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ミニ特集に寄せて

Foreword to a Mini-Assembly of “the Measurements of Protein Dynamics”

片岡幹雄



KATAOKA, M.

時間分解共鳴ラマン分光法で観るヘムタンパク質の
構造ダイナミクスと機能発現機構

Functionally-Important Protein Dynamics of Hemoglobin and Myoglobin Revealed by Time-Resolved Resonance Raman Spectroscopy

水谷泰久

MIZUTANI, Y.

タンパク質はその高次構造を巧みに変化させ機能している．とりわけ，ヘモグロビンの四次構造変化と協同的酸素親和性はそ
の好例である．本稿では，ヘモグロビンとミオグロビンの構造ダイナミクスについて時間分解共鳴ラマン分光法を用いた最近
の筆者らの研究成果をまとめる．



高分解マイクロ波誘電分光による筋肉タンパク周りの
水の回転運動特性と筋肉収縮の分子メカニズム

Rotational Mobility of Water around Muscle Proteins by High-Resolution Microwave Dielectric Spectroscopy and a Clue to Molecular
Mechanism of Muscle Contraction

鈴木 誠

SUZUKI, M.

宮崎 崇

MIYAZAKI, T.

マイクロ波誘電緩和スペクトルをもとに，タンパク分子やイオンなどの溶質が周りの水物性に影響する空間的広がりを観測す
る スキャン法と，異なる溶質の水和特性や誘電緩和特性の比較をする固定 法を応用して，F- アクチンやヨウ化カリウムな
どの周りのハイパーモバイル水の存在とその性質を示す．



さまざまな時空間領域におけるタンパク質と水のダイナミクス
Dynamics of Protein and Water Structure in Various Time-Space Domains

八木原晋

YAGIHARA, S.

新屋敷直木

SHINYASHIKI, N.

喜多理王

KITA, R.

広帯域誘電分光（BDS）や光散乱などの広帯域観測によって得られるタンパク質や水の多様なダイナミクスを解説する．
200 ks-0.2 ps/1 µHz-1 THz の時間・周波数域で観測される階層的な時空間スケールに及ぶ，複雑系としての構造やダイナミクス
のユニヴァーサルな解析手法についても紹介する．

総説



多剤排出トランスポーターの結晶構造解析により明らかになった
機能的回転メカニズム
Crystal Structure of a Multi-Drug Efflux Transporter Reveal a Functionally Rotating Mechanism

村上 聡

MURAKAMI, S.

細胞膜に存在する多剤排出トランスポーターは，細菌が多種多様な薬剤を認識し，菌体外へ排出する多剤耐性化問題の主因で
ある．多剤排出トランスポーター，および，その基質結合状態の結晶構造解析により，多基質認識と分子輸送のメカニズムが
明らかになり，多剤耐性問題の克服への期待が高まっている．

／
／
／

ダイニンの構造とモーター活性の解析.....................................................................................................昆 隆英
高分子物理化学における計算機シミュレーションの活用と生体分子への展開.................................玉井良則
光合成アンテナ複合体の単一分子分光.....................................................................................................松下道雄
NMR-PRE 法による生体高分子複合体形成における遷移中間体の解析 ..............................................岩原淳二
高専型実践教育の可能性.............................................................................................................................徳楽清孝

総説



MFS輸送体の構造とその輸送機構

Three-Dimensional Structure of MFS Transporter and Its Transport Mechanism

平井照久

HIRAI, T.

MFS 輸送体には単一輸送，共輸送，対向輸送の 3 つの輸送形態が存在する．輸送機構としては 2 つのドメイン構造が相対的に
大きく動き， 開いた 構造と 閉じた 構造を交互にとることが想定される．共通する輸送機構がどのように異なる輸送形
態を実現しているかを議論する．

理論／実験 技術



酵素触媒機構データベース：EzCatDB―加水分解反応，
転移反応機構の
系統的な比較について
Systematic Comparison of Catalytic Mechanisms of Hydrolysis and Transfer Reactions Classified in the EzCatDB Database

長野希美

NAGANO, N.
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分裂酵母テロメア1 本鎖DNA結合タンパク質Pot1による 4 本鎖DNA構造の
アンフォールディングとその生物学的意義
Biological Significance of Unfolding of Tetraplex DNA by Fission Yeast Telomeric DNA Binding Protein Pot1

鳥越秀峰
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評価について
思うこと
巻／頭／言

編集委員会から「実体験に基づいたアメリカと日本の研究者の
生態 に関する辛口の感想を，わが国の研究体制についての悪
口ではなく，研究者側の問題を指摘して，かつ単なる批判ではな
く建設的に書いてほしい」という難しい注文を受けましたが，そ
れに十分に答える巻頭言を書くことはとてもできないので，日頃
思っていることを書かせていただきます．
インフラストラクチャー，研究支援体制・制度の整備，研究者
層の厚さでは，いまだにアメリカと日本ではかなりの隔たりがあ
りますが，研究費や装置などに関しては差がかなり小さくなって
います．特に大型の設備や特殊な装置については，特定の研究機
関に偏っているという批判もありますが，日本のほうが恵まれて
いる場合も少なくありません．さらに，日本の生物物理・生物化
学・構造生物学の研究水準は高く，特出している分野では間違い
なく世界のトップを走っています．研究者層の厚さには圧倒的な
差がありますが，これは人口及び海外からの研究者の受け入れ数
が違うので仕方がありません．日本にも tenure track のポジショ
ンが導入され，若い時期から独立して研究を進めることができる
ようになりつつあり，制度上の差もなくなる方向に向かっている
ように見えます．もちろん，研究の進め方は制度によってかなり
の制約を受けますから，いまだに山ほどある制度上の問題を改善
する必要はあります．
私が気になっている研究者側の問題の 1 つに，昇進や tenure 取
得の際の業績評価や，研究費申請書などの evaluation（評価）のあ
り方があります．ほめられればうれしいし，批判されれば不愉快
になるのは，第三者による審判を受けることに慣れているアメリ
カ人でも同様です．お手盛りとしかいえないような評価や，ダメ
な物をダメといえない環境は，波風が立たずに心地よいかもしれ
ませんが，それでは science は進歩しないし，人事の膠着と流動
性の低下を招き，その結果，活力（activity）が下がります．アメ
リカではグラントの採択が tenure に結びつき，tenure 審査の結果
は当人の人生に大変大きな影響与えますから，評価をする側の責
任は重く，fair な審査をすることが要求されます．自分自身を振
り返ってみると，ポスドク仲間同士でのお互いの研究への痛烈な
批判と反論は非常に大きな刺激であったと同時に，相手に対して
自分の意見をいう訓練にもなりました．自分が NIH グラント，
年次評価，昇進，tenure 審査等で受けた評価の内容や方法は，逆
に自分が評価する側になった際には大変有用でした．あるグラン
トの審査委員会で，著名な研究者やノーベル賞受賞者からの申請
書の問題点が次々に理路整然と指摘され，不採択になった過程を
目にした時の驚きは今でも忘れられません．日本では，評価は難
しい，簡単にできない，よい仕事だとは思わないけれど偉い先生
に嫌われると困るからほめておく，また若い研究者の気風が変わ
り同じ研究室内でさえ相互批判をしなくなった，という声をよく
聞きます．これでは，tenure track が導入され，評価の重要性がこ
れまで以上に増すわが国の状況に対応できないのみならず，最悪
の場合には他人任せの評価になってしまう危険さえあります．日
頃から自分自身の研究（または教育）についての客観的な自己評
価を行う習慣をつけ，研究仲間との忌憚のない意見の交換の場を
もち，また第三者に自分の研究についての批評を求めるなどの，
いってしまえば当たり前のことですが，日頃から自らを評価の中
に置き fair な評価・審査ができる環境を作っていく必要があると
思います．アメリカ型の評価をそのまま日本にあてはめることの
是非はともかくとして，fair な peer review ができる環境が日本に
定着するかどうかは，研究者自身に懸かっているということの認
識が必要だと思います．
齋藤正男，Masao Ikeda-Saito
東北大学多元物質科学研究所
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ミニ特集に寄せて
片岡幹雄

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科

生体分子機械であるタンパク質はやわらかい．タン

きに発揮される．タンパク質は水と相互作用しなが

パク質は刺激に応答して，その形を変える．その初期

ら，どのように熱ゆらぎから逃れ，あるいは熱ゆらぎ

過程は反応部位でのプロトン化／脱プロトン化などの

を利用しているのか，機能を支える非調和な運動と水

局所的な化学反応であり，この局所的な反応が伝播し

和の関係などの問題には，今まさに真正面から取り組

て全体の形の変化を促す．また，タンパク質は生物の

まなければならない．その第一歩が，ダイナミクスの

生育温度で働いている．この事実は，タンパク質が常

定量的測定であろう．

に熱ゆらぎにさらされており，その影響を無視できな

1980 年代から基準振動解析や分子動力学シミュ

いことを意味している．刺激の大きさは熱ゆらぎの大

レーションによるタンパク質動力学の理論的研究がさ

きさ程度であるため，タンパク質は生理的に意味のあ

かんに行われてきている 2)．機能と密接に結びついた

る動きとランダムな熱ゆらぎを識別している．1 分子

動力学は低エネルギーの分子全体にわたる運動モード

測定の結果などから，タンパク質は熱ゆらぎを積極的

であることが指摘されている 2)．コンピューターによ

に利用して働いているという考え方が浸透してきた．

り大規模計算が現実のものとなり，タンパク質複合体

モータータンパク質では個々の素反応はまったくラン

についての分子動力学シミュレーションも可能になっ

ダ ム で あ り な が ら， 一 方 向 性 を 獲 得 し て い る と い

てきている．理論的研究により示されたタンパク質の

う 1)．この一見矛盾した現象が実現するために，タン

ダイナミクスが事実かどうか判断するために，実験的

パク質の立体構造とダイナミクスにその秘密が隠され

検証を受けなければならない．また，実際の機能と結

ているのは疑いがない．局所的な変化が分子全体に伝

びついたダイナミクスの理論研究を発展させるために

播するメカニズムやランダムな熱ゆらぎを利用して方

も，ダイナミクスの実験研究は必須である．

向性のある動きに変換するメカニズムの理解は，タン

一言でダイナミクスといっても，その時間領域はピ

パク質の本質的な理解にとって不可欠である．

コ秒からミリ秒さらには分のオーダーにまたがる．空

また，タンパク質は水溶液環境下で働いている．溶

間的にも，局所的な動きからタンパク質分子全体に広

媒の水は，反応場を与えているだけでなく，静電場の

がる運動，さらには複合体やより高次の集合体の運動

形成を通して生体高分子の構造形成を支配する．基質

にまで広がっている．多くのタンパク質物理化学の研

結合には脱水和と水和水の再配置が要求されるなど，

究者がタンパク質ダイナミクスの重要性を感じなが

水和水が機能に影響を与えることは容易に想像でき

ら，その本格的研究が進んでいなかったのは，タンパ

る．水和したタンパク質は明瞭なガラス転移を示す

ク質ダイナミクスを特徴付ける時間領域と空間領域を

が，乾燥したタンパク質では観測されない．このこと

カバーする測定手段が限られていたからである．しか

は，水和水によって活性化される非調和な運動がある

し，最近の実験技術の進歩により，さまざまなレベル

ことを意味している．タンパク質の機能は，ガラス転

でのダイナミクス研究が現実のものとなってきてい

移温度以上でこの非調和な運動が活性化されていると

る．

Foreword to a Mini-Assembly of “the Measurements of Protein Dynamics”
Mikio KATAOKA
Graduate School of Materials Science, Nara Institute of Science and Technology
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た と え ば， ミ リ 秒 オ ー ダ ー の ダ イ ナ ミ ク ス で は

いる．八木原氏による広帯域誘電分光のわかりやすい

NMR，あるいはミリ秒から秒にいたる長時間の動力

解説と合わせ読むことで，誘電分光の重要性と水のダ

学については蛍光顕微鏡による 1 分子観察などがあげ

イナミクスの面白さが理解されることであろう．この

られる．ピコ秒からナノ秒にいたる時間領域について

ミニ特集がタンパク質動力学研究への興味を深めると

は，中性子非弾性散乱やテラヘルツ分光が現実のもの

ともに，テラヘルツ分光や中性子，過渡回折格子法な

となってきた．ラマン散乱や赤外分光等の振動分光法

どを含む第 2 回目，第 3 回目の特集につながることを

はピコ秒オーダーのダイナミクス測定に威力を発揮す

期待したい．

る．しかし，振動分光法は，タンパク質ダイナミクス
文

の全貌の研究に用いるよりは，変異体と組み合わせて
局所的な構造変化のプローブとして用いることのほう
が多い．緩和時間を調べる誘電分散においては，ピコ
秒から秒，分にいたるダイナミクスの研究が可能に

献

1)

たとえば，Shiroguchi, K. and Kinosita, K., Jr. (2007) Science 316,

2)

1208-1212.
Go, N., Noguti, T. and Nishikawa, T. (1983) Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 80, 3696-3700.

なっている．このほかにも，レーザー分光の進歩や過
渡回折格子法など新たな研究手法の開発がなされてい
る．このように多様な研究手法がタンパク質ダイナミ
クスの研究に用いられるようになった現在， タンパ
ク質のダイナミクス測定

に関するミニ特集は時宜に

かなった提案であると思う．紙数の関係で，そのすべ
てを網羅することができないのは残念なことである．
本特集においては，振動分光法の応用と誘電分光の

片岡幹雄

応用について詳細な解説が述べられている．水谷氏
は，ミオグロビンとヘモグロビンについて，ヘム近傍
での局所的な変化がどのようにタンパク質全体に伝え
られるか，時間分解共鳴ラマン散乱による独創的な研
究の現状を紹介されている．鈴木氏は誘電分光により
バルクの水とも水和水とも異なるダイナミクスをもつ
特殊な水（ハイパーモバイル水）の存在を提唱されて

片岡 幹雄（かたおか みきお）
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授
東北大学助手，大阪大学助教授を経て 1998 年よ
り奈良先端科学技術大学院大学教授，2002 年 4
月 -07 年 3 月同大学物質創成科学研究科長を併任．
1998 年 -02 年，高エネルギー加速器研究機構物
質構造科学研究所客員教授，05 年以降，日本原
子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門客員グ
ループリーダーをそれぞれ兼任．
研究内容：タンパク質の構造構築原理，タンパク
質機能発現の分子機構，生物における光エネル
ギー変換の分子機構の解明など，タンパク質物理
学の展開に興味をもっている．
連 絡 先：〒 630-0192 奈 良 県 生 駒 市 高 山 町
8916-5
E-mail: kataoka@ms.naist.jp
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時間分解共鳴ラマン分光法で観るヘムタンパク質の
構造ダイナミクスと機能発現機構
水谷泰久

大阪大学大学院理学研究科化学専攻

In numerous biological processes, the ensuing protein structural changes accompanying a reaction at a specific site must spatially extend
to the mesoscopic dimensions of the protein to achieve a biological function. The molecular mechanism of cooperativity in oxygen binding of hemoglobin is one of the classical problems in this aspect. This review describes our recent works on protein dynamics of myoglobin and hemoglobin by using time-resolved resonance Raman spectroscopy.
protein dynamics / resonance Raman spectroscopy / time-resolved spectroscopy / hemoglobin / myoglobin

中で O2 貯蔵を行う単量体タンパク質で，Hb サブユ

はじめに

1.

ニットに構造がよく似ている．いずれも酸素結合部位

ヘモグロビン（Hb）の協同的酸素親和性は，高次

はヘムであり，Mb では 1 タンパク質分子あたり 1 個，

構造変化が機能を生み出す典型例としてよく知られて

Hb では 1 サブユニットあたり 1 個のヘムが含まれて

いる

．Hb においては酸素（O2）の結合・脱離に

いる．Mb の立体構造およびヘム近傍の構造を Fig. 1

る 2 つの四次構造間で遷移が起きる．これが協同的な

環が配位している．そのトランス位には O2，一酸化

1), 2)

伴って大きな高次構造変化が起き，O2 親和性の異な

に示す．鉄の軸配位座にはヒスチジンのイミダゾール

酸素親和性を生む本質である．興味深い点は，この高

炭素（CO）
，一酸化窒素（NO）といった二原子分子

次構造変化がたかだか数本の共有結合の生成／切断と

が結合する．ヘム平面に対して，二原子分子が結合す

いう酸素結合部位での局所的な変化によって引き起こ

る側を遠位側，その逆側を近位側とよぶ．ヘムが可視

されているという点である．この局所的な変化から四

光を吸収するとこれら二原子分子は解離する．この性

次構造変化という大域的な変化へいたる構造変化のよ

質を利用すると，酸素結合部位からリガンドが脱離す

うすを観ることができれば，Hb の協同性発現メカニ

る際にタンパク質がどのように構造変化するかを調べ

ズムについて理解が大きく深まるに違いない．このよ

ることができる 3)．鉄イオンはリガンド結合形では低

うな興味から，筆者らは，時間分解共鳴ラマン分光法

スピン状態，デオキシ形では高スピン状態をとってい

を用いて Hb の高次構造変化について研究を行ってい

る．そのため，リガンド結合状態では鉄はポルフィリ

る．本稿では，時間分解共鳴ラマン分光法の特色とこ

ン面にあるが，リガンドが解離した状態（デオキシ

の手法を用いた Hb およびミオグロビン（Mb）の構

形）では鉄がポルフィリン面より近位ヒスチジン側に

造ダイナミクスに関する最近の研究成果をまとめる．

約 0.3 Å 出ていて，ポルフィリン面がドーム形に変形
している 4)．リガンド脱着に伴うヘムの変形と鉄原子

2.

の変位は，タンパク質の構造変化を誘起する．これが

Hb と Mb

Hb において四次構造変化を引き起こす最初の動きで

Hb は血球中で O2 運搬を行うタンパク質で， 鎖お

ある．

よび  鎖の 2 種類のサブユニットそれぞれ 2 つずつ
からなる四量体タンパク質である．一方，Mb は筋肉
Functionally-Important Protein Dynamics of Hemoglobin and Myoglobin Revealed by Time-Resolved Resonance Raman Spectroscopy
Yasuhisa MIZUTANI
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University
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ラマンバンドが共鳴増大する 6)．これらのモードの振
動数やラマン強度はタンパク質の二次構造にきわめて
敏感である．このように，波長を適切に使い分けるこ
とによって，タンパク質の部位特異的な構造情報を得
ることができる．
一方，この方法にはいくつか短所もある．吸収分光
法や蛍光分光法にくらべ感度が低い．また蛍光の妨害
を受けやすい．しかし，タンパク質のダイナミクスを
研究するうえで時間分解共鳴ラマン分光法のもつ利点
は重要であり，感度が低いことからくる実験上の困難
さを考慮しても，その苦労の見返りは十分に大きいと
筆者は考えている．
3.2 ピコ秒時間分解共鳴ラマン分光法

高い分解能をもった時間分解測定を行うには，ポン
プ−プローブ法とよばれる 2 種類のパルス光を使った
方法が一般的に用いられる．この方法では，第一の光
パルス（ポンプ光）を使って光反応によりタンパク質

Fig. 1
Crystallographic structures of horse myoglobin (Mb). (a) Entire
view. (b) Closeup around the heme group of CO-bound Mb (PDB
ID code 1BZR). (c) Closeup around the heme group of deoxyMb
(PDB ID code 1BZP). This figure was produced with PyMOL (pymol.
sourceforge.net).

の構造変化のトリガーをかけ，第二の光パルスで共鳴
ラマンスペクトルを測定する．2 つのパルスの時間間
隔を変えていくことによって，タンパク質の構造変化
を，振動スペクトル変化を通して追跡することができ
る．現象観測の時間分解能は光パルスの時間幅によっ
て決まる．この方法で最も高い時間分解能は数 ps で

3.

あり，このように高い時間分解能をもつという点は，

時間分解共鳴ラマン分光法

X 線回折法や NMR 分光法にはない特色である．さら

3.1 共鳴ラマン分光法

に，複数の波長の共鳴効果を利用すると，
「タンパク

振動分光法は化学結合レベルで分子構造に関する情

質に，どの時間帯で，どの部位に，どのような構造変

報を得る手法であり，特に分子の化学結合の変化をた

化が起きるか」について知ることができる．

いへん敏感に検出できるという点が他の手法にはない

筆者らはチタンサファイアレーザーを基とした安定

特色である．中でもラマン分光法は，共鳴効果を利用

なピコ秒時間分解可視共鳴ラマン分光装置を世界に先

した高感度，高選択的観測ができるという長所をも

駆けて製作した 7)-10)．Fig. 2 に筆者らが製作した分光

つ．これを利用すると，タンパク質のような複雑な分

装置の模式図を示す．モード同期チタンサファイア

子であっても，共鳴ラマン効果によって，特定部位に

レーザーの出力を増幅したピコ秒パルス光を 2 つに分

関する構造情報を選択的に得ることができる．この長

け，種々の非線形光学効果を利用した波長変換によ

所の利用を，ヘムタンパク質を例にあげて説明する．

り，一方からはポンプ光，他方からはプローブ光の 2

ヘムタンパク質は一般に，400 nm 付近にヘムに由来

つのパルス光を発生させる．パルス幅はどちらも約

する強い吸収帯をもつ．したがって，この領域の波長

2 ps である．高い時間分解能を得るにはパルス幅の狭

でラマン散乱を励起するとヘムに由来する振動スペク

いパルスが必要となり，一方，高い振動数分解能を得

ト ル が 得 ら れ る． ま た， 芳 香 族 ア ミ ノ 酸（Trp, Tyr,

るにはスペクトル幅の狭いパルスが必要となる．しか

Phe）残基は紫外域に吸収帯をもつため，220-250 nm

し，2 つの幅の積にはフーリエ変換限界とよばれる性

の波長の光でスペクトルを測定すると，上記のアミノ

質があり，光の波としての性質から生じる本質的な下

酸残基の共鳴ラマンスペクトルが得られる ．さら

限値が存在する．したがって，2 つの幅を同時に無限

に，190-200 nm にあるペプチドカルボニル基の吸収

まで狭めることはできず，一方の幅を狭めると他方の

帯で共鳴効果を利用すると，アミド振動モードや 

幅を広げることになる．たとえば，10 cm1 のスペク

炭素に結合した水素原子の面内変角振動モードによる

トル幅をもつパルスのパルス幅の下限値は約 1 ps で

5)
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Fig. 2
Picosecond time-resolved resonance Raman apparatus: BBO-barium borate, GLPGlan laser linear polarizer, HWPhalf-wave plate, Llens,
LBOlithium triborate, LPFlong wavelength pass filter, ND=neutral density filter, PCpersonal computer, SHshutter.

ある．タンパク質の構造変化を詳細に調べるためには

繰り返し測定することによって，一連の時間分解共鳴

一般に 10 cm を超える高い振動数分解能が必要であ

スペクトルを測定する．最近では，プローブ光波長を

る．したがって，著者らの時間分解分光装置は，ポン

紫外域に拡張し，タンパク質部分の時間分解共鳴ラマ

プ−プローブ法による測定としては，極限に近い時間

ン測定も新たに行っている 11), 12)．

1

分解能をもっているということができる．
ヘムタンパク質の時間分解測定では，レーザーから

4.

