プ部位（Loop1-2 と 3-4）にあり，また，C 末端は他

なわち，逆平行なホモダイマー形成を示唆する結果

よりも短く疎水性のまま終わっている．EbrB タイプ

を得ている．

では，他よりも長い C 末端領域に荷電性残基が多く

4.

ある．筆者らは，これらの領域を変異させることで，

EbrA および B 単独での機能発現

EbrA および B を単独でも機能的にできることを証明
した 13)．

ホモダイマー型とヘテロダイマー型の違いはどこに
SMR を 3 つのグループ：ホモダイ

野生型 EbrAB および変異体の大腸菌細胞内からの

マー型のグループ（EmrE タイプ），ヘテロダイマー型

エチジウム排出活性を Fig. 3 に示した．野生型 EbrAB

の分子量の小さいグループ（EbrA タイプ）
，および大

を発現させた場合は高い排出活性を示すが，何も発現

きいグループ（EbrB タイプ）に分けて，一次構造，

しない（None），あるいは，EbrA または B を単独で発

あるいは疎水性プロットを比較すると，3 者の共通点

現させようとした場合はまったく排出活性を示さな

と相違点が明らかになってくる．

い．しかし，EbrB の場合は，C 末端の 10 残基を欠失

あるのだろうか？

させただけで高い排出活性を示すようになった

ヘテロダイマー型の SMR の場合は，2 種のモノマー
が機能にとって必須なアミノ酸残基を互いに補完し

（EbrB(C)）．EbrB は必須の残基をすべて備えており，

あっているのかもしれない．しかし，意外にも EbrA

トポロジーを決定する留め金（C 末端）が外れること

および B タイプの SMR は，どちらも，これまでに

で，EmrE タイプの SMR に変身することがわかる．
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EbrA の 場 合 は，Loop1-2，3-4 お よ び C 末 端 を，

を担っているはずである．したがって，両者に保存さ

EbrB(C)（単独で機能するようになった EbrB 変異体）

れている残基であっても，その重要性はモノマー間で

の対応する配列で置き換える変異を導入した．3 つの

異なると考えられる．真に重要な残基や，その役割の

部位を単独で変異させたのでは，ほとんど排出活性は

決定は，今後の重要な課題である．ヘテロダイマー型

現れなかった（EbrA(C), EbrA(L12), EbrA(L34)）．し

の SMR は，その際の有用な研究対象であろう．

かし，2 つのループ部位（EbrA(L12,34)）
，又は 3 ヵ
所（EbrA(L12,34,C)）を同時に置換することで，高い
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SMR は薬剤排出担体である．他の多くの膜タンパ
ク質と同様に，その機能には方向性がある．ポンプと
しての効率を高める（排出を有利にする）ためには，
構造にも方向性（非対称性）が必要であろう．では，
菊川峰志

2 つのモノマーが逆平行に配置している SMR にも，
構造に方向性はあるのだろうか？

EmrE の予測構造

では，2 つのモノマーの構造が非対称であることが示
されている．この非対称性が，ポンプの効率を高める
役割を担っているのかもしれない．
筆者らは，膜内トポロジーを調節すると思われる変
異によって，EbrA と B が単独でも機能し始めること
を示した 13)．しかし，これは意外な結果でもある．
逆平行な膜内トポロジーを取るからには，2 つのモノ
マーは，薬剤排出過程において，それぞれ異なる役割
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道な（華々しい）研究・教育活動のようすにも注目し
てはどうかと思います．
というわけで手始めに，早稲田大学先進理工学部
（理工学部は今年 3 月に 3 学部に分割再編され，物理
学科は 先進理工学部 の一員になりました）での生
物物理の研究・教育の近況を中心にまとめます．早稲
田・物理学科はその創設時（1965 年）に，学科の将
来を素粒子・原子核物理，物性物理，生物物理の 3 本
柱に託すこととし，以来，素粒子・原子核物理に宇宙
物理が加わった以外は，40 年以上にわたって同じ理
念のもとに学科と大学院（物理学及応用物理学専攻）
を作り上げてきました．現在，物理学科の教員として
木下一彦，高野光則と私の 3 名が，それぞれの生物
物理研究室を構えています．海外で指摘されることで
すが，物理学科の中に生物物理部門が存在するという
のはわが国の特徴の 1 つかと思います．これは皆さ
んご存知のように，わが国における生物物理発祥の経
緯，歴史に由来するものでしょう．生物物理を発展さ
せる上で，このわが国の特徴と伝統は十分に生かした
いものです．
早稲田の物理では，創設の理念のもとに長年にわ
たって生物物理が大切にされてきたと身をもって感
じています．生物物理は，早稲田の物理の特徴の 1
つであり大きな部分を占めています．そのことが如
実に示されたのが，生物物理を中核とする提案が 21
世紀 COE 研究拠点（物理学部門）の 1 つとして採択
されたことです．この拠点の課題は「多元要素からな
る自己組織系の物理」というもので，「自己組織系」
の典型である「生物系」を前面に押し出し，物質系と
の共通性の探求，分野としての融合（生物物理と物質
物理との融合こそ，早稲田物理が 40 年前から意図し
てきたことです），さらには物質系を拡張してナノか
ら宇宙スケールまでという，学科として包含してい
るすべての物理系における共通言語としての「自己組
織系」に着目した研究・教育の拠点作りを企図したも
のです．関心のある方はホームページをご覧下さい
（http://www.coe21.phys.waseda.ac.jp/）．
21 世紀 COE 拠点の活動の一環として，国際シンポ
ジウム，ワークショップ，セミナー，談話会（軽い昼
食付）や，大学祭やオープンキャンパスなどと連携し
た市民講座，それに大学院生向けの特別講義や，ポス
ドクをリーダーとする異分野交流セミナーなど，分野
横断的な情報交換や相互研鑚の場をいくつも設けてい
ます．若い研究者が諸外国と行き来する機会も大幅に
増えました．研究面でも，物性研究のために開発され
た特殊な顕微鏡を使って筋収縮系を観察するといった
ことが自然発生的に行われるようになりました．硬い
物質を対象としてきた物性研究者の眼が，無理なく生
物試料を初めとするソフトマターに向けられるように
なりました．
一昨年の 6 月 8 日と 9 日の 2 日間にわたって，大

