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解説


ミトコンドリア膜を舞台とするタンパク質の交通
Protein Traffic at the Mitochondrial Membranes

遠藤斗志也

ENDO, T.

タンパク質をサイトゾルからミトコンドリアに導き，内部の特定区画に配送するのは，ミトコンドリア膜上のトランスロケー
タである．トランスロケーターはミトコンドリアタンパク質の行き先シグナルを読み取り，膜透過や膜への組み込みを担う分
子機械である．外膜と内膜のトランスロケーターの構造と働くメカニズムを解説する．

総説



細菌べん毛繊維は分子間相互作用とフラストレーションを
利用して超らせん構造の変化を制御する
Molecular Interaction and Energy Frustration Play Essential Roles in Polymorphic Supercoiling of Bacterial Flagellar Filament

北尾彰朗

KITAO, A.

今田勝巳

IMADA, K.

難波啓一

NAMBA, K.

細菌べん毛繊維は超らせん構造を変化させることによって細菌の運動を制御する生体超分子である．われわれは大規模分子動
力学計算を用いて 3 種類の分子間相互作用が重要な役割を果たしていることを明らかにした．構造変化を可能とするために分
子内相互作用と分子間相互作用の間にあるフラストレーションが重要であると考えられる．

総説



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
Investigations of Intermediates in Macromolecular Binding Process Using NMR-PRE Method

岩原淳二

IWAHARA, J.

生体高分子が複合体を形成する過程でどのような遷移中間状態を経るのかは，きわめて興味深い問題である．しかしながら，
平衡状態において遷移中間体は，その存在比率が低く，また動的であるため，解析が困難である．筆者らはそのような遷移中
間体の解析を可能にする新たな NMR 手法を開発した．この総説ではその原理・応用を説明する．

総説



原腸陥入運動とケモカインシグナル
Chemokine Signaling in Amphibian Gastrulation

福井彰雅

FUKUI, A.

原腸陥入は古くから知られる代表的な形態形成運動である．原腸陥入運動の詳細な解析は動物の体軸決定機構を解明するため
に必要であるが，その分子的機序は不明なことが多い．本稿ではアフリカツメガエルの原腸陥入時の細胞運動について概説し，
最近明らかになってきたケモカインシグナルとの関係を紹介する．

総説



細菌の膜貫通型受容体の局在とそのメカニズム
Mechanisms Underlying Subcellular Localization of the Bacterial Transmembrane Chemoreceptor

塩見大輔

SHIOMI, D.

川岸郁朗

KAWAGISHI, I.

大腸菌の膜貫通型走化性受容体は極に局在する．GFP 融合体を用いた解析の結果，受容体は，菌体側面部の膜に挿入されてか
ら極に移動することが示された．さらに，側面部の膜中で，受容体はランダムに分布するのではなく，らせん状に配置すること，
そしてそれはタンパク質膜挿入装置の配置を反映していることが見いだされた．
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タンパク質は熱運動によって絶えずその姿を変えている．低温に冷して熱運動を止め，1 個 1 個のタンパク質の分光測定を行
うと，瞬間瞬間の構造についてこれまでわからなかったことが見えてくる．光合成細菌の色素―タンパク複合体について，こ
の方法で明らかになった複数の色素分子にまたがる光励起（フレンケル励起子）を中心に解説する．
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最近，社会貢献や経済効果を重視した研究や学問の評価があた
り前になってきた．研究室を訪問する学生からも
の役に立つのですか

とか

お金になりますか

その研究は何
といった直截的

な質問を受けることも多い．研究を進めるためには，何がしかの
研究費が必要なのだから，こうした側面を無視してはいけない．
しかし，本来研究や学問が担うべきなのは， 知の創造
の継承

や

知

であり，このような本質的な部分を軽視した評価はあっ

てはならないと思う．また， 知の創造

や

知の継承

という

作業に携わることへの喜びや憧れを第 1 の動機にして研究や学問
を目指そうとする人がもっと多くなってほしい．
生命の根源を問う生物物理は，物質の根源を問う素粒子物理や
宇宙の根源を問う宇宙物理と並び，人々のあくなき探究心を刺激
し，真理を探ることへの憧れを誘う学問であると思う．そして，
生物物理の研究に携わるわれわれは，わくわくするような研究成
果をあげ，その研究成果によって次世代の人々をこの学問に誘わ
なければいけないと思う．
東京駅 19 番線ホームの中央階段を下りたところの東側の壁に

遥かな理想
巻／頭／言

小さなプレートが掲げてあるのをご存知だろうか．そのプレート
には， 東海道新幹線
よって完成された

この鉄道は，日本国民の叡智と努力に

と記載されている．私はこれを見るたびに，

当時の国鉄技術者，研究者たちの達成感や誇りを感じるととも
に，この技術の結実が多くの人に便益だけでなく，夢や希望を与
えたことを想う．新幹線と生物物理の研究を同列には議論できな
いが，それでも生物物理の研究成果が，役に立つこと以上に，多
くの人に希望，憧れを与えることを信じている．
生物物理の研究成果を自信と誇りをもって発信し，若い人た
ちに夢を与えることも生物物理学会の重要な使命だと考え，数
年前に高校生向けパンフレットの作成を提案した．豊島陽子さ
んとの共同作業で，十分とはいえないかもしれないが，いいも
のができたと自負している．次にパンフレットを作る機会があ
れば， 生物物理

この学問は，人類のあくなき探究心とたゆま

ぬ創意工夫により開花した

と書いてみたい．そして，私自身

も生命の神秘に魅せられてこの道に入ったのだから，自らの研
究成果をもって生物物理に貢献し，夢を与えられる研究者であ
りたいと願っている．
片岡幹雄，Mikio Kataoka
奈良先端科学技術大学院大学
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解説

ミトコンドリア膜を舞台とするタンパク質の交通
遠藤斗志也

名古屋大学大学院理学研究科

Mitochondria consist of two membranes and around thousand different proteins. Most mitochondrial proteins are encoded by the nuclear DNA, synthesized in the cytosol, and imported into and sorted within mitochondria with the aid
of translocators in the mitochondrial membranes. Translocators function as a receptor for recognition of destination signals, provide a protein conducting channel, and drive vectorial translocation and unfolding of substrate mitochondrial
proteins. This review provides an overview on the current understanding of the structure and functions of the TOM40
complex and TIM23 complex, two of the four major translocators in mitochondria.
mitochondria / translocator / protein import / membrane / targeting signal / import motor

の 4 つの区画のいずれかに正しく仕分けられることに

1.

ミトコンドリアタンパク質の交通

1.1

なる．こうしたタンパク質の配送の問題は，タンパク

ミトコンドリア

質を自動車にたとえれば，膨大な数の自動車の交通整

原核生物と異なり，真核生物の細胞内には膜で囲ま

理をいかに正しく，効率よく行うか，という問題に対

れたオルガネラ構造が形成されている．これらのオル

応する．すなわち細胞には，タンパク質の交通管制を

ガネラは，細胞に課せられた多様な機能を分散管理

適切に担うシステムが備わっているのである．

し，細胞の恒常性を維持している．ミトコンドリアは
外膜と内膜の 2 枚の生体膜に囲まれたオルガネラで，

1.2

トランスロケーター

好気性細菌が真核生物の祖先に細胞内共生して進化し

タンパク質のミトコンドリア内への取り込みや仕分

たと考えられている．酸化的リン酸化により細胞の生

け，すなわちミトコンドリアタンパク質の交通管制の

命活動に必要な ATP 合成を行うほか，アミノ酸や脂

中心的役割を担うのは，ミトコンドリア膜上のタンパ

質などさまざまな物質代謝を担う．さらに動物ではア

ク 質 複 合 体 か ら な る 膜 透 過 装 置（ト ラ ン ス ロ ケ ー

ポトーシスの発動にかかわり，Fe-S クラスター合成を

ター，トランスロコン，トランスロケースなどとよば

介してリボソーム RNA のプロセシングという真核生

れる）である．トランスロケーターは，タンパク質自

物生存の必須過程を支配するなど，文字通り細胞の生

身に書きこまれた行き先シグナルを認識する「受容

と死の鍵を握るオルガネラである．

体」として働き，タンパク質がオルガネラ膜の疎水障
壁を通過するための「チャネル（孔）
」を提供する．

ミトコンドリアのプロテオーム解析によれば，ミト
コンドリアタンパク質は出芽酵母で 700-800 種，ヒト

さらに，濃度勾配に逆らって能動輸送を行い，場合に

で 1500 種以上と見積もられている ．これらのミト

よっては狭いチャネルを通過するために基質タンパク

コンドリアタンパク質のほとんどは核ゲノムにコード

質（前駆体タンパク質）の高次構造をほどく（アン

されており，ミトコンドリアゲノムにコードされてい

フォールドする）
「モータ機能」も必要となる．膜透

るタンパク質は 1% 程度である．したがって，ほとん

過だけでなく，膜タンパク質をオルガネラ膜に正しい

どのミトコンドリアタンパク質はサイトゾルで生合成

トポロジーで組み込む機能も備わっている．

1)

されてから，ミトコンドリア内に取り込まれ，さらに

ミトコンドリアのトランスロケーターの研究は，in

ミトコンドリア内の外膜，膜間部，内膜，マトリクス

vivo の遺伝学・逆遺伝学解析と in vitro の生化学的解析

Protein Traffic at the Mitochondrial Membranes
Toshiya ENDO
Graduate School of Science, Nagoya University
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ミトコンドリアタンパク質の交通

が容易な出芽酵母を中心に行われてきた．酵母ミトコ

質はすべて TOM40 複合体のチャネルを通って外膜を

ンドリアでは，今日までに外膜上の TOM40 複合体，

通過する（Fig. 1）
．さらに外膜タンパク質の多くが，

TOB/SAM 複 合 体， 内 膜 上 の TIM23 複 合 体，TIM22

TOM40 複合体の助けを借りて外膜を通過後，たとえ

複合体の 4 つの主要トランスロケーターが見いだされ

ば TOB/SAM 複合体によって外膜に組み込まれる．

ている．これらとともに働く関連因子，膜タンパク質

ミトコンドリアの入り口として働くということは，

も存在し，それらが未同定のトランスロケーターを構

ミトコンドリア行きシグナルをチェックする受容体が

成している可能性もある．いずれにしてもミトコンド

あるということである．まず，ミトコンドリア行きシ

リアでは，複数種類のトランスロケーターと関連因子

グナルがどんなものなのかを見ておこう．ミトコンド

が巧妙に連携することにより，ミトコンドリアタンパ

リアタンパク質は，行き先シグナルの構造から大きく

ク質の秩序立った交通管制が実現している．本稿では

2 つにわけられる．N 末端にプレ配列という余分なア

スペースの関係から，特に研究が進んでいる 2 つのト

ミノ酸配列がついた前駆体の形で合成されるものと，

ランスロケーター，TOM40 複合体と TIM23 複合体が

プレ配列なしで合成されるものである．プレ配列は一

かかわるタンパク質配送経路を採り上げ，現在どこま

般に正に荷電した両親媒性ヘリックス構造を作れる配

でわかっているか，何が今後に残された問題かを解説

列を含むので，これがミトコンドリア行きシグナルで

する．

あろうと推察されてきた．一方，プレ配列をもたない
形で合成されるミトコンドリアタンパク質は，その成

2.