出力された波長 784 nm のピコ秒パルス光を 2 つに分
け，種々の非線形光学効果を利用して，一方を波長

Hb および Mb の構造ダイナミクス

4.1 CO 脱離に伴うダイナミクス：ヘムの構造変化 13)

540 nm（ポンプ光）に，他方を波長 442 nm（プロー

Fig. 3 に CO 結合形 Hb のピコ秒時間分解共鳴ラマ

ブ光）のパルス光に変換した．540 nm は CO 結合形

ンスペクトルを示す．ここではリガンドとして CO を

ヘムの吸収極大に，また 442 nm は解離形ヘムの共鳴

用いている．可視光をプローブ光とした Hb の共鳴ラ

ラマンスペクトル測定に有利となるよう合わせてい

マンスペクトルには，ヘム由来の振動バンドが観測さ

る．質の高い時間分解共鳴ラマンスペクトルを得るに

れる．図中のスペクトルは実測スペクトルから未反応

は，ポンプ光の波長を反応物の吸収極大に，プローブ

分の CO 結合形のスペクトルを差し引いた差スペクト

光の波長を生成物の吸収極大に合わせることが重要で

ルとして表してあり，左側の数字は遅延時間を表す．

ある．そのためにポンプ光・プローブ光として 2 つの

0 ps を境にしてプラスの時間帯では反応生成物（すな

波長を独立，かつ連続的に可変となるよう，高効率で

わち解離形ヘム）のラマンバンドが現れているのがわ

安定な波長変換システムを製作したことがこの装置の

かる．また，デオキシ形と CO 結合形のスペクトルを

成功につながった．2 つのパルス光は空間的に重ねあ

比較のため下に示してある．

わされ試料に照射されるが，ポンプ光は光学遅延路を

ポルフィリン環由来のほとんどのラマンバンドは早

経由しており，遅延路を制御することによってポンプ

い段階でデオキシ形と同じ波数を示したが，いくつか

光に対するプローブ光の遅延時間を制御することがで

の相違点もみられた．デオキシ形のスペクトルにおい

きる．試料からのラマン散乱光は，ノッチフィルター

ては 341 cm1 に 8 バンド（おもにヘム鉄−ピロール

でレーリー散乱光を取り除き，シングル分光器に入れ

窒素間の全対称伸縮振動による 14)）が観測されるの

分散させた後，液体窒素冷却型 CCD 検出器で検出す

に対して，時間分解スペクトルでは 1000 ps において

る．異なる遅延時間の設定で共鳴ラマンスペクトルを

も，バンドは認められなかった．また，7（おもにメ
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るが，1000 ps の時点でデオキシ形の振動数と一致し
た 17)．これらの結果は，Mb とは対照的に，Hb では
ヘムの構造緩和およびヘム周辺のタンパク構造変化が
1000 ps ではまだ完了していないことを意味している．
Hb と Mb とのこれらの違いが，Hb の協同性に直接
関係する相互作用によるものなのか，それとも Mb と
Hb サブユニット固有の性質の違いによるものかを調
べるために， 鎖および  鎖を単離した試料について
時間分解共鳴ラマン測定を行ったところ，Hb と同様
の結果を得た．単離  鎖，単離  鎖はいずれも Hb の
ような協同性を示さない．にもかかわらず，そのダイ
ナミクスの特徴が Mb ではなく Hb に近いということ
は，Hb サブユニットと Mb の構造の類似を考えると
意外な結果である．このことは，四量体形成によって
ではなく，サブユニットの段階ですでに Mb にはない
Hb 固有の特徴が現れていることを示唆している．
4.2 CO 脱離に伴うダイナミクス：タンパク質の構造変

Fig. 3
Time-resolved resonance Raman spectra of photodissociated HbCO
in the 150 to 850-cm1 region. The spectra of deoxyHb and HbCO
are depicted at the bottom for comparison.

化 11), 12)

ピコ秒時間分解可視共鳴ラマン分光法を用いること
によって，Hb，Mb でのヘムおよびヘムポケット近位
側の構造変化の時間スケールが明らかになった．次に
明らかにすべき点は，この変化の次のステップ，すな

チン炭素原子の面外振動による 15)）バンドの振動数

わちタンパク質部分の構造変化である．これを調べる

はデオキシ形と 1000 ps の過渡種とで異なっていた．

ために，筆者らは芳香族アミノ酸残基の時間分解共鳴

この図には示していないが，その後ナノ秒からマイク

ラマンスペクトル測定を行った．Mb についての結果

ロ秒にかけて，スペクトルは変化し，10 s において

を Fig. 4 に示す．1 番上に示したスペクトルは CO 結

8，7 バンドはデオキシ形のものと一致した．一方

合 形 の ス ペ ク ト ル で あ る． こ の プ ロ ー ブ 光 波 長

Mb では，8，7 バンドも含め，ポルフィリン環由来

（226 nm）では，共鳴効果によって Trp および Tyr 残

のすべてのバンドは，1000 ps においてデオキシ形の

基のラマンバンドがおもに観測されている．図中で

ものと一致した．

W とラベルされたバンドは Trp 残基に，Y とラベルさ

時間分解スペクトルにおいて，230 cm 付近に観測

れたバンドは Tyr 残基に由来する．振動モードの帰属

されたラマンバンドは，鉄−近位ヒスチジン間（Fe-

は原田らのものによった 18)．CO の脱離に伴うスペク

His）結合の伸縮振動［(Fe-His)］である．Fe-His 結

トル変化は小さいため，時間分解スペクトルから CO

合はヘムとグロビンをつなぐ唯一の共有結合であり，

結合形のスペクトルを 1:1 で差し引いた差スペクトル

したがって (Fe-His) バンドはヘム周辺のタンパク質

として表している．負の遅延時間では差はないが，0

構造に敏感であろうと予想される．実際に (Fe-His)

ピコ秒を境にして差スペクトルに負のバンドが現れて

バンドの振動数は Hb の四次構造のよいマーカーとな

いることがわかる．これは，CO 結合形に比べ，過渡

る 16)．(Fe-His) バンドは，リガンド脱離後 4 ps にお

種のラマンバンド強度が小さいということに対応して

いては 233 cm に観測され，1000 ps までに 2 cm 低

いる．Trp 残基の W3，W16，W18 バンドと Tyr 残基

波数シフトした．その後，ナノ秒時間領域において，

の Y8a バンドにおいて，ピコ秒からナノ秒の領域にお

振動数は 220 cm1 付近までシフトし，さらにマイク

ける段階的な強度変化が観測された．CO 解離後 5 ps

1

ロ秒領域において 215 cm まで変化した．前者はお

で Trp と Tyr 残基のバンドは強度減少を示し，続いて

もに三次構造変化，後者はおもに四次構造変化に帰属

300 ps 程度で Y8a バンドの強度が回復した（1612 cm1

される．これに対して，Mb では，1000 ps までの間に

のバンド強度のうち，W1 バンドの寄与は小さい）
．

2 cm1 の低波数シフトが観られた点は Hb と同様であ

Trp 残基のバンドは初期の強度減少の後，ピコ秒の時

1

1

1
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とが原因の 1 つとして考えられる．以上のように，
Hb では，ヘムおよび EF ヘリックスに，Mb にはみら
れなかったナノ秒領域の構造変化の相が現れる点が特
徴である．
4.3 O2 脱離に伴うダイナミクス：CO 脱離の場合との違
い 20)

これまで Hb，Mb の構造ダイナミクスの研究にお
いては，ほとんどの場合，リガンドとして O2 の代わ
りに CO が用いられてきた．実際に，本稿でもここま
では CO を用いた測定結果について述べてきた．これ
は O2 結合形を用いた時間分解測定が難しいためであ
る．その理由はおもに 2 つある．1 つは光解離の量子
収 率 が CO の 場 合 の 1/3 か ら 1/4 で あ る と い う こ
と 21)，もう 1 つは自動酸化のためヘム鉄が測定中に
徐々に酸化形に変化してしまうということである．し
かし，Hb，Mb の生理的なリガンドは O2 である．CO
脱離の実験は比較的容易であるがゆえに質の高い詳し

いデータが得られるが，CO を使った研究から得られ
Fig. 4
Time-resolved UV resonance Raman difference spectra in the range of
650-1850 cm1. The probe-only spectrum, which represents the UV
resonance Raman spectrum of MbCO, is divided by a factor of 40. The
deoxyMb minus MbCO difference spectrum is depicted at the bottom
for comparison. Spectra in the panel have been offset for clarity. Mode
assignments made by Harada and co-workers were adopted18).

た描像が果たして生理的な構造変化を反映しているか
疑問が残る．筆者らは，装置の感度向上によって，上
記の測定上の困難さが克服できると考え，O2 脱離の
時間分解測定に挑戦した．

Hb の結果を Fig. 5 に示す．
（A）および（B）はそ
れ ぞ れ O2 脱 離 お よ び CO 脱 離 の 結 果 で あ り，
（a）
，

（b）
，（c）
，（d） は リ ガ ン ド 脱 離 後 10 ps，100 ps，
間領域では変化せずナノ秒以降に強度の回復を示し

1000 ps の時間分解スペクトル，デオキシ形のスペク

た．これらの差バンドは Trp14 および Tyr146 による

トルである．CO 脱離後 1000 ps 後の時間分解スペク

ものと帰属された．また，Trp14 の変化はヘム遠位側

トルでは，デオキシ形のスペクトルとの間に，7 バン

に近接する E ヘリックスの動きに，Tyr146 の変化は

ドの振動数および 8 バンドの強度について違いがみ

ヘム近位側に近接する F へリックスの動きに対応する

られた．これに対し，O2 脱離後の時間分解スペクト

と考えられる．帰属の詳細は文献 11 を参照いただき

ルでは，同様の点で違いはみられたものの，その程度

たい．重要な点は，この差が 5 ps ですでに大きく現

はかなり小さかった．一方，Mb の O2 結合形および
CO 結合形では，リガンド脱離後 1000 ps のスペクト

れているということである．このことはリガンドの脱
離に対して，ヘムをはさむようにして存在する EF へ

ルとデオキシ形のスペクトルとの間にはほとんど違い

リックスの動きが非常に速く起きるということを意味

はなかった．以上の実験結果は，いずれのリガンドの

する．最近筆者らはさらに詳細な測定を行い，E へ

場合も，Mb においては 1000 ps でヘムの構造緩和が

リックスの動きは 2 ps 以内に完了するきわめて速い

ほぼ完了しているのに対し Hb においてはまだ完了し

ものであることを明らかにした 12)．

ていないこと，Hb において，O2 脱離の場合と CO 脱

Hb についても，EF へリックスの構造変化がナノ秒

離の場合とではヘム周辺構造の緩和速度が異なること

時間分解紫外共鳴ラマン分光による先行研究において

を意味する．さらに，(Fe-His)，7 バンドの振動数の

観測されている 19)．Hb の場合，構造変化が起きる時

ナノ秒領域における時間変化は 1 桁近く異なることが

間帯は 10 ns のオーダーであり，Mb の場合とは大き

明らかになった．このように，Hb に特徴的に見られ

く異なる．この速度の違いを生む構造的要因ははっき

るナノ秒の相についてリガンドによる差がみられたと

りしていないが，Hb の場合は A-E へリックス間に水

いうことはたいへん興味深い．一方，Mb においては

素結合があるのに対して，Mb の場合はそれがないこ

リガンドによる違いはみられなかった．これは，もと
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べられてきた．本研究の結果は，Hb の構造ダイナミ
クスが，O2 と CO とで異なること，したがって，こ

れまでの CO を使った研究によって得られた描像を再
検討する必要があることを示している．ここで，O2
を使ったヘムタンパク質の時間分解測定の意義につい

て触れておきたい．ダイナミクス研究において，O2

の代わりに CO を用いるという事情は，Hb に限らず，
センサーヘムタンパク質などについても同様である．
しかし，O2 センサータンパク質については，CO を
使った研究のみでは本質の理解に到達するのは難しい
と考えられる．なぜなら，センサーは対象ガス分子の
検知だけではなく，他のガス分子との識別が必要であ
るからである．したがって，O2 とそれ以外のリガン
ドで起きる構造変化は異なるはずである．実際に，筆

者らは O2 センサータンパク質である FixL について，
時間分解共鳴ラマンスペクトル測定を行い，O2 脱離
と CO 脱離の場合とでは，スペクトル変化が異なるこ
とを見出した 22)．Hb，Mb は古くから研究されてき
たタンパク質であり，多くの物理化学的手法が適用さ
れてきた．そのためやりつくされた感があるが，機能
に本質的な構造ダイナミクスには未解決の問題が多い
ということを指摘しておきたい．

5.

Hb のナノ秒の相について
Mb では 1 ns 以内にヘムの緩和がほぼ完了するのに

対して，Hb ではナノ秒領域に 8，7 バンドの時間変
化がみられるのが特徴である．ヘムのみを有機溶媒中

に溶かす，あるいはミセル中に可溶化して CO 光解離
の実験を行うと，Mb の場合と同様に，ヘムの構造変
化は数 ps で完了する 17)．したがって，ナノ秒の相を
もつことはヘムの特性とは考えにくい．むしろ，Hb
中では，リガンドが脱離してもヘムが最安定な構造を
とることを周囲のタンパク質部分が妨げ，タンパク質
部分の構造変化とともに最安定構造に緩和すると考え
られる．ここで興味深い点は，Hb においてはリガン

Fig. 5
Comparison of time-resolved resonance Raman spectra of photodissociated HbO2 (A) and HbCO (B) in the 150 to 900-cm1 region. The
spectra (a), (b), and (c) in each panel represent the time-resolved
spectra at 10, 100, and 1000 ps, respectively. The resonance Raman
spectrum of deoxyHb is shown in (d).

ド脱離後の EF へリックスの構造変化が Mb に比べて
遅いという点である．EF へリックスはヘムを挟むよ
うに位置しているので，この構造変化がヘムの構造に
影響を与えることは十分に考えられる．したがって，
Hb においては，リガンドが脱離してもすぐには EF
ヘリックスが変化せず，EF へリックスの構造変化と

もとデオキシ形への緩和が速く，ナノ秒領域の相がな

ともに最安定構造に緩和すると考えれば実験結果をう

いため当然のことかもしれない．

まく説明することができる．リガンドの種類によって

Hb の構造ダイナミクスは，リガンドとして CO を

ナノ秒領域の変化速度が異なるという事実は，2 種類

用い，これまでさまざまな時間分解分光法によって調

の三次構造が存在し，両者の間の平衡がリガンドの種
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類によってシフトするということを示唆する．O2 と

2)

CO とでは，ヘムに結合したとき，遠位ヒスチジンと

3)

の相互作用が異なる．O2 は遠位ヒスチジンと水素結

合している 23) のに対して，CO はそのような相互作

4)

用はない．したがって，EF へリックスの相対位置が

5)
6)

相互作用の違いのためにわずかながら異なる（たとえ
ば O2 形においては，CO 形に比べて E へリックスが

7)
8)
9)

ヘム側にわずかに寄っているなど）可能性がある．こ

の違いが EF へリックスの動く速度に差をもたらして
いるかもしれない．

10)

Hb には，Mb にはないナノ秒の構造変化の相があ
り，この相の速度はリガンドの種類に依存することが

11)
12)

明らかになった．興味深いことに，このスペクトル変
化の速度は報告されているリガンドの再結合速

13)
14)

度 24), 25) と高い相関を示す．このことは，この相にお
ける Hb の構造変化が，リガンド再結合のしにくい構
造からしやすい構造への変化を伴うことを示唆する．

15)

したがって，この相は Hb の単なる性質ではなく，そ

16)

の機能にとって重要な意味をもっていると考えられ
る．このような構造ダイナミクスの特徴が Hb の機能

17)

に具体的にどのようにかかわっているのかはまだ明ら

18)

かではない．今後の課題である．

19)

まとめ

6.

20)
21)

Hb と Mb に関して，著者らが行ってきた時間分解
共鳴ラマン分光の研究成果を述べた．可視共鳴ラマン

22)

分光と紫外共鳴ラマン分光を組み合わせることによっ
て，ヘムの構造変化とタンパク質部分の構造変化との

23)

関係が詳細に調べられるようになった．この長所は，

24)

Hb，Mb だけでなく，今後，特にガスセンサータンパ
ク質 26)・光センサータンパク質 27) の構造機能相関研

25)
26)

究に威力を発揮すると期待される．
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高分解マイクロ波誘電分光による筋肉タンパク周りの
水の回転運動特性と筋肉収縮の分子メカニズム
鈴木

誠，宮崎

崇

東北大学大学院工学研究科

A precision microwave dielectric spectroscopic technique has been developed. This technique enables us to analyze hydration properties
of ions, proteins, and other biomolecules. -scan method gives an image of the information of spatial distribution of dielectric property
of water surrounding protein molecules. Fixed  analysis gives a direct comparison of hydration properties of different proteins. With
this technique we analyzed the state change of F-actin hydration upon binding with myosin, and found that hyper-mobile water (HMW)
is induced around F-actin and increased upon binding with myosin S1. Thus, we may obtain further information of collective properties
of water surrounding proteins and biomolecules.
microwave dielectric spectroscopy / protein hydration / actin / hyper-mobile water / -scan method / dielectric property of water

はじめに

1.

2.

1940 年代に Szent-Györgyi はアクトミオシンの水溶

アクチンはミオシンとともに筋肉収縮をになうモー
タータンパクである．1950 年代に H. E. Huxley

水とアクトミオシン

が

液に ATP を加えると超沈殿が起こることを示し，ま

ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの間の

た 97% もの水分を保つアクトミオシンの糸に ATP を

滑り運動を説明するクロスブリッジ（ミオシン S1 部）

加えると急速に脱水を起こして収縮する現象を発見し

説，1957 年には A. F. Huxley が熱揺らぎを取り込んだ

て，筋肉の収縮機構に水が深く関与していることを指

分子機構

を 提 唱 し，1971 年 に は A. F. Huxley と

摘した 11), 12)．Bratton ら 13) はカエルの筋線維について

Simmons4) がミオシン頭部の首振り説によって筋収縮

NMR によるプロトンの横緩和時間を測定し，弛緩状

の多くの現象を説明してきた．近年では 1990 年にア

態では細胞内の水は拘束されており，等尺性収縮中で

クチンの 3 次元原子座標

が，1993 年にミオシン S1

はその水が自由になると述べている．Kodama14) は熱

の 3 次元原子座標 6) が X 線解析によりあいついで解

測定により，ミオシン S1 分子内での ATP 加水分解の

かれ，電顕像によるアクチンとミオシン S1 の結合予

各ステップにおけるタンパク溶液のエントロピー変

想図 7) も公開されている．並行して，構成する個々

化，エンタルピー変化，熱容量変化を調べ，ミオシン

のアミノ酸の役割が遺伝子工学的に調べられ

，ま

S1 分子はその各反応ステップで分子表面の疎水性が

たタンパク質分子の動きを直接とらえようとする 1 分

大きく変化しており，水和水がタンパク構造変化と協

子計測による精密な実験 10) がなされて，構造的，生

同 し て 変 化 し て い る 可 能 性 を 指 摘 し た．Gopal と

化学的および力学的な性質がミクロなレベルで理解さ

Burke15) はカラムクロマトグラフィーにより，ミオシ

れるようになった．それでも，アクトミオシンの ATP

ン S1 のカラム通過時間の測定から ATP 存在時にミオ

分解反応にともなう力発生の物理的原理すらいまだに

シン S1 表面の疎水性が下がることを確認している．

わかっていない．

Katoh と Morita16) はアクチンフィラメントへのミオシ

3)

5)

1), 2)

8), 9)

ン S1 結合の際のエンタルピー変化とエントロピー変
化に及ぼすイオン強度および温度の影響を調べ，ATP
加水分解反応の過程では分子間力の中で疎水性相互作
Rotational Mobility of Water around Muscle Proteins by High-Resolution Microwave Dielectric Spectroscopy and a Clue to Molecular Mechanism of Muscle Contraction
Makoto SUZUKI and Takashi MIYAZAKI
Department of Materials Processing, Graduate School of Engineering, Tohoku University
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用が大きな比率を占めていることを示した．これらの

とにより，水和層を伴ったタンパク分子の誘電スペク

実験はアクトミオシンの相互作用における水の重要性

トルを Wagner の式や花井の式により計算 17) すること

を示している．

が で き る． 球 形 以 外 に， 任 意 の 軸 比 の 回 転 楕 円 体
形 20) の溶質を解析できるので，棒状の溶質である F-

3.

アクチンに応用できる（Fig. 2）．分子表面の細かな凹

マイクロ波誘電緩和法による

凸を考えると電場分布は表面近傍では複雑に違いない

タンパク分子水和層の水の回転運動特性

が，すこし外側ではその変動はならされて滑らかにな

球状タンパク分子の水溶液の誘電スペクトルを

る（たとえば文献 21 を参照）．ここではタンパク分子

0.1-20 GHz で測定すると，おもに 3 つの成分が認めら

を取り囲む滑らかな球や楕円体の境界を仮定して，そ

れる 17)．0.1 GHz 以下では個々のタンパク分子が全体

の中の平均的な誘電スペクトルを見ることになる．ち

としてもつ双極子の配向が交流電場の変化に追随でき

なみに同じ誘電特性をもつ溶質の一定モル濃度の水溶

なくなることによる  分散（緩和時間が 10 s，緩和

液を考える場合，上記の均一混合理論 20) によると，

周波数が 106 Hz 程度）やタンパク分子内で荷電した

軸比 3 の楕円体形は球形より 1-2% 小さい体積で球形

ドメイン間のゆらぎの影響 18) がある．ギガヘルツ付

溶質のスペクトルにほぼ一致する．つまり見積もられ

近では水和層の水の配向運動等の  分散

が観測さ

る水和量におよぼす形状（軸比）の効果は意外に小さ

れる．Fig. 1 の左図は 0.1 GHz 以上を表示しているの

く，見積もられる緩和周波数への軸比の影響もほとん

で  分散はほとんど終了している．ギガヘルツ以上

どない．これは細胞溶液で見られる Maxwell-Wagner 効

の高周波測定のメリットは，観測される現象が限定さ

果（メガヘルツ領域で現れる細胞界面にイオンが蓄積

れ解析がしやすくなることである． 分散はタンパク

して起こる分極）の形状依存性が高い 20) ことと対照

質濃度が 20 mg/ml 程度であれば変化量としては小さ

的である．

7

19)

いが，溶媒スペクトルとの差として再現性よく確認で

この方法を用いて，水中で水和したタンパク分子

きる．より高周波の 17 GHz 付近には自由水の配向運

（ウシ血清アルブミン（BSA）
，シトクロム c（Cc）
，ミ

動による大きな  分散が見られる．タンパク水溶液の

オグロビン（Mb）
，リゾチーム（Lys）
，ヘモグロビン

誘電スペクトルと溶媒の誘電スペクトルを測定するこ

（Hb）
）の誘電スペクトルを測定すると，Fig. 1 の右下

Fig. 1
Calculation procedure of the dielectric spectrum of hydrated solute from the solution spectrum. w*, ap*, and q* are complex dielectric constants
of solvent, protein solution and hydrated protein, respectively. Each protein (black sphere) is covered with a hydration layer (shadowed). The volume fraction of hydrated protein in solution is . The left figure shows the whole spectra of solvent and protein solution, and the right figure the
calculated partial dielectric spectrum of hydrated protein.
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図のように，誘電率の虚部 q の 6-7 GHz 付近に明瞭
なピークが認められる

パク分子の種類によって変化する．たとえばリゾチー

．ただし q のプロットにお

ムは計算値より大きく，シトクロム c は計算値より小

いては，6 GHz 付近のピークの存在を明示し，解析す

さい．
（詳細は文献 22) に記載）また，疎水性側鎖をも

るために，イオン伝導成分や 0.2 GHz 以下の低周波数

つ  アミノ酸水溶液の解析から，疎水基はほぼ 1 層分

域にあるかもしれない緩和吸収成分の影響を関数 a/f

の水を拘束し，その静的誘電率はバルク水のそれより

（a は任意定数，f は周波数）として，1 GHz 以下の q

高く 100-110 と見積もられ，誘電緩和周波数として

が 負 に な ら な い 程 度 に 差 し 引 い て い る（こ こ で は

5-6 GHz が得られている 24), 25)．このことから 6-7 GHz

1 GHz 以下は解析の対象としていない）．この操作の

の吸収は疎水性水和水を含む第 1 水和層の水の配向緩

5 GHz 以上への影響はほとんどないが，1 GHz 近傍以

和の吸収と考えられる．

22)

下の q 値は参考程度に見るべきである．球状タンパ

このように，水和層が均質でバルク水との境界が明

クの解析では，タンパク部分を比誘電率 2.5 の球とし，

瞭であれば，水和層の誘電特性（fc, , Nb 等）は最小 2

水和層が周波数依存性をもつ均質誘電体であるとし

乗法で唯一決定できる．水和数は境界内の水の体積か

て，デバイ型緩和関数の 3 つのパラメーター fc1, 1, 1

ら求められるが，タンパク質ごとの水和量を論じたい

に対して連続体近似をするため，個々の水分子の特徴

和強度 ）を指定した上で比較するのが合理的である．

を最小 2 乗法により決定する．水分子 1 層程度の対象

場合，比較される水和層の質（誘電緩和周波数 fc と緩

は消えてしまうが，水和層の水の平均的性質をバルク

たとえば，水を強く拘束する溶質がある場合，回転運

水との比較で定量的に評価できる．各タンパク分子の

動性の特に低い水の層の外側にバルクの水に徐々に変

水 和 数 Nb の 値 は，Nb  55.61/c に よ り 計 算 で き る．

化する中間層があるかもしれない．その際は緩和周波

ここで c はタンパク分子のモル濃度，1 は水和層の体

数や緩和強度がいくらの水和層がどれだけあるという

積分率である．3 次元原子座標が既知の場合，タンパ

表示をすべきである．一般には，タンパクごとに水和

ク分子の露出表面積（タンパク分子の表面に水分子

層の質（たとえば fc により水和層中の水分子の運動し

（ファンデルワールス半径 0.14 nm）を接触させて表

やすさの性質を， により水分子間の水素結合のネッ

面をくまなく転がしたとき水分子の中心が描く面の面

トワーク構造を反映した分極効果の大きさを把握でき

積）から計算される第 1 層中の水分子数 Nb3D-cal と Nb

る）は異なるため比較は単純にはいかない．さらに，

はおおむね一致する

22), 23)

．その値は当然ながらタン

水和層とバルク水との境界が明瞭とは限らないので，
溶質の外側のどこに境界（）を設けるかにより境界
内部の平均誘電特性（fc や ）が変化することにも注
意が必要である．つまり，各  に対応するパラメー

ターセット（fc, ）の集合が水和状態を表すといえる．
したがって特定の境界でパラメーターセットを見るの
でなく，もっと全体的に水和特性を把握できる方法が
求められる．そこで，できるだけ不確定さを排除し
て，より一般的な形でタンパクの水和特性の違いを把
握できるように，一定濃度のタンパク質溶液に対し
て，溶質の水和層の外側に一定体積分率の仮想的な境
界を設けて解析表示する方法について述べる．
まず最小 2 乗法により水和層の暫定的な境界   B

値を求め，B より十分大きな  値から，小刻みに 
を減少させ，それぞれ対応する回転楕円体の誘電スペ
クトル（部分誘電スペクトル）のシリーズを計算して
重ね書きで表示する．この方法を著者らは  スキャ
Fig. 2
Homogeneous mixture of ellipsoids with double shells in a buffer solution. Each ellipsoid is symmetrical about x axis. *q1, *q2: complex
dielectric constants of the 1st and 2nd shells, respectively20). The 1st
and 2nd shells correspond to the water layer restrained by the solute
and that with different dielectric property from the 1st layer such as
hyper-mobile water, respectively.