支 部 だより
関東地区からのたより

関東地区には支部がない
新しくなった会誌の第 1 号では，北海道支部の活
発な活動が紹介されていました．中部地区にも最近支
部ができ，そのようすが 2 号で紹介されています．し
かし関東地区には支部がありません．東京近辺ではさ
まざまな研究集会がひんぱんに開催されているので，
支部集会の必要性が少ないのが原因でしょう．また，
国際的な活動を展開している大研究室も多く，そうし
た方々は地域の横の連携に対する興味が少ないのかも
しれません．もっとも，関東地区といっても北関東 3
県は普通のいなかで東京とは全然状況が違うのです
が，北関東 3 県の（文字通り）横の連携も生まれに
くい状況です．というわけで，私の編集地区委員任期
中に「関東地区支部」の活動をご報告できることはな
さそうです．
視野を広げて関東地区の会員のおもだった活動と
いう点では，東大の川戸佳さんと岡崎統合バイオセン
ターに移られた桑島邦博さんが組織委員長をされてい
る第 45 回年会（パシフィコ横浜，12 月 21−23 日）
がありますが，これについては 3 号でご紹介があり
ます．そこで本稿では早稲田大の石渡さんに，周辺
とご自分の研究室での研究活動のようすをご紹介頂
こうと思います．
（産業技術総合研究所 上田太郎）
支部だよりにかえて
上田さんからの依頼でペンをとります．関東地区に
は学会誌の地区委員はいますが「支部」がなく，支部
活動といったものがありません．そこでこれから順番
に，関東地区での生物物理だよりとして研究室あるい
は研究グループめぐりをするということで，編集委員
と読者の皆様の期待に応えられればと思います．上田
さんが述べておられる「北関東 3 県」での生物物理
活動のようすなど，普段あまり目に止まらない（とい
うとお叱りを受けるかもしれませんが）ところでの地
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沢文夫さんによる連続セミナーも開催しました．全体
のタイトルは「状態論・生物物理」で，初日は「細胞
の自発信号発生メカニズム：ミクロなゆらぎからマク
ロなゆらぎへ」，2 日目は「細胞の行動制御システム：
自発性と外来信号への応答との調和」という副題での
話でしたが，大沢さんが最近考えつづけていることを
若者に伝えるという意欲が伝わってくるものでした．
最後は例によって エピソード記憶 を駆使した昔話
を交えての 大沢講話 になり，筆者にしかわからな
い話が出始めたところでお開きとしました．右はその
折に撮影した写真です．
今年に入ってからは，3 月 13 −14 日に「生物理論
進歩」というワークショップが開かれました．そのと
きのプログラムを掲載します．

大沢文夫阪大・名大名誉教授によるセミナー

郡司ペギオ−幸夫（神戸大）
「生命：張り合わされた全体」
山崎義弘（早大）
「バクテリア・コロニーの形成（レビュー）
」
三ツ井孝仁（相澤研院生）
「Metabolism-Repair systems と計算につ
いての考察」
林久美子（高野研ポスドク）
「細胞性粘菌の走電性運動への fluctuation theorem の適用」
森田英俊（高野研ポスドク）
「非平衡下にある蛋白質の遅い規則的
振動」
高野光則（早大）
「蛋白質分子モーターの動作原理について」
茂木健一郎（ソニーコンピュータサイエンス研）
「脳科学の今」
峯秀行（相澤研院生）「興奮性・抑制性ニューロンの役割」
小村真也（山崎研院生）
「界面と相互作用する粒子の集団運動によ
るパターン形成」
池上高志（東大）
「生命と認知の連続性について：Homeostasis か
ら Exploration へ」
高松敦子（早大）
「形態が行動を決める―真性粘菌変形体のパター
ン形成から―」
上杉繁（早大生命医療）
「身体の位置・運動感覚に関する錯覚につ
いて」
相澤洋二（早大）
「理論の階層―閉会の辞」