熟体部分に内在性の行き先シグナルをもつことにな

TOM40 経路

2.1

る．しかし内在性のミトコンドリア行きシグナルには

ミトコンドリア行きシグナル

一次構造上分断されているものもあり，実体はまだよ

外膜には TOM40 複合体と TOB/SAM 複合体の 2 種

くわかっていない．

類のトランスロケーターがある．TOM40 複合体は，
ミトコンドリアへのタンパク質の交通の入り口であ

2.2

受容体

ミトコンドリアへの入り口でミトコンドリア行きシ

る．すなわち，マトリクス，内膜，膜間部のタンパク

Fig. 1
Mitochondrial protein translocators (for yeast). Mitochondrial translocators (TOM40 complex, TOB/SAM complex, TIM23 complex, TIM22 complex
etc.) and protein sorting pathways within mitochondria are shown. Most mitochondrial proteins enter mitochondria via the TOM40 complex, and
then protein transport pathway is branched out into several different sorting pathways for the outer membrane (via the TOB/SAM complex), inter
membrane space (via the Tim9/Tim10 complex, Tim8/Tim13 complex, and Tim40/Erv1 complex), inner membrane (via the TIM23 complex and
TIM22 complex), and matrix (via the TIM23 complex). MMC (mitochondrial motor and chaperone) proteins include Ssc1 (mtHsp70), Tim44, Tim16/
Pam16, Tim14/Pam18, Mge1/Yge1, Mdj1, Tim15/Zim17/Hep1 etc.
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グナルをチェックするのは，TOM40 複合体のサブユ

プロテアソーム）の基質取り込みチャネルがある．い

ニット Tom20 である．筆者らは，Tom20 の受容体ド

ずれの孔も，通過するタンパク質と強く相互作用すれ

メインとプレ配列ペプチドの複合体の立体構造を決定

ば，孔が詰まって困るはずである．しかし AAA プロ

した（神田大輔博士らとの共同研究） ．行き先シグ

テアーゼの場合はともかく，トランスロケーターやリ

ナルと標的膜上の受容体の複合体としては，他のオル

ボソームの場合は，高次構造がほどけたポリペプチド

ガネラも含めて，はじめて決定された構造であった．

鎖がそのままチャネルから排出されると，疎水性残基

Tom20 には疎水性の浅い溝があり，そこに両親媒性

が他の分子にベタベタとくっついて凝集するなどの危

ヘリックスを形成したプレ配列の疎水面が結合してい

険性がある．実際リボソームの場合は，出口にトリ

た．当初は親水面の正電荷が認識されるというモデル

ガーファクターなどのシャペロンが待ちかまえてい

もあったが，実際は全く逆で，親水面は溶媒に露出し

て，出てきた新生鎖を保護することがわかってきてい

ていた．溝が浅いので，両親媒性ヘリックスの疎水面

る．筆者らは，TOM40 複合体の Tom40 のチャネルの

のみと相互作用できるのである．実際，プレ配列中の

性質について解析し，Tom40 のチャネルは高次構造

塩基性アミノ酸を中性アミノ酸に置換しても，Tom20

がほどけたタンパク質と結合し，凝集を防ぐこと，膜

への結合は変化しなかった．

透過中の前駆体は，膜透過反応を途中で止めると，ほ

2)

TOM40 複合体のもう 1 つのサブユニットである

ぼ膜透過が完了した部分も出口から出ていかず，チャ

Tom70 は，主としてプレ配列をもたないミトコンド

ネルの中に留まる傾向があることがわかった 6)．すな

リアタンパク質の 受 容 体 と い わ れ て き た． しかし

わち，Tom40 のチャネルには高次構造がほどけた前

Tom70 には，立体構造がほどけたミトコンドリアタ

駆体と適度に相互作用する，一種のシャペロン機能が

ン パ ク 質 を サ イ ト ゾ ル の シ ャ ペ ロ ン（Hsp70 や

あるらしい．こうした相互作用は，膜間部が最終目的

Hsp90）から受け取り，膜上での凝集形成を防ぐ一種

地のタンパク質の場合は，膜間部で正しい立体構造が

のシャペロン機能があることがわかってきている 3)．

形成できる準備が整うまで，膜透過中の前駆体を留め

筆者らの最近の解析も，Tom70 は受容体であるとい

おく役割を果たすのかもしれない．また，立体構造が

うよりもシャペロンとして働く可能性を支持してい

ほどけた前駆体を積極的にチャネルの内部にトラップ

る．

することで，チャネルの通過に必要な前駆体のアン
フォールディングを促進することも考えられる．

2.3

コア複合体と膜透過のチャネル

TOM40 複合体の電子顕微鏡観察に基づく単粒子解

2.4

外膜への組み込み

析から，TOM40 複合体には 2 つまたは 3 つの孔，す

現在トランスロケーター全体の構造が原子レベルで

なわちチャネルがあることが確認されている 4)．この

解明されているのは，メタン細菌の細胞膜の Sec 複合

チャネルを作るのが Tom40 である．Tom40 は  バレ

体だけである 7)．Sec 複合体の膜貫通部位は疎水性ヘ

ル型膜タンパク質で，バレル構造の内側がタンパク質

リックスから構成されるため，膜透過チャネルそのも

透過のためのチャネルになることが考えられる．in

のが二枚貝のような可動構造になっており，ラテラル

vitro で前駆体タンパク質を単離ミトコンドリアとイン

に（水平方向に）も開閉できる．したがって膜タンパ

キュベートすると，前駆体はミトコンドリアに取り込

ク質の膜貫通ヘリックスはチャネルがラテラルに開い

まれる（インポート実験）．ここで，たとえば内膜の

て，直接生体膜に組み込まれるらしい．
一 方，Tom40 は  バ レ ル 型 膜 タ ン パ ク 質 な の で，

膜電位を消失させることにより，外膜透過反応を途中
で止めて中間体を形成させて架橋実験を行うと，中間

この構造を開くには多数の水素結合を膜内で切らねば

体は Tom40 と架橋される．さらに，大腸菌に発現さ

ならず，ラテラルな開閉はかなり難しそうである．そ

せ て 精 製 し た 組 み 換 え Tom40 や ア カ パ ン カ ビ の

れでは外膜タンパク質はどうやって TOM40 複合体か

TOM40 複合体から単離精製した Tom40 を人工膜に組

ら外膜に組み込まれるのか．外膜の  バレル型膜タ

み込むとイオンチャネル活性を示すことも，Tom40

ンパク質については最近急速に研究が進み，いったん

がチャネルの主要構成因子であることを支持する 5)．

TOM40 複合体を完全に通過した後，膜間部側から外
膜にあらためて組み込まれることがわかってきた 8)．

それではタンパク質が通るチャネルとは，どんな孔
高次構造がほどけたポリペプチド鎖が通

膜間部側からの組み込み過程は，原核生物の外膜にポ

過する孔としては，リボソームのポリペプチド鎖排出

リンなどの  バレル型膜タンパク質がペリプラズム

トンネルや，AAA プロテアーゼ（Clp プロテアーゼや

側から組み込まれる場合と，膜に対する位置関係が同

だろうか？
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じになる．実際，原核生物の  バレル型膜タンパク

いずれの場合も，プレ配列が膜間部側から Tim23 に

質の外膜への組み込みを担うトランスロケーター

作用することで，Tim23 チャネルが開くという．

（Omp85 を含むタンパク質複合体からなる）と類似の

タンパク質という巨大分子を通過させるトランスロ

トランスロケーター（TOB/SAM 複合体）が，ミトコ

ケーターのチャネルがどうやってイオンの漏出を最小

ンドリア外膜で  バレル型膜タンパク質の組み込み

限に留めるのかという問題は，ミトコンドリア以外の

に働いていることが明らかになってきた（Fig. 1）
．

トランスロケーターにも共通する問題である．先に述

膜貫通へリックスを 1 つだけもつ Tom20 のような

べたメタン細菌の Sec 複合体の X 線構造によれば，

外膜タンパク質も，TOM40 複合体を介して外膜に組

チャネルは入り口と出口は直径 14-17 Å 程度だが，中

み込まれる．ただし Tom20 は Tom40 のチャネルは使

央はくびれて砂時計型を呈している 7)．狭窄部位は直

わない（TOM40 複合体の側面を使う？）という報告

径 3 Å で疎水性アミノ酸残基がリング状に取り囲んで

がある．外膜には C 末端側の膜貫通ヘリックスで外

おり，さらに一方の側から疎水性ヘリックスの栓が狭

膜に組み込まれる C アンカー型膜タンパク質も存在

窄部位を塞ぐ形になって，実質的なイオンの通過を妨

する．この場合は，そもそも TOM40 複合体を使わな

げている．この構造はおそらく休止状態の構造に対応

いらしいことが最近わかってきた．

しており，ポリペプチド鎖が通過する時は栓がはずれ
て，狭窄部位が開くものと考えられている．

3.