ン法とよんでいる．こうすることで，境界を縮小する
につれて吸収ピーク周波数がどのように変化するかを
見て水和特性を知ることができる． が大きい場合は
バルク水を多く含むためバルク水の吸収ピーク周波数
（20°C で 17 GHz）に近い． が徐々に小さくなったと
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きピーク周波数が低周波数側にシフトすれば，その溶

境界の中でバルク水の比率が高いこと，つまり水和層

質はバルクより動きにくい水和層をもっていることが

が薄いことを意味する．疎水性水和層は水 1 層分であ

わかる．逆に，高周波数側にシフトすれば，バルクよ

るから水和層が薄いことと矛盾しない．逆にリゾチー

り 回 転 運 動 し や す い 水（ハ イ パ ー モ バ イ ル 水，

ムやヘモグロビンでは，誘電率と誘電吸収ピークが低

HMW）が周囲にあることがわかる．Fig. 3 はシトク

いことから，境界内のバルク水の割合が少ない，した

ロム c の  スキャン法による部分誘電スペクトルを示

がって水和層が厚く，極性水和が優勢であるといえ

している． が小さくなるにつれて，図の矢印のよう

る．10 GHz 付近の緩和周波数が他に比較して低いこ

に バ ル ク 水 の 緩 和 周 波 数 で あ る 17 GHz 付 近 か ら

とからも水分子の拘束が強いタンパクであることがわ

6 GHz 付近へ吸収ピークがシフトしている．つまりこ

かる．この中では BSA は平均的である．

の場合は，バルクより動きにくい水和層で囲まれてい
ることがわかる．この変化の様相は，注目するタンパ

4.

ク質が周囲の水に及ぼす影響を表している．

アクチンフィラメントの水和状態

一方，異種タンパクの水和特性の違いを比較したい

Fig. 5 は，タンパク質分子を水和層を含めて取り囲

場合は，一定重量濃度のタンパク質溶液の誘電スペク

むように大きめ（/c  0.002 mL/mg，：抽出する体積

トルを対象として，比較するすべてのタンパクについ
て   B となる大きめの  値に固定し，対応する部

分誘電スペクトルを計算して重ね書き表示する．Fig.
4a, b は各種タンパクの部分誘電スペクトルを比較し
たものである．この例では静的誘電率が 40-50 の範囲
にある．仮にタンパク質分子の部分比容を 0.74 mL/g，
誘電率を 2.5，周りの水のそれを 80（20°C）として，
同じ /c  0.002 mL/mg で平均誘電率を求めると 44 と
なる．44 より大きい場合は水和層の静的誘電率はバ
ルク水より高く疎水的水和が優勢で，反対に 44 より
小さければバルク水より低いので極性水和が優勢と考
えられる．ウマ心筋シトクロム c はその基準値より高
い 誘 電 率（Fig. 4a）， 高 い 誘 電 吸 収 ピ ー ク（Fig. 4b）
を示すことから疎水性水和が優勢といえる．10 GHz
付近の比較的高い緩和周波数を示しているのは，固定

Fig. 4
Partial dielectric spectra of globular protein solutions (/c  0.002 mL/
mg) ●: bovine serum albumin, □: cytochrome c, ▽: hemoglobin, ＋:
myoglobin, ×: lysozyme. a: real part, b: imagibnary part of dielectric
spectra.

Fig. 3
Partial dielectric spectra of hydrated cytochrome c in solution by scan method. With decreasing  value the fraction of bulk water decreases and the spectrum approaches to that of the hydrated protein.
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の溶液内分率，c：タンパク質の濃度（mg/mL））に一

クトルの実部は，4-20 GHz の範囲で一気に減少して

定体積の楕円体形の境界を定めて抽出したスペクトル

いることから，通常のバルク水より動きにくい水和層

で あ る． 骨 格 筋 の ア ク チ ン フ ィ ラ メ ン ト の 水 溶 液

をもつだけでハイパーモバイル水（HMW）をもたな

（10-20 mg/ml, 2 mM HEPES (pH 7.2), 0.2 mM ATP,

いことがわかる．F- アクチンにミオシンのモーター

0.1 mM CaCl2, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2）においては，

ドメイン S1 が結合すると誘電スペクトルは Fig. 5（＋ ,

誘電率の実部（Fig. 5 ＋印）は 6 GHz 以下では，通常

× → ○ , ●）のように変化する．実部では 6 GHz 以

の水和したタンパクの値（たとえばミオシン S1 △印）

上で F- アクチンよりすこし高い誘電率になっている．

より低いが，6 GHz 以上で逆転し，20 GHz でも高い

虚部では，7 GHz の吸収が減少したあと，周波数とと

値である．虚部では，7 GHz の吸収がミオシン S1 の

もに増大して吸収ピークは 20 GHz より高周波数側に

それより低い．これはアクチン周りに通常の水和層の

移動した．ミオシン S1，F- アクチン，アクト S1 それ

ほかに，20 GHz 以上で緩和する自由水より運動性の

ぞれの部分比容はほとんど同じく 0.73-0.74（mL/g）で

高い成分があることを示唆している．小さな極性有機

あるから，同一体積の境界内に含まれる水の量はどの

分子由来の誘電緩和は高くても数 GHz 程度（アミノ

場合もほぼ同じである．したがって，第一層の拘束水

酸の中で最小のグリシン分子の配向緩和周波数は

が減少し，自由水とハイパーモバイル水に変化したも

4.1 GHz ）であることや，通常の水の緩和周波数が

のと解釈できる．第 1 層の減少量は，S1 が接触した

17 GHz（20°C）であることから，この成分は水以外に

ときの露出表面積変化分（1100 Å2）7) 相当の水の排除

考えられず，自由水より運動性の高い水（ハイパーモ

量（約 100 個程度）で説明できる 27)．

24)

バイル水）と考えられる．このスペクトルを回転楕円
体モデル（Fig. 2）を用いて 2 つのデバイ型緩和関数

6.

で最小 2 乗フィッティング解析をすると，アクチン
フィラメントには 1 個のアクチンモノマーあたり，

ハイパーモバイル水の形成機構と
アクトミオシン運動機構

7 GHz で緩和する 1200 個（1  45 を仮定）の水和し

ハイパーモバイル水は誘電スペクトル上で自由水よ

た水分子と，40 GHz 付近で緩和する 1400 個のハイ

り誘電緩和周波数の高い水として観測される．このこ

パーモバイル水（HMW）という数値を得た 26), 27)．こ

とは水分子間の水素結合ネットワークが通常の水より

こで 2  75 を仮定した．この 2 値はヨウ化カリウム

疎であることを示している．この水は，1950 年代に

水溶液の測定では 60 程度を得ている．2  60 を使用

Samoilov がヨウ化カリウム水溶液等で観測した正負イ

すると，F- アクチンの HMW 数はさらに 30% ほど多

オンの粘性流の活性化エネルギーが低い（負の水和）

い約 1800 となる．数値が動く理由は前の節で述べた

水や，また Frank と Wen が提唱した大きなハロゲン

ように，Fig. 2 のモデルに 2 つのデバイ型関数を使用

イオンやアルカリ金属イオンの周りの構造破壊された

する場合，fc1, 1, 1, fc2, 2, 2 の 6 つのパラメータを決

水と本質的に同じものといってよい．事実，われわれ

るとしても 1 と 1，あるいは 2 と 2 の間には不定性

定するとハロゲンイオンが大きくなるにつれて

定することになるが，ピーク周波数から fc1, fc2 が決ま

の方法で KCl, KBr, KI 水溶液等を誘電スペクトルを測

が残るためである．したがって水和数や HMW の数

22 GHz から 25 GHz（ 17 GHz）と高周波数側に緩和

の変化を議論する場合には，対象に適した fc1, 1, fc2, 2

吸収のピークシフトが観測されている（Fig. 6）．

ては，著者らは 10°C の F- アクチン水溶液において，

ン 1 の表面の電場 21) を比較すると，イオン表面の第

26 GHz 付近に HMW の吸収ピークを観測している．

1-3 層やアクチン表面の第 1-4 層の水はともに電場強

の値に固定して比較することになる．最新の結果とし

ヨウ化物イオン表面の電場とアクチンのサブドメイ

度が 30-100 MV/m の範囲にあることから，この大き

5.

さの電場が，水分子間の水素結合のネットワークを不

ミオシン S1 の結合による

安定化し，誘電緩和周波数を 17 GHz 以上に高めたも

アクチンフィラメントの水和状態の変化

のと考えられる．I, Br などの比較的大きいイオンは

Fig. 5 において，ミオシン S1（△，▲）は 10 GHz

水中の自己拡散係数も大きいことから，アクチンフィ

に吸収ピークを示している． を大きめにとった（/c

ラメント周りに見られるハイパーモバイル水の中でも

 0.002 mL/mg）ため，S1 の第 1 水和層の吸収ピーク

溶質の拡散係数は高いと考えられる．アクチン周りの

（約 7 GHz）と周りの自由水の吸収ピーク（17 GHz）

水の性質の変化が，結合したミオシン S1 による ATP

が重なって 10 GHz にピークが見えている．S1 のスペ

加水分解反応に連動したアクチンの構造変化によって
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Fig. 6
Partial dielectric spectra of potassium halides in water (/
c  0.585 M1, c  0.2 M).

Fig. 5
Partial dielectric spectra of hydrated F-actin with bound myosin S127)
(/c  0.002 mL/mg). Real part (○: 13 actin2 S1, △: S1, ＋: F-actin),
imaginary part (●: 13 actin2 S1, ▲: S1, ×: F-actin).

Fig. 7
Directed brownian motion model of myosin S1 along F-actin by producing local viscosity-gradient space26),27). The top is showing F-actin forming
hyper-mobile water (HMW), the middle showing an increase of HMW upon binding myosin S1. The bottom is a speculation image of spatial
change of HMW distribution around bound S1 hydrolyzing ATP. The right image shows a brownian movement of S1 in a space of varied water
mobility around F-actin.

誘起されるとすれば，アクチンフィラメントに沿って

る HMW の時間変化に関連して，著者らはアクト S1

水の粘性，あるいは粒子の拡散係数の異なる領域がミ

融合キメラタンパクとピレン（Cys374）アクチンを利

オシン S1 の前後に発生する可能性がでてくる．その

用して，ミオシン部で ATP 加水分解が起こる際に F-

ときミオシン S1 がいったんアクチンフィラメントか

アクチン上で協同的構造変化が起こることを検出して

ら離れれば，フィラメントに沿ったミオシン S1 のブ

いる 28)．また，NMR によりプロトン拡散係数がアク

ラウン運動はより粘性の低い，つまり拡散係数の大き

チンフィラメント存在時に高まることも確認し始めて

い方向に起こることが期待される

いる．これらの関連を今後さらに究明することが重要

（Fig. 7）
．

26), 27)

アクトミオシンにおける ATP 加水分解過程におけ

となっている．このように，ハイパーモバイル水の存
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ミニ特集：「生物物理」におけるタンパク質ダイナミクス測定

さまざまな時空間領域におけるタンパク質と水のダイナミクス
八木原晋，新屋敷直木，
喜多理王

東海大学理学部物理学科

Various dynamics observed for proteins and water structures are explained from experimental results obtained from broadband dielectric
spectroscopy (BDS) and complementary techniques. Dielectric measuring techniques make it possible to observe molecular dynamics in
whole span of the time/frequency range: 200 ks-0.2 ps/1 Hz-1 THz, and are still developed to offer more precise and stable measuring
systems. A recent approach with universal treatments of aqueous complex systems is also explained. Topics shown here are based on a recent concept of dynamic behaviors of complex systems.
water structure / slow dynamics / complex system / BDS / glass transition

1.

難でもその存在が確信されているものから，観測・解

はじめに

析されてもなお他の解釈が可能なものまでが混在して

生体分子の構造・機能の分子機構を理解するには，

いる．水や生体分子のダイナミクスに関する議論で

周囲の水分子の役割も明らかにすべきであると広く認

は，構造の特性時間を明示してはじめて，未定義や混

められるようになってきた．水や生体分子を典型的な

同による誤解が軽減されることを指摘しておきたい．

複雑系と捉えて，重要な概念である「ダイナミクス」
の観測の難しさと誘電分光の利点について，過去に本

2.

誌で説明してきた 1), 2)．誘電分光の基礎的な説明はこ

ピコ秒域ダイナミクスの観測と解析

れまでの報告にゆずり，本稿では，水とタンパク質分

Fig. 1 はこれまで広帯域誘電分光 1)-4) で得られた水

子などに関する誘電分光や相補的手法によって何がど

構造とタンパク質のダイナミクスの特性時間域を表し

こまで明らかにされ，今後これらの手法に何が期待さ

た概略図である．25°C における純水の誘電分光測定

れているのかを，試みや見通しも含めて解説する．

から，水の誘電率の値を決定するために最も重要な緩

誘電分光はダイナミクスの観測に適しているが，化

和過程を特徴付ける緩和時間とこれに対応する特性周

学分析的手法のように明快ではなく，読者によっては

波数はそれぞれ 8 ps と 20 GHz であり，緩和強度は 72

不満が残るかもしれない．ここで観測されるのはおも

であることがわかる 1)-6)．水混合系などのシステマ

に物質の構成分子の電気双極子モーメントが示す動的

ティックな測定と解析から，この緩和は各水分子個別

で統計的な挙動なので，強い分子間相互作用を受ける

の挙動ではなく，緩和時間とよばれる特性時間で表現

凝縮系では，双極子相関に関する何らかのモデリング

される平均寿命で互いに相関を及ぼし合う複数の分子

が必要となる．これを逆手にとって，不可避な分子間

（5，6 個程度と見積もられている 7)-9)）の挙動と考え

相互作用の影響自体を利用した実験・解析の工夫を凝

られている．分子間の相関が 8 ps で組み換えられて

らすことで「複雑系」としての構造・物性の分子機構

いくと考えられているこの構造を，ここでは「動的ク

を議論できるところが，誘電分光の面白さである．

ラスター」とよぶことにする．混合系では水が溶質分

本稿ではまず，従来得られてきた知見を観測時間・

子と相互作用して束縛されるため，緩和時間と特性周

周波数域ごとにまとめ，さらに最近の解析や解釈につ

波数領域はマイクロ波域から長時間・低周波域にシフ

いて紹介する．言及するダイナミクスには，観測が困

トする．その際，水を「速い水」と「遅い水」の 2 つ

Dynamics of Protein and Water Structure in Various Time-Space Domains
Shin YAGIHARA, Naoki SHINYASHIKI and Rio KITA
Department of Physics, School of Science, Tokai University
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Fig. 1
Hierarchical dynamics observed for water and protein in various time/frequency scales of observation by broadband dielectric spectroscopy (BDS).
（カラー図は電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

の水構造として解析したり，これらを 1 つの「自由水」

ダイナミクスに起因する誘電緩和は，合成高分子骨格

のスローダイナミクスとして解析したりする場合があ

鎖の運動を反映する従来の緩和と類似の運動性やみか

る．低温の過冷却水になると緩和時間と特性周波数領

けの活性化エネルギーを示す（Fig. 2a）．無極性有機

域がさらに大きくシフトし，やがてガラス化して観測

溶媒である 1,4- ジオキサンで数 wt% 溶液に希釈して

下限周波数域のマイクロヘルツ域も超えてしまう．一

25°C で測定すると，ギガヘルツ域に 0.1 以下の緩和強

般に液体の温度降下や濃縮による束縛から引き起こさ

度が得られる（Fig. 2b）
．緩和時間は水に匹敵する

れるスローダイナミクスは構造・秩序形成過程と捉え

10 ps から 100 ps の時間域に分散している 11)．球状タ

ることができる．さまざまな水構造とタンパク質の階

ンパク質分子の周囲で水に触れているアミノ酸残基側

層的ダイナミクスは，異なる階層間や水−タンパク質

鎖が水と同じ時間域でのダイナミクスを有し，相互作

分子間の相互作用によって決定されている．

用しながら共にスローダイナミクスを引き起こしてい

400 GHz 付近の測定周波数域には，より小さな緩和

くと考えることは自然であろう．したがって，水の動

過程（緩和時間：0.4 ps，緩和強度：2）が報告されてい

的クラスターの挙動からタンパク質水溶液・分散系の

る

．これは OH 基の挙動に関係する水 1 分子程度

構造形成過程の分子機構を解釈することが可能であ

の局所的ダイナミクスと考えられている．生体系では

る．このように，特性時間・周波数で定義した動的ク

この緩和過程のデータはまだ蓄積されていない．しか

ラスターを実験的に検証することは水と生体分子の構

しテラヘルツ分光 10) を含む最近精力的に推し進めら

造と物性・機能の分子機構を解明するための重要なポ

れている実験から OH 基を介した水と生体分子との

イントになりそうだが，その効果的な利用はいまだに

相互作用に関する知見が楽しみである．

少ない．その大きな理由は，動的クラスター構造の特

5), 6)

水の 8 ps・20 GHz の過程が生体分子とどうかかわ

性時間・周波数がピコ秒／ギガヘルツ帯の短時間･高

るのか考えるとき，タンパク質のアミノ酸残基側鎖の

周波域からさらに長時間･低周波域までシフトするこ

ダイナミクスを考えるのは自然である．しかし，その

とが構造形成の要因であり，緩和過程を広い温度・濃

ダイナミクスに関する誘電的知見はほとんどない．水

度域で幅広く観測する必要があるからである．

の緩和強度 72 に対して高分子の緩和強度は特別大き
な 20 程度のもの以外は 1 程度，疎水性が増せば 0.1

3.

以下，溶液では希釈されてその寄与はさらに小さくな
る上，実際には直流伝導や電極分極の寄与が重なるた

ナノ秒域ダイナミクスの観測と解析
水の動的クラスター構造と共存して，その 100 倍の

めにダイナミクスの観測は困難となる．

時間域で束縛された「結合水」が提案されている 9)．

ポリ（グルタミン酸）
（PLG）を疎水性エステル基

この時間域は他に高分子鎖やイオンのダイナミクスも

で置き換えた誘導体は，- ヘリックスを形成する．

示唆されており，それらの真偽や正確な評価に関して

その微結晶フィルムで観測されるアミノ酸残基側鎖の

興味深い議論がなされてきた．ようやく水のピコ秒域
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Fig. 2
Dielectric relaxation spectra obtained for (a) copolymer of -methyl L-glutamate (MLG) and -p-chlorobenzyl L-glutamate (pClBLG) with molar ratio
of 0.47:0.53 at various temperatures, and (b) 2.5wt% poly (-methyl L-glutamate) (PMLG) in the 1,4-dioxane solution at 25°C.

誘電分光測定が可能になってきた頃，in vivo であろう

イオン挙動：カウンターイオンプロセスとよばれる

と in vitro であろうと，どのような生体関連物質でも

イオン雰囲気の挙動を反映する緩和過程では，緩和時

動的クラスターより 100 倍遅いダイナミクスがナノ秒

間が詳細に議論されてきた．ナノ秒域では多様な階層

域に観測されたことから

，どの系にも共通な構造

構造に対応するカウンターイオンの挙動が扱われるの

として「結合水」の存在が提案されたことがことの発

で，緩和時間にも階層的な時間スケールでの扱いが必

端であった．時間領域法による誘電分光では，周波数

要になりそうだが，緩和時間分布についての議論は十

領域法で要求されるインピーダンス補正に伴う誤差の

分なされていない．また，分子シミュレーションでは

導入を免れることができ，有利であると思われた．そ

イオンのダイナミクスに特異的な特性時間はこれまで

の一方で時間領域法特有の難しさ（限られた観測時間

明示されていない．

12)

域で捕捉し損なった応答関数や，直流伝導成分が解析

結合水：DNA やタンパク質分子のように高次構造を

時の数値演算にもたらす誤差など）を巡る学術論文誌

とる生体分子では，誘電緩和パラメーターの温度，濃

上での議論が 8 年近くにもわたって続いた 13)-15)．こ

度，イオン濃度依存性から結合水の存在が報告された

れらの議論が，上述の誤差要因を正確に理解して使用

が 2), 9), 16)，前述のナノ秒域での測定上の問題による曖

すれば時間領域法と周波数領域法のどちらでも同じ測

昧さが残っている．しかし，生体分子の構造や機能と

定結果が得られる，という測定技術上の問題で収束し

直結する結合水は興味深く，X 線構造解析や分子シ

てしまったのは肩透かしなことであった．

ミュレーションの実験結果 17) との相補的議論から，

これらの技術的問題で誤って解釈されたかもしれな

生体分子表面で 2 次元ネットワークを形成している水

い「イオン挙動」「結合水」「分子鎖運動」などのナノ

構造モデルとして考えられている．

秒域での代表的緩和機構については十分な議論がなさ

分子鎖運動：誘電的な活性が最も低い分子鎖運動は，

れないまま現在にいたっており，これらの解釈は難し

水系における直接的な実験的検証が十分に認められて

さが残されたまま今でも使われている．これらの緩和

いるのか心もとない 13)-15)．Fig. 3 は多糖類であるヒド

機構は誘電率への寄与がそれぞれ数桁ずつ異なるた

ロキシプロピルメチルセルロース（HPMC）の 20wt%

め，最も大きな寄与であるイオン挙動と小さな寄与で

1.4- ジオキサン溶液の誘電緩和曲線である 18)．10 M-

ある分子鎖運動での寄与の比は 4 桁以上になり，4，5

100 MHz 域に分子鎖運動を反映していると考えられ

桁程度の有効数字の物性測定では詳細な議論ができな

る緩和過程が見られたが，この条件下でも残留水分子

いのである．それぞれの緩和機構には次のような問題

などの問題があり，同じ時間域で相互作用しているイ

点が残されている．

オンや結合水を見ている可能性を否定しきれない．分
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は重要である．従来の誘電分光では，熱分析で定義さ
れるガラス転移温度が 100 s 域の緩和時間を示すダイ
ナミクスの出現する温度に対応すると指摘されてい
た．この知見は，溶液系でも同様であり，溶媒分子の
一部が凍結した温度域で起きるガラス転移は，分子ダ
イナミクスによって引き起こされるマクロな現象であ
ることが示されている 20), 21)．水溶液には 2 つのガラ
ス転移を示す系もあり 21)，生体分子のガラス転移現
象でも複雑なダイナミクスが関与しているに違いな
い 22)．ガラス転移の研究分野では水系についての議
論が高まっており 23)，今後生体系に拡張されること
は確実である．
すでに述べたイオンのダイナミクスは，相互作用す
る対象の空間的広がりに応じた緩和時間を示す過程と
して観測される．分散系などの不均一系では，マイク
ロ−ミリ秒域，最も大きな空間スケールである電極分
極では，1 秒・0.1 mm スケールにおよぶ時空間域の
特性時間を有するダイナミクスが観測・解析されてい
る．これらの時間領域で誘電分光との相補的な観測・
解析が可能な光散乱測定では，高分子溶液のダイナミ

Fig. 3
Dielectric dispersion and absorption curves for 20wt% hydroxypropyl
methylcellulose (HPMC)/1,4-dioxane solution at 25°C.（カラー図は電子

クスに加えて変性やイオン挙動の知見も効果的に取得
できることがわかってきた．ここで述べる光散乱は，

ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）

媒質の熱ゆらぎやモノマー密度ゆらぎなどに基づく入
射光の準弾性的な散乱現象であるレイリー散乱を指
す．静的光散乱法では，数 nm–100 nm 程度の分子や

子鎖に束縛されたイオンや結合水が，分子鎖ダイナミ

凝集体のサイズ，分子量などの情報が得られる．この

クスに支配された特性時間で誘電率の値を決めている

手法では散乱光強度の自己相関関数を計測し，数 s

のかもしれないが，前述の有効数字の問題によってこ

よりも大きな運動モードを解析できる．高分子希薄溶

れらの正確な議論は難しく，低温域や高濃度域での基

液では高分子鎖の並進拡散や流体力学的半径，準濃厚

礎的な測定がなお必要である．

溶液では鎖の絡み合いの緩和などが観測され，緩和時
間分布も議論できる．

4.