特には行っていませんが，10 年以上にわたって（途
中数年中断しましたが） SKY セミナー を毎月開い
ています．このセミナーは，そもそもは木下氏が慶応
にいた頃に早（S）慶（K）による SK セミナーとして，
数ヵ月に一度開いていたことがきっかけです
（Shin ichi-Kazuhiko の頭文字をとったともいわれまし
たが，気持ち悪いという意見もあり，表向きは早慶か
らとったことになっています）．その後，東工大の吉
田賢右（Masasuke）研が加わったために SKM セミナー
とよぶことも考えたのですが，爽やかさを優先して
SKY（早慶−吉田）セミナーと命名しました．このセ
ミナーは closed で，原則的に英語（とくにスライド
は英語）とし，修士以上の学生・ポスドク・教員が順
番に 1 人 30 分程度の講演（一度に 8 名）をすること
になっています．
筆者の研究室のテーマは，「生体構造・機能の階層
性に着目しつつ，生体運動系のメカニズムを解く」と
いうキャッチフレーズで，具体的には，1）分子モー
ター（ミオシン，キネシン）の 1 分子機能メカニズ
ムの顕微解析，2）筋収縮系の自励振動（SPOC）機能
のメカニズムと，心拍における生理的意義，3）アク
チンを中心とする細胞骨格形成のダイナミクス，4）
細胞分裂装置・心筋収縮系の自己組織化のメカニズ
ム，そして最近では，5）熱発生パターンの 1 細胞イ
メージング・熱パルスの細胞機能への作用などの研
究 を 進 め て い ま す（HP は http://www.ishiwata.phys.
waseda.ac.jp/）．対象は文字通り 1 分子から細胞まで
と多岐にわたりますが，「酵素活性  構造変化  力
発生（力の拮抗） 協調的運動機能発現  酵素活性」
という運動システムの特質であるメカノケミカル
ループが，分子内，分子間，分子集団間などの違い
こそあれ，どの階層にも存在するという考えで一貫
しています．
（早稲田大学理工学術院物理学科 石渡信一）

早稲田には物理・応物だけでなく，電気・情報生命
工学科や，ASMeW（先端科学と健康医療の融合研究
拠点）という時限研究機構にも生物物理系の研究者が
います．早稲田大学は歴史的には実学志向ですが，そ
の中で基礎科学の芽を作り育てることを目指して日々
地道な努力を積み重ねています．筆者の研究室では，
毎週月曜の午前中に研究室ゼミを開きます．午後は卒
業研究を始めた 4 年生（毎年 5 名）のためのゼミです．
この 10 年ほどは船津高志研（3 年前から東大薬学系
大学院に移籍）や木下研と合同で，それまでほとんど
生物とは無縁だった総勢 10 名ほどの物理・応物 4 年
生を相手に，船津氏あるいは木下氏と筆者とが交互に
担当して，細胞生物・生化学を中心とした輪講を一年
間かけて行っています．学部学生たちには，研究室に
来るまでとくに生物の知識を得るような勉強をする必
要はないこと，むしろ物理の習得に力を入れ，少しで
も自分の得意とする物理（理工学・数学）分野を作っ
ておくようにといっています．
研究ゼミについては，木下・高野研との合同ゼミは
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と飯を食う頭と全部一緒でしょ？

だからイ

リュージョン力，これがないと研究もできな
い．
池田： いつそのことに気づいたんですか？
先生： やってたのは学生の頃からですよ，当然．でも

若 手 の 声

こうして語れるようになったのはわりあい最近
…宝塚を見るようになってから！

美宅先生を斬る会

（一同困惑）
豊田： いやね，美宅さんの話し方の決定的な問題点は
…ちょっとね，ピントがぼけやすくなる．
先生： それね，僕のキャラクター．
豊田： 学生を育てるという観点だとね，トップダウン
式に結論を与えるのも意味がないけど，「自分
でよく考えなさい」という姿勢なのかなぁ…だ