TIM23 経路

3.1

3.2

外膜透過と内膜透過の共役

マトリクスに向かうタンパク質の膜透過において

Tim23 チャネル

プレ配列をもつ前駆体は TOM40 複合体を介して外

は，様々な証拠から，TOM40 複合体を介した外膜透

膜を通過後，TIM23 複合体を介して内膜を通過し，

過と TIM23 複合体を介した内膜通過が共役すること，

マトリクスに達する（Fig. 1）．TIM23 複合体のコア複

すなわち前駆体は外膜と内膜が物理的に近接した「コ

合体は Tim17 と Tim23 からなる．

ンタクトサイト」において起こることがわかってい

Tim23 は 4 回膜貫通タンパク質で，大腸菌に発現さ

る．実際 in vitro では，TOM40 複合体と TIM23 複合

せた組み換え体を人工膜に組み込むと電位依存性チャ

体の 2 つのチャネルに捉えられた膜透過中間体を生成

ネル活性を示すので，TIM23 複合体のタンパク質透

することができる．しかし，前駆体が存在しないと，

過チャネルの本体と考えられている ．Tim17 も 4 回

外膜の TOM40 複合体と内膜の TIM23 複合体は安定

膜貫通タンパク質で，Tim23 とホモロジーが高いが，

な複合体を形成しない．それでは，どうやって外膜透

膜透過チャネルをつくれるかどうかは不明である．大

過と内膜透過は共役するのか．

9)

腸菌細胞膜の Sec 複合体では，クライオ電子顕微鏡観

内膜タンパク質 Tim23 の N 末端側 100 残基は膜間

察に基づき，機能複合体は Sec 複合体 2 セットからな

部側にあり，そのうち N 末端 50 残基はさらに外膜に

り，1 つのチャネルは膜透過専用，もう 1 つのチャネ

挿入されるという特殊なトポロジーをとるらしい 13)．

ルは膜貫通配列を膜内にラテラルに放出するというモ

内膜タンパク質の Tim23 の N 末端が外膜にアンカー

．TIM23 複合体でも，Tim23

されることにより，TIM23 複合体を外膜と内膜が近

デルが提案されている

10)

と Tim17 が膜透過用，膜内への放出用のチャネルを

接したコンタクトサイトに集める機能が考えられる．

別々に構成している可能性もある．

最近同定された TIM23 複合体のサブユニット Tim21

ミトコンドリア外膜には特異性の低いチャネルタン

は，TOM40 複合体サブユニットの Tom22 膜間部ドメ

パク質ポリンがあり，分子量数千以下の物質は自由に

インと相互作用できる．したがって Tim21 が TOM40

出入りできるため，TOM40 複合体のチャネルを厳密

複合体と TIM23 複合体を直接会合させる役割を果た

に開閉（ゲーティング）する必要はない．しかし内膜

すことが考えられる．しかし，実は Tim23 の N 末端

には常時開いたチャネルはなく，酸化的リン酸化に不

部分や Tim21 全体を欠いたミトコンドリアでも，ミ

可欠なプロトン濃度勾配を維持するために，タンパク

トコンドリアへのタンパク質移行に欠損が見られな

質の透過に伴う TIM23 複合体のチャネルのゲーティ

い．したがってこれらの因子が共役に重要かどうかは

ングは厳密に制御されているはずである．Tim23 チャ

不明である．

ネルは内膜の膜電位（）によって閉じるというモ
デル

11)

それでは，タンパク質の外膜透過と内膜透過の共役

と TIM23 複合体のサブユニット Tim50 の作用

のミッシングリンクは何か？

によって閉じるというモデル 12) が提案されている．

2002 年に筆者らが発

見した TIM23 複合体の新たなサブユニット Tim50 が，
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共役において重要な役割を果たすことがわかってき

過中の前駆体とも架橋されるので，基質の mtHsp70

．in vitro で内膜の膜電位を消失させると，前駆

への結合を促進するなど，付加的な機能があることも

体は TIM23 複合体チャネルに入れないため，膜透過

考えられる．Tim44 は TIM23 複合体あたり 2 分子存

中間体となる．この中間体の大部分は TOM40 複合体

在する（Fig. 1 では 1 分子しか描いていない）
．mtHsp70

のチャネル内に留まっている．しかし，そのプレ配列

の Tim44 への結合は mtHsp70 に結合したヌクレオチ

が Tim50 と架橋されることがわかり，Tim50 は外膜

ド（ATP か ADP） に 依 存 し，ATP 型 で 結 合 し，ADP

を通過したプレ配列が最初に出会う TIM23 複合体サ

型で解離する（ただし，ADP 型で結合し，ATP 型で

ブユニットであることが明らかになったのである．さ

解離するという主張もある）
．Tim14/Pam18 は Tim16/

らに，最近のわれわれの解析から，Tom20 のサイト

Pam16 と 複 合 体 を 形 成 し，mtHsp70 を Tim44 に 導 く

ゾルドメインが外膜でプレ配列受容体として働くよう

と と も に，mtHsp70 の ATP 加 水 分 解 を 促 進 す る．

に，Tim50 の膜間部ドメインが内膜でプレ配列の受容

Mge1p/Yge1p は mtHsp70 のヌクレオチド交換因子で，

体として働くこともわかった．TOM40 複合体のチャ

mtHsp70 の反応サイクルを進める必須因子である．

た

14)

ネルを通過して膜間部側に現れたプレ配列を Tim50
が認識し，TIM23 複合体の Tim23 チャネルに送り込

3.4

インポートモーターの作動機構

mtHsp70 がインポートモーターとして働く仕組みに

むことにより，外膜透過と内膜透過の共役が実現する

ついては，
「パワーストローク」と「ブラウニアンラ

と考えられる．

チェット」の 2 つのメカニズムが提案されている 15)
3.3

（Fig. 2）
．前駆体タンパク質の成熟体部分がフォール

MMC タンパク質

TIM23 複合体を介した内膜透過には内膜の膜電位

ディングしていても，プレ配列は安定な高次構造をと

 とマトリクスの ATP の加水分解という 2 種類のエ

ら な い． し た が っ て， プ レ 配 列 は TOM40 複 合 体，

ネルギーが必要である．膜電位は内膜の膜間部側が

TIM23 複合体のチャネル内に，容易に挿入される．

正，マトリクス側が負なので，正に荷電したプレ配列

もしプレ配列の長さが 60 残基以上であれば，プレ配

に作用して，これを TIM23 複合体にトラップする，

列の N 末端はマトリクスに達し，
（高次構造をとって

もしくは電気泳動的にマトリクスに向けて引き込むこ

いないためシャペロンの基質として）mtHsp70 によっ

とが考えられる．

てトラップされる．これが両モデル共通の初期状態で

ATP 加水分解のエネルギーを使うのは，マトリクス

ある．

の 分 子 シ ャ ペ ロ ン Hsp70（mtHsp70） で あ る．mt

ここから mtHsp70 が ATP の加水分解と共役して大

Hsp70 はミトコンドリアタンパク質のマトリクスへの

きなコンホメーション変化を起こし，前駆体ポリペプ

能動輸送を駆動するとともに，前駆体の成熟体部分が

チド鎖を力学的にマトリクス内に引き込むと考えるの

高次構造を形成し て い て も， こ れ を 積 極 的 にアン

がパワーストロークモデルである．この引き込みによ

フォールドする機能がある．このため mtHsp70 は「イ

り，成熟体部分のアンフォールディングが引き起こさ

ンポートモーター」ともよばれる．実際，前駆体に注

れる．このとき第二の mtHsp70 が前駆体に結合して，

目すれば，mtHsp70 はほどけた前駆体ポリペプチド鎖

前駆体のチャネル内逆戻りを防ぎ，その結果，サイト

上を N 末端から C 末端に向かって進む直進モーター

ゾル側で成熟体部分のリフォールディングも防がれね

分子と見なすことができる 15)．
Hsp70 は一般に ADP 型で高次構造がほどけたペプ

ばならない．

チドに強く結合し，ATP 型で解離する．Hsp70 は一般

ざまな大きさと頻度でゆらいでいる．成熟体部分の N

に，ATP 加水分解を促進し基質ペプチドの結合を助け

末端付近が自発的にアンフォールドすれば，ほどけた

る J タンパク質や ADP-ATP 交換を促進するヌクレオ

セ グ メ ン ト は プ レ 配 列 と 同 様，TOM40 複 合 体，

チド交換因子など，様々なパートナータンパク質とと

TIM23 複合体のチャネル内に入り，ブラウン運動で

もに働くが，mtHsp70 の場合は特に多様なパートナー

前後にゆらぐだろう．ブラウン運動でマトリクス側に

を必要とする．筆者らは mtHsp70 のパートナー因子

新たに前駆体の配列が現れると，第二の mtHsp70 が

を MMC タンパク質（mitochondrial motor and chaperone

結合して，パワーストロークモデルの場合と同様，前

protein）とよぶことを提唱している（Fig. 1）．

駆体のチャネル内逆戻りとサイトゾル側での成熟体の

一方で，水溶液中のタンパク質の構造は，常にさま

TIM23 複合体サブユニットの Tim44 は，Tim23 チャ

リフォールディングを防ぐ．こうして，あるいはこう

ネルの出口で mtHsp70 結合の足場を提供する．膜透

したステップを繰り返すことにより，成熟体部分全体
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Fig. 2
Brownian ratchet model vs. power stroke model. Precursor proteins with a long presequence that can span both membranes and bind to the first
mtHsp70 are considered. In the Brownian ratchet model, spontaneous local unfolding of the mature domain allows translocation of the unfolded
segment plus the presequence through the import channels (the TOM40 channel and TIM23 channel) by Brownian motions, once the first
mtHsp70 dissociates from the TIM23 complex after hydrolysis of ATP. In the power stroke model, mtHsp70 tethered to the outlet of the TIM23
channel undergoes a conformational change to exert a mechanical pulling force on the precursor protein upon hydrolysis of ATP, which drives
unfolding of the mature domain outside the mitochondria. Next in both models, binding of the second mtHsp70 to the translocated segment in
the matrix prevents backsliding and refolding, thereby leading to global unfolding of the mature domain outside the mitochondria.