タンパク質水溶液の光散乱測定では，ランダムコイ

マイクロ秒より長い時間域ダイナミクスの
観測と解析

ル状の高分子と異なる分子形態や，動的光散乱で並進
拡散モードの他にゆっくりとした緩和モードが複数観

タンパク質分子全体の回転運動やちょうつがい運動

測されることも珍しくない．Fig. 4 はウシ血清アルブ

などのドメイン運動，さらにエルボー運動などのドメ

ミン（BSA）水溶液（●）の動的光散乱測定によって，

イン内の大規模運動は Fig. 1 に示されるように 100 ns

3 つの緩和モードが観測されたことを示す．このサン

から 1 s 域に観測される

19)

プルを 80°C にて 30 分間インキュベートすることで作

子の巨視的な構造や機能と関連しており興味深いが，

成した熱変性 BSA ゲル（○）では，BSA の分子運動

タンパク質の構造転移や複合体形成過程などとの関連

に相当するマイクロ秒域からゲルを構成する分子鎖の

はまだ理解できていない．また，ノーマルモード理論

クラスターのゆっくりとしたゆらぎまで，9 桁におよ

による検証やタンパク質の水和や変性など，これらの

ぶ広い緩和時間分布を示す構造形成が観測された．

．これらはタンパク質分

ダイナミクスに関する知見を十分に生かした詳細な議

観測された緩和が帰属する分子機構を明らかにする

論を行う余地はなお残されている．

ことで系のダイナミクスに関する情報が得られる．た

タンパク質分子全体の回転運動よりも長い時間域

とえば，高分子電解質に特有な長距離の静電的相互作

も，会合や低温度域でのガラス転移現象の研究などで

用や，凝集体のゆらぎ，またはゲル網目中のセグメン
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ト密度やゲルのフラクタル的なゆらぎなど 24)，系に

グラムによる解析方法についてはすでに本誌でも紹介

特有なさまざまなダイナミクスが観測される．光散乱

した 2)．- ダイアグラムでは Cole-Cole 型の形状因子

法ではちょうつがい運動などの小さなドメイン運動を

 を用いて水構造を解析する．

計測しにくいが，剛直なセグメントや棒状高分子の異

*()  ()  j()    ------------------------
1 +  j 

方性から回転拡散係数を決定でき，分子形状やダイナ
ミクスの情報が得られる．またタンパク質溶液に尿素

（1）

などの変性剤を加えることで，pH やイオン強度をパ

ここで * は複素誘電率，実部  は誘電体の分極に

ラメーターとした実験も可能である．誘電分光によっ

よって貯め込まれるエネルギー，虚部  は物質中で

て得られる回転拡散やイオンのダイナミクスと比較す

失われるエネルギー， は緩和の高周波極限の誘電

るためには，濃度やサンプル環境を考慮に入れた慎重

率， は 角 周 波 数， は 緩 和 強 度 を 意 味 す る．

な比較が必要であるが，直流電気伝導成分やイオンの

（0    1）が 1 の場合がデバイの単一緩和，これよ

ダイナミクスによって誘電分光の解釈が難しい周波数

り小さくなるとより広い緩和時間分布をもつ幅広い誘

域でも，水とタンパク質が示す複雑なダイナミクスに

電緩和曲線を描く．詳細は割愛するがこの  はフラク

関する相補的な議論が可能となり，興味深い．

タルの概念につながる 2), 25), 26)．さまざまな水複雑系
のスローダイナミクスが - ダイアグラム上で描く軌
跡が系を特徴付けている．Fig. 5 に示す上部の領域に

5.水の時空間構造を縦断するユニヴァーサルな解析

軌跡が得られる水溶液系に比べて，ゲルや分散系は左

これまで述べてきたような各観測時空間域で定義さ

下の領域を通る軌跡を示す．溶液系の領域では，緩和

れたダイナミクスの解析は，タンパク質の構造や機能

時間が大きくなってもその分布はあまり変化せず，左

に水分子との相互作用を組み入れた正確な分子機構の

下の領域では緩和時間が変化せずに分布が広がってい

解釈を可能にする．さらに，ユニヴァーサルなアプ

く軌跡が描かれる．同じ程度束縛された水が溶液系で

ローチによって複雑系の階層的ダイナミクスを理解す

は比較的均一に溶質分子になじんでゆらぎが小さいの

る試みもなされている

に対し，分散系では大きなゆらぎを示す．Fig. 5 には

2), 24)-26)

．溶液であれ分散系で

あれ，含まれる水の緩和時間やその分布は束縛や構造
化を反映し，系を特徴付ける．しかし，これらの濃度
依存性は各系で異なり，統一的な特徴付けは難しい．
ダイナミクスの平均特性時間である緩和時間とそのゆ
らぎとしての緩和時間分布の両方を用いた - ダイア

Fig. 5
A trajectory continued from the plot for pure water to those obtained for rice kernels, rice flour, and boiled rice with various water
contents on - diagram. Trajectories for various aqueous polymer
solutions are usually obtained in the upper area.（カラー図は電子ジャー

Fig. 4
Autocorrelation function of scattered light intensity g(2)(t) for an aqueous solution of bovine serum albumin (BSA) (●) and a BSA gel (○)
prepared by incubation at 80°C for 30 min. Inset shows distribution
function of decay time  of the BSA solution (●) and the gel (○).

ナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/参照）
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タンパク質と水の多様な時空間構造

ミド）（PAAm）ゲルに含まれた溶媒分子の - ダイア
グラムを調べたところ，ゲル中の溶媒の緩和時間を各
混合溶媒の値でスケールすれば，異なる混合溶媒でも
軌跡がほぼ一致した．水構造解析のための - ダイア
グラムが高分子構造を特徴付けていることになる．
これらの解析の結果は，水が動的クラスターで考え
られる空間スケール以上の相関長をもっているかのよ
うに振舞うことを意味する 28)．水溶性高分子である
ポリ（ビニルピロリドン）
（PVP）との相互作用を水
と一価のアルコールとで比較すると，ピュアな溶媒の
緩和時間が高分子溶液の濃度と共に大きくなるようす
がわかる（Fig. 6）29)．水素結合のアクセプター密度に
対する緩和時間の変化を矢印の長さで表すと，水のス
ローダイナミクスの効果が他のアルコールよりも圧倒
的に大きく，あたかも大きな分子のように振舞う体積
効果を示す．水構造のスローダイナミクスの観測・解

Fig. 6
Plots of the relaxation time for a higher frequency process reflecting
dynamics of solvent against the concentration of hydrogen bonding
partners for pure alcohol and water (○), and each mixture with poly
(vinyl pyrrolidone) (PVP) concentrations of 10, 20, 30, and 40wt%.
Arrows indicate the change in the relaxation time from each pure
solvent to 40wt%PVP mixture. Dashed line indicates the acceptor
density of pure PVP, which was determined by the concentration dependence of PVP densities in the mixture.（カラー図は電子ジャーナル

析が生体系へのアプローチとして大いに期待されるの
は，このように，時空間領域の異なる階層を縦断する
ような特徴づけが特に水では有効であることに起因し
ている．

6.

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

おわりに
本稿では，これまで得られてきた水構造と生体分子

のダイナミクスに関する観測と解析について，従来の
米粒（  350 ps，  0.39）に純水を吹き付けて含水

知見や混乱に最近の試みを織り交ぜて解説した．生体

量を 13-28% に調製して得られた軌跡を示す

．さら

分子にターゲットを絞った観測では，水の難しい観測

に，水分量の多い米粉末や炊いた米について得られた

が後回しにされるのはいたしかたないが，水の構造が

プロットも同じ軌跡の上で純水に近い部分に載る．熱

生体分子の構造や性質を「映し絵」のように反映する

変性した米の水構造が同一の軌跡に載るのかなど，さ

ようすが，特に水に特徴的であることがようやく明ら

らに高精度な解析が必要だが，変性やガラス転移など

かになってきた．さまざまな手法による水構造観測か

の研究分野でも有効な解析手法になるかもしれない．

ら，今後さらに包括的な理解が進んでいくと期待さ

セメントの水和過程に伴うスローダイナミクスが誘

れ，本稿でこれらの水構造観測と解析の重要性を少し

27)

電分光測定で報告されている ．調製して 5 分後には，

でも説明できていれば幸いである．

2)

観測される自由水の緩和が時間と共に減少し，同時に
低周波側に別の水構造の緩和が出現する．自由水は 1

謝

辞

日で消失し，セメント水和物に取り込まれる．モルタ

本稿の執筆は広帯域誘電分光と相補的諸手法による

ル（セメント／水／砂混合系）の長期間にわたる誘電

研究を進めてきた東海大学分子複雑系研究グループ内

分光測定から，2 種類の構造水が - ダイアグラム上

外の多くの共同研究者らとの議論によってはじめて可

では共通の初期水和の軌跡から分離していく過程が

能になったものである．著者らの研究活動に対する諸

徐々に明らかになってきた．セメント内の構造水は養

氏の理解と熱意に深謝する．

生時間と共にスローダイナミクスを示して強固な水構
文

造を形成するので，強度発現メカニズムの解明や材
齢・劣化の推定に役立つと期待される．
水／アセトン系と水 /1,4- ジオキサン系混合溶媒中
で，溶媒の組成比に体積が依存するポリ（アクリルア
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用
語
解
説

緩和時間
relaxation time
外部電場に対して物質の分極が平衡に達する時間
として，緩和関数によって定義される．永久双極
子の配向に基づく配向分極の場合，分子の回転拡
散の統計的な平均特性時間として誘電緩和の測定
から得られる．
（302 ページ）
（八木原ら）

緩和強度
relaxation strength
複素誘電率の実部が緩和周波数域で示す変化量の
ことで，虚部の周波数依存性が示す吸収面積に対
応している．単位体積当たりの双極子モーメント
の数や絶対温度の逆数に比例し，双極子間の方向
相関に強く依存する．
（302 ページ） （八木原ら）

特性周波数
characteristic frequency
分極の時間依存性と誘電率の周波数依存性は線形
応答理論によって対応付けられている．本稿では
緩和時間に対応する周波数を特性周波数と表現し
た．定量的に扱うときに誘電損失ピークの周波数
を用いることも多い．
（302 ページ） （八木原ら）

誘電緩和
dielectric relaxation
複素誘電率は物質の分極によって周波数依存性を
示す．ある特性周波数付近で誘電率の実部は低周
波側で大きく，高周波側で小さくなり，虚部は極
大を示す．それぞれ分極によるエネルギーの貯蔵
と損失を意味している．
（303 ページ）（八木原ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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，309-316（2007）

総説

多剤排出トランスポーターの結晶構造解析により
明らかになった機能的回転メカニズム
村上

聡

大阪大学産業科学研究所 / JST・さきがけ

AcrB is a major multidrug efflux transporter in Escherichia coli cooperating with an outer membrane channel TolC and a membrane fusion protein AcrA. Here, I describe crystal structures of AcrB with and without substrates. The AcrB-drug complex consists of three
protomers, each of which has different conformation corresponding to one of the three functional states of the transport cycle. Bound
substrate was found in the periplasmic domain of one of the three protomers. The voluminous binding pocket is aromatic and allows
multi-site binding. The structures show that drugs are presumably exported by a three-step functionally rotating mechanism in which
drugs undergo ordered binding change.
membrane transporter / X-ray crystallography / membrane protein / active transport / multi-drug resistance

剤耐性化の主因である．薬剤耐性化，すなわち治療薬

はじめに

1.

が効かなくなる現象は，化学療法に立脚する現代の医

細胞膜を介した物質輸送，すなわち膜輸送はきわめ

療現場で深刻な問題の 1 つとなっている．一般には院

て基本的な生理現象である．おもにリン脂質により構

内感染などに見られる病原性細菌の抗生物質耐性化

成される細胞膜内部は誘電率がきわめて低いため，イ

や，末期がん，再発がんに見られる抗がん剤耐性化と

オンや，極性分子を透過させない．これらの膜を介し

して知られている．最近も多剤耐性緑膿菌による院内

た輸送は，チャネル，ポンプやトランスポーターとよ

感染が新聞紙上などでしばしば報じられるなど，いま

ばれる膜タンパク質によって行われる．一般に，チャ

や社会問題の 1 つとなっている．薬剤耐性化が起こる

ネルとポンプはイオンを輸送し，トランスポーターは

要因は薬剤の分解や修飾，ターゲット部位の変化など

栄養素や薬剤などの有機物質を輸送すると類別されて

いくつかが知られているが，本稿で述べる薬剤排出ト

いる．細胞の生育に必要な糖やアミノ酸など，親水性

ランスポーターによる薬剤の能動的排出が最も強力な

の有機物質を細胞内に取り込むためのトランスポー

耐性化要因である．

ターは多く知られている．また，疎水性の有機物質は

この問題が複雑なところは，1 種類の薬剤排出トラ

単純拡散により細胞膜に分配され，その後，細胞質へ

ンスポーターが，化学構造の異なる多種多様な薬剤を

拡散してゆくことができるため，細胞にとって異物と

排出することができる点である．つまり，1 種類の薬

なるような薬物や毒物のような物質が細胞内に入って

剤排出トランスポーターの発現により，多くの種類の

きた場合，それらを細胞質から細胞外へと膜を介して

薬剤がどれもこれも効かなくなるのである．タンパク

排除するトランスポーターの存在も多く知られてい

質科学の常識として，酵素などある特定のタンパク質

る．これらは異物排出トランスポーターとよばれ，今

は，ある特定の基質にのみ作用すると考えられてお

では細菌からヒトの細胞にいたるまで広く生物界に分

り，それらは時に 鍵と鍵穴 の関係にたとえられる．

布する最も基本的な生体防御機構であると認知されて

多剤排出トランスポーターはその例外であり，きわめ

いる．

て広い基質選択性をもつといえる．しかし，何でもか

このような排出トランスポーターが細胞膜に大量に

んでも排出してしまうという訳ではなく，細胞にとっ

産生されれば，その細胞は，薬剤や細胞毒性をもつ有

て異物となる薬剤などは排出するが，糖やアミノ酸な

機物質に対して抵抗性を示すようになる．これが，薬

どの有用物質を排出することはなく，異物のみを見分

Crystal Structure of a Multi-Drug Efflux Transporter Reveal a Functionally Rotating Mechanism
Satoshi MURAKAMI
Department of Cell Membrane Biology, Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University / PRESTO, JST
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ける厳密さも兼ね備えている．

認識し，そして排出するのかという作動メカニズム

この多剤排出トランスポーターがどのような仕組み

を，詳細な立体構造を基に明らかにした 4)．

で，作用機序や化学構造の異なる多種多様な薬剤分子
を基質として認識し，そして排除するかを理解できれ

3.

ば，タンパク質科学の一般原則から逸脱するユニーク
な基質認識機構の理解につながるばかりでなく，薬剤

基質結合状態の構造〜多様な薬剤を認識し
それらを輸送させる仕組み
AcrB 三量体構造を詳しく見ると，構成する 3 つの

排出トランスポーターで排出されないような新薬の開
発や，排出トランスポーター阻害剤を開発するなど，

単量体にはそれぞれ少しずつ構造の異なる部分がある

多剤耐性化問題に対して本質的な解決策を与えるとい

こ と が わ か っ た（PDB ID：2DHH）（Fig. 2）
．AcrB 分

う応用面での展開も期待できる．

子はホモ三量体であるが構造は非対称的である．この
非対称性は AcrB の機能を考える上できわめて重要で，

2.

三量体に含まれる各プロトマーが異なる役割をもって

多剤排出トランスポーターの結晶構造

機能することを示唆していた．さらに，AcrB 分子と

多剤排出トランスポーターの詳細な立体構造に基づ

基質が結合した状態での結晶構造解析として，抗生物

く機能解明のため，その結晶構造解析を試みた．研究

質であるミノサイクリン（PDB ID：2DRD）
，抗がん剤

を始めた当初，トランスポーターはある程度の大きさ

であるドキソルビシン（PDB ID：2DR6）とそれぞれ

をもつ有機物質を輸送するという働きの上から分子ゆ

結合した状態の結晶解析も行った（Fig. 2, 3）．その結

らぎが大きいとされ，「結晶化は不可能ではないか？」

果驚いたことに，結合基質はいずれも AcrB 三量体の

との悲観論が支配的で，原子レベルでの構造解析例は

うち 1 つだけに結合しており，ほかの 2 つのプロト

なかった．著者らは院内感染などで問題となっている

マーもそれぞれが異なる基質結合状態を有しているこ

緑膿菌やセラチア菌などと同じくグラム陰性細菌であ

とがわかった（Fig. 2）．

り，諸々の分子生物学的手法が確立している大腸菌を

薬剤が結合しているプロトマーを

結合型

と名付

モデル細胞として，大腸菌のもつ最も強力な薬剤排出

けた（Fig. 2，青）．結合型プロトマーの分子内に比較

トランスポーターである AcrB タンパク質に着目し，

的大きな空洞状の薬剤結合ポケットがある．このポ

結晶化および構造解析に着手した．グラム陰性細菌は

ケットは 4 個のサブドメイン PN1，PN2，PC1，PC2

細胞膜のほかに外膜をもつが，AcrB は抗生物質，抗

（Fig. 2c）により形成され，結合型ではそれらが互い

がん剤，色素性毒素や界面活性剤など構造に関連性の

に離れることにより，ポケットが他の 2 つのプロト

ない多種多様な物質を，細胞膜を介したプロトン濃度

マーのものと比べて拡張し，薬剤を結合させるのに十

勾配の駆動力を用いてペリプラズムをバイパスして，

分な大きさをもっていた．このポケットのもう 1 つの

外膜の外へと排出する大腸菌のもつ薬剤抵抗力の主因

特徴は，内部に多くの芳香族アミノ酸が突き出してい

である．

て，疎水性の高い環境をつくっていることである．こ

われわれは 2002 年に大腸菌主要多剤排出トランス
ポーター AcrB の X 線結晶構造解析に成功した

1), 2)

のことが疎水性基質との疎水結合に適した環境を作っ

．

ている．結合型の薬剤結合ポケットは拡張しているの

アミノ酸 1000 個あまりからなる AcrB 分子はホモ三量

で，芳香族アミノ酸の間に隙間ができ，薬剤を結合す

体として機能することが明らかになったほか，基質取

るのに十分な空間ができるのである．薬剤分子はこの

り込み口の発見，共役するアダプタータンパク AcrA

隙間に挟まれる形で， 電子の重なりを利用する芳香

の結合部位の推定など，多くの新しい知見を与えた．

族―芳香族相互作用をおもに用い，さらに付加的に水

また，共役して機能する外膜チャネル TolC との直

素結合を用いて結合するという様式であることが判明

接的相互作用を示唆し，AcrA-AcrB-TolC の新規複合体

した（Fig. 3）．結合が観察できたミノサイクリン，ド

モデルを提唱した（Fig. 1）
．多剤排出トランスポー

キソルビシン，いずれの基質も同じ拡張したポケット

ターとして世界初の構造解析であるばかりでなく，膜

内に結合するものの，結合にかかわるアミノ酸の組み

を介して分子を輸送する膜輸送体としても世界初の解

合わせは異なっていた．すなわち構造の異なる基質に

析例となった（PDB ID：1IWG） ．さらに研究を進め，

対しては，同じポケット内の異なるアミノ酸側鎖の組

2006 年に AcrB 三量体と基質である抗生物質や抗がん

み合わせによりなるいろいろな側面で認識される仕組

剤とをそれぞれ結合させた状態で構造解析を行うこと

みである．ポケット内のアミノ酸の複数の組み合わせ

に成功し，どのような仕組みで AcrB 三量体が多剤を

による結合部位のバラエティーが，多様な基質結合の

3)

1)
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高い親和性をもつと考えられる．これ以外のプロト
マーの基質結合ポケットは構造変化により収縮してい
ることがわかる．この構造変化で内部にある芳香族ア
ミノ酸は今度は基質との間ではなく，それら同士がス
タッキングする．これは一般の水溶性タンパク質の疎

Fig. 1
Proposed model of the AcrB-AcrA-TolC. Structure models of TolC3)
and AcrA6) are manually docked to AcrB. This molecular complex
penetrates two membranes, the cytoplasmic membrane and the outer membrane, and extrudes drugs acting in the cytoplasm and the
periplasmic space. This model was proposed by the author in 2002.

本質であることがわかった．この様式は「マルチサイ
ト型」認識とよばれるもので，黄色ブドウ球菌由来の
多剤結合型転写因子 QacR などにも見られる多基質認
識メカニズムであった 5)．
このポケットは，三量体を形成するいずれのプロト
マーにも存在するが，先に述べたとおり，結合型のも
つもののみが拡張した構造を有しており，基質に対し

Fig. 2
Structure of the AcrB-substrate (minocycline) complex. Three protomers are individually coloured (blue, red, green). (a) Ribbon representation viewed from the side parallel to the membrane plane. The
minocycline molecule is shown in CPK representation, with the position of the C, N, O atoms indicated by yellow, blue and red balls, respectively. The extra-membrane (periplasmic) headpiece is at the top
and the transmembrane region is at the bottom. (b) Top view of a
ribbon representation. The inclined helix (dotted oval) of the “Extrusion” (red) makes drug binding pocket of “Binding”(blue) closed.
(c) Cut view of the porter domain from the distal side of the cell.
Phenylalanine residues including those in the substrate binding pocket (dotted circle) are shown in the ball-and-stick representation. The
difference Fourier map (F(drug)F(native)) of bound minocycline is depicted by an orange coloured cage contour at 3. An X sign indicates an
exit closed by the inclined helix from “Extrusion” protomer (red). Arrow indicates the substrate translocation pathway from shrunk pocket to the exit of AcrB, which connects to the outer membrane channel, TolC.
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水性コア部分にもしばしばみられる安定なコンホメー

取る．ところが拡張しているがゆえに，サブドメイ

ションである．しかし，この場合は基質を結合させる

ン間に隙間が生じ，ポケットにほころびができる．

隙間はなく，基質に対する低親和性状態であると考え

この隙間は基質輸送経路の中で出口となる部分であ

られる．すなわち，基質結合ポケットはマルチサイト

る．そこへ三量体に含まれる隣のプロトマー（赤）の

型認識により多様な基質を結合させることができ，親

へリックスがふさぐような形で倒れ込み立体障害を

和性調節については，ポケットの拡張・収縮という単

与えている．この助けにより結合型プロトマー（青）

純な構造変化により行うことができる．このメカニズ

の薬剤結合ポケットは閉じたコンホメーションを取

ムが多剤認識およびその運搬の本質である．

りうる（Fig. 2c, ×印）．ポケットが拡張し高親和性の
コンホメーションを取ることと，出口がふさがれる

4.