若手からの挑戦状

からって安易な単語でまとめるとぼけてしまう

これまで若手の会中部支部では，大学，研究室な

でしょ，「イリュージョン」とか．ここでいう

どの枠を超えた議論の場を意識して活動を進めてき

「イリュージョン」は結局のところ何を意味し

ました．そんな中，若手同士だけでなく先生など（以

ているんですか？

下「古手」とよびます）とも議論をしたい，古手研究

先生： それでは日本語でいいましょうか…妄想！

者の方々に対して率直に自分の意見をぶつけたい，

もっというとね，人生すべてがイリュージョン

という若手の声が上がっています．そこで今回「古手

なんですよ．

研究者に挑む！」という意気込みのもと，座談会「斬

（一同さらに困惑）

る会」を企画いたしました．栄えある第 1 回のゲス

先生： われわれがふだん考えていることが，本当に真

トに選ばれたのは生物物理学会会長・美宅成樹先生．

実かどうかはわからない．つまり，なんか事実

果たして若手は初の道場破りにて大古手に斬りつけ

があったとしても，それを「認識する」という

ることができたのか？

のは脳で何か生成しているってことでしょ？

私たちの健闘のようすをこ

こに報告いたします．

その脳でやってる研究というのが，何か科学的

「美宅先生を斬る会」は 2007 年 5 月 18 日，名古屋

な真実に近いというのは非常に奇跡的なことな

大学理学館にて開催され，議論は約 10 時間（19 時か

んだけど，妄想は真実に到達できる！

ら翌朝 5 時まで）にもおよびました．

に妄想を作り，誰もが納得できる形につなぎ合

まずは自己紹介…と思いきや，渡辺くんからの嬉し

頭の中

わせていけばね．結局，研究でやっていること

いプレゼント（屋久杉）に機嫌をよくした先生は霧島

は妄想なんですよ，うん．

でのエピソードを約 1 時間にもわたりご説明くださ

渡辺： つまり研究というのは？

いました．霧島での不可思議な出来事に対し，さまざ

先生： 真実にものすごく近い妄想をたくさんつくって

まな事実から考察を重ね，「本州からの観光客はみな

いくこと．

隠密だと思われている」という結論を導いた見事な

岡部：「自分のイリュージョンを真実に近づけていく

（？）イリュージョンを披露する美宅先生．私たち若

こと」というか…

手の困惑に満ちた面持ちなど気にも留めず，霧島での

先生： 本当に真実なのかどうかを検証できる形に常に

出来事を語り続けました．しかし，一見マイペースな

妄想を作りなおしてる．データなんてさ，たと

姿の裏には先生独自の研究スタイルと日々の訓練が隠

えばフーリエ空間のスポットとか，あれほとん

されていたのです．

ど妄想の世界だよね．でも，そこからは真実に
きわめて近い構造が出てくる．ね？

研究とは「イリュージョン」です！

だけど

「これは妄想の一部である」と思っていないと

先生： 大事なのは，頭の回路がうまくはたらくよう

動いていることを忘れたりして，また別の穴へ

に，普段から訓練をすること．研究っていうの

落ちるというか…．

はすべて自分の頭の中でやるわけ，研究する頭

渡辺： 真実の姿を捉え損ねると．
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先生： 真実の「ある側面」は捉えてる．なにかしらの

に答えたようなものになってしまう側面がある

真実があって，その側面を自分の妄想として見

んですよ．でもまだ疑問はたくさんある．たと

てる…そんなようなもんでしょ？

僕はいつも

えばさ，アミノ酸配列のホモロジーがほとんど

自分の仕事が真実にかなり近いと思いつつ，出

ないのに構造や機能が同じだったりする．これ

していくわけね．だけどこれは本当の真実では

はなぜだろう，どう理解したらいいだろう？

ないということも考えつつやると．

そういうことに答えられないと，「タンパク質

小山： より理にかなった真実があるってことを考えな

とはなんだろう」という疑問に対して答えるこ

がらずっと続ける，みたいな…．

とにはならない．少なくともその疑問に答えな

先生： うん…だから，「もう少し謙虚にならないとい

くてはいけない．

かんな」ってことですかね，ある意味で．だっ

渡辺： それに対して先生は答えをもってるんですか？

てたとえば，「自分の出した構造は絶対だ！」

先生： あなたはなにか答えあります？

と思いがちじゃない？

渡辺： うーん．

それだと自分自身が進

化しない．

先生： 答えは実にシンプルですよ．よくいわれるのは

渡辺： 妄想の枝葉が伸びていかない．
先生： そうそう！

「配列よりも立体構造のほうがロバストである」

妄想が止まってしまうと研究はそ

だよね．つまり配列は変化していくけど立体構

れで終わり．だから，どんどんどんどん広げる

造は変化していかないという性質がタンパク質

妄想力が必要ね！ だけど…なんだろ，自分の

にはある．しかし，これではもとの問題をいい

頭でもちょっと混乱してくるね．

直しただけで，「それはなぜですか？」という

（一同苦笑）

疑問にまったく答えていない．まずはこの疑問

柴田： そうやって広げすぎると，自分が何をいいた

に答えられないと，「タンパク質ってなんです

かったのか見えてこないんじゃないですか？

か？」にも答えられない．…（全員に対して）

美宅先生は実験系もバイオインフォマティクス

なんででしょう？

もやって，いろんな範囲で研究をやっています

（一同しばし考える）

よね．先生自身，本当にやりたいことはなんな

池田： 若い子らに答えてもらいましょうよ．

んですか？

北出： 配列が全体的に違っても構造を保つのに必要な

先生： あ ぁ， そ れ グ ッ ド ク エ ス チ ョ ン！

そ れ は，

部分はいっしょなんじゃないですか？

「真実に非常に近い妄想を作ること」です．そ

先生： なるほど…僕のイメージとちょっと違うなぁ．

のために実験と計算，違う側面から光を当てる
ことができる！
柴田： それは共同研究でもよくないですか？
先生： もちろん他の人ともやってますよ．でも結局
ね，僕わがままなんですよ．僕の頭の中でやり
たいと思ってるわけ．うーん…．研究室の学生
さんは犠牲者かもしれないね，謙虚にいえば．
フフフフ．
（一同苦笑）
先生： でも実は，大いなるメリットを受けているわけ
だ．
タンパク質はシンプルにわかるはず
池田： じゃあ，先生がいまいちばん知りたいことって
参加して下さった方々
（敬称略）
美宅成樹先生，柴田幹大・小山貴之・北出祐也（名工大・神取
研），高橋一暢（岡崎統合バイオ・桑島研），豊田正嗣（名大・曽我
部 研 ），藤 田 大 樹（ 名 大・G 研 ），渡 辺 宙 志・池 田 好 孝（ 名 大・
TB研），岡部ゆりえ
（名大・笹井研），根岸瑠美・山田達矢・小糸直
希（名大・美宅研）