のアンフォールディングと前駆体のマトリクスへの一

であり，後者は外膜の  バレル型膜タンパク質の組

方向的な移動が起こると考えるのがブラウニアンラ

み込みにかかわる経路である．いずれも，TOM40 経

チェットモデルである．

路や TIM23 経路以上に，多くの未解決の問題が残っ

いずれのモデルでも，Tim23 チャネルの出口には 2

ている．さらに，従来ミトコンドリアは還元的環境に

分子の Tim44 があり，したがって 2 分子の mtHsp70

あると考えられていたが，最近ミトコンドリアの膜間

が交互に前駆体ポリペプチド鎖に結合する，たぐりよ

部でもジスルフィド結合をもったタンパク質が存在す

せ（hand-over-hand）機構で効率よいモーター機能が

ることがわかり，この経路にかかわる Mia40/Tim40，

実現すると考えられている．ブラウニアンラチェット

Erv1 などからなる新しいトランスロケーター―レドッ

とパワーストロークのどちらが正しいかについてはま

クスカスケードもホットな話題となっている 16)．こ

だ決着はついていないが，筆者らの研究室の解析から

れまでは生化学的手法や遺伝学的手法を中心に展開し

は，ブラウニアンラチェットモデルを支持する結果が

てきたこの分野の研究も，少しずつ構造生物学的知見

得られている．ブラウニアンラチェット対パワースト

が得られるようになり，メカニズム解明の新しいフェ

ロークの問題は，他のモーター分子の作動機構を考え

イズに移行し始めている．興味をもった意欲のある若

る上でも重要な問題である．

い研究者の挑戦が期待される．
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Ph1481p と Ph1877p
核酸に書き込まれている暗号をアミノ酸に対応
づけるトランスファー RNA は，セントラルドグマ
における最重要分子といっても過言ではないだろ
う．アンチコドンとアミノ酸との対応はこの分子
で決まっており，ここに間違いがあると，ゲノム
に書かれている暗号解読がうまくいかなくなる．
トランスファー RNA もゲノムに書き込まれてい
る．RNA ポリメラーゼによって RNA に転写された
ばかりのトランスファー RNA は，複数のトランス
ファー RNA が数珠つなぎになった状態であり，そ
のままでは使えない．1 つ 1 つ切り出さなければ
ならない．リボヌクレアーゼ P はトランスファー
RNA になる部分の 5' 末端を，長い RNA 分子の中
から見つけ出して切断する酵素である．この酵素
はタンパク質と RNA の複合体であり，酵素活性は
RNA にある．古細菌の場合は，5 種のタンパク質
が RNA と会合して，リボヌクレアーゼ P を形成す
る．大切な分子であるにもかかわらず，真正細菌
や真核生物では構成分子が異なっている．
こ こ に 示 す の は， 古 細 菌 の リ ボ ヌ ク レ ア ー
ゼ P を 構 成 す る タ ン パ ク 質 5 種 の う ち の 2 つ，
Ph1481p と Ph1877p である．Ph1481p が 2 個中央
に縦に並んでいる．お互いの  へリックス末端を
付き合わせて 2 量体を形成している．Ph1481p の
構造は，RNA と相互作用するタンパク質によく見
られる立体構造に似ている．Ph1481p がリボヌク
レアーゼ P の構成タンパク質であることから，納
得できる．ここに示す構造が決定された時点では，
Ph1481p 単体での立体構造解析は成功していない．
Ph1481p がいろいろな重合体を形成するために結
晶化がうまくいかないらしい．なかなかやっかい
なタンパク質である．Ph1481p 2 量体の手綱を引

いているタンパク質が，両側にある Ph1877p で
ある．Ph1877p は，TIM（ティム）バレル構造で
ある．TIM バレル構造は，外側に  へリックス 8
本，内側に  ストランド 8 本をもつ樽状の構造及
びその多少の変形構造の総称で，トリオースリン
酸イソメラーゼ（triosephosphate isomerase）には
じめて見つかったことから，この名称がついてい
る．TIM バレルには酵素が多い．しかしここでは
酵素ではなく，リボヌクレアーゼ P の構造形成要
素のようである．活性をもつ RNA 分子は，この 4
量体ともう 3 種類のタンパク質とによって支えら
れ，トランスファー RNA を切り出しているらしい
（PDB1) ID: 2czv2)）．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Kawano, S., Nakashima, T., Kakuta, Y., Tanaka,
I. and Kimura, M. (2006) J. Mol. Biol. 357,
583-591.
(J. K.)
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総説

細菌べん毛繊維は分子間相互作用とフラストレーションを
利用して超らせん構造の変化を制御する
北尾彰朗1,2，今田勝巳3,4，難波啓一3,4

東京大学分子細胞生物学研究所
科学技術振興機構CREST
3
大阪大学大学院生命機能研究科
4
科学技術振興機構ICORPダイナミックナノマシンプロジェクト
1
2

The bacterial flagellar filament controls the swimming mode of bacteria by its polymorphic structural change. We investigated dynamics
of the flagellar filament by massive molecular dynamic simulation and found that three types of inter-molecular interactions, permanent,
sliding and switch interactions, play essential roles in the structural change. The polymorphic structure of the flagellar filament is thought
to be due to energy frustration between intra- and inter-molecular interactions.
molecular dynamics simulation / flagellin / polymorphic supercoiling / switch interaction / energy frustration / transform and relax
mechanism

1.

生体超分子が働くための条件とは？

3.

生体高分子が集合して機能を発揮する生体超分子

細菌べん毛繊維の超らせん構造多型と
2 状態モデル

ナノの

細菌べん毛は，30 種類以上のタンパク質分子がそ

レベルの世界で生体超分子は熱ゆらぎによって，さら

れぞれ数個から数万個集合して構築される生体超分子

に生体内のさまざまな分子との相互作用によって動的

システムである．細胞内にはべん毛の構築を担う輸送

に立体構造を変化させ，機能を発揮する．そのため

装置，細胞膜には細胞内外のプロトンや Na の勾配を

に，
（1）超分子複合体構造を安定に保つこと，（2）機

利用して回転力を生み出すモーターがあり，モーター

能発現に必要な構造変化を許容すること，（3）機能を

の回転子は回転軸から細胞外のフックに接続する．

コントロールすること，が必要である．

フックはさらにべん毛繊維につながりモーターで生じ

は，どのような仕組みを内包しているのか？

たトルクを繊維に伝達する自在継ぎ手として，べん毛

2.

繊維は推進力を生み出すスクリューとして機能する

立体構造の平均像と時系列

（Fig. 1a）
．繊維は 1 種類のタンパク質フラジェリン

現在，生体分子を構成する原子の平均位置や時間平

（FliC）が会合したチューブ状の超分子であり，約

均を実験で決定することができる．一方，分子動力学

3 万個もの分子が長さ約 15 m の繊維を形成する．繊

シミュレーション（molecular dynamics: MD）は原子レ

維はフラジェリンがらせん状に会合した超分子で，さ

ベルの構造ゆらぎの時系列を追うことができる．最近

らにねじれて超らせんを形成する．サルモネラ菌（Sal-

はタンパク質が多数集合した生体超分子に関しても精

monella typhimurium SJW1103 株）の場合，生理的条件

度の高い MD が可能になってきた．われわれは，当

下では自発的に左巻き超らせん構造（Normal 型）を

時世界最大級の MD によって，原子解像度で得られ

とる．モーターが反時計回りに回転している場合も，

た 1 種類の立体構造を「外挿」して複数の準安定構造

繊維は左巻き超らせん構造をとる 2), 3)．数本の繊維は

を探索し，細菌べん毛が機能を発揮する素過程を観察

束となって回転して推進力を発生するので，細菌は数

することに成功した ．

秒間直線的に移動する（run mode）
．シグナルによっ

1)

Molecular Interaction and Energy Frustration Play Essential Roles in Polymorphic Supercoiling of Bacterial Flagellar Filament
Akio KITAO1,2, Katsumi IMADA3,4 and Keiichi NAMBA3,4
1
Institute of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo
2
JST, CREST
3
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
4
Dynamic Nano Machine Project, ICORP, JST
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てモーターが 0.1 秒以下の時間反転すると，繊維は左

4.

巻きから右巻き超らせん（Semicoil，Curly I あるいは

超らせん構造への外挿

Curly II 型）に構造転移し，繊維の束がほどけてサル

2 状態モデルはべん毛の構造多型をよく説明する

モネラ菌は方向転換を行う（tumble mode） ．繊維の

が，その背後にある分子的な仕組みは謎であった．近

構造転移はトルクによって誘起されるが，pH などの

年，X 線結晶解析によってフラジェリンの R 型素繊維

やアミノ酸変異によっても超らせん構造

構造が 15)，極低温電子顕微鏡像解析によって直線 R

4)

環境要因

5), 6)

が変化する

7), 8)

．これを超らせん構造の多型という．

16)
が原子レベルで決定
型の繊維構造（A449V 変異体）

繊維を構成するタンパク質は 1 種類であるが，超ら

された．直線 R 型繊維は単純ならせん対称性をもつ

せんを構成するためには繊維内の各タンパク質サブユ

ので，電子顕微鏡像解析では効率的に構造因子を平均

ニットはいくつかの異なる立体構造をとる必要があ

化することで高解像度の構造決定がなされた．超らせ

る．つまり繊維全体として自由エネルギー最小構造を

ん構造は 2 重のらせん対称性をもつので，実験による

とるために，個々のタンパク質サブユニットはタンパ

構造解析がより困難である．そこでわれわれは直線 R

ク質単量体の自由エネルギー最小構造からずれた構造

型として自由エネルギー最小である A449V 構造を基

をとると考えられる．朝倉は，繊維の多型性が 2 状態

に野生型の直線 R 型構造をモデリングし，これを出

素繊維モデルでよく説明できることを示し ，Calla-

発構造として大規模 MD を適用し，いわば「外挿」

9)

dine はこれを定式化して定量的に説明した

．こ

によって超らせん構造を構築した．

10)-12)

れらはべん毛繊維が 11 本の素繊維（protofilament）か

まず，べん毛繊維におけるタンパク質サブユニット

らできたチューブ構造と見なすことができ（Fig. 1b）
，
その各素繊維が 2 状態構造のどちらかをとるというモ
デルである．べん毛繊維の変異体には左巻き直線変異
体（L 型）と右巻き直線変異体（R 型）がある．現在
では L 型のほうが素繊維方向でのサブユニット間距
離が長いことがわかっている．直線型繊維では平均的
にはすべてのサブユニットが同じ立体構造をとるの
で，2 つの状態の一方のみが選択される．2 状態モデ
ルでは，超らせん内の各素繊維は L 型か R 型のどち
らかをとるとし，超らせん構造の多型性は L 型と R
型素繊維の混在比率の違いによるものと考える．
ただし，超らせんを形成するためには，各素繊維は
同じ型であってもその位置によってエネルギー極小か
ら少しずれた構造になる必要がある．同じ型の素繊維
の中でも素繊維に沿った分子間距離は，超らせんのい
ちばん外側に位置するもので最大になり，いちばん内
側に位置するもので最小となる．X 線繊維回折像に
よって L 型と R 型繊維を比較したところ，素繊維方
向のサブユニット間距離の差は 0.8 Å，隣接する素繊
維間の素繊維軸に沿ったずれは 2.6 Å であった 13), 14)．
このデータを Calladine の式に当てはめると，実験で
観察されているさまざまな超らせん構造と見事に対応
する．Normal，Semicoil，Curly I および Curly II 型は，
それぞれ R 型・L 型の素繊維の比が 2：9（2R/9L）
，4：
7（4R/7L）
，5：6（5R/6L），6：5（6R/5L）である．超ら

Fig. 1
(a) Overview of Salmonella (left) and close-up view of the flagellum
(right). (b) Subunit arrangement in the flagellar filament. Red arrows:
the directions of series of stacked subunits called “protofilaments”.
(c) Simulated system consisting of 44 subunits of flagellin (yellow
spheres), ions and water molecules (green).