ことが結合型プロトマーに基質がとどまる理由であ

基質輸送経路

る．同時に，このように隣のプロトマー（赤）のもつ

先に述べた通り， 結合型 （青）のもつ結合ポケッ

へリックスが，結合型（青）に向けて斜めになること

トは拡張することで高親和性のコンホメーションを

は，そのへリックスをもつプロトマー自身（赤）の薬
剤結合ポケットの出口付近を大きく開けることにも
なる（Fig. 2c, 矢印）．そしてこの単量体の薬剤結合ポ
ケットは結合型のものと比べ収縮して，基質に対し
低親和性の状態にある．これらの事実を考えあわせ
ると，このプロトマー（赤）は，まさに薬剤を放出し
た後の状態に相当すると考えられるため，それを 排

Fig. 4
The novel drug translocation pathway for AcrB. The chicken-wire
presentation coloured in magenta is the solvent accessible inner cavity of the AcrB molecule. For clarity the “access” protomer is removed. Bound minocycline in the “binding” protomer is shown in a
CPK representation. Substrate can gain access from periplasmic
space or outer leaflet of the membrane (arrow ①). On the “binding”
protomer, there is a channel to the binding pocket (arrow ②). Expanded binding pocket can bind substrates. Pathway from this pocket is not connected to the exit (③). On the “extrusion” protomer,
pathway from shrunk pocket to the exit is connected (arrow ④), but
there is no channel from inside of the cell (⑤). “Binding” protomer
and ”extrusion” protomer are correspond to the inward-facing form
and outward-facing form, respectively.

Fig. 3
Close up view of the drug binding site. Drug molecules and key residues for substrate binding are shown in a ball-and-stick representation. Bound drug molecules are coloured as same as Fig. 2. Chemical
bonds for drug binding are drawn as dotted lines. (a) AcrB-minocycline complex. (b) AcrB-doxorubicin complex.
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出型

と名付けた（Fig. 2, 赤）．

いお互い役割を変化させることにより，細胞の内側よ

2002 年の構造解析の際，AcrB 三量体の中心に存在
する

中央ヘリックス

り，外側への能動輸送を達成させているという仕組み

はチャネル様の構造をもって

が示唆された（Fig. 6）
．

いたため，この間を通って基質が輸送されるという仮
説を提唱し，それが広く受け入れられた 1)．ところが

5.

今回の構造解析の結果，中央ヘリックスはチャネルで
はなく，基質結合ポケットから出口へと向かう基質輸

他のコンポーネントとの共役による
複合体作動メカニズム

弁 であることが判明した．基

AcrB と共役して機能するアダプタータンパク AcrA6)

質輸送経路を示す分子内の溶媒接触領域は，結合型プ

の AcrB への結合サイトは，AcrB のペリプラズムに突

ロトマーでは分子の出口とは分断されているが，排出

き出た部分の側面に存在する V 字型のクレフトであ

型プロトマーでは出口とつながっている（Fig. 4）
．

ると考えられているが 1)，そのコンホメーションにも

送経路を開閉させる

もう 1 つ注目すべきは，細胞の内側や，ペリプラズ

非対称性があることがわかった（Fig. 2c）．排出型プ

ムからの基質の 入口 である．排出型プロトマーに

ロトマーのクレフトはほとんど消失している．このよ

おいて基質結合ポケットから基質が解離する際，出

うな AcrB の構造変化は AcrA に非対称的性質を伝達す

口だけでなく入口も開いていたとするならば，排出

るのだろう．その後，AcrA はレバーのように働くこ

すべき基質が細胞質側へ逆流する可能性が残る．AcrB

とで外膜を貫通し， 煙突

には基質の取り込み口に当たる部分にもう 1 つの

AcrB の 構 造 変 化 を 伝 え る と 考 え ら れ る．2000 年 に

の役割を担う TolC 分子に

が存在し，基質輸送の方向性を確保している

Koronakis らによって構造解析された TolC もホモ三量

（Fig. 5）．排出型の基質取り込み口は閉じた構造をも

体で，その構造は対称的であった 3)．しかし，それは

ち，基質取り込み口から基質結合ポケットへいたる

結晶学的な対称である．AcrA の構造変化は非対称的

チャネルが消失する一方で，出口のみが開いた状態

に起こるだろうから，TolC に含まれる各プロトマー

となり，基質結合ポケットから出口へといたるチャ

も非対称的に構造変化する可能性を著者は想像してい

ネルができる．この機構により一方向への基質輸送

るが，異なる結晶形での構造解析を待つしかない．あ

が達成されるのである（Fig. 4）．逆に，結合型プロト

るいは，AcrA-AcrB-TolC 複合体の構造解析がより直接

マーではこの入り口の弁は開いていて，基質結合ポ

的に解を与えるだろう．

弁

ケットから細胞膜側，ペリプラズム空間への経路が
つながっているが，出口への経路は排出型からの斜

6.

めになったヘリックスで閉ざされているのは前述の
通りである（Fig. 5）．

プロトンエネルギーとの共役機構
先述のすべての構造変化は，細胞膜を介して存在

残る 1 つのプロトマー（Fig. 2，緑）は，結合型と

する水素イオン濃度勾配によって駆動されることが

排出型との中間的な構造を有している．開かれた基質

知られている．われわれの構造解析は，どのような

取り込み口と，未だ閉じている基質結合ポケットをも

メカニズムでこの水素イオン濃度勾配をとらえ，構

つ．そのため，基質の排出のあと，次なる結合をさせ

造変化のエネルギーとして利用しているかのヒント

る前に，基質を取り込むための段階にあると考えら

も与えた．AcrB の細胞膜貫通部分には機能上きわめ

れ， 取込型

て重要な荷電性アミノ酸が存在する（Fig. 7）．これら

と名付けた．

このように，それぞれの構造的特徴が，基質の結合

は，2 つのアスパラギン酸 D407，D408 と 1 つのリシ

および，輸送状態を決め，協調的に働いている巧妙な

ン K940 からなる．これらは膜貫通部分のほぼ中央に

仕組みが明らかとなった．すなわち，①細胞の内側方

位置し，近接して存在する．結合型と取込型では，

向から AcrB 内部に薬剤を取り込むためのパーツであ

これら 3 つのアミノ酸が互いに静電的に結合する配置

る

取込型 （緑），②薬剤を結合するための状態で，

をとっているが，排出型ではこの結合がはずれ，リ

実際に薬剤が観測されたパーツである 結合型 （青），

シン K940 はへリックス TM11 にあるチロシン T978

③薬剤を細胞外に排出するための状態をもつパーツで

残基と結合している（Fig. 7）．その場合 2 つのアスパ

ある

排出型 （赤）が存在することが判明した．さ

ラギン酸 D407，D408 に配位する塩基性アミノ酸は

らに，この 3 つのパーツの役割はいつも同一ではな

なく空っぽになる．結晶解析で水素イオンを観察す

く，薬剤を取り込んだ後に，それを結合させ，その

るにはきわめて高い解像度が必要であり，今回の結

後，それを排出する，といったように，構造変化に伴

果からはそれは望めないが，おそらくは水素イオン
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Fig. 5
Entrance valves. Close up views of the vestibules in three different
transport states, viewed from slightly diagonally below to the side of
the molecule. Three protomers are superposed. The flexible region
above TM8 and PC2 sub-domain are represented by a deep colour
corresponding to the colours in Fig. 2, and the remaining main chain
tracings are more transparent. The entrance for substrates is indicated as dotted circle. A helix from “extrusion” (red) is moved onto the
entrance to close it.

Fig. 6
Schematic illustration of the proposed “functionally rotating ordered
multidrug binding change mechanism” mediated by AcrB. (a) The
top view from the distal side of the cell. Colours and arrangements
in the left panel are corresponding to those in Fig. 2. (b) View from
the side parallel to the membrane plane. Entrance and exit within
each protomer are depicted as red flaps. The drug binding pocket
and translocation pathway are represented as a dotted line. Drugs
are illustrated as hexagons.

がそこに結合していると考えられる．すなわち膜貫
通部位に存在するこれらの荷電性アミノ酸がプロト
ン化を受けたときに， 中央へリックス

に傾斜した

ヘリックスをもち，AcrA 結合サイトが消失している
ユニークな構造を有する排出型プロトマーへと構造
変化する．また，リシン側鎖が，2 つのアスパラギン
酸の間に割って入り，このプロトンを蹴り出し，そ
れが細胞質側へと放出されるときに取込型のコンホ
メーションに変化する．このプロトン化・脱プロト
ン化により，リシン残基を含む第 10 へリックスを中
心としてへリックスの配置が変化する．それらが
きっかけとなり，先述のペリプラズムドメインでの
種々の構造変化として伝搬すると考えられる．構造
変化がどこをどのように伝わってゆくのかは今後の
詳細な分子解剖に委ねられている．

7.

機能的回転メカニズムによる薬剤の排出する

Fig. 7
Structure with a slab (~23 Å) of the transmembrane domain viewed
from the periplasmic side. The side chains of three functionally essential charged residues, Asp407, Asp408 and Lys940, and functionally important residue Thr978 are shown in a ball-and-stick representation. Colours of the protomers are also the same as in Fig. 2. The
label Roman numbers indicate the transmembrane helix numbers.

仕組み〜機能的回転
上述のような秩序だった状態の転移は，それぞれ 1

つずつ位相をずらしながら回帰的に進行するので，あ
たかも回転しているように見える（Fig. 6）．このよう
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な回転を伴って機能するタンパク質として，ATP 合成

であることが判明した．

酵素に見られる回転触媒説がよく理解されている．こ

さらに，AcrB ではこの相互アクセスにかかわる輸

の ATP 合成酵素も AcrB と同様， サブユニットと 

送経路や，基質結合部位が細胞膜中ではなく，ペリプ

サブユニットからなる組が 3 個組み合わさった疑似三

ラズム領域に突き出た水溶性ドメインの中に存在す

回対称性をもつ 6 量体が機能単位である．1982 年に

る．これは膜を介した物質輸送にかかわるトランス

アメリカの生化学者 Boyer は，「ATP はどの組にも結

ポーターとしては異例のことと思われるが，AcrB が

合するが，ある瞬間を観ると 1 つだけに結合する．
」

ペニシリンなどペリプラズムで薬効を発揮する  ラ

という観測から，この酵素による回転触媒機構を提唱

クタム系薬剤をも取り込みそれを排出することができ

した ．その後の結晶解析と ，1 分子観察により回

る活性をもつことを考えれば，むしろ自然な仕組みで

転が実証され 9)，Boyer らは 1997 年ノーベル化学賞を

あることに気がつく．AcrB 分子がペリプラズム，細

受けた．両者とも 3 つのユニットが秩序だって構造変

胞膜二重層の外葉のあたりから薬剤分子を取り込み，

化を転位させるが，ATP 合成酵素では中央の軸状の 

基質結合ポケットへ結合させ，続いてそこから細胞外

サブユニットに物理的な力が伝わり，それが回転運動

へと続くチャネルタンパク質へと薬剤を送り出す一連

に変換される．AcrB については  サブユニットに相

の運動が原子レベル立体構造から説明できた．しか

当する回転軸がないため，物理的な回転運動を伴うこ

し，細胞質で薬効を発揮する薬剤の細胞質からの排

とはないと考えられ，著者は AcrB によるこの作動メ

除，あるいは細胞膜を介した基質輸送メカニズムにつ

カニズムを，機能的回転メカニズムと名付けた 4)（Fig.

いてはいまだ不明な点があり，今後の研究課題であ

6）
．AcrB では構造変化が隣のプロトマーの構造およ

る．あるいは，細胞膜外葉中の薬剤濃度を本トランス

び状態に直接影響を与える．機能や構造は大きく異な

ポーターが積極的に低下させれば，それと平衡にある

るが，同じく擬似三回対称性をもつこの両者には，類

細胞質の薬剤濃度も減少する．そう考えれば細胞膜を

似したメカニズムを使い回しているという分子進化上

介した基質輸送メカニズムは考えなくてもよいのかも

の共通性を感じる．

しれない．膜貫通部分は単にプロトン濃度勾配のエネ

7)

8)

ルギーを能動輸送のエネルギーに変換するために存在
するのかもしれない．

8. 相互アクセスモデルが構造から明らかになった

多剤排出トランスポーターが薬剤分子のどのような

Jardetzky は 1960 年代にトランスポーターとは，I；

部位の，どのような特徴を識別し，そして排出するの

タンパク質分子の内部に基質が通りうる経路が存在

かが原子レベルで理解できた．これらの知見を応用す

し，II；この経路が細胞膜を隔てて細胞質側に開いて

ることで，排出されない新薬や，逆に結合部位に固く

いる状態と，細胞外側に開いている状態の 2 つの異な

結合する阻害剤の設計・開発が期待できる．構造に基

るコンホメーションが存在すること，そして，III；そ

づく合理的設計など応用面での展開も見込める本成果

の経路の途中に基質の結合部位が存在すること，と定

は，大いに注目を集めている．

義している 10)．これは現在，
「相互アクセスモデル」
として広く受け入れられている．今回の AcrB の構造

おわりに

解析で，このモデルが立体構造をもとにはじめて証明
された．すなわち，結合型ではペリプラズム，細胞質

ここに述べたメカニズム解明は，実は 2002 年に

側へと通じる経路が開くとともに，細胞外への経路は

行った同タンパク質の構造解析結果を顧みてやり直す

閉じ，基質結合ポケットが基質に対して高い親和性を

ことで得られたものである．2002 年の結果は結晶学

もつ（Fig. 4, 6）．そして，排出型では，TolC を経て

的三回対称性をもつ結晶を使った解析から得られた対

細胞外へ通じる経路が開き，細胞質側への経路は閉

称的な構造に基づくものであった．さまざまなデータ

じ，基質結合ポケットが縮み，基質への親和性を低下

から AcrB が三量体で機能することは明らかであった

させる（Fig. 4, 6）
．これらは，相互アクセスモデルで

が，対称的な結晶解析からは化学量論的解釈や，オリ

いう，内向き構造と，外向き構造にそれぞれ対応す

ゴマータンパクにしばしばみられる協調的相互作用に

る．AcrB では，三量体の中に同時にこの 2 つの状態

関する解釈が一切できない致命的な欠点があることに

と，取り込み型も組み合わさり，お互いが協調的に状

気がついた．そこで結晶学的三回対称をもたず，3 つ

態を規定しつつ相互作用し，かつその役割が順序よく

のプロトマーの間で構造の差違があるならば，それを

転移してゆくことで，方向性をもった基質輸送が可能

観察することが可能な結晶学的対称性の低い結晶を得
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るために結晶化をやり直し，構造解析をやり直そうと

文

考えた．その結果，本稿で述べた AcrB が非対称性を
巧みに利用する基質輸送メカニズムの解明へいたっ
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MFS輸送体の構造とその輸送機構
平井照久

理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター

Major facilitator superfamily (MFS) is the largest family of secondary transporters. MFS includes uniporter, antiporter and symporter.
The structure of oxalate transporter reported by electron crystallography showed a “closed” conformation and it revealed remarkably symmetric architecture with twelve helices surrounding a central cavity. Some of the structures reported by X-ray crystallography showed
“open” conformation. Comparing these structures, a transport mechanism based on the simple domain movement has been proposed.
MFS transporter / major facilitator superfamily / uniporter / antiporter / symporter

1.

送するものなどがある．それ以外にも硝酸，リン酸，

はじめに

ヌクレオシド，シュウ酸，シアル酸，多価アルコー
ル，小胞内神経伝達物質など有機物，代謝物を基質と

MFS（major facilitator superfamily）は基質の電気化学
ポテンシャルにしたがって輸送を行う輸送体（trans-

するさまざまな MFS ファミリー輸送体が存在する．
MFS に属するグルコース輸送体（GLUT1 等）1)，ラ

porter）のなかで最大のスーパーファミリーである．
M. H. Saier Jr. らの分類（www.tcdb.org），I. T. Paulsen ら

クトース輸送体（LacY）2) やテトラサイクリン輸送体

の網羅的ゲノム解析（www.membranetransport.org）に

（TetA(B)）3) などにおけるイオン対の存在，システイ

よると，MFS スーパーファミリーは 50 以上のファミ

ン残基間の架橋実験，修飾試薬の反応性やそれに伴う

リーに分かれ，原核生物からヒトにいたるまで各界に

輸送能の変化などにより，早くからへリックス相互の

あまねく存在し，メンバーの数はシーケンスが知られ

遠近関係，へリックスのチャネルへの位置関係が予想

ているものだけでも 5000 を越える（2007 年 6 月現在）
．

されていたが，議論も多く，結晶学的な手法での構造

MFS 輸送体は細胞質側に N 末端と C 末端をもち，多

解析が待たれていた．

くは 400 から 600 残基からなり 6 本へリックスが遺伝
子重複してできた 12 回膜貫通型である．また，MFS

電子線結晶構造解析

2.

輸送体は双方向に輸送が可能で，単一輸送（uniporter）
，共輸送（symporter）
，対向輸送（antiporter）の 3 形

シュウ酸イオン輸送体（以下 OxlT）の二次元結晶

態がある．単一輸送は単純に基質をその電気化学ポテ

化の成功により電子線結晶学による構造解析が可能と

ンシャルにしたがって膜輸送する．共輸送は 2 つの基

なった．OxlT は 417 残基からなり，分子質量は 44 kDa．

質を共役して同方向に，対向輸送は逆方向に膜輸送す

腸内細菌であるオキサロバクテリア（Oxalobacter for-

る．いずれの場合も片方の基質のポテンシャルを利用

migenes）由来の膜タンパク質である．Fig. 1 に示すよ

してもう片方の基質をポテンシャルに逆向きに輸送

う に， こ の 細 菌 は シ ュ ウ 酸 イ オ ン（oxalate; OOC-

（能動輸送）できる．基質も多様で，単糖やオリゴ糖

COO）を取り込み，それを細胞内で脱炭酸酵素によ

を単一輸送するもの，H や Na の勾配を利用して単糖

りギ酸イオン（formate; HCOO）に変換してから排出

やオリゴ糖を取り込むもの，逆に H 勾配を使って異

する．脱炭酸時にプロトンが消費されるため，細菌は

物を排出するもの，有機リン酸と無機リン酸を対向輸

この一連のサイクルによりプロトン勾配を生成でき，

Three-Dimensional Structure of MFS Transporter and Its Transport Mechanism
Teruhisa HIRAI
RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute
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Fig. 2
(a) 3D map of OxlT. Arrows indicate the pseudo 2-fold axes found in
the 3D structure. (b) Top view of helix arrangement derived from
OxlT map. (c) Regions accessible by NEM. The pattern is adapted
from Tamura et al., 20023). Black regions indicate the portions accessible by NEM.

Fig. 1
Role of OxlT in Oxalobacter formigenes.

それを ATP 合成や能動輸送などのエネルギー源とし

EMD-1098）．これは 45 度まで傾斜させて撮影した

て利用できる．このとき OxlT は細胞膜に存在して

47 枚の像を処理し，三次元再構成して得られた．こ

シュウ酸イオンとギ酸イオンの対向輸送を行い，その

の構造にはいくつかの重要な特徴が見られた．中央内

役割から仮想プロトンポンプともよばれる ．

部に空洞（チャネル）が存在するが，細胞の内外に繋

4)

大腸菌に発現させた His タグ付きの OxlT を可溶化

がる経路はふさがれているように見える．この結晶は

後 Ni アフィニティカラムで精製した．その後脂質を

過剰のシュウ酸イオン存在下で作成されており，その

加えてから可溶化剤を透析により除去して脂質二重膜

空洞にはシュウ酸イオンが結合していると考えられ

に OxlT を再構成させ，最終的に二次元結晶が得られ

る．また 12 本へリックスは高い対称性を示し，投影

た．チューブ状の結晶が電顕観察時に使用するカーボ

像で見られた膜に垂直な擬似 2 回軸とは別に膜と平行

ン支持膜上で平たくつぶれたような形状で，幅は約

な方向にも擬似 2 回軸が見られた（Fig. 2a の矢印）．

0.7 m，長さは 1-4 m ほどであった．そのためかこの
結晶は脂質二重膜が 2 層になっており 2 つの二次元結

3.

晶が重なったものとしてそれぞれを独立に処理できた

3 本へリックスモチーフ
Fig. 2b は OxlT の構造を直線のへリックスで近似し

（対称性は p22121，格子ユニットは 100.3 Å  70.0 Å）
．
試料の包埋には氷包埋法およびトレハロース包埋

たものである．膜に垂直な擬似 2 回軸で関連付けられ

法 5), 6) を用い，透過型低温電子顕微鏡でデータ収集し

る相同なヘリックスは

た．6 Å 分解能での投影像からはヘリックスが中央の

た．たとえば a1 と a1 の関係がそうで，仮に a1 がヘ

密度の低い部分を囲むようすが見られ，特に膜に垂直

リ ッ ク ス 3 で あ る と す る と a1 は ヘ リ ッ ク ス 9

ないくつかのヘリックスが分離よく観察された ．ま

（3  6  9）ということになる．12 本のへリックスを

た，膜に垂直で分子の中央を通る軸において 2 回の擬

よく観察すると 3 種類のへリックスが 4 本ずつ対称性

似対称性（その軸の回りに 180° 回転させてもほぼ同

をもって配置されていた．3 種類の 1 つめは左右に中

じ構造をしていること）が認められた．これはシーケ

心から離れて存在し，膜にほぼ垂直で短いタイプであ

ンスが相同な前半と後半各 6 本のへリックスが構造的

る（a1, a1, a2, a2）．2 つめのタイプは中心近くでチャ

にも似ていることに起因すると考えられた．

ネルを囲む長いヘリックスで，チャネルから見て反時

7)

（プライム） を付けて示し

投影像の次には 6.5 Å 分解能で立体構造（三次元密

計回りに少し傾いている（b1, b1, b2, b2）．最後のタ

度図）が得られ，12 本のへリックスが明瞭に観察さ

イプは最も傾いているヘリックスで，1 つの組（c1,

れ た 8)（Fig. 2a，EBI の 電 顕 用 デ ー タ ー ベ ー ス ID：

c1）はチャネルを下からふさぎ，別の組（c2, c2）は
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上でふさいでいる．それらのへリックスもチャネルを

のアサインが正しかったことは次に述べる X 線結晶

ふさいでいない反対側に行くにしたがいチャネルから

構造解析の結果で確認された．

遠ざかり，またお互いからも離れる．
シーケンス解析，生化学データを見直したところ，

“閉じた” 構造と “開いた” 構造

4.