具体的には何ですか？
先生： … あ ぁ，「タ ン パ ク 質 っ て ど ん な も ん だ ろ
う？」っていうことね．
柴田： それじゃちょっと抽象的すぎますよ．
先生： だいたいはシャープな疑問を提起すれば，途端
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ずいぶん配列の違うものを並べたときに，ずっ

通．そうすると，じゃあ原子間の相互作用をす

と変わらない部分もあって，それが構造にとっ

べて計算すればでてくるはずだという話になる

て重要だっていう考え方が（一般的に）いわれ

わけで…そこにすべての研究者が落ち込んだ

ていたりする．

ローカルミニマムがあるに違いない，これだと

豊田： たとえば，配列がほとんど違っても，それをあ

ヘビの心臓に陥るだろう，と僕は思うわけ．い

る観点，ある性質で見ると共通してるとか？

や，全部を入れてミニマムを探すやり方も正し

静電的な部分を見ればいっしょだね，とか．

いんですよ？

先生： ふんふん．僕の答えはそれです…一般論でいえ

でもグローバルに構造を考えよ

うとすると理解できない．そこから逃れる行き

ば．（ニヤリ）

先として…どんなタンパク質であってももっと

（一同困惑）

シンプルにわかるはずだ，というのが僕の妄

先生： フフフ，でもそれは答えの半分．僕はもう少し

想．たとえばこっちに正電荷のクラスター，も

進んだ妄想をもってます．その妄想の話をする

う一方に負電荷のクラスターがあるとすると，

ために…ヘビの心臓どこでしょう？

そこには引力がはたらくよね？

（一同しばし考える）

この考え方を

タンパク質にも適用して，「こっちの 10 とか

渡辺： 真ん中よりちょっと頭寄り．

20 残基くらい（残基数は現象によってバリア

豊田： サンマのように考えると…頭蓋骨のこの辺り．

ブル）のクラスターが正電荷で，ここが負のク

（大半が同意）

ラスターであればこの構造に決まる」というよ

柴田： 僕はじゃぁ，（ヘビによって）「それぞれ違う」

うな仕組みがあれば，それはホモロジーが全然

で．

なくてもいいということになる．ね？ で，そ

先生： あぁ，それ正解．

のポイントは…分解能を下げなくてはいけな

一同： どうやってわかったの！？

い！

柴田： 美宅先生の頭の中を読んじゃった．あと，そう

うん．まぁね，僕は死んでから評価されればそ

ゆう話の流れだったしね．

ところが普通はそれをやらないんだよ，

れでいいと思ってる側面がある．フフフフ．

先生： しかし，この答えはまず出てこないよ．渡辺く

（一同苦笑）

んは心臓どこかって聞かれた瞬間に「どこか 1

先生： まぁそれは置いておくとして，だ．グローバル

つだろう」と思っちゃったわけですよ．

な構造を決めるのに平均としての性質が重要で

渡辺： そうなんすよ，自分の中でイリュージョンを制

ある，こう考えると「配列が違うけど構造が同

限しちゃったんですよ！

じ」というのはきわめて自然だと．つまり相互

先生： がぁっと制限してしまって…正解はまったく違

作用で決まっているんだというのは僕の妄想の

うところにあったと．事実としては間違いじゃ

半分．各アミノ酸ではなくて，もっと大きなク

ないけど，一般論としての真実からは遠かっ

ラスターの平均値が重要である，というのが残

た．で，そういうことは研究にはいっぱいあ

りの半分．それで，そうゆうシンプルな考えで

る！

やっているのが！

それに落ち込んでいる限り，真実には絶

対到達しない．たとえドクター 5 年間やったっ

みなさんご存知の SOSUI

（タンパク質の判別，二次構造予測プログラム）

て真実に到達しないこともあり得るわけです

なんですよ…．（ニヤリ）

よ．

（一同感嘆）

岡部： ローカルミニマムに捉われていると．
先生： そう，グローバルミニマムでなかったらもう終

いかがでしたか？もちろんここに掲載できたものは

わり．そのためには温度を上げなくてはいけな

ほんの一部で，中でも研究スタイル，ものごとの捉え

い．温度を上げるには…宝塚ですよ！

方という 2 点の話題をピックアップして掲載しまし

（一同笑，笑ってごまかしてる？）

た．静かな議論の中で私たち若手は古手に対し，どれ

豊田： 笑っちゃいかん，甘やかしちゃいかんて．

だけ斬りつけることができたのか？

先生： まぁヘビは枕詞ね．私がいいたいことは，「タ

の方もいらっしゃるでしょう…一見マイペースな美宅

ンパク質とはなにか？」…さっきの（豊田くん

先生とアグレッシブな私たち，軍配が上がったのはど

のいった）ある性質で見たときに共通のものに

ちらだと思いますか？

なっているだろう，というのは僕の妄想と共

中にはお気づき

今回あえて「会話」という形式にこだわって編集し
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ました．これは，会の臨場感，雰囲気を伝えるためで

を お 持 ち の 方 は 根 岸（若 手 中 部 支 部）negishi@bp.