せん構造によっては L 型と R 型の素繊維方向分子間
距離の差が非常に小さくなる場合がある 14）．つまり
分子間距離だけで 2 つの型を区別することは難しい．
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の配置について簡単に述べる．直線型のサブユニット

を起こした．十分変形が起きた後にトルクをゼロに

配置はらせん対称であり，らせん軸周り約 65 度回転

し，近傍のエネルギー準安定状態に落ち込む過程をシ

とらせん軸方向の 4.7-4.8 Å 平行移動を繰り返すことで

ミュレーションした．このサイクルを十回程度繰り返

繊維を構築できる（Fig. 1b）．1 つのサブユニットは 8

す こ と で 2 状 態 モ デ ル で 予 想 さ れ る 1R/10L か ら

つのサブユニットと接する．各サブユニット上の数値

6R/5L の範囲で準安定状態を十分に探索したところ，

はサブユニット 0 からそのサブユニットを構築するま

4 つの状態（2R/9L，4R/7L，5R/6L，6R/5L）のみが安

でに繰り返す対称 操 作 の 回 数 に 対 応 す る． 例えば

定に存在することがわかった（Fig. 2）
．この図ではら

（11）–（0）–（11） 方 向 の 並 び は 素 繊 維 に 対 応 し，

せん構造を Twist と Curvature という 2 つのパラメー

11-start とよばれる．これ以外の 5-，6-，16-start 方向

ターで表している（Curvature  0：直線型，Twist 負：左

の相互作用は素繊維間の相互作用とみなせる．

巻き，正：右巻き）
．われわれのモデルには 2 状態的な

超らせん多型の分子機構は不明であり，立体構造は

仮定がないが，実験で観察される 4 つの準安定性がよ

環境変化やアミノ酸変異に対し敏感に変化するので，

く再現された．また，野生型の多型では観測されにく

系のモデル化においてなるべく詳細なモデルを用い

い 1R/10L と 3R/8L にあたる超らせん構造が，エネル

た．まず 44 量体の短い繊維構造を水溶液に浸したモ

ギー的に安定でないこともわかった．これは 2 状態モ

デルを構築する．11 個のサブユニットが形成するジ

デルでは予測できない．短い繊維モデルは長い繊維

グザグらせんをユニット層と定義すると，その 4 層分

（約 10 m）全体の性質を十分に内包している．

にあたる．モデルは，繊維と周囲にある水分子・イオ
ンをあらわに原子レベルで含み，約 238 万 4000 の原

5.

子で構成される（Fig. 1c）．フラジェリンの 1 分子は
494 ア ミ ノ 酸 残 基（A449V で 7197 原 子） か ら な り，

構造多型を可能にする 3 種類の相互作用
超らせん構造多型を可能にするメカニズムは何か．

44 量体では約 31 万 7000 原子になる．チューブの内

特別な仮定なしに準安定構造をよく再現する MD の

部 と 外 側 を 十 分 覆 う た め に 約 68 万 9000 の 水 分 子

結果を詳細に解析すれば多型のメカニズムが明らかに

（206 万 7000 原子）と 528 個のナトリウムイオンを加

なると期待される．さまざまな解析から，われわれは

えて全系は約 238 万 4000 原子となる．日本原子力研

超らせん構造多型に重要な働きをする 3 種類のサブユ

究所（現 日本原子力研究開発機構）と共同して ITBL

ニット間相互作用を明らかにした（Fig. 3）
．
パーマネント相互作用は，らせん構造が変化しても

計算機を大規模に利用し 2 年以上 MD を実行しトー

常に同じアミノ酸残基ペアで保たれるサブユニット間

タルで約 20 ns の大規模 MD を行った．
このシステムはべん毛繊維全体のごく一部だが，中
央 2 層の 22 量体に注目し，2 つの隣接するユニット
層の位置関係を繰り返すことで長い繊維を構築でき
る．われわれは直線 R 型が安定な A449V だけでなく，
野生型フラジェリン（最安定構造は Normal 型）およ
び G426A（L 型）からなる直線 R 型構造モデルも構築
し出発構造とした．大規模 MD ではすべての原子間
相互作用を計算し，運動方程式を数値的に時系列とし
て解き，1 気圧 300 K で構造変化を観察した．R 型が
最安定構造である A449V は初期構造近傍でゆらぐの
みであったが，野生型は大きく構造が変化した．しか
し，野生型と G426A がそれぞれの最安定構造に自発
的に構造転移するには，MD 可能な時間よりずっと長
い時間がかかる可能性がある．そこで繊維にトルクを

Fig. 2
Twist-curvature diagram of the flagellar filament. Symbol “”: the
structure predicted by the bi-stable protofilament model. Four sets of
dots in blue, magenta, cyan and green: meta-stable structures deduced by MD. Reproduced from Fig. 1e of the ref. 1. Copyright 2006
National Academy of Sciences, USA.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子

かけて構造転移を加速し，効率的に準安定な構造を探
索した．具体的には 44 量体のうち一方の末端層の 11
量体ともう一方の末端層の 11 量体についてそれぞれ
中心軸を定義し，それぞれの軸の周りに各 11 量体が
逆回転する力（トルク）を加えることで強制的に変形

ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）
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が生じても，アミノ酸のペアを入れ替えて同じタイプ
（水素結合または疎水性相互作用）の相互作用ができ
るように適切なアミノ酸が境界面に並んでいる．スラ
イディング相互作用は，すべてのインターフェイス
（5-，6-，11-，16-start 方向）で，比較的少ないエネル
ギー変化でずれを許容し超らせん構造変化を可能にし
ている（Fig. 3）
．つまり，条件（2）のための仕組み
である．
MD では分子力場を用いて原子間の相互作用をすべ
て計算しているだけであり特別な仮定はないが，2 状
態モデルで予想される構造のいくつかに対応する準安
定構造が得られた．次に，MD で得られた各超らせん
構造内の各素繊維を 2 状態モデルにならって R また
は L 型に分類し，2 状態的な様相をもたらす性質が何
であるのかを詳細に調べた．タンパク質の MD では
よく知られていることだが，室温でタンパク質の各原
子は 1 Å 程度ゆらいでいる．べん毛繊維においても各
サブユニットの原子は同程度ゆらいでおり，サブユ
ニットの構造的な特徴だけからは 2 つの型を区別でき
なかった．次にサブユニット間インターフェイスに
R・L 型があると仮定したところ，特徴的な相互作用
（スイッチ相互作用）を見出した．スイッチ相互作用
は 2 状態モデルと高い相関を示す分子間相互作用（塩
橋または水素結合）で，5-start と 16-start の方向に見

Fig. 3
Amino acid residues involved in permanent, sliding and switch interactions at inter-subunit interfaces. Protein subunit pairs are along 11start in (a), 6-start in (b), 5-start in (c) and 16-start in (d). CPK model:
key residues; magenta and yellow: “permanent” interactions; red
and orange: “sliding” interactions; blue and green: “switch” interactions. Reproduced from Fig. 3 of the ref. 1. Copyright 2006 National
Academy of Sciences, USA.

られる（Fig. 3c, d）
．この相互作用は緑の長方形の中
に示された緑の残基と青の残基のペアで形成され，L
型がスイッチオンの状態（相互作用あり）
，R 型がス
イッチオフ（相互作用なし）である．機能にかかわる
立体構造変化をコントロールするために（条件（3）
）
，
スイッチ相互作用が重要な役割を果たしている．興味
深いことに，スイッチ相互作用が形成されている確率

相互作用である．これらは 5-，11-，16-start 方向のサ

は 2 状態モデルと 9 割以上の相関があるが，完全には

ブユニット間相互作用に見られ（Fig. 3a, c, d），塩橋

一致しない．今回の大規模 MD では十分な統計平均

または水素結合によってサブユニット間の位置関係を

が取れていないことも一因ではあるが，実験で観察さ

固定する「かすがい」である（Fig. 4）．つまり，生体

れる超らせん構造とのよい一致を考え合わせると，全

超分子の機能発現に必要な条件（1）（超分子複合体の

体構造が局所的なゆらぎを十分許容するだけの安定性

立体構造を安定に保つ仕組み）である．フラジェリン

をもつのだと考えられる．

の N 末端側から欠損残基を増やしていくと，パーマ

スイッチ相互作用が重要な役割を果たしているとい

ネント相互作用にかかわる最初のアミノ酸残基が欠損

うわれわれの結果は，既知の実験データをよく説明す

した時点で繊維を形成しなくなる 17)．

る．中性付近で Normal 型を取るべん毛繊維は，pH

スライディング相互作用は，タンパク質サブユニッ

が中性からずれるにつれて R 型の素繊維比率がより

ト間インターフェイスのずれを許容する仕組みであ

高い Semicoil や Curly 型に変化する 5)．これはスイッ

る．例えば 6-start の方向でアミノ酸残基 T460 は，繊

チ相互作用ができにくい環境になるにつれて R 型の

維内でのサブユニットの位置や超らせん構造の変化に

比率が増えるためだと解釈できる．また，スイッチ相

応じて 7 つの異なったアミノ酸残基とサブユニット間

互作用にかかわるアスパラギン酸の側鎖がメチレン基

水素結合を形成する．つまりインターフェイスにずれ

1 つ 分 だ け 長 い グ ル タ ミ ン 酸 に 変 異 し た D107E
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Fig. 4
Permanent interactions in the filament. CPK model (blue and red pairs): amino acid residues involved in permanent interactions. (a) Top view;
(b) side view.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）

Fig. 5
Schematic illustration of consistent (a) and frustrated (b) systems.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/では
カラーで掲載）

（SJW1663）が L 型直線繊維になるのは 8)，スイッチ

生体超分子の機能メカニズムとの関係を簡単に述べ

相互作用ができやすいためであろう．

る．物質系のエネルギー変化を系の構造変化に対して
考えると，構造変化に応じたエネルギーの高低を地形

6.

のようにイメージすることができる（エネルギー地

エネルギーフラストレーションと構造多型

形）
．タンパク質の折りたたみのような大きな構造変

1 種類のタンパク質フラジェリンから構成されるべ

化の過程を理解するためにエネルギー地形の概形を眺

ん毛繊維は，なぜ自発的に 2 つの状態を内包するの

めたときには，天然構造はいちばん深い窪みとして見

か？ その理由を考える前に，凝縮系に共通するエネ

つけることができる．この状態はたくさんの相互作用

ルギーフラストレーションという問題とタンパク質や

に矛盾のない低いエネルギー状態，すなわち consistent


目次に戻る
生

物

物

理

Vol.48 No.1（2008）

18)-20)
な状態であると考えられる（Fig. 5a）
．逆の見方を

全体の自由エネルギーがより低いからである．サブユ

すれば，フラストレーションが最小の状態である．機

ニット内の相互作用とサブユニット間の相互作用の間

能発現のメカニズムを理解するために天然状態のエネ

でフラストレーションが溜まっているので，構造にか

ルギー地形をクローズアップすると，深さのあまり違

かるトルクや pH によって違う状態に容易に変化させ

わないたくさんの窪み（多数のエネルギー極小点）が

るられるのだと考えられる．

存在する（Fig. 5b） ．この性質は密度が高く多数の構
21)

成要素からなる系，すなわち多自由度の凝縮系に共通

7.