特に TetA(B) の各残基位置でシステイン変異体を作成
し修飾試薬 N- エチルマレイミド（NEM）に対する反

電子線結晶構造解析に続いて，複数のグループから

応性を調べたシステインスキャニングの結果 3) が，

X 線結晶構造解析の結果が報告された．グリセロール

きれいにこの構造に一致していた．Fig. 2c が親水性の

三リン酸：リン酸対向輸送体（GlpT）11) とラクトース：

NEM が到達した領域を黒塗りで大まかに示したもの

H 共輸送体（LacY）12) の構造である．GlpT は基質を

（Tamura et al., 20013) から改変，詳細は原著を参照のこ

加えていない条件で，また LacY は特定のコンホメー

と）で，ヘリックスの下半分（細胞外側）または上半

ションをとりやすい変異体（C154G）を使用し，基質

分（細胞質側）に親水性の領域をもつもの（へリック

のホモログ存在下／非存在下で結晶化された（PDB

ス 1, 7 とへリックス 4, 10 の各組）
，へリックスの全長

ID：1PW4, 1PV7/1PV6）． こ れ ら は OxlT で 見 ら れ た

に渡り，ただし片側のみに親水性領域をもつもの（へ

閉じた

構造とは明らかに異なり，いずれも細胞質

リックス 2, 5, 8, 11），まったく親水性の領域をもたな

側に 開いた 構造をとっていた．それらの 開いた

いもの（へリックス 3, 6, 9, 12）の 3 種類が繰り返し

構造と

現れる．それらは立体構造で見られたそれぞれ 3 つめ

本と後半 6 本の 2 つのドメインが相対的な位置を変化

（c1, c1, c2, c2），2 つめ（b1, b1, b2, b2）
，1 つめ（a1,

閉じた

構造を比較すると，直感的に前半 6

させているように思われる．

a1, a2, a2）のタイプと考えられ，Fig. 2b に示すよう

そこで GlpT のファミリーと OxlT のファミリーの

に，中央のチャネルを親水性の領域が囲むように合理

シーケンスアラインメントを行い，GlpT の構造を基

的に対応づけられることがわかった．

に OxlT のホモロジーモデルを作成した（Fig. 3a）
．こ

これらのことから MFS は 3 本ヘリックスモチーフ

れは OxlT の細胞質側に 開いた

構造モデルを与え

が 4 回繰り返してできていると考えられた．膜貫通部

た．さらにこの OxlT モデルの 6-7 のループを切って

位が奇数本のモチーフの繰り返しの場合は，次のモ

前半と後半の 6 本のへリックスそれぞれを剛体として

チーフは膜において逆側から始まる．偶数本の繰り返

扱い，電顕で得られた 閉じた

しの場合は同じ側から始まる．MFS の 12 本へリック

データに対し精密化により合わせた（Fig. 3b）
．すると

スが（3  2） 2 と 3 本（奇数）が重複し 6 本になり

非常によい一致が得られ，予想通り MFS が共通のドメ

さらにその 6 本（偶数）が重複して 12 本になったと

イン構造をもち，ドメインの相対的な位置変化が主要

考えると，上下にひっくり返しても横に回転させても

な動作機構であることが示唆された 13)．また，構造の

構造が似ているという対称性の高さも理解しやすい．

対称性を考慮すると，現在未知である細胞の外側に

構造を示す三次元

（1  4  4，3  4  12，5  4  20，7  4  28 な ど「奇

開いた 構造も細胞質側に 開いた 構造に類似して

数本  4」の場合は必然ではないが高い対称性をもつ

いると予想される．2 つのドメインの境界は Fig. 2a の

可能性があるといえる．）

密度図，Fig. 3 のモデルでわかるように凸型に曲がっ

構造の対称性（6 本へリックス，さらにその中の 3

た 2 本のへリックスが向き合って接しており（へリッ

本ヘリックス単位でも同じ構造モチーフをもつ）を前

クス 2 と 11，へリックス 5 と 8）
，そのため動作機構は

提にヘリックス番号をアサインできた．NEM 到達パ

しばしばロッキングチェアの動きにたとえられる 11)．

ターンとの対比から，Fig. 2b のモデルにおいてタイ

X 線結晶構造解析では GlpT や LacY 以外に多剤耐性に

プ毎の番号はわかっていた．どの c タイプをはじめに

かかわる EmrD の構造 14)（PDB ID：2GFP）も報告され

選んでも対称な結果になるので，まず c1 をヘリック

ており，これは 閉じた 構造に近いと考えられる．

ス 1（c1 は 7）とした．シーケンス解析からの制約（6-7
以外のループは短く，たとえば b1 がヘリックス 2 な

5.

ら 3 は近くの a1 である）
，架橋実験の結果（へリック

対向輸送のメカニズム

ス 2 と 11 は近い 9) ので仮に b1 が 2 なら 11 は近接す

OxlT のホモロジーモデルでは膜貫通部位のチャネ

る b2 である）を合わせて考慮し，すべての可能性か

ルに面するところに正に荷電した残基が 2 つ存在して

らへリックスの番号を Fig. 2b の括弧内のように 1 つ

いる．へリックス 8 のアルギニン残基（R272）とへ

（実際のマップに対しては 4 通り）に決定でき 10)，そ

リ ッ ク ス 11 の リ シ ン 残 基（K355） で あ る． ま た，
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Fig. 3
(a) Cytoplasmically open model for OxlT. Homology model was built from GlpT coordinates. Some of helix numbers are shown in the figure. Loop
6-7 is disconnected. (b) “Closed” model for OxlT. Two domains of homology model were fitted into OxlT map by a rigid body refinement.

OxlT では 2 価の負イオンであるシュウ酸イオンの方

て 1 対 1 での基質の交換（100% 共役した対向輸送）

が 1 価のギ酸イオンよりも輸送されやすい

が行われることになる．

15)

．これ

らのことを合わせて OxlT の対向輸送における電荷の
役割を考えてみる．OxlT の場合，基質が何も結合し

輸送体型

6.

ていないときには 2 つの正に荷電した残基に起因する
構造を取れず，反転が起

MFS の系統樹を見る限り単一輸送，共輸送，対向

こらないと考えられる（Fig. 4a, unswitchable state）
．負

輸送を行う輸送体がきれいに分岐しているわけではな

の電荷をもつ基質が結合してはじめて電荷が中和また

い 16)．すなわちこの形態の違いはそれほど大きくな

はそれに近い状態となり， 閉じた

く，進化的に行き来できる程度の差であると考えられ

電荷の反発により

閉じた

構造を取れるよ

う に な っ て 反 転 も 可 能 に な る（Fig. 4b, switchable

る．基本となる構造変化を共有しているとすると，

state）．基質が反対側に放出されて再び元の向きに戻

MFS の中での輸送形態の違いはどこから発生するの

るためには別の基質が結合する必要があり，結果とし

だ ろ う か？

OxlT の 例 で 見 た よ う に， ポ イ ン ト は

「どの基質が結合しているときに反転が起こるか？」
だけに単純化できる．そこで，反転できる基質の条件
を列記した輸送体型（transporter type）という記述方
法を提案したい．基質 A が結合しているときは
基質 A と B 両方結合しているときは

A ，

A, B ，基質が

何も結合してないときは O （Open；空）と表現する
と約束し，反転する条件を

/

で区切って列記する

こととする．
Fig. 5 および Table 1 を見ていただきたい（図で反転
が起こらない状態は色を濃くして表している）．単一
輸送の場合は A を輸送したあとに空で戻ってくる．
基質が結合していてもいなくても反転できるので
O

型と表記できる．対向輸送の場合は

A/B

A/

型と

記述できる．O が反転条件に含まれない点が重要で，

Fig. 4
The role of charge in OxlT. The binding of negatively charged substrate is necessary to become switchable state from unswitchable
state.

たとえば A を輸送して反転したあとは空では戻れず，
必ず反対側にある基質（たとえば B）を結合して帰る
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MFS 輸送体の構造とその輸送機構

Fig. 5
Transport mechanism for uniporter, antiporter and symporter. The state of transporter changes bi-directionally and cyclically. The states shown in
dark indicate “unswitchable” states.

ことになる．共輸送の場合は A,B/O

型と記述でき

ングが 100% ではなく H のリークが起こっている」

る．A と B 両方の基質が結合しているか何も結合して

と表現される LacY の変異体があったとする．この変

いないときには反転できる．ただし A または B のみ

異体もたとえば H, ラクトース /H/O

が結合していても反転できない．たとえば，A が過剰

定量的な議論はともかく，ラクトースと H の共輸送

にあっても A が結合しただけではだめで，さらに B

体 H, ラクトース /O と H の単一輸送体 H/O （H

が結合するのを待つことになる．

リーク）の両方の性質をもっていることは容易に理解

この輸送体型を使う利点は単一輸送，対向輸送，共

と表せば，

できる．

輸送といった輸送形態の理解を助けるとともに，基質

同じ輸送体でも置かれた環境によって働き方がまっ

の組み合わせが複雑な輸送体でも適確に記述でき，そ

たく異なることがよくある．特定の状況における輸送

の動作を少なくとも定性的に理解できる点にある．た

体の働きを理解するには，次に説明する

とえば「ラクトースと H の共輸送体だが，カップリ

必要があれば

消滅則

Table 1
Transporter type
Conventional notation
Uniporter

Transporter type
A/O
A/B/O

Antiporter

A/B

Example
GLUT1 (glucose/O)
GLUT1 (glucose/galactose/O)
GlpT (glycerol-3-phosphate/inorganic phosphate)
TetA(B) (H/metal-tetracycline)
OxlT (oxalate/formate)

Symporter

A/B/C

OxlT (oxalate/malonate/formate)

A,B/O

LacY (H, lactose/O)

A,B/A,C/O
Symporter with leak

LacY (H, lactose/H, melibiose/O)

A,B/A/O

LacY mutant (H, lactose/H/O)

A,B/B/O

(H, lactose/lactose/O)

The “transporter type” is described by the list of substrate(s) those enable the transporter to switch between
the cytoplasmically and periplasmically open states. “/” is used as a separator. “A,B” means the transporter
needs both A and B to switch. “O” stands for “open” and it means the transporter is switchable without any
substrate. For example, “A/O” type means that the transporter is swtichable with substrate A or without any
substrate.
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文

もにどの基質が結合した状態で反転が起きるかを考え
る（選択則）．たとえば，複数基質の単一輸送体（ A/
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ためには構造変化を動的に捕らえることもこれから重
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理論／実験 技術

酵素触媒機構データベース：EzCatDB
―加水分解反応，
転移反応機構の系統的な比較について
長野希美

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター

に属し，立体構造が解かれた 270 種類の酵素（おもに

1. はじめに

加水分解酵素や転移酵素）の触媒機構を解析して，系
酵素タンパク質の立体構造データは，現在，Protein

統的に酵素反応を比較・分類する方法を構築してい

Data Bank（PDB）に 1 万 9000 エントリ以上，登録さ

る．この反応分類法は，酵素触媒機構データベース

れている ．近年，酵素の構造と機能との関係に関し

EzCatDB （http://mbs.cbrc.jp/EzCatDB/）の土台となっ

1)

て，多くの研究が報告されているが

2)-4)

，酵素機能に

ている 8), 9)．

関しては，酵素触媒機構や構造が考慮されている確固

2. 酵素触媒反応の系統的解析

たる定義や分類がないことが，系統的解析の妨げと
Fig.  に示すように，加水分解反応は，共有結合を

なっている．
従来の酵素の分類である Enzyme Commission（EC）5)

水分子で切断する反応であり，転移反応は，供与基か

は，おもに基質・産物の化学構造や補酵素などに基づ

ら受容基へ転移基を移す反応である．

いて分類されており，有用なスキームとして広く使わ
れている 2)-4), 6), 7)．この分類では，個々の酵素に 4 つ

2.1 触媒反応階層分類

の数字が割り当てられている．最初の数字（主群）は，

RLCP の構築

酵素とリガンドの反応部位に特に注目し，下記に述

酵素のクラスに対応し，6 種類に分類される（酸化還

べる方法で酵素触媒機構を系統的に比較・分類し，酵

元酵素 1.-.-.-，転移酵素 2.-.-.-，加水分解酵素 3.-.-.-，

素反応を 4 階層に分類する RLCP を新規に開発してい

リ ア ー ゼ 4.-.-.-， 異 性 化 酵 素 5.-.-.-， リ ガ ー ゼ

る 8), 9)．

6.-.-.-）

4), 5)

．しかしながら，EC 分類では，触媒機構に

この分類では，
（1）基本反応（R），（2）リガンド

おいて重要なタンパク質の配列や立体構造に関する情

の反応部位の構造（L)，（3）触媒機構の種類（C)，（4）

報が考慮されていない．触媒機構は，酵素の活性部位

酵素タンパク質側の触媒残基，補酵素の種類（P) と

とリガンド化合物を含む包括的なシステムであると考

いうように，RLCP という 4 項目が独自の分類基準と

えられる．したがって，触媒反応を考慮した新しい酵

なる．基本反応は，上のセクションで定義したよう

素反応分類を構築する必要がある．

に，加水分解反応，転移反応といった反応の種類であ

大半の酵素は，上記の EC 分類で，加水分解酵素か

る．2 階層目では，触媒反応に関与している基質の反

転移酵素に分類される．加水分解反応や転移反応はこ

応部位が考慮されている．加水分解反応の場合は，標

れらの酵素群に触媒されるだけでなく，リガーゼなど

的となる共有結合が分類され，転移反応の場合は，転

他の酵素群にも触媒されるので，酵素反応の中でも特

移基，受容基及び供与基が分類されている．3 階層目

に重要である．こうした理由から，著者は，加水分解

では，後述の方法で触媒機構を系統的に分類してい

反応と転移反応に着目し，131 のスーパーファミリー

る．4 階層目では，触媒残基や補酵素，補酵素と配位

Systematic Comparison of Catalytic Mechanisms of Hydrolysis and Transfer Reactions Classified in the EzCatDB Database
Nozomi NAGANO
Computational Biology Research Center (CBRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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している残基などを分類している．

反応部位のみを考慮した酵素反応の分類であるといえ

例として，トリプシンの反応は，基本反応は反応ク

る．この酵素触媒反応の階層分類は，一般公開してい

ラス 1 の 加水分解 ，リガンドの反応部位の構造は
リガンドクラス 13 の

アミド結合 ，触媒機構は触媒

機構クラス 30000 の

トリプシン型触媒機構 ，酵素

触媒部位クラス 10 の Ser/His/Asp+ 主鎖アミド基

8), 9)
る（URL: http://mbs.cbrc.jp/EzCatDB/RLCP/index.html）
．

2.2 触媒機構・触媒反応の統計的解析

と

酵素反応の RLCP 分類において，基本反応の加水分

いうように分類される（RLCP 1.13.30000.10）
．

解反応，転移反応に対して，3 階層目の触媒機構（C）

EC 分類が基質・産物の化学構造全体を考慮し，酵素

を，「触媒機構」の種類として定義した．さらに，リ

の特異性を示すのに対し，RLCP 分類は，基質・産物の

ガンドの種類（L）
，触媒機構の種類（C），酵素触媒

Fig. 1
Schematic diagram of catalytic mechanism of hydrolysis and transfer reactions. Reactions proceed from top to bottom in each diagram. (a) Hydrolysis reaction. Left: Mechanism of single displacement. Right: Mechanism of double displacement. “L” denotes a “leaving group”. “B” denotes a
target bond atom, which is attacked by water oxygen. “HOH” in circles indicates a hydrolytic water molecule. A square with “E/S” indicates a nucleophilic catalyst from an enzyme or a substrate. “Common reactions” are indicated by thick curved arrows; thin curved arrows and dotted lines
indicate non-common reactions. (b) Transfer reaction. “T” denotes a transferred group in a transfer reaction. “A” indicates an acceptor group in a
transfer reaction. Other objects are as in (a).



目次に戻る
加水分解・転移反応機構の系統的解析

部位（P）の 3 階層を合わせて，「触媒反応」として

は，水分子である．加水分解反応，転移反応は，いず

定義した．こうした「触媒機構」と「触媒反応」の出

れも，次の 2 種類に大別できる．求核基が 1 つしかな

現頻度を次のように解析している．

い単一置換機構（single displacement）と 2 つの求核基が

各触媒機構に関しては，何種類の触媒反応から構成

存在する二重置換機構（double displacement）である．

されるのかを解析し，出現頻度の分布を解析した．た

加水分解反応の場合，単一置換機構では，水分子が

とえば，触媒機構クラス 300 のエキソグルカナーゼ II

直接，標的となる共有結合を求核攻撃し，反応が終結

型触媒機構の場合，リガンドの異なる 2 種類の RLCP

する．ペプシンなどの触媒機構が，単一置換機構に分

反 応 が 存 在 す る（1.30.300.2，1.40.300.2）
．したがっ

類できる 10)．それに対して，二重置換機構では，ま

て，この触媒機構に対しては，2 つの触媒反応がある

ず，触媒残基か基質のある部位が最初の求核基とし

ことになる．

て，標的の共有結合を求核攻撃し，新しい共有結合を

各触媒反応に対しては，同じ RLCP クラスに属する

もつ中間体を形成する．次のステップで，水分子がこ

酵素触媒ドメインのスーパーファミリーの種類を数え

の新しい結合を求核攻撃して反応が終結する．トリプ

上げた．異なるスーパーファミリーに属する酵素が同

シ ン な ど の 触 媒 機 構 が， 二 重 置 換 機 構 に 分 類 で き

種の触媒反応を触媒する場合，類似反応（analogous

る 11)．さらに，Fig.  に示すように，これらの触媒機

reaction）を触媒するといえる 9)．同じスーパーファミ

構をさらに多様化させる触媒因子（塩基，酸，補因子

リーに属する複数の酵素が同一の触媒反応を共有する

など）が多数存在しており，触媒反応を促進してい

場合，酵素の触媒反応の分布を解析する上で，酵素の

る．このように，触媒機構は触媒因子や基質の間の分

数は，同族反応（homologous reaction）として，1 個と

子内，分子間ネットワークとして捉えることができ

して数え上げる ．それに対して，同じスーパーファ

る．こうした触媒因子やそれらの標的因子をアノテー

ミリーに属するいくつかの酵素が同一の触媒機構を共

ションすることにより，加水分解反応の触媒機構は記

有しても，異なる触媒部位やリガンドをとる場合，こ

述でき，相互に比較することができる．RLCP では，

れらの触媒機構は異なる触媒反応をとるとして，複数

Bartlett などの触媒因子の定義にさらに修正を加えた

回，数え上げられる．

定義で分類を行っている 8), 9), 12)．

9)

転移反応は，加水分解反応と類似している．水分子
の代わりに，基質の受容基が求核基として働き，転移

2.3 加水分解反応と転移反応の共通性と多様性

Fig.  に示すように，加水分解反応，転移反応は，い

基に求核攻撃をすることによって，新しい共有結合を

ずれも置換反応の組み合わせであり，必ず，1 つ以上

形成する（Fig. b）
．したがって，転移反応の触媒機

の求核基が存在し，加水分解の場合，そのうちの 1 つ

構は加水分解反応のそれと同様に記述できる 8), 9)．

Fig. 2
Complicated reactions. (a) Schematic diagram of ligase reactions. “L” denotes a “leaving group”. “P” denotes a phosphate group. “A1” and
“A2” indicate the first and second acceptor groups, respectively. (b) Similarity between classification of catalytic reactions and that of domain
structures: the upper row indicates the scheme for the domain structure classification; the lower row indicates the scheme for the catalytic reaction classification. Each class for the classification is indicated by an oval. Left ovals show protein and reaction that belong to a single class; right
ovals show proteins and reactions that belong to two classes.
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同士でも，似たような立体構造や機能をもつことがあ

3. 触媒反応分類とドメイン構造分類の類似性

る．Orengo などの報告では，3 つ以上のスーパーファ
RLCP 分類は，SCOP，CATH といったタンパク質
のドメイン構造の階層分類と類似している

9), 13), 14)

ミリーに属する立体構造をもつ構造を，「スーパー

．

フォールド」と定義している 18)．
同様に，3 種類以上の触媒反応が観察される触媒機

3.1

構を「スーパー・メカニズム」として定義できる 9)．

基本反応から複雑な反応へ―シングル・リアク

270 種類の酵素から，加水分解反応に関しては，60 種

ションとマルチ・リアクション

ほとんどの加水分解反応や転移反応は，それぞれ加

類の触媒機構，転移反応に関しては，50 種類の触媒

水分解酵素や転移酵素に触媒されるが，他の酵素群

機構と，合計 110 種類の触媒機構が見つかった．110

が，こうした反応を触媒することもある．たとえば，

種類の触媒機構に関して，大部分の触媒機構は 1 種類

リガーゼ類のグルタチオン合成酵素（E.C. 6.3.2.3）の

の触媒反応しか観察されない singlet であることが判明

場合，ATP からアシル基にリン酸基を転移し，そのア

した（Fig. a）．しかしながら，8 種類の触媒機構で

シル基をリン酸基から別の受容基に転移する（Fig.

は，3 種類以上の触媒反応が観察されるので，スー

15)
a）
．この酵素の活性部位の構造は，リン酸転移酵

パー･メカニズムといえる 9)．特に，トリプシン型触

素の 1 つである HPP キナーゼ（E.C. 2.7.6.3）の活性

媒機構は 17 種類の触媒反応が観察され，最も頻繁に

部位とアシル転移酵素の 1 つであるヒストン・アセチ

観られるスーパー･メカニズムであることが判明した

ル転移酵素（E.C. 2.3.1.48）の活性部位の構造の特徴

（Fig. a）
．これは，アミド結合，カルボニル・エステ

をあわせもつので 9), 16), 17)，RLCP 分類では，グルタチ

ル結合など数種類の結合に対応し，数種類の触媒部位

オン合成酵素のような酵素には，2 種類の RLCP 分類

をもつために頻繁に観察される 9)．

のクラスが割り当てられる．

また，3 種類以上のスーパーファミリーに属する酵

構造分類では，シングル・ドメインが分類の単位と

素，もしくは 3 種類以上の類似反応が観察される触媒

なっている．複数のドメインから構成されるマルチ・

反応を「スーパー・リアクション」として定義でき

ドメインタンパク質に対しては，複数のクラスが割り

る 9)．触媒反応に関しては，加水分解反応が 88 種類，

当てられる（Fig. b）．RLCP 分類でも，複雑な反応は

転移反応が 81 種類と計 169 種類，観察され，大部分

いくつかの基本反応に分割されて，それぞれ分類され

の触媒反応は 1 種類のスーパーファミリーしか観察さ

る．多くの酵素は，シングル・リアクションを触媒す

れない singlet であることが判明した（Fig. b）．しか

るのに対し，マルチ・リアクションを触媒する酵素も

しながら，2 種類の触媒反応に関しては，3 種類以上

存在する（Fig. b）．

のスーパーファミリーが観察され，スーパー・リアク
ションであることが判明した 9)．1 つは，トリプシン
に見られる Ser/His/Asp を触媒残基とする酵素反応で，

3.2 スーパー・メカニズム及びスーパー・リアクション

タンパク質では，進化的類縁関係のないタンパク質

もう 1 つは II 型 DNA 制限酵素に観られる酵素反応で

Fig. 3
Distribution of mechanisms and reactions for hydrolysis and transfer reactions. (a) Number of observed reactions for each mechanism. (b) Number
of non-homologous enzymes for each reaction. Hydrolysis and transfer reactions are indicated respectively in white and black.
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ある 11), 19)．このようなスーパー･リアクションは収束

2)

Martin, A. C. et al. (1998) Structure 6, 875-884.

進化により発達した酵素反応であると考えられる 9)．

3)

Hegyi, H. and Gerstein, M. (1999) J. Mol. Biol. 288, 147-164.

4)

Todd, A. E. et al. (2001) J. Mol. Biol. 307, 1113-1143.

5)

Webb, E. C. (1992) Enzyme Nomenclature 1992. Recommenda-

4. おわりに

tions of the Nomenclature Committee of the International Union of

本稿では，酵素の構造に基づいて，酵素触媒反応を

Biochemistry and Molecular Biology, Academic Press Inc., New York.

包括的システムとして捉えて解析した結果を示した．
加水分解，転移反応に関して触れただけであるが，脱
離反応や異性化反応のような他の反応に関しても同様

6)

Devos, D. and Valencia, A. (2000) Proteins 41, 98-107.

7)

Wilson, C. A. et al. (2000) J. Mol. Biol. 297, 233-249.

8)

Nagano, N. (2005) Nucleic Acids Res. 33, D407-D412.

9)

Nagano, N. et al. (2007) Proteins 66, 147-159.

の解析を行うことができる．予備的解析では，各反応

10)

Suguna, K. et al. (1987) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84, 7009-7013.

に，加水分解反応や転移反応でも観られたように，特

11)

Sprang, S. et al. (1987) Science 237, 905-909.

12)

Bartlett, G. J. et al. (2002) J. Mol. Biol. 324, 105-121.

13)

Orengo, C. A. et al. (1997) Structure 5, 1093-1108.

14)

Murzin, A. G. et al. (1995) J. Mol. Biol. 247, 536-540.

15)

Polekhina, G. et al. (1999) EMBO J. 18, 3204-3213.

16)

Blaszczyk, J. et al. (2000) Structure 8, 1049-1058.