す．会話の中で参加者それぞれが何を考え，どこでつ

nuap.nagoya-u.ac.jp までご一報ください．

まずいているか，言葉では表現できない場の空気も読

ゲストに学会長・美宅成樹先生を迎えた「第 1 回

みとっていただければ幸いです．理解しづらい内容が

斬る会」は先生も（？）参加者も満足のできるたいへ

あった方も少なくないでしょう．実際に議論の場に居

ん有意義な議論となり，幸先のよいスタートを切るこ

合わせた私たちでも困惑の色を隠せずにいましたが，

とができました．全国の若手のみなさん，古手の先生

二度三度，もしくは何ヵ月後か何年後かに読み返した

方に思い切って斬りつけてみませんか？

ときに，より理解が深まるような内容だったと思いま

最後に．長時間お付き合いくださいました美宅成樹

す．それほどに奥が深く，中身の詰まった議論となり

先生には貴重なお話を伺うことができました．ありが

ました．

とうございました．

しかし，ここに掲載する本当の狙いは「美宅先生の

先生の独り言：徹夜の 10 時間はきつかったけど，お

考えを理解してもらうこと」ではありません．この企

もしろかったなぁ．

画を目にし，「今度は私が若手に喝を入れてやろう！」

池田好孝
yikeda@ tb.phys.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学大学院理学研究科 TB 研究室修士 2 年

という古手の方が多く名乗りをあげてくれればいい
な，というのが真の狙いです．若手の会中部支部では

根岸瑠美
negishi@bp.nuap.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学大学院工学研究科美宅研究室博士 2 年

今後も定期的に「斬る会」を開催します．今回，美宅
先生には翌朝までお付き合いいただきましたが，もち

山田達矢
yamada@bp.nuap.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学大学院工学研究科美宅研究室博士 1 年

ろん然るべき時間内でのご参加も大歓迎です．ご興味
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the Hong Kong biophysicists wishing to have more active interactions among themselves, the Biophysical Society of Hong Kong (HKBPS) was established in 1994. A
bylaw of the society was drafted in the first organizing

シリーズ

meeting held on April 16, 1994. A group of local bio-

世界の生物物理学④

physicists were appointed to organize the 1st HKBPS
Conference, which was held on January 27, 1995.

A Brief History of the Biophysical Society
of Hong Kong (HKBPS)

More than 50 people participated in the 1st HKBPS
Conference, which was held at the campus of the Hong
Kong University of Science and Technology. During this
conference, the founding officials for the society were
elected. They were:
President:

Prof. Donald C. Chang (Department of Biol-

ogy, Hong Kong University of Science and Techアジア生物物理学連合（ABA）の中で最も若い学会である香
港生物物理学会について，短い歴史を紹介する．小さいなが
らも存在感を示す地域生物物理学会について，創始者の一人
Chang 教授より寄稿いただいた．文献を付した独自スタイル
の紹介文だが，小ささゆえに個人の顔が見える特性がよく出
ており，香港の学問状況を彷彿とさせる．
（永山）

nology)
Vice-president:

Prof. Sze Yong Zee (Department of

Botany, University of Hong Kong)
Secretary:

Dr. W. F. Fong (Department of Applied Sci-

ence, City University of Hong Kong)
Treasurer:

Before the establishment of the Hong Kong University

Dr. F. S. L. Kwok (Department of Applied

Biology & Chemical Technology, Hong Kong

of Science and Technology in 1991, there were only

Polytechnic University)

two universities in Hong Kong, the number of biophysi-

Council members:

Prof. David C. Y. Kwan (Depart-

cists in Hong Kong was very small. There was no organi-

ment of Physiology, University of Hong Kong)

zation officially representing the biophysics community

Dr. Albert W. N. Leung (Department of Biology,

of Hong Kong in the International Union of Pure and

Hong Kong Baptist University)

Applied Biophysics (IUPAB).

Prof. Patrick Y. D. Wong (Department of Physiol-

Starting from the beginning of 1990s, the Hong

ogy, The Chinese University of Hong Kong)

Kong government greatly increased its support for sci-

The founding president of HKBPS, Prof. D. C. Chang,

entific research and higher education. The number of

was a pioneer in using spin-echo NMR technique for

government-supported universities was quickly in-

studying cellular water in biological tissues 1), 2). This

creased from 3 to 7 by the middle of 90s. Through in-

work was a precursor to the development of MRI for

ternational recruiting, a large number of active scientists

cancer detection. Prof. Chang also made major contri-

were attracted to Hong Kong, among them many were

butions in electroporation3), 4) and in the study of calci-

Chinese scientists trained in North America. At the same

um signalling in cell division5), 6). His current research in-

time, the postgraduate (PG) research program was rap-

terest is to use biophysical techniques to study the

idly expanded. Many of our PG students were graduates

signaling mechanism of apoptosis. Prof. Chang and an-

from top Chinese Universities.

other member of the HKBPS, Prof T. Y. Tsong, repre-

In 1994, we were contacted by Prof. Nanming Zhao,

sented Hong Kong in the 1st EABS held in 1995 at

President of the Biophysical Society of China, who told

Harima, Japan. Both of them gave invited talks in that

us about the plan of expanding the previous China-

symposium.