する．いろいろな相互作用すべてを矛盾なく満たす構
造は存在しないので，どの状態にあっても何らかのフ

構造転移の動的メカニズム
― Transform and relax ―

ラストレーションがある．タンパク質の特徴は，多自

次に超らせん構造が転移する動的な素過程を見てみ

由度系であるにもかかわらず，ごく少数の自由度（構

よう．左巻き・右巻きのいくつかの状態にさまざまな

造変化の方向）に多数のエネルギー極小点が分布し，

大きさのトルクをかけて，構造転移がおこるかどうか

フラストレーションをもっていることにある．ある構

調べた（Fig. 6）
．構造転移はトルクが 3  102 pN nm

造で相互作用 A は安定だが相互作用 B は不安定である

以上の時に起こり，実験から概算された値 22) とほぼ

とき，相互作用 B が安定になる構造では相互作用 A が

対応する．直接には安定構造間を転移しないので，左

不安定になる．これはフラストレーションの一因であ

巻きから右巻きの場合と逆の場合でその軌跡は異な

る．このようなエネルギー地形の特徴により，タンパ

る．トルクで急激な構造変化を起こす過程を詳細に解

ク質や超分子は微弱な摂動によって特定の構造変化を

析すると，スイッチ相互作用やタンパク質の水和構造

起こす．

は構造が変化する前後であまり変化しておらず，トル
クをなくすと元の構造に戻ろうとすることがわかっ

それでは，べん毛繊維におけるフラストレーション
フラジェリンが繊維を形成しないよ

た．すでに得られている準安定構造ではスイッチ相互

うにドメイン D0 にあたる両末端部分を欠いたフラグ

作用や水和構造が大きく変化し安定構造に緩和してい

メントを作り結晶化すると，得られる構造は野生型で

ることから，われわれは構造変化のメカニズムが 2 つ

，フ

のステップからなると考えている．最初はトルクによ

ラジェリン単量体では R 型構造が安定であると推測

る構造変化（transform）の過程で，図では横方向の矢

できる．一方，MD からは分子間でスイッチ相互作用

印で示してある．この過程は MD している短い繊維

を形成したほうがエネルギーの利得があることがわか

の断片ではナノ秒オーダーの短時間で起こる．トルク

る．べん毛繊維が自発的に R と L の 2 つの状態をもっ

がかかった状態が長く続くとその構造近傍で徐々に安

て存在するのは，そうして超らせんを形成する方が系

定構造に緩和（relax）する．この緩和過程は図で示し

の原因は何か？

も変異体でも R 型に対応するものになるので

15)

Fig. 6
Transform and relax mechanism of supercoil transition. (a) Right- to left-handed and (b) left- to right-handed transition. Magenta and yellow
curves: examples of MD with sufficient and insufficient torque to induce supercoil transition, respectively. Open circles: the transient structures observed by dark-field optical microscopy22). Reproduced from Fig. 1f, g of ref. 1. Copyright 2006 National Academy of Sciences, USA.
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た縦の矢印方向に起こる．この構造転移のメカニズム

15)

を Transform and relax

16)

とよぶ．構造転移のマクロな

Samatey, F. A. et al. (2001) Nature 410, 331-337.
Yonekura, K., Maki-Yonekura, S. and Namba, K. (2003) Nature
424, 643-650.

様子は光学顕微鏡によっても観察されており，2 つの

17)

過渡的な状態が報告されている 22)．MD の結果と比較

Vonderviszt, F., Aizawa, S. I. and Namba, K. (1991) J. Mol. Biol.
221, 1461-1474.

すると，1 つの状態はトルクが不十分な場合にエネル

18)

Go, N. (1984) Adv. Biophys. 18, 149-164.

ギー障壁を超えられないで停留した構造であり，もう

19)

Go, N. (1983) Annu. Rev. Biophys. Bio. 12, 183-210.

20)

1 つは transform したが relax する前の状態であろう．

21)

Kitao, A., Hayward, S. and Go, N. (1998) Proteins-Struct. Func.
Gen. 33, 496-517.

生体超分子に共通する特徴は？

8.

Bryngelson, J. D. and Wolynes, P. G. (1987) Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 84, 7524-7528.

大規模 MD によってべん毛繊維の超らせん構造多
型のメカニズムが明らかになってきた．われわれはさ

22)

Hotani, H. (1982) J. Mol. Biol. 156, 791-806.

23)

Samatey, F. A. et al. (2004) Nature 431, 1062-1068.

24)

Furuta, T. et al. (2007) J. Struct. Biol. 157, 481-491.

らにべん毛フックのユニバーサルジョイントとしての
メカニズムも研究している．フックは繊維よりもはる
かに大きな構造変化を許容する．立体構造が決定され
ていない D0 部分を除いたフックの超らせんモデルの
MD からも，スライディング相互作用の重要性が明ら
かになった 23), 24)．生体超分子がどのような原理を利
用して機能を発揮しているのか．本稿で述べた原理は

北尾彰朗

他の超分子にも共通する可能性が高いと思われるが，
詳細なメカニズムが解明されている超分子はまだ少な
い．今後も 1 節で述べた点に注目して，生体超分子が
機能を発揮する原理を解明していきたい．
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フラストレーション
frustration
一般には欲求が満たされないことをいう．物理的
には，複数の相互作用があったときに，多くは構
造的な制約のため，システム全体としてはエネル

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

ギーが低くても一部の相互作用エネルギーが高い
状態に陥ったことをいう．スピン系や，バイオ系
を含む凝縮系で起こりやすい．
（15 ページ）
（北尾ら）
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総説

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

テキサス大学医学部門生化学･分子生物学科

Previous kinetic investigations have suggested that the process of the specific complex formation goes through intermediate states called
target searches or encounter complexes, and the presence of such intermediates greatly accelerates the overall process. However, current
biophysics has not provided adequate physical pictures about such intermediates. We have developed new NMR methods that permit investigations of structural and dynamics aspects of the transient, low-population intermediates in protein-DNA or protein-protein association processes. The methods make use of paramagnetic relaxation enhancement (PRE) as a tool to amplify the information about the minor species.
protein / DNA / target search / intermediates / NMR / PRE

1.

やはり非特異的に弱く結合した中間体（遭遇複合体；

はじめに

encounter complex）を最初に形成してから，最終的な

タンパク質・核酸などの生体高分子は，他の分子と

特異的複合体にいたる例が知られている 2)．しかしな

の特異的な複合体形成を伴う相互作用によりその機能

がら，反応速度論的な解析はあくまでも速度論的なも

を発現する．近年の構造生物学の発展により，さまざ

のであり，それらの中間体が具体的にどのような構造

まな生体高分子複合体の立体構造が明らかにされ，そ

をとるのか，またそのダイナミクスがいかなるものか

の情報量はいまや膨大である．しかしながら，生体高

に関しては，ほぼ未知である．反応溶液中での遷移中

分子間の複合体の構造情報を得るだけでは，分子認識

間体を構造生物学的な観点から解析するのは非常に困

を理解したと必ずしもいえない．なぜならば，通常の

難である．なぜならば，遷移中間体はその性質上，平

X 線および NMR 構造解析で決定される複合体の構造

衡状態において存在比率が低く，しかも多様な非特異

はもっとも安定な状態（ground state）としての最終的

的結合状態が混在するからである．

な複合体に対するものであり，それが形成される過程

近年，筆者らは生体高分子複合体形成の平衡反応中

でいったい何が起こっているのかに関してはほとんど

における遷移中間体を解析する画期的な核磁気共鳴

情報を与えないからである．

（NMR）手法を開発した．この総説では，その原理お

その一方で，生体高分子間の複合体形成過程におい

よび応用に関して説明したい．

て中間状態が存在し，それが複合体形成速度を速める
のに大きく寄与していることは，反応速度論的な解析

2.

からよく知られている事実である．たとえば，配列特
異的タンパク質― DNA 複合体形成過程においては，特

分子間 PRE を利用した
微量存在種に関する情報の増幅
一般的に，平衡状態にある複合体形成過程におい

定の DNA 配列部位で特異的複合体が形成される前に，
まず非特異的な複合体が非特異的 DNA 部位で形成さ

て，遷移中間体の存在比率は非常に低い．通常の溶液

れ，タンパク質は DNA の上を拡散しながら特異的配

NMR 法では，そのような微量にしか存在しない状態

列を探索する（ターゲットサーチ過程） ．また，タ

を観測するのはきわめて困難である．なぜならば，通

ンパク質―タンパク質複合体形成では，相互作用する

常，観測量のほとんどは，大多数を占める分子種に起

タンパク質どうしが遭遇したときに，静電相互作用で

因するからである．したがってそのような平衡系にお

1)

Investigations of Intermediates in Macromolecular Binding Process Using NMR-PRE Method
Junji IWAHARA
Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Texas Medical Branch
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て PRE 2app の交換速度依存性をシミュレーションし

ける遷移中間体を解析するためには，何らかの方法

た結果が Fig.  下図である．ここで非常に重要なのは，

で，微量存在種に関する情報を増幅する必要がある．

観測される PRE 2app が 1% しか存在しない状態 B を

筆者らが開発した手法では，水素原子核と不対電子

強く反映するのは，交換速度 kex が比較的速いときだ

との磁気双極子―双極子相互作用に起因する常磁性緩

けであり，kex が遅いときには状態 A に対する PRE 2,A

和促進（paramagnetic relaxation enhancement; PRE）を情
報の増幅に利用する ．通常の多次元 NMR では，原

と実質上同じであることである．つまり交換系におい

子核間のさまざまな磁気的相互作用を利用し，分子の

て，PRE を用いて微量存在種に関する情報の増幅が可

解析に用いる．たとえば，一般的な生体高分子構造解

能なのは，交換速度が比較的速いときだけである．

3)

析 で 最 も 重 要 な 観 測 量 で あ る H- H NOE（nuclear
1

1

Overhauser effect）は，水素原子核間での磁気双極子―双

3.