17)

Dutnall, R. N. et al. (1998) Cell 94, 427-438.

18)

Orengo, C. A. et al. (1994) Nature 372, 631-634.

19)

Pingoud, A. and Jeltsch, A. (1997) Eur. J. Biochem. 246, 1-22.

異的な特徴が観られている．したがって，著者が構築
している RLCP 分類は，酵素活性部位の構造と触媒機
能の相関性を示唆することができ，従来の EC 分類を
補完することができると考えられる．
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スーパーファミリー
superfamily
分子進化の類縁関係を示す用語．複数のタンパク
質配列同士の類似性を調べて，最適アラインメン
トを求めた際に，対応するアミノ酸の一致度は
50％未満でも，アミノ酸の類似度を考慮して有意
なアラインメントであれば，進化的類縁関係があ
るとして，同じ「スーパーファミリー」に分類さ
れる．より近縁な関係を示す用語として「ファミ
リー」
，「サブファミリー」がある．
（323 ページ）
（長野）
アノテーション
annotation
バイオインフォマティクスの分野では，遺伝子，

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

タンパク質などのデータベースを構築する際に，
遺伝子，タンパク質などの機能などに関する注釈
をつけることを，
「アノテーションする」という．
（325 ページ）
（長野）
収束進化
convergent evolution
祖先の異なるものが，環境などに適応して，相似
した特徴をもつようになる進化のことである．生
物の個体レベルだけでなく，タンパク質などの分
子レベルでも起きることがある．
「収斂進化」とも
いう．
（326 ページ）
（長野）
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トピックス

分裂酵母テロメア1本鎖DNA結合タンパク質
Pot1による4本鎖DNA構造のアンフォールディングと
その生物学的意義
鳥越秀峰

東京理科大学理学部第一部応用化学科

1.

はじめに

テロメアは真核生物の染色体末端に存在し，G 塩基
に富む反復配列をもつテロメア DNA とこれに結合す
るタンパク質とから構成される 1)-5)．通常の体細胞で
は，テロメア DNA は細胞分裂のたびに短縮し，限界
まで短縮すると細胞が分裂を停止し，細胞老化を迎え
る 6)-9)．一方，がん化した細胞のほとんどは，テロメ
ア DNA を伸長する酵素であるテロメラーゼを発現す
るため，テロメア DNA は短縮せず，細胞老化を迎え

Fig. 1
Tetraplex DNA structure.

ない 1)-5)．このように，テロメア DNA の長さは細胞
老化・細胞がん化と密接に関連すると共に，テロメア
DNA の長さの調節にはテロメア DNA 結合タンパク
質とテロメア DNA 伸長酵素であるテロメラーゼが関

とは，G 塩基 4 個が非ワトソン−クリック型水素結合

与する

．本トピックスでは，まず G 塩基に富む反

を介して同一平面上に環状に配置した G-quartet 構造

復配列をもつテロメア DNA が形成する 4 本鎖 DNA

がスタッキング相互作用で積み重なった構造である

1)-9)

．次に，このテロメア DNA の

14)-18)
（Fig. 1）
．G 塩基を有する 4 本の DNA 鎖がすべて

4 本鎖 DNA 構造とテロメア DNA 結合タンパク質と

平行である場合にはパラレル型 4 本鎖 DNA 構造とよ

の相互作用について論じると共に，この相互作用の生

び 19)，反平行である場合にはアンチパラレル型 4 本

物学的意義についても考察する 10)．

鎖 DNA 構造とよぶ 20), 21)．Fig. 1 の金属イオン M の

構造について論じる

2.

10)

ように，2 個の G-quartet 構造の間に Na や K イオン

テロメア DNA の 4 本鎖 DNA 構造形成

が配位して 4 本鎖 DNA 構造は安定化される 21)．上記

テロメア DNA は，テトラヒメナ由来の d(T2G4)n11)，

のテトラヒメナ由来の d(T2G4)n20)-24)，オキシトリカ由

のような G 塩基に富む反復配列を有し，

ように，完全に規則的なテロメア DNA 反復配列の 4

来の d(T4G4)n21), 23)，脊椎動物由来の d(T2AG3)n24)-27) の

オ キ シ ト リ カ 由 来 の d(T4G4)n12)， 脊 椎 動 物 由 来 の
d(T2AG3)n

13)

2 本鎖 DNA 領域と 3 末端の突出した 1 本鎖 DNA 領

本鎖 DNA 構造はこれまで十分に解析されている．し

域からなる．この G 塩基に富むテロメア DNA のうち

かし，分裂酵母由来の d(G1-8TTACA0-1C0-1)28), 29) のよう

1 本鎖 DNA 領域は折れたたまり，4 本鎖 DNA 構造を
形成し得ると考えられている

14)-16)

に，規則性に乏しいテロメア DNA 反復配列の 4 本鎖
DNA 構造はほとんど解析されていない．

．4 本鎖 DNA 構造

Biological Significance of Unfolding of Tetraplex DNA by Fission Yeast Telomeric DNA Binding Protein Pot1
Hidetaka TORIGOE
Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Tokyo University of Science
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そこで筆者は，分裂酵母由来のテロメア DNA 反復

これは，アンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造およびパ

配 列 と し て 4G3: d(G3TTAC)4 と 4G4: d(G4TTAC)4 を

ラレル型 4 本鎖 DNA 構造に特徴的な形状とは明らか

選び，4 本鎖 DNA 構造形成の有無を CD（円 2 色性）

に異なる，構造を有しない 1 本鎖 DNA に特徴的な形

スペクトルにより検討した．また，4G3 および 4G4

状 で あ る 22), 23)．T32 と T28 は い ず れ も 4G4 お よ び
4G3 と 同 一 塩 基 数 で あ る に も か か わ ら ず，4 本 鎖

と同一塩基数の非テロメア DNA 配列として T28: dT28

DNA 構造のような特殊な高次構造を形成せず，1 本

および T32: dT32 を選び，これらについても検討した．
パ ラ レ ル 型 4 本 鎖 DNA 構 造 の CD ス ペ ク ト ル は

鎖 DNA のままであることを示している．

260 nm に正のピークと 240 nm に負のピークを与える

以上より，同じ 150 mM Na イオン存在下にもかか

特徴的な形状を示すことが知られている 22), 23)．一方，

わらず，4G4 はアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造の

アンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造の CD スペクトル

み を 形 成 す る が，4G3 は ア ン チ パ ラ レ ル 型 4 本 鎖

は 295 nm に正のピークと 265 nm に負のピークを与

DNA 構造とパラレル型 4 本鎖 DNA 構造との混合物

え，パラレル型 4 本鎖 DNA 構造とは異なる特徴的な

であり，T32 と T28 は 1 本鎖 DNA のままであること

形状を示すことが知られている

を見い出した．これは，テトラヒメナ，オキシトリカ

22), 23)

．

150 mM Na イオン存在下において，4G4 の CD ス

や脊椎動物由来の完全に規則的なテロメア DNA 反復

ペクトルは 295 nm に正のピークと 264 nm に負のピー

配列と同様に，分裂酵母由来の規則性に乏しいテロメ

クを与えた（Fig. 2）
．これはアンチパラレル型 4 本鎖

ア DNA 反復配列も 4 本鎖 DNA 構造を形成すること

DNA 構 造 に 特 徴 的 な 形 状 で あ る 22), 23)． よ っ て，

を示している．また，この 4 本鎖 DNA 構造がパラレ

150 mM Na イオン存在下において 4G4 はアンチパラ

ル 型 4 本 鎖 DNA 構 造 と ア ン チ パ ラ レ ル 型 4 本 鎖

レル型 4 本鎖 DNA 構造を形成している．一方，同じ

DNA 構造のいずれを形成するかのトポロジーはテロ

150 mM Na イオン存在下において，4G3 の CD スペ

メア DNA 反復単位の反復回数によって異なることが

クトルは 290 nm 付近の大きな正のピークを与えると

明らかとなった．



共に，260 nm 付近の小さい正のピークと 240 nm 付近
の負のピークも与えた（Fig. 2）．これは，アンチパラ

3.

レル型 4 本鎖 DNA 構造に特徴的な形状とパラレル型
4 本 鎖 DNA 構 造 に 特 徴 的 な 形 状 を 両 方 示 し て い
る

テロメア DNA の 4 本鎖 DNA 構造とテロメア
DNA 結合タンパク質のテロメア DNA 結合ドメ
インとの相互作用

4 本鎖 DNA 構造の生物学的役割についてはまだ十

．よって，150 mM Na イオン存在下において

分に明らかにされていない．しかし，これを解明する

4G3 はアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造とパラレル

手がかりとして，4 本鎖 DNA 構造に結合するタンパ

型 4 本鎖 DNA 構造の混合物として存在している．さ

ク質がさまざまな生物種において同定されてお

らに，T32 および T28 の CD スペクトルは，276 nm に

り 30)-37)，4 本鎖 DNA 構造をほどく能力を有するタン

正のピークと 250 nm に負のピークを与えた（Fig. 2）
．

パ ク 質 も い く つ か 同 定 さ れ て い る 38)-44)． テ ロ メ ア

22), 23)



DNA においては 3 末端の突出した 1 本鎖 DNA 領域
が折れたたまり，4 本鎖 DNA 構造を形成し得ると考
えられているが，筆者は分裂酵母のテロメア 1 本鎖
DNA 領域に結合することが知られている Pot1 タンパ
ク質に着目し 45)，テロメア DNA の 4 本鎖 DNA 構造
と Pot1 タンパク質との相互作用の可能性について検
討した．Pot1 タンパク質は N 末端側の領域（1-182 ア
ミノ酸）がテロメア 1 本鎖 DNA との特異的結合に関
与するドメイン（Pot1DBD）である 29), 46)-48)．
4G4 のアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造と Pot1DBD の相互作用の特性を調べるために，150 mM Na
イ オ ン 存 在 下 に お い て，Pot1DBD を 添 加 し た 際 の
4G4 の CD スペクトルの変化を解析した（Fig. 3a）．

Fig. 2
CD spectra of 4Gn: d(GnTTAC)4 (n3, 4) and Tn: dTn (n28, 32) at
25°C and pH 7.5 in 20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl and 1 mM DTT.
The DNA concentration was 3 M. Reprint from Ref. 10 with permission from The Japanese Biochemical Society.

4G4 のアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造に特徴的な
295 nm の正のピークの楕円率が，Pot1DBD の添加に
より濃度依存的に減少した（Fig. 3a）．この 295 nm の
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楕円率の減少は，Pot1DBD との相互作用により 4G4

49), 50)
（蛍光共鳴エネルギー移動）
により解析した（Fig.

のアンチパラレル型 4 本鎖 DNA の量が減少すること

4a）．4G4 の 5 末端に蛍光色素 6- カルボキシフルオ

に起因すると考えられる．この結果は，Pot1DBD が

レセイン（Fam）を，3 末端に消光色素 Dabcyl を標識

アンチパラレル型 4 本鎖 DNA の量を減少させる活性

として結合した F4G4D を調製した．蛍光色素・消光

を有することを示している．一方，4G4 と同じ条件に

色 素 で 標 識 し て い な い 4G4（Fig. 2） と 同 様 に，

おいて，Pot1DBD を添加した際の T32 の CD スペク

F4G4D が 150 mM Na イオン存在下においてアンチパ

ト ル の 変 化 を 解 析 し た（Fig. 3b）． し か し，T32 の

ラレル型 4 本鎖 DNA 構造を分子内で形成することを，

1 本鎖 DNA に特徴的な CD スペクトルは Pot1DBD を

CD スペクトルで確認した．アンチパラレル型 4 本鎖

添加しても顕著には変化しなかった（Fig. 3b）．この

DNA 構造を分子内で形成すると，蛍光共鳴エネル

結果は，Pot1DBD が 1 本鎖 DNA に影響を与えないこ

ギー移動を起こすのに十分に近い距離に蛍光色素と

とを示している．以上より，Pot1DBD はアンチパラ

消光色素が近接するので，この両者の間の FRET によ

レル型 4 本鎖 DNA の量を特異的に減少させる活性を

る消光が観察されるはずである．事実，F4G4D はこ

有することが明らかとなった．

の FRET による消光のために低い蛍光強度を示した

Pot1DBD の 添 加 に よ り ア ン チ パ ラ レ ル 型 4 本 鎖

（Fig. 4a）．しかし，520 nm における Fam の蛍光強度

DNA 構造の量が減少する（Fig. 3a）理由を明らかに

は Pot1DBD の添加により濃度依存的に増加した（Fig.

するために，150 mM Na イオン存在下において，Pot1-

4a）．この蛍光強度の増加は，蛍光色素と消光色素の

DBD を添加した際の 4G4 の構造変化の有無を FRET

間の距離が増加することに相当し，Pot1DBD との相

Fig. 3
CD spectral changes upon the interaction with Pot1DBD. 3 M 4G4
(a) or 3 M T32 (b) at pH 7.5 in 20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl and
1 mM DTT was incubated in the indicated molar ratio with Pot1DBD
in the same buffer at 25°C for 60 min before the CD measurements.
Reprint from Ref. 10 with permission from The Japanese Biochemical
Society.

Fig. 4
FRET analyses of the interaction with Pot1DBD. 100 nM F4G4D (a) or
100 nM FT32D (b) at pH 7.5 in 20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl and
1 mM DTT was incubated in the indicated molar ratio with Pot1DBD
in the same buffer at 25°C for 60 min before the fluorescence measurements. The excitation wavelength was 495 nm. Reprint from
Ref. 10 with permission from The Japanese Biochemical Society.
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互作用により F4G4D のアンチパラレル型 4 本鎖 DNA

ゼは Est1，Est2，Est3 の 3 個のサブユニットから形成

構造がほどけることに起因すると考えられる．この

されるが，Cdc13 はこの 1 つである Est1 と相互作用

結果は，Pot1DBD がアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構

することにより，テロメア DNA を合成する触媒サブ

造をほどく活性を有することを示している．これは，

ユ ニ ッ ト Est2 を テ ロ メ ア DNA 上 に リ ク ル ー ト す

Pot1DBD の添加により 4G4 のアンチパラレル型 4 本

る 55)．Cdc13 は 4 本 鎖 DNA 構 造 を ほ ど い て 1 本 鎖

鎖 DNA 構造の量が減少するという CD スペクトルの

DNA に変化させることよりテロメラーゼの基質を提

結果（Fig. 3a）と一致する．一方，T32 の 5 末端に蛍

供すると共に，テロメラーゼをテロメア DNA 上に積

光色素 Fam を，3 末端に消光色素 Dabcyl を標識した

極的にリクルートしている．分裂酵母においても，

FT32D を 調 製 し た．F4G4D と 同 じ 条 件 に お い て，

Pot1 は 4 本鎖 DNA 構造をほどいてテロメラーゼの基

Pot1DBD を添加した際の FT32D の構造変化の有無を

質を提供するのみならず，Est1 のような役割を果たす

FRET により解析した（Fig. 4b）．しかし，FT32D の

未同定のタンパク質と相互作用することによりテロメ

蛍光スペクトルは Pot1DBD を添加しても顕著には変

ラーゼをテロメア DNA 上にリクルートするかもしれ

化 し な か っ た（Fig. 4b）． こ の 結 果 は，Pot1DBD が

ない．現在，筆者は Pot1 と相互作用する候補タンパ

FT32D の 1 本鎖 DNA に影響を与えないことを示して

ク質を two hybrid 法により同定し，この可能性を検討

いる．以上より，Pot1DBD はアンチパラレル型 4 本

している．
Pot1 は分裂酵母のみならずヒト，マウスなどの脊椎

鎖 DNA 構造をほどく活性を有することが明らかと
なった．

動物においても同定されている 45)．ヒトのテロメア

Pot1DBD がアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造をほ

DNA も 4 本鎖 DNA 構造を形成するとヒトのテロメ

どく機構については，次のように考えられる．Pot1-

ラーゼのテロメア伸長活性を阻害するが，ヒトの Pot1

DBD が 1 本鎖 DNA 構造に結合すると遊離状態の 1

を添加するとこの阻害が顕著に軽減されることが示さ

本鎖 DNA の量が減少するため，アンチパラレル型 4

れている 53)．分裂酵母とヒト双方がテロメラーゼに

本鎖 DNA 構造と 1 本鎖 DNA 構造との間の平衡が 1

よるテロメア伸長を可能とするために，Pot1 が 4 本鎖

本鎖 DNA 構造のほうにシフトしてしまい，これがア

DNA をほどくという同様の戦略を利用していると考

ンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造をほどくのを誘発す

えられる．

ると考えられる．
4.

テロメア DNA の反復配列の反復単位が生物種に
よって異なったり，テロメア 1 本鎖 DNA 領域に結合

テロメア DNA 結合タンパク質のテロメア DNA
結合ドメインがテロメア DNA の 4 本鎖 DNA 構
造をほどく活性の生物学的意義

するタンパク質が Cdc13 と Pot1 のように生物種によっ
て異なるなど，テロメア調節の分子機構は生物種に

アンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造はテロメラーゼ
の基質になりえないことが知られている

よって多様性があるように見える反面，分裂酵母とヒ

．よっ

トの Pot1 のようにテロメラーゼによるテロメア伸長

て，4G3 や 4G4 のように分裂酵母のテロメア DNA が

においては同様の戦略を利用しているようにも見え

陽イオン存在下でアンチパラレル型 4 本鎖 DNA 構造

る．テロメア調節の分子機構が生物種によって同様の

を形成するならば，テロメラーゼのテロメア DNA 伸

戦略に基づくのか，それともかなりの多様性があるの

長活性は阻害される．しかし，Pot1DBD がアンチパラ

かを明らかにすることは，テロメアによる細胞老化・

レル型 4 本鎖 DNA 構造をほどいて 1 本鎖 DNA に変

細胞がん化を考察する上でも重要な点であると筆者は

化させるならば，テロメラーゼの基質を提供すること

考えている．

51)-53)

になる．つまり，テロメア DNA の 3 末端の突出した
1 本鎖 DNA 領域が折れたたまって形成したアンチパ
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Res. 30, 3672-3681.
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鳥越秀峰（とりごえ ひでたか）
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越研究室主宰）
1990 年東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻
博士課程修了．理学博士．90-91 年自治医科大学
助手，91-2002 年理化学研究所研究員・先任研究
員，02 年現学科講師，05 年より現職．
研究内容：テロメア結合タンパク質によるテロメ
ア調節機構，3 本鎖核酸形成による遺伝子発現制
御，ミスマッチ塩基対と金属イオンの特異的結合
による一塩基多型解析．多様な核酸構造の生物学
的意義を結合タンパク質やその他の因子との相互
作用から明らかにしたい．
趣味：将棋
連絡先：〒 162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3
E-mail: htorigoe@rs.kagu.tus.ac.jp
URL: http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/~tori_lab/index.
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DNA リガーゼ（高度好熱菌由来）
DNA が反平行な 2 本の鎖からできていることに
起因して，DNA の複製過程ではかなり複雑なこと
が起こっている．鎖は 1 方向にしか重合すること
ができないため，複製する方向と順方向の 1 本の
鎖はどんどん延ばすことができるが，複製方向と
は反対のもう 1 本では短い DNA を逆方向に合成
し，この細切れの DNA をときどきつないで鎖を延
ばしている．DNA 断片を結合する反応は，片側の
鎖が強い光などで切れた DNA を修復する際にも必
要になる．
ここにあげたタンパク質は，高度好熱菌由来
の DNA リガーゼである．このタンパク質が DNA
1 本鎖切断の結合に活躍する．右上の DNA 結合
ドメインと左のアデニル化ドメインおよび右下の
OB フォールドドメインに囲まれる中央の空間付
近に DNA がはさまれ，DNA に存在する切れ込み
は AMP（空間充填モデルで示した分子）を利用し
てつなぎ合わされる．しかし，DNA が入り込むに
は中央の空間はせまい．ヒトの DNA リガーゼは
DNA との複合体で立体構造が決定されている．両
構造の比較から，DNA リガーゼが DNA と相互作
用する際には，DNA 結合ドメイン（右上）がドメ
インの中心付近を軸にして開き，その結果中央の
空間が広がることが推定されている．DNA との相
互作用をシミュレーションすることで，どのよう
にしてドメインが動くのかが見えるに違いない．
それでも中央の空間はまだせまい．AMP に向

かって右下から延びているループがじゃまである．
タンパク質に DNA が結合していないときには，こ
のループが活性部位付近におさまっているらしい．
このループを構成する原子の配置と DNA の原子配
置がよく似ていることから，ループが DNA を模倣
していると考えられている．タンパク質が基質の
まねをして自分自身の活性部位をなだめているよ
うである（PDB1) ID: 2cfm2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Nishida, H., Kiyonari, S., Ishino, Y. and
Morikawa, K. (2006) J. Mol. Biol. 360, 956-967.
(J. K.)
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○四国支部役員

支部長：桐野豊（徳島文理大学），

役員：篠原康雄（徳島大学），大西浩平（高知大学），
伊 藤 悦 朗（徳 島 文 理 大 学・ 香 川 キ ャ ン パ ス），
北村美一郎（徳島文理大学・香川キャンパス）

支 部 だより

第 1 回四国支部大会プログラム

四国支部からのたより

モノアラガイ味覚嫌悪学習にともなうセロトニントランスポー
ター遺伝子発現
〇定本久世，伊藤悦朗（徳島文理大・香川薬）
進化分子工学を用いた細菌アラニンラセマーゼの高機能化
〇大西浩平，鞠建松，味園春雄（高知大・総合研究センター）
糸状菌の先端成長における微小管の必須な役割
〇堀尾哲也 1，紅朋浩 2，Berl R. Oakley3（1 徳島大・院・ヘルス
バイオサイエンス，2 名大・院・医，3Ohio St. Univ.）
ミトコンドリアからのシトクロム c 放出機構の解明に向けて
山本武範 1，山田安希子 1,3，吉村勇哉 1,2，山下菊治 3，寺田弘 4，
〇篠原康雄 1,2（1 徳島大・ゲノム機能研究センター，2 薬，3 歯，
4
東京理科大・薬）
土壌菌 L- ラムノースイソメラーゼの触媒部位における Mn2+ の動
き
〇神鳥成弘 1，吉田裕美 1，山田貢 1，山地理嗣 2，石井知彦 2，
高田悟郎 3，何森健 3，中村暢文 4（香川大 1 総合生命科学研究セ
ンター・医，2 工，3 希少糖研究センター・農，4 東京農工大・
院）
カチオン性ポリペプチドの脂質二分子膜透過
〇植野哲，嶋林三郎（徳島大・院・ヘルスバイオサイエンス）
タンパク質複合体の構造と機能解析
〇津下英明，今川貴仁，宇都宮敬子（徳島文理大・健康科学研）
脂質二分子膜相転移の熱力学的研究
松木均（徳島大・院・ソシオテクノサイエンス）
タンパク質の超高感度定量測定法の開発
伊藤悦朗（徳島文理大・香川薬）
生体モデル膜と麻酔薬の相互作用に関する研究−麻酔薬の膜への
分配に関する観点から−
〇秦隆志 1，長山和史 1，戸部廣康 1，岡林南洋 1，山崎奈穂 2，
佐竹弘 3，西本真琴 4，松木均 4，金品昌志 4（1 高知工業高専・
物質工学，2 奈良先端科学技術大学院大・物質創成科学，3 徳島
大・産学官プラザ，4 徳島大・院・ソシオテクノサイエンス）
ナメクジの嗅覚情報処理における GABA の役割
小林卓（徳島文理大・香川薬）
膜電位光学計測による神経情報演算機構の研究
〇冨永貴志 1,2,3，冨永洋子 1（徳島文理大・香川薬 1，神経科学
研 2，理研・脳センター 3）
ホヤによるシステム生物学の構築
津田基之（徳島文理大・香川薬）
クロコオロギの闘争行動における NO シグナル伝達系と脳内アミ
ンレベルの連関
村上準（徳島文理大・香川薬）
マウス瞬目反射学習における NO の役割
〇北村美一郎，桐野豊（徳島文理大・香川薬，神経科学研）
肥満モデルマウスの瞬目反射条件付け学習におけるカンナビノイ
ドの関与
〇窪田剛志，桐野豊（徳島文理大・香川薬）
ヒスタミン H1 受容体脱感作異常を示す遺伝子改変マウスの作製
〇堀尾修平 1，三宝誠 2，平林敬浩 3，八木健 3，高浜洋介 4，福
井裕行 1（1 徳島大・院・ヘルスバイオサイエンス，2 生理研・行
動・代謝分子解析センター，3 大阪大・院・生命機能，4 徳島
大・ゲノム機能研究センター）
遺伝子発現制御マウスを用いた瞬目反射条件付け学習の解析
〇岸本泰司 1,2，桐野豊 1（1 徳島文理大・香川薬，2 大阪大・医）