Japan Bilateral Biophysics Conference into a new and

After HKBPS was formally established in 1995, it

larger East Asian Biophysics Symposium (EABS). Prof.

joined IUPAB and became an official member of that or-

Zhao expressed his hope to have the biophysicists of

ganization (in the status as an observer). Since then, the

Hong Kong joining this new organization. Partly due to

HKBPS has organized or participated in the following lo-

this external stimulation, and partly due to the desire of

cal meetings:
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1st Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Confer-

ment of Physiology, The Chinese University of

ence held in Guangzhou, China (June 14-16, 1999)

Hong Kong)

2001 HKBPS conference held in Hong Kong (Au-

Prof. Han-cheung Lee (Department of Physiolo-

gust 24, 2001)

gy, University of Hong Kong)

2

Prof. Samuel Lo (Department of Applied Biology

nd

Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Con-

ference held in Hong Kong (August 14, 2004)

& Chemical Technology, Hong Kong Polytechnic

3rd Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Con-

University)

ference held in Xiqiaoshan, Guangdong, China

Prof. Jun Xia (Department of biochemistry, Hong

(December 17-18, 2005)

Kong University of Science and Technology)

4th Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Con-

The current president of HKBPS, Prof. Benjamin Peng,

ference held in Hong Kong (January 27, 2007)

is a very active neuroscientist. His research interest is to

In the pass ten years, this society has sent delegates

elucidate the signalling mechanism of synapse forma-

to participate in every EABS (now called Asian Biophys-

tion. Using the neuromuscular junction as an experi-

ics Association (ABA)) meetings, including:

mental model, he had made major contribution in un-

2 EABS held in Beijing, China (May 16-20, 1997)

derstanding the molecular basis of acetylcholine

3

receptor clustering in the postsynaptic region7)-10).

nd
rd

EABS held in Kyongjyu, Korea (May 22-26,

2000)

In this coming November, HKBPS will join with the

4 EABS held in Taipei, Taiwan (November 4-6,

Biophysical Societies of Gunagdong and Shanghai to or-

2003)

ganize a Tri-region Biophysics conference to be held in

5 EABS/ABA held in Okinawa, Japan (November

Shanghai, China. Also, in following up with the decision

12-16, 2006)

reached in the last Executive Committee meeting of

th

th

Besides the above activities, HKBPS has also joined
force with other regional biophysics organizations to
sponsor meetings relating to biophysics research. For
example, HKBPS was a co-sponsor of the Hong Kong/
French Conference on Calcium in Development held in
2000 at the Hong Kong University of Science and Technology.
In January of this year, we held the most recent local
meeting of HKBPS. (A copy of the conference program
is at right). We also held a new election to elect a new
group of officials to serve the society (for a two-year
term). Results of this election were:
President: Prof. Benjamin H. Peng (Department of Biology, Hong Kong University of Science and Technology)
Vice-president:

Prof. Guang Zhu (Department of bio-

chemistry, Hong Kong University of Science and
Technology)
Secretary: Prof. Pingbo Huang (Department of Biology,
Hong Kong University of Science and Technology)
Treasurer:

Prof. Xiaoyuan Li (Department of Chemis-

try, Hong Kong University of Science and Technology)
Council members:

最近のconferenceのプログラム

Prof. Hsiaochang Chan (Depart
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ABA, HKBPS is starting the organization work to host

年会の組織化を任された．第 1 回年会は 50 人以上の

the 2009 ABA meeting in Hong Kong.

参加を得て香港理工大学キャンパスで開かれた．この
会議で初回理事が選ばれたが，そのメンバーは以下の
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（香港理工大学生物学科教授