極子相互作用に起因する．NOE の場合，双極子間の
距離 r に対して，r6 に比例し，r が 6 Å 以下のとき観

配列特異的 DNA 結合タンパク質による
ターゲットサーチ過程の解析への応用

測可能であることはよく知られている．PRE の場合も

筆者らはこの原理を利用して，タンパク質が特異的

やはり r6 に比例するが，その強度は著しく強い．な

DNA 配列に結合する反応過程における遷移中間体を

ぜならば，不対電子の磁気双極子モーメントは水素原

解析した．研究対象は，転写調節タンパク質 HOXD9

子核のそれに対して 658 倍もの大きさであるからであ

のホメオドメインとその特異配列 TAAT を含む 24 塩

る．このため，PRE が観測可能な r の範囲は，Mn2

基対の DNA の系である．ホメオドメインは非常によ

の不対電子に起因する PRE の場合，34 Å にも及ぶ．

く研究されている系であり，特異的 DNA 配列に結合

そ の よ う な 広 い 距 離 領 域 で r 依 存 性 を も つ の で，
6

PRE 強度は非常に広範囲である．たとえば，分子量約
3 万の系で 1H-Mn2 間の距離 r が 30 Å のとき，1H 横緩
和に対する PRE（通常，われわれは 1H-2 とよぶ）は

2 s1 程度である．ところが，r  8 Å に対しては，PRE

1

H-2 は 5.6  103 s1 もの大きさになる．

ここで，二状態 A および B の間の平衡を考察する

（Fig. ）
．その平衡において，状態 A が 99% を占め，
状態 B はわずか 1% であるとし，状態 A では 1H-Mn2
間の距離 r が 30 Å，状態 B では 8 Å だとする．これら
の 二 状 態 そ れ ぞ れ に 対 す る PRE は，2,A  2 s1,

2,A  5.6  103 s1 で あ る． も し も， 二 状 態 間 の 交 換
（exchange）が非常に速い場合は，この系に関して観測
される見かけ上の PRE 2app は，状態 A,B の存在比率
pA, pB に対して，pA2,A  pB2,B で与えられ，したがっ
て 2app  58 s1 となる．この値は 2,A の 29 倍に相当す
る．このことは微量にしか存在しない状態 B の解析
をする上で，非常に好都合であるといえる．なぜなら
ば，通常の方法では観測者がその存在に気がつかない
ほど状態 B の存在比率が低いにもかかわらず，PRE
2app は強く状態 B を反映するからである．このこと
により，観測者は状態 B の存在を知ることができる．
さらに，PRE は距離に依存した観測量であるため，状
態 B に関する構造情報を得ることが可能である．
以上は，交換速度が非常に速い場合のみに対する定
性的な議論であるが，実際には，観測される PRE 2app
は交換速度 kex に強く依存する．上に述べた二状態系
（A, 99%; B, 1%）に関して，McConnell 方程式を用い

Fig. 1
Principle to amplify the information about low-population species in
a two-state exchange system (A, 99%; B, 1%). The apparent PRE
value for the exchanging system depends on the exchange timescale.
When the exchange rate is fast, the observed PRE is highly influenced
by the minor species with a shorter PRE distance, even if its population is as low as 1%. R and  represent relaxation rates and chemical
shifts, respectively.
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した複合体の立体構造も既知である．また，このホメ

ホメオドメイン各残基の主鎖アミド 1H の横緩和に
関して観測された PRE 2 を特異的複合体の立体構造モ

オドメインの特異的および非特異的 DNA 結合に関す
る解離定数から，この実験系では，全体の約 1% 程度

デル上にカラーコード表示してまとめたのが，Fig. 

のホメオドメインが非特異的 DNA 上で特異配列を探

である．この図では，観測された分子間 PRE のデー

索している状態にあると推定される．ここで調べたい

タは，溶液中の塩濃度が 20 mM の条件では特異的

のは，そのホメオドメインが特異配列に結合するまで

DNA 配列に結合した複合体の立体構造から予測され

のターゲットサーチ過程における構造およびダイナミ

るパターンとよい一致を示した．ところが，まったく

クスである．

同一のサンプルに関して，塩濃度を 160 mM に上昇さ

分子間 PRE を観測するために，ホメオドメインを

せた条件で PRE を観測すると，そのパターンは大き

安定同位体標識し，DNA に部位特異的に Mn2 を導入

く変化し，立体構造から予測される部位以外にも強い

した．この際用いたのは，チミン塩基に EDTA（エチ

分子間 PRE が観測された．たとえば，dT-EDTA-Mn2

レンジアミン四酢酸）を共有結合させた修飾塩基（dT-

部 位 1 か ら Arg28 の 主 鎖 ア ミ ド NH ま で の 距 離 は

．dT-EDTA を 含 む DNA は， ア ミ

45 Å 以上であるにもかかわらず，塩濃度が 160 mM の

ダイトを利用した通常の固相 DNA 合成機で容易に得

条件のときには大きな PRE を示す．いったい，これ

ることができる．EDTA の Mn に対する結合は非常

は何を意味するのであろうか？

EDTA） で あ る

4), 5)

2

に強いため（解離定数は中性 pH で約 10 M），この

この実験データを解釈する上で重要なのは，ター

修飾塩基を利用することで，DNA 上の特定部位に

ゲットサーチ過程の速度に対する塩濃度の影響であ

Mn2 を導入できる．Mn2 は不対電子を d 軌道に 5 個

る．一般的に，タンパク質― DNA の相互作用の結合・

有する一方，タンパク質および DNA には不対電子が

解離速度定数は塩濃度に強く依存する．この系でも，

2

存在しないので，観測される PRE は，導入した Mn

ホメオドメインが特定の DNA 部位から別の分子の結

に 由 来 す る． し た が っ て，DNA 中 の dT-EDTA に

合部位に移動する反応の速度定数 k は，塩濃度 S に対

11

Mn が配位したサンプルと Ca が配位したサンプル
2

2

（Ca2 は不対電子をもたない）に関する NMR 測定の
比較により，Mn2 と観測 1H 核の間の磁気相互作用に
よる PRE を，安定同位体標識したタンパク質中の各
残基に関して定量することができる（その NMR 測定
法に関しては，文献 6 を参照されたい）．このように
して 4 つの異なる dT-EDTA-Mn2 部位（Fig. ）に関
して PRE を測定した．

Fig. 2
Modified DNA used for the investigation of transient intermediates
in HOXD9 homeodomain-DNA interactions. The EDTA-conjugated
thymine base (dT-EDTA) was utilized for site-specific incorporation of
Mn2/Ca2 for PRE analysis. The investigation made use of four distinct sites of dT-EDTA on 24-bp DNA. The target sequence for the
homeodomain is indicated with a box.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子

Fig. 3
Summary of intermolecular PRE 2 data arising from dT-EDTA-Mn2.
Magnitude of PRE is represented with colors (see online version). At
20 mM NaCl, the PRE data are consistent with the structure of the
specific complex, whereas the data at 160 mM NaCl are not. It is because the exchange between the ground state (the specific complex)
and the target search states where the protein can be located close
to the dT-EDTA-Mn2 is fast at 160 mM NaCl and the minor states
highly affect the apparent value of the PRE even though its population is as low as 1%. A corresponding color figure is available in
ref. 3.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/

ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）

browse/biophys/ではカラーで掲載）
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して，log k  a log S  b（a, b は定数）の関係を示し，
塩 濃 度 が 160 mM の と き の 移 動 速 度 は， 塩 濃 度 が
20 mM のときの約 90 倍速いことが別の NMR 実験 3), 7)
から明らかになった．ここで，前節で説明した交換系
での見かけ上の PRE の性質を思い出していただきた
い．交換速度が遅い場合には，たとえ距離 r の短い分
子種が存在しても，その存在比率が 1% 程度であれ
ば，その影響は見かけ上の PRE に反映されない．そ
の場合，PRE は約 99% の大多数を占める分子種のみ
を反映する．ところが，交換速度が速くなるにつれ，
距離の短い分子種からの PRE がしだいに強く反映さ
れるようになる．ターゲットサーチ過程において，ホ

Fig. 4
Experiments to evaluate the contributions of inter- and intra-molecular translocation of the protein in the target search process. The PRE
data observed for the sample 1 arise from the inter-molecular translocation, whereas those for the sample 2 arise from both inter- and
intra-molecular translocations.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル

メオドメインは DNA 上で dT-EDTA-Mn2 に近い部位
に非特異的に結合することができることに注意してい
ただきたい．塩濃度が 20 mM の条件では，そのよう
に非特異的に結合した状態（遷移中間体）と特異配列

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）

に結合した状態の間での交換速度が遅いので，ター
ゲットサーチ過程は見かけ上の PRE に影響を及ぼさ
ない．それに対し，塩濃度が 160 mM のときは交換速

交換の条件（この場合 160 mM NaCl）で分子間 PRE

度が速いので，ターゲットサーチ過程で dT-EDTA-

を観測した場合，その PRE はホメオドメインが dT-

Mn2 の近くに結合した状態が見かけ上の PRE に強く

EDTA-Mn2 を含む非特異的 DNA から特異配列を含む

影響する．

DNA に移動する過程を反映する．その一方，対照実

以上を理解した上で，4 つの dT-EDTA-Mn 部位に

験用のサンプル 2 では，特異配列と dT-EDTA-Mn2 の

関して塩濃度 160 mM の条件で観測された PRE データ

組合わせが逆であり，この場合，同じ条件で観測され

を立体構造とあわせて統合的に解析することにより，

る PRE は， 異 な る DNA 分 子 間 の 移 動 お よ び 同 一

非常に興味深いことが示唆された．それはターゲット

DNA 分子内の移動両方を反映する．これら 2 つのサ

サーチ過程におけるホメオドメインの DNA 結合様式

ンプルに関する PRE データを比較することにより，

が，特異的複合体における結合様式と実質的に同じだ

ターゲットサーチ過程における異なる DNA 分子間で

ということである．このことに関しては，さらに詳細

のタンパク質の移動および同一 DNA 上での移動の寄

に他の NMR 実験で検討し，実際その通りであること

与を調べることができる．この結果，従来信じられて

が明らかになった ．ここで特筆すべきことは，その

いた以上に分子間移動がターゲットサーチに寄与する

ような構造に関する知見が，平衡状態で 1% 程度しか

こと，またタンパク質分子が同一 DNA 上で結合様式

存在しない遷移中間体に関して得られたことである．

を保ちつつ滑るように移動するスライディング過程が

2

8)

実際に存在することが明らかになった．

同様の原理をダイナミクス解析に利用することもで
きる．ターゲット サ ー チ 過 程 は タ ン パ ク 質 分子が
DNA 上をターゲット配列を探索しながら移動する過

4.