1．四国支部より
去る平成 19 年 6 月 16 日（土）
，香川県さぬき市の
徳島文理大学・香川キャンパスにて，記念すべき日本
生物物理学会・第 1 回四国支部大会が開かれました．
当日はお忙しい中，生物物理学会・次期会長の曽我部
正博先生にもご足労頂き，総勢 23 名の参加者のもと，
18 件の研究発表がなされました．また，発表後の懇
親会は手作り感漂うアットホームな会となり，参加者
は自己紹介や研究に関するディスカッションに興ずる
こととなりました．なお，同じく発表後には総会が開
かれ，各役員の選出や第 47 会年会の企画運営を四国
支部でお引き受けすることが決定しました（2009 年
10 月末，徳島にて開催予定）．
このたびの四国支部発足に際しまして，当日の発表
プログラム（下記参照）を見てもわかる通り幅広い研
究分野の先生方にご参集頂くことができ，四国支部は
大変順調なスタートを切ることができました．今後の
ますますの発展のため，引き続き支部会員各位および
生物物理学会のご支援を願う次第です．

桐野豊支部長ご挨拶
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会場のようす

発表のようす

2．支部会員の声

―第 1 回支部大会に参加して―

関するご自身の研究をまとめて話されたのが印象的で

当日の各演題の内容は多彩で，わたしには内容のす

した．会に引き続き総会が執り行われ，次回の大会開

べてを理解し具体的なディスカッションをすることは

催地（高知）が決定されました．懇親会では，来賓の

困難でしたが，活発な議論が行われ，興味深く拝聴す

曽我部次期会長を囲んで和やかに語らい，最後までよ

ることができました．四国支部の第 1 回大会である

い雰囲気でした．少数かつ幅広い分野にわたる集まり

ことをふまえ，発表内容は自己紹介，およびラボや所

ですが，同じ生物物理学会のメンバーであることを相

属機関の紹介を含めたものが多く，四国における生物

互に確認し，研究の内容を相互に理解し，四国支部会

物理学研究の

の第一歩をよい感じで踏み出したと思いました．

流れ

のようなものを学んだ気持ちに

なりました．優れた研究に触れ，よい勉強になりまし

（徳島文理大学香川薬学部

た．個人的には，津田基之先生がホヤの視覚と行動に



小林卓）
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RNA 分解酵素（好熱菌由来）
RNA ポリメラーゼによって合成されたメッセン
ジャー RNA は，リボソームにおいてタンパク質に
翻訳される．真核生物のメッセンジャー RNA と比
較すると，バクテリアのそれは寿命が短く，これ
はタンパク質がメッセンジャー RNA を積極的に分
解していることに起因することがわかっている．
分解を請け負うタンパク質群は大腸菌と枯草菌と
では異なっており，枯草菌では，-CASP ファミ
リーと命名されている一群のタンパク質に含まれ
る．不思議なことに，このタンパク質は抗生物質
- ラクタムを分解するタンパク質の遠い親戚にあ
たる．細胞内のメッセンジャー RNA の量を調整す
る大事な仕事が，生物によって異なるタンパク質
に任されており，一見無関係なタンパク質と共通
祖先をもつことは，とても不思議に思える．
ここにあげたタンパク質は，好熱菌由来の RNA
分 解 酵 素 TTHA0252 で あ る． 枯 草 菌 の メ ッ セ ン
ジャー RNA 分解に関与するタンパク質とは類縁関
係にある．TTHA0252 は，左上のクランプドメイ
ンと右下の  ラクタマーゼドメインの 2 つの部分
からなる．- ラクタムを分解するタンパク質には
クランプドメインがない．2 つのドメインの間に
亜鉛イオンが 2 つ配位しており，その部分が RNA
分解活性部位である．長いメッセンジャー RNA
がドメイン間の溝に入り込んで切断されるのであ
ろう．クランプドメインは基質結合の役割をする

らしい．クランプドメインが複雑な構造をもった
メッセンジャー RNA と相互作用し，その後 RNA
を活性部位に適確に配置することで，RNA が切
れると考えられている．そのときに，2 つのドメ
インはどのような振る舞いをしているのだろうか
（PDB1）ID: 2dkf2)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Ishikawa, H., Nakagawa, N., Kuramitsu, S.
and Masui, R. (2006) J. Biochem, (Tokyo) 140,
535-542.
(J. K.)
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度参加したことがあるものの，生物物理を専門とする
学生さんとのネットワークをほとんどもっておらず，
やはり私は不適切なのではないかと途方に暮れており
ました．そのことを，高橋さんや他の役員さんに相談
したところ，
「生物物理のイメージに囚われず，物理

若 手 の 声

なら物理でよいではないですか」という非常におおら
かなアドバイスをいただきました．私はそれまで，夏

若手の会・関東支部より

の学校で出会った学生さんたちから生物物理のイメー
ジを決め付け，その中心に入り込めない自分では，若
手の会を活性化できないと思い込んでいました．しか
し，いただいたアドバイスから，生物物理若手の会と
は，生物に興味をもち，物理や化学，情報などさまざ
まな観点から生物を理解しようとする学生の集まりで
あるとようやく気付くことができました．

若手の会・関東支部長の挨拶

その後私は，積極的に研究会や学会，セミナー等で

初めまして．今年度より，若手の会・関東支部長を

知り合った学生さんに「専門にかかわらず，生物に興

務めております柳澤実穂と申します．前関東支部長で

味のある方はぜひ生物物理若手の会へ」と声をかける

ある岡崎統合バイオサイエンスセンター・桑島研究室

ようになりました．その結果，現在の関東支部は，生

の高橋さんより，支部長を引き継いでから現在まで短

物物理だけでなく生命情報学，ソフトマター物理学，

い期間ではありますが，私がわかる範囲内で関東支部

非線形物理学，非平衡物理学，レオロジー，薬学な

のこれまでと今後についてご報告したいと思います．

ど，非常に多様な学生から構成されています．しかし
私たちは，皆共通して生物に興味をもち，自分たちの

関東支部の移り変わり

専門性を生かしながら独自の視点で生物を明らかにし

関東支部は長らくの間，昨年度まで東京大学理学部

たいと考えております．

にありました桑島研究室を筆頭として，同じく東京大
学理学部の能瀬研究室，佐野研究室，横浜市立大学の

関東支部の現在の在り方

木寺研究室などの学生が主体となり運営されてきまし

私たちは，学生間の交流を活発化させ，ひいては異

た．しかし昨年度末，桑島先生の岡崎統合バイオサイ

分野間の交流を活発化させるべく活動を行っていま

エンスセンターへの移動に伴い，長年支部長を輩出し

す．若手の会会長の山本香織さんが 4 月号の「若手の

てきた桑島研のメンバーが一気にいなくなってしまう

声」に記したように，
「異分野間の若手の交流」には

とのことで，今後の関東支部について話し合うべく，

多くのメリットがあります．近年，領域の細分化が進

役員約 6 名が集まり会議を行いました．

み，専門がごく近い研究者だけの研究会が頻繁に開か

あれは昨年 10 月のことでした．東京大学駒場キャ

れているように思います．このような研究会では，知

ンパス内にあるレストランに集まった私たちは，チェ

識や興味が共有されているためお互いの研究をより深

ロやバイオリンの生演奏を聞きながらランチを食べ，

く理解したり，望む情報を効率よく得られたりします

今後の関東支部のあり方や開催予定のセミナーについ

が，逆に思いもよらなかった情報を得ることは少ない

て熱く話し合いました．その帰り道，心もお腹も満足

のではないでしょうか．私たち若手は，経験や知識が

して偶然帰り道が一緒だった前関東支部長の高橋さん

浅いからこそお互いの垣根を容易に越え，間違いを恐

と東大駒場前駅ホームに着くと，さらに偶然にも他に

れずにいろいろな話をすることができると思います．

誰もいないホームで突然「関東支部をお願いします」

それによって，興味を広げたり，あるいは多角的な考

と言われたのでした．私はまさか，このようなシチュ

察から研究をより深めたりすることができるでしょ

エーションでお願いされるとは夢にも思っていなかっ

う．また，このような交流を介して，学生間に小さな

たため非常に驚き，思わず反射的に「はい」と返事を

共同研究が生まれれば非常にうれしく思います．

してしまいました．しかし，ひとりになってから落ち

以上の考えから，関東支部では生物に興味のある学

着いて考え直してみると，私自身の専門は生物物理学

生さんを幅広く募集しております．興味のある方は柳

ではなくソフトマター物理学であり，夏の学校へは 2

澤までご連絡いただけると幸いです．
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交流会のようす
関東支部では，さまざまな学生が意見を交換する場
として，なるべく多くの交流会を開くよう努力してお
ります．今年度はすでに，合計 2 回の交流会を開催
いたしました．
今年 5 月に開いた第 1 回目の交流会へは，13 研究
室から 22 名，7 月に開いた第 2 回目の交流会へは，
10 研究室から 21 名の若手の方々が参加してください
ました．参加者の所属は以下の通りです．お茶大（今
井研，奥村研）
，創価大（丸田研，池口研）
，千葉大，
中央大，東大（金子研，佐野研，菅原研，陶山研，土
井研，薬学），東京医科歯科大（田中研）
，東工大（太
田研），法政大，横浜市立大（木寺研）
，京大（吉川

「フランスではこうだけど，
日本だとどうなの？」
かなり真剣に話をしているのがわかります．

研），etc…（順不同）
もちろん今後も引き続き交流会を開く予定です．多
くの若手の方（古手の方も！）のご参加をお待ちして
おります．

交流会が終わる頃には，皆とても仲良し！
（写真は，すべて東大土井研のチョンさんが撮影してください
ました．
ありがとうございました．）

今後の予定
交流会で創ったネットワークをベースに，役員と若
手の皆さんで力を合わせ，今年度中にセミナーを開く
予定です．また来年度は，関東にて夏の学校を行う予

集まってすぐのようす．初対面で緊張しているのか，全体的にま
だ表情が固いみたいです．

定もあり，より密でアクティブな関東支部を作ってゆ
きたいと考えております．交流会やセミナーなどすべ
て の 情 報 は， 生 物 物 理 若 手 の 会 HP（http://www.
bpwakate.net/index.htm）あるいはメーリングリスト
を通して流しております．メーリングリストに参加し
たい方は，柳澤までご連絡ください．
最後になりましたが，皆様からの温かい叱咤激励の
メッセージを随時募集しております．今後とも関東支
部をよろしくお願いいたします．

留学生も3名（韓国，
ドイツ，
フランス）参加して下さり英語の飛
び交う国際色豊かな交流会になりました．

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科今井研究室博士 1 年

柳澤実穂
yanagi@sweetcream.phys.ocha.ac.jp
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elected president, Hans Coster secretary and Peter Barry
(UNSW) treasurer.
The first Annual Conference and second AGM were
held in August 1977 at UNSW, and the proceedings

シリーズ

were published with John Smith (UNSW) as editor. The

世界の生物物理学⑤

third AGM was held in conjunction with the national

The Australian Society for Biophysics: A Brief History

elected president. Other presidents over the three de-

conference at Flinders University and Alex Hope was
cades of ASB’s existence have been Bruce Scott (University Tasmania, 1980-1981), Hans Coster (1982-1983),
Jan Anderson (CSIRO, 1984-1985), Bill Sawyer (University of Melbourne, 1986-1988), Philip Kuchel (University
of Sydney, 1988-1989), Bruce Cornell (CSIRO,
1990-1991), Jim Pope (UNSW, 1992-1993), Christa

The Australian Society for Biophysics (ASB) is a very

Critchley (University of Queensland, 1994-1995), Cris

active society, albeit a small one, with about 150 mem-

dos Remedios (University of Sydney, 1995-1996), Glenn

bers. It organizes an annual scientific conference, which

King (University of Sydney, 1997-1998), Frances Sep-

is attended by around 100 participants and which high-

arovic (University of Melbourne, 1998-1999), Ray Nor-

lights the diverse range of interests of our membership.

ton (BRI/WEHI, 2000-2002), Peter Barry (UNSW,

The most recent Annual Conference (our 30 ) was held

2002-2004) and Boris Martinac (University of WA/Uni-

in Sydney last December and, as an example of the re-

versity of Queensland, 2004-2006). Our current presi-

search areas of interest to Australian biophysicists, fea-

dent is Brett Hambly (University of Sydney).

th

tured sessions on Protein Structure and Dynamics (head-

The Society was incorporated on 28 July 1998,

ed by our keynote speaker Art Palmer), Biomimetic

thanks to the efforts of Cyril Curtain prior to the 22nd

Materials, Biophysics of Ion Channels, Membrane Struc-

annual meeting in Canberra. A few years ago the Acad-

ture and Function and Biophysics of Cellular and Bio-

emy Sub-committee for Biophysics became part of the

chemical Processes, in addition to other topics and a

National Committee for Biomedical Sciences, chaired by

poster session.

Philip Kuchel, a past president of ASB.

The ASB was formed following an inaugural meeting

From time to time ASB organises its annual confer-

held at La Trobe University in Melbourne on 13 May,

ence in conjunction with, or partially overlapping, con-

1975. Alex Hope (Flinders University) opened the meet-

ferences of kindred societies. The 12th annual meeting

ing and Hans Coster (University of New South Wales,

was held at UNSW, Sydney, in conjunction with the

UNSW) outlined the necessity of forming a new society,

Congress of Physics, to coincide with the Australian bi-

separate from the Biophysics Group of the Australian

centenary of European settlement in January 1988.

Institute of Physics. Although the Australian Academy of

Several conferences (for example in 1999 and 2004)

Science had a National Committee on Biophysics, which

have been held adjacent to the large ComBio confer-

was the adhering body to IUPAB, there was no formal

ence, which is an annual meeting encompassing a

Society to represent Biophysics in Australia. An interim

range of biological societies, including the Australian

committee was set up with Alan Walker (Sydney Univer-

Society for Biochemistry and Molecular Biology. A joint

sity) as president and Hans Coster as secretary/treasurer.

session at ISMAR 95 on Macromolecular Structure and

Representatives were nominated from each state and

Function was held with the British Biophysical Society.

David Parry, a future IUPAB president, was the regional

Another joint meeting with the British Biophysical Soci-

New Zealand representative. The constitution of the So-

ety on Biomembrane Structure and Function was held

ciety was passed at the first annual general meeting

at Oxford, UK, as a satellite meeting to IUPAB 1996 in

(AGM) held in May 1976 at the University of New Eng-

Amsterdam. In 1997, a joint meeting with the Japanese

land, Armidale. Peter Mason (Macquarie University) was

and US Biophysical Societies on muscle proteins was
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held in Maui with over 80 participants. The ASB orga-

financial members of the Society; while research contri-

nized a workshop on Membrane Protein Structure De-

butions are of primary importance, other contributions,

termination as a satellite to the Lorne Conference on

including to biophysics teaching or service to the disci-

Protein Structure and Function in February 2004, and,

pline, are also considered. Awardees are presented with

with IUPAB support, also organized a Fluorescence

a medal and a cheque, and deliver a lecture at the Annu-

Workshop in Coffs Harbour, NSW, which was followed

al Conference. The awardees (2003-2006) are Hans

by ASB 2004 in Perth, WA. In 2005, Cris dos Remedios,

Coster, Alex Hope, Peter Gage, Philip Kuchel and Peter

Boris Martinac and Ray Norton represented ASB in a

Barry (see photos below, which are in chronological order

joint ASB-JSB session at the 43 Annual Meeting of the

from top left). In 1995, the Society instituted an award

Biophysical Society of Japan on the beautiful island of

for young investigators, the Young Biophysicist Award

Hokkaido. The 29th ASB conference was held in Can-

(YBA). Its purpose is to encourage members of the Soci-

berra in 2005 in conjunction with the Australian Physio-

ety who are about to or have recently embarked on a ca-

logical Society (APS), and our next conference, the 31st,

reer in biophysics. The award is made to the eligible can-

will also be a joint meeting with APS in December 2007

didate who makes the best presentation (oral or poster)

in Newcastle, NSW. The highly interdisciplinary nature

at the Annual Conference and carries a cash prize.

rd

of biophysics in Australia is well highlighted by these

Several members of our Society have made significant

different joint meetings, but the field, and indeed the

contributions to biophysics organisations beyond our

Society, retain their unique characteristics. Our annual

shores. David Parry was president of IUPAB from 1997

conferences can be relied upon to provide thought-pro-

to 2000, Frances Separovic was a member of IUPAB

voking talks on topics as diverse as the biophysics of

Council 2003-2005 and Cris dos Remedios was Vice-

music and the remediation of contaminated soils using

President 2005-2007. Frances is currently a member of

ultrasonics!

Council of the Biophysical Society (USA), 2007-2009.

The Society makes two major awards annually. To

Further information about ASB, along with contact

recognise outstanding contributions to the field of bio-

details, are available at our website: http://www.bio-

physics in Australia and New Zealand and to commemo-

physics.org.au/.

rate the contributions to the Society and to Australian

In closing, may we say on behalf of ASB that we are

science in general of Sir Rutherford (Bob) Robertson, we

excited by the prospect of closer links with our fellow

inaugurated The Bob Robertson Award of the Australian

biophysicists in Asia, and look forward with enthusiasm

Society for Biophysics in 2002. The Award is open to all

to our participation in future meetings of the newly
constituted Asian Biophysics Association.
August 2007.
(Ray Norton, Walter and Eliza Hall Institute of Medical
Research / Frances Separovic, University of Melbourne)

【邦訳】
オーストラリア生物物理学小史
オーストラリア生物物理学会（以降 ASB と略）は，
小さいながら，きわめて活動的学会である．毎年 100
名前後の参加のある年会を開催し，メンバーの興味あ
る領域を扱う．30 回目の会合が昨年シドニーで開かれ，
特にオーストラリア学会員に関心の高い，タンパク質
の構造とダイナミクス（基調講演 Art Palmer）
，生物模
擬材料，イオンチャネルの生物物理，膜の構造と機能
そして細胞代謝の生物物理が大きく取り上げられた．

Robertson Award presentations, 2002-2006

ASB は，1975 年 5 月 13 日 メ ル ボ ル ン の La Trobe
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大で開かれた旗揚げ会議で産声を上げた．Alex Hope

会議のサテライト会議として英国生物物理学会と共催

（Flinders 大）が開会宣言し，続いて Hans Caster（New

し，生体膜の構造と機能について論じた．1997 年に

South Wales 大，UNSW）が新学会設立の必要性を説

は，日米の生物物理学会と共催し，マウイ島で筋肉タ

明した．オーストラリア科学アカデミーの中には，す

ンパク質について話し合った．その他 2004 年のタン

でに IUPAB への加盟団体としての生物物理分科会が

パク質に関する Lorne 会議との共催，2005 年の日本

あったが，オーストラリアの生物物理の学問を代表す

の 43 回生物物理学会年会との連携（Cris dos Reme-

る学会はなかった．暫定的委員会が Alan Walker（シ

dios, Boris Martinac, Ray Norton が札幌の年会に参加）
，

ドニー大）を会長に，Hans Coster を事務局長に作ら

2005 年第 29 回 ASB 年会のオーストラリア生理学会

れた．代表委員が各州から選ばれ，その中には後に

（APS） と 共 同 開 催， そ し て 31 回 目 を 数 え る 今 年

IUPAB 会長となる David Parry もいて，ニュージーラ

（2007）も APS との共同開催となる予定である．オー

ン ド の 代 表 と な っ た． 学 会 長 選 出 は，1976 年 5 月

ストラリアの生物物理学は学際的色彩を強くもってお

New England 大 で 開 か れ た 最 初 の 学 会 総 会（AGM）

り，こうした共催が可能となっている．われわれの年

までもち越された．そこで Peter Mason（Macquarie

会は，幅広い生物物理学的興味についてつっこんだ議

大）が正式に会長に選出され，Hans Coster が事務局

論をベースとしており，話題は音楽の生物物理から土

長，Peter Barry（UNSW）が経理担当におさまった．

壌汚染の超音波洗浄にまでいたっている．

最初の年会と 2 回目の AGM は 1977 年 8 月 UNSW

学会は毎年 2 つの賞を設定している．1 つは，オー

で開かれ，John Smith（UNSW）を編集長として会議

ストラリア／ニュージーランド生物物理学への多大な

録が刊行された．3 回目の AGM は Flinders 大での年

貢献を顕彰し，科学者 Rutherford (Bob) Robertson 卿

会とともに開かれ，Alex Hope が会長となった．過去

を記念するもので，2002 年に正式にオーストラリア

30 年間の他の学会長は以下の通りである．Bruce Scott

生物物理学会 Bob Robertson 賞と命名し発足した．こ

（Tasmania 大，1980-1981），Jan Anderson（CSIRO,

の賞は，すべての学会員に開かれているが，学術的重

1984-1985）
，Bill Sawyer（メルボルン大，1986-1988）
，

要性の他，生物物理学の教育面への貢献も配慮されて

Philip Kuchel（シドニー大，1988-1989）
，Bruce Cornell

いる．受賞者にはメダルと小切手が渡され，受賞講演

（CSIRO, 1990-1991）
，Jim Pope（UNSW, 1992-1993）
，

の機会が与えられる．2003-2006 年の受賞者は以下の

Christa Critchley（クイーンズランド大，1994-1995）
，

通 り で あ る；Hans Coster，Alex Hope，Peter Gage，

Cris dos Remedios（シドニー大，1995-1996）
，Glenn

Philip Kuchel，Peter Barry（添付写真参照のこと．時計

King（シ ド ニ ー 大，1997-1998），Frances Separovic

周りに古い順から）．1995 年，学会は若手の賞を設け

（メルボルン大，1998-1999）
，Ray Norton（BRI/WEHI,

た．若手生物物理学賞（YBA）である．その目的は若

2000-2002）
，Boris Martinac（ク イ ー ン ズ ラ ン ド 大，

手メンバーの激励にあり，年会の講演，発表の中から

2004-2006）
．そして現在は Brett Hambly（シドニー大）

選定される（賞金あり）．

が会長である．

ASB の過去の学会メンバーは国内組織を越えて世界

学会は，1998 年 7 月 28 日，キャンベラでの第 22

への多大の貢献があった．David Pary は 1997-2000 年

回年会直前に Cyril Curtain の努力で財団化された．科

IUAPB 会長となり，Frances Separovic は 2003-2005 年

学アカデミー内の生物物理分科会はそれより数年前に

の IUPAB 理事，Cris dos Remedios は，2005-2007 年

かつて ASB 会長でもあった Philip Kuchel を委員長と

IUPAB 副会長であった．Frances Separovic は，現在米

する生物医科学分科会に吸収された．

国生物物理学会の理事でもある（2007-2009）
．

ASB の年会は，ときどき全面的または部分的に他の

さらに詳しい情報を知りたければ，学会のホーム

関連諸学会と共催する．第 12 回年会は，1988 年 1 月

ペ ー ジ（http://www.biophysics.org.au/.） に 訪 れ て い

に UNSW で開かれたが，オーストラリア入植 200 年

ただきたい．

祭に合わせ，物理学会年会（APS）と共催した．1999

おわりにあたり，ASB を代表し，生物物理学のアジ

年と 2004 年には，他の大きな生物系諸学会たとえば

アの仲間と親しくする機会を得たことを嬉しく思うこ

オーストラリア生化学・分子生物学会の連合大会に参

と，そしてアジア生物物理学連合（ABA）に積極的参

加した．巨大分子の構造と機能に関する 1995 年の IS-

加を図っていくことを表明したい．

MAR との共催では，英国の生物物理学会とも連携し

2007 年 8 月（Ray Norton, Frances Separovic）

た．1996 年にアムステルダムで開かれた IUPAB 国際

（訳：岡崎統合バイオサイエンスセンター



永山國昭）