仕事は MRI によるがん検出の先駆けとなった．Chang

Donald C. Chang）

教授は電気穿孔 3), 4) や細胞分裂時のカルシウム信号 5), 6)
研究にも貢献している．現在彼は生物物理的手法によ

【邦訳】

るアポトーシス信号の研究を行っている．Chang 教

香港生物物理学会小史

授は，他の学会メンバー，Tsong 教授（T. Y. Tsong）

1991 年の香港理工大学設立以前，香港にはたった

と と も に 1995 年 播 磨 で 開 催 さ れ た 第 1 回 EABS に

2 つの大学しかなく，生物物理学者の数もわずかで

HKBPS を代表して出席し，招待講演を行った．

あ っ た． ま た， 国 際 純 粋・ 応 用 生 物 物 理 学 連 合

HKBPS は 1995 年の設立後すぐに，IUPAB にもオブ

（IUPAB）に属するような生物物理学コミュニティー

ザーバーとして正式参加している．それ以来，HKBPS

組織もなかった．1990 年代に入り，香港政府は科学

は以下の会議を組織した．

研究と高等教育に強力な支援を行うようになった．

1st Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Con-

90 年代半ばまでに国立大学の数は 3 から 7 に増え，

ference

国際的リクルートを行い，著名な研究者を香港に引き

広東，中国（1999 年 6 月 14-16 日）

2001 HKBPS Conference

寄せた．その多くは，北米で研鑽を積んだ中国人だっ

香港（2001 年 8 月 24

日）

た．同時に大学院プログラムも拡大し，中国本土トッ

2nd Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Con-

プ大学の卒業生を招いた．

ference

1994 年 当 時 の 中 国 生 物 物 理 学 会 会 長 Zhao 教 授

香港（2004 年 8 月 14 日）

3 Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Conrd

（Nanming Zhao）からコンタクトがあり，それまでに

ference

続いていた日中生物物理会議を東アジア生物物理学シ

広東，中国（2005 年 12 月 17-18 日）

4 Guangdong-Hong Kong Joint Biophysics Conth

ンポジウム（EABS）に衣替えし拡大する旨の連絡が

ference

あった．Zhao 教授は香港の生物物理学者もこの新組

香港（2007 年 1 月 27 日）

過去 10 年間に，本学会は以下に示す EABS（現在は

織に参加してほしいと希望してきた．外からの刺激，

アジア生物物理学連合（ABA）に改名）に毎回会員を

そしてまた香港の生物物理研究者自体がお互いを知り

派遣した．

たいという欲求から香港生物物理学会（HKBPS）は

2nd EABS

北京，中国（1997 年 5 月 16-20 日）

1994 年に設立された．学会内規は，1994 年 4 月 16

3 EABS

京州，韓国（2000 年 5 月 23-26 日）

日の第 1 回会合で立案され，また特定グループが選

4 EABS

台北，台湾（2003 年 11 月 4-6 日）

定され，1995 年 1 月 27 日に開催する HKBPS 第 1 回

5th EABS/ABA 沖縄，日本（2006 年 11 月 2-16 日）

rd
th
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上記の活動の他，HKBPS は香港の生物物理学関係

Han-Cheung Lee 教授（香港大学生理学科）

の会合をサポートしている．たとえば 2000 年香港理

Samuel Lo 教授（香港工科大学応用生物・化学

工大学で開かれた「発生におけるカルシウムに関する

工学科）

二者（香港／フランス）会議」を共催した．

Jun Xia 教授（香港理工大学生科学科）

本年（2007 年）1 月 HKBPS は，上記に示す第 4 回

現会長の Peng 教授は大変精力的神経科学者で，学

の広東−香港合同生物物理学コンファレンスを開い

問的興味はシナプス形成の機構解明にある．筋神経結

た．そこで，理事の改選が行われ，新理事会（任期 2

合を実験モデルとし，ポストシナプス上のアセチルコ

年）が設立された．新理事会メンバーは下記の通りで

リン受容体クラスター形成の分子機構解明に貢献し

ある．

た 7)-10)．

会長： Benjamin H. Peng 教授（香港理工大学生物学

来たる 11 月，HKBPS は広東および上海の生物物理

科）

学会と共催で 3 者の合同生物物理学コンファレンス

副会長： Guang Zhu 教授（香港理工大学化学科）

を行う予定である（上海）．また，昨年沖縄で合意し

事務局長： Pingbo Huang 教授（香港理工大学生物

た EABS/ABA 運 営 委 員 会 の 決 定 を 実 行 に 移 す た め，

学科）

2009 年香港で開催される第 1 回 ABA 会議の組織化に

経理担当： Xiaoyuan Li 教授（香港理工大学化学科）

間もなく着手する．

理事会メンバー： Hsiaochang Chan 教授（香港中国

（岡崎統合バイオサイエンスセンター

語大学生理学科）
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開始因子 2（IF2）
メッセンジャー RNA からポリペプチドへの翻訳
は，多くの細胞内高分子をまきこんで催される現
象である．この現象がどのようにして始まるのか
を，原子分解能で語ることができるようになるの
もそんなに遠い未来のことではなくなってきた．
この現象にかかわる生体高分子の立体構造がだい
ぶわかってきたからである．いろいろな段階での
複合体構造を，実験と計算とが協力して明らかに
するときがきているように思える．
飜訳はメチオニン・トランスファー RNA がリボ
ソームの小サブユニットと相互作用し，メッセン
ジャー RNA の開始コドンと相互作用するところか
ら始まる．このステップを助けるのが，ここにあ
げる開始因子 2（IF2）である．タンパク質の中心
にある GTP（実際の結晶構造は GDP との複合体）
の加水分解とメチオニン・トランスファー RNA と
が，開始コドンとの相互作用に関連している．下
側のサブユニット（）の下のほうにメチオニン・
トランスファー RNA も相互作用することがわかっ
ている．飜訳における重要な役者は，おもに下側
のサブユニットと相互作用する．上側にあるサブ
ユニット（）の役割は，下側のサブユニットの制
御と考えられる．
GDP が相互作用している構造と相互作用してい
ない構造を比較すると，上側のサブユニットにと
ても大きな構造変化が見られる．この制御がうま
くいかないとメチオニン・トランスファー RNA が
うまく配置できず，その結果タンパク質が合成さ

れないようだ．このタンパク質複合体の正しい動
きに，セントラルドグマの最終ステップが依存し
ているかと思うと，このタンパク質がどのように
動いているのかを知りたくなってくる（PDB1) ID:
2dcu2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K., and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Sokabe, M., Yao, M., Sakai, N., Toya, S. and
Tanaka, I. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103,
13016-13021.
(J. K.)