程であり，そのダイナミクスは 2 種類に分類できる．
つまり同一 DNA 分子上での移動（分子内移動）およ

タンパク質―タンパク質複合体形成における
遭遇複合体の解析

び異なる DNA 間での移動（分子間移動）である．筆

もちろん，同様の原理をタンパク質―タンパク質複

者らはこれら 2 種類の移動様式の寄与を調べる実験

合体形成過程に応用することも可能である．この場

（Fig. ）を考案，遂行した ．この実験では，2 種類

合，安定同位体標識および常磁性標識をそれぞれ複合

のサンプルに関して PRE を観測する．それぞれのサ

体中で別々のタンパク質に適用し，分子間 PRE を観

ンプルは 2 種類の DNA を含む．サンプル 1 では，一

測する．タンパク質に関しても EDTA-Mn2 あるいは

方の DNA は特異配列を含むが，dT-EDTA-Mn2 を含

TEMPOL, PROXYL などの常磁性標識を部位特異的に

まない．もう一方の DNA は特異配列を含まないが

システイン残基に導入することが可能である 9), 10)．

3)

筆者らはこの方法を用いて，Enzyme I の N 末端ド

dT-EDTA-Mn2 を含む．このサンプルに関して，速い
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メイン（EIN）と HPr タンパク質の複合体形成におけ

の研究に非常な威力を発揮する．この方法は，他の物

．EIN を H, C, N で標識

理化学的手法では解析することが非常に困難な結合遷

し，HPr に人工的に導入したシステイン残基に EDTA-

移中間体の構造およびダイナミクスに関する情報を与

Mn を共有結合させ，分子間 PRE を解析した．この

え，生物物理の分野に新しいパラダイムを生み出す潜

系では，結合・解離の交換速度が速く，したがって遭

在性をもつ．本総説をきっかけに，より多くの日本人

遇複合体および最終複合体の間での交換も速いため，

研究者が生物物理におけるこの溶液 NMR の新しい可

平衡状態で存在量が低い遭遇複合体が分子間 PRE に

能性に関心を抱くことになれば幸いである．

る遭遇複合体を解析した

11)

2

13

15

2

大きく影響する．もちろん，その影響は，遭遇複合体
謝

においてこれら 2 つのタンパク質分子がどのように接

辞

触し，分布しているかに依存する．観測される分子間

この総説で記述した内容は，筆者が米国 National

PRE がおおざっぱにいって各状態に対する PRE の線

Institutes of Health に 5 年間在籍したときに遂行した研

形平均であると仮定すると，逆に，多数の観測される

究に基づいている．所属した研究室の主任 G. Marius

分子間 PRE データから，遭遇複合体におけるそれら 2

Clore 博士に深く感謝の意を表する．

つのタンパク質分子の相対的位置関係および分布を計
文

算・推定することが原理的に可能である．筆者らは，

1)

そのための計算手法を開発し，それを NMR 構造生物
学で汎用されているソフトウェアパッケージ XPLOR-

2)
3)
4)

NIH に組み込んだ 11)-13)．この計算手法および分子間
PRE の実験データを用いて，HPr タンパク質分子が，
遭遇複合体において，標的タンパク質分子である EIN

5)

の分子表面上にどのように分布しているかを計算し
子表面上で負に帯電した領域に対して，正電荷をもつ
複合体にいたることが示唆された．また，Ubbink ら

15)

(2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 18945-18950.
Solomon, I. (1955) Phys. Rev. 99, 559-565.

9)

の研究グループによって，シトクロム c とシトクロム
c ペルオキシダーゼの複合体形成における遭遇複合体

10)
11)
12)

が同様な手法を用いて解析された 14)．

5.

14)

7)
8)

分子表面を接触させつつ，二次元的な拡散により最終

おわりに

13)

実は NMR 分光学の歴史の中で，PRE は NOE と同
様に古い．実際，PRE に関する最初の理論的考察は，
今から半世紀以上も前の 1955 年に，NOE に関する最

von Hipple, P. H. and Berg, O. G. (1989) J. Biol. Chem. 264,
675-678.
Schreiber, G. (2002) Curr. Opin. Struct. Biol. 12, 41-47.
Iwahara, J. and Clore, G. M. (2006) Nature 440, 1227-1230.
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Iwahara, J. and Clore, G. M. (2006) J. Am. Chem. Soc. 128, 404-405.
Iwahara, J., Zweckstetter, M. and Clore, G. M. (2006) Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 103, 15062-15067.
Dvoretsky, A., Gaponenko, V. and Rosevear P. R. (2002) FEBS Lett.
528, 189-192.
Gillespie, J. R. and Shortle, D. (1997) J. Mol. Biol. 268, 158-169.
Tang, C., Iwahara, J. and Clore, G. M. (2006) Nature 444, 383-386.
Iwahara, J., Schwieters, C. D. and Clore, G. M. (2004) J. Am.
Chem. Soc. 126, 5879-5896.
Iwahara, J., Schwieters, C. D. and Clore, G. M. (2004) J. Am.
Chem. Soc. 126, 12800-12808.
Volkov, A. N., Worrall, J. A., Holtzmann, E. and Ubbink, M.

6)

た．その結果，遭遇複合体において，HPr は，EIN 分

献

も重要な式である Solomon 方程式と同一の論文上で発
表された 15)．それにもかかわらず，NOE が構造生物
学の中で華々しい役割を果たしてきた一方，PRE の応
用はごく最近まで金属結合タンパク質の構造解析に限
られてきた．その理由として，一般的に生体高分子は
不対電子を有さないため，PRE の応用のためには何ら

岩原淳二

かの方法で不対電子を導入する必要性があることが挙
げられる．しかし，そのための手法はいまや確立さ
れ，さまざまな生体高分子の系に対して PRE の応用
が可能になった．そして，この総説で示したように，
PRE は生体高分子複合体形成過程における遷移中間体
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原腸陥入運動とケモカインシグナル
福井彰雅

北海道大学大学院理学研究院生命理学部門

Gastrulation is a crucial event at the early embryogenesis in animals. In vertebrates, gastrulation sets presumptive ectoderm, mesoderm,
and endoderm cells in position. Furthermore, primary body axes were established through the gastrulation. Although precise analyses of
gastrulation movement have revealed how to organize the body plan, many molecular mechanisms still remained to be clarified. Amphibian embryo, especially Xenopus laevis, lies on a lot of information that had been studied for the subject of gastrulation. This review outlines the movement of mesoderm cells in Xenopus, and discusses the role of a chemokine in cell migration during gastrulation.
Xenopus laevis / gastrulation / chemokine / CXCR4 / SDF-1 / leading edge mesoderm

1.

の中胚葉細胞の移動について概説する．受精後，ツメ

はじめに

ガエル胚は非常に速い細胞分裂である卵割を繰り返し

われわれヒトを含む脊椎動物は魚から鳥，哺乳類ま

て細胞数を増やし，やがて胞胚とよばれる時期にな

でさまざまな外見をもつが，一目でそれが動物である

る．Keller はアフリカツメガエルの胚の予定運命につ

ことがわかる．たとえば，前方に頭があり，後方に尾

いて詳細な調査を行い，有尾両生類であるイモリとは

がある．背中側に背骨があり，腹側に内臓をもつ．こ

細部で異なっていることを明らかにした 1)．Keller ら

れら脊椎動物に共通な体の基本構造，ボディプランは

によって調査された，表面からみた後期胞胚期の予定

原腸陥入運動によりつくられる．原腸陥入はほぼすべ

運命図を Fig. 1a に示す．胚のほぼ動物半球が外胚葉

ての動物で胚発生の初期に見られる，非常に複雑で協

にあたり，背側は中枢神経，腹側は表皮となる．植物

調的な細胞の運動である．原腸陥入運動により，表皮

半球では赤道付近より植物極に向けて内胚葉表層，ボ

や神経となる外胚葉，筋肉や骨となる中胚葉，および

トル細胞（内胚葉表層）
，内胚葉となっており，中胚

内臓諸器官となる内胚葉が正しい位置へ配置され，ま

葉は背側の一部分のみとなる．これは，ツメガエルの

た前後軸，背腹軸，左右軸などの体軸が決定される．

胚がイモリと異なり，2 層になっていることに由来す

両生類の胚は，体外で発生が進行し，簡単な装置で観

る．胚の内部，動物極側には胞胚腔（blastocoel）とよ

察できることから，古くから初期発生の研究材料とし

ばれる空所があり，この動物極側の領域を胞胚腔蓋

て用いられてきた．さらに外科的手術が可能であるこ

（blastocoel roof; BCR）とよぶ（Fig. 1b）
．赤道近辺にあ

と，これまでの研究が蓄積されていることから原腸陥

たる部分を帯域（marginal zone）とよぶが，胞胚腔蓋

入運動を研究する上で優れた素材であると考えられ

から帯域にかけては，表層（superficial layer）と内層

る．ここでは，アフリカツメガエル Xenopus laevis を材

（deep layer）のはっきりと異なる細胞層が見られる．

料とした原腸陥入時の細胞運動と原腸陥入時のケモカ

表層では隣接する細胞同士が密着結合を形成し，細胞

インシグナルの役割について紹介したい．

の運動は限られているが，内層は間充織様の細胞で，
隣り合う細胞の結合も緩く，移動性に富む．胚断面の

2.

模式図（Fig. 1b, Fig. 2a）に示すように，ほとんどの

原腸陥入運動

中胚葉は帯域に沿ってリング状に存在する内層細胞か

最初にツメガエルの正常発生における，原腸陥入時

ら な り， 植 物 極 側 が 先 行 中 胚 葉（leading edge meso-

Chemokine Signaling in Amphibian Gastrulation
Akimasa FUKUI
Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University
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Fig. 1
The fate map of the Xenopus pre-gastrulation embryo. Surface view (a), and Cross-section (b). Axial mesoderm and leading edge mesoderm are
indicated with light gray and dark gray, respectively. Abbreviations: An, animal pole; Vg, vegetal pole; Dor, dorsal side; Vent, ventral side. (modified from Keller and Shook, 2004)

Fig. 2
The schematic diagram of gastrulation of Xenopus laevis embryo. (a) Mid-sagittal section of pre-gastrulation embryo. (b)-(d) Progression of gastrulation movement in dorsal side of the gastrula. In brief, at the onset of gastrulation, leading edge mesoderm (LEM) touches on the inner surface of
blastocoel roof (BCR) by endoderm rotation (doted arrow in (a)). Then, the BCR-apposed LEM cells migrate toward the animal pole. Followed mesoderm layer is involuted (bending arrows in (b)-(d)), and extends along the animal-vegetal axis (opposite arrows in (b)-(d)). In the mid-gastrula
stage, LEM cells become monopolar and migrated forward animal pole (prospective anterior), and axial mesoderm cells show bipolar shape, perform medio-lateral intercalation (e). Each doted line shows the border of indicated parts. Abbreviations: Dor, dorsal side; Vent, ventral side; Ant,
anterior; Post, posterior. (modified from Keller and Shook, 2004)

derm; LEM）
， 動 物 極 側 が 軸 中 胚 葉（axial mesoderm）

の駆動力は不明である．内胚葉回転が起きた場所で

とよばれる．軸中胚葉は大部分が体節に分化し，最も

は，ほぼ同時に表層の一部がボトル細胞へと形態を変

背側の一部が脊索となる．つまりツメガエルの予定体

化させることにより，外部から色素の沈着した原口

節領域は腹側まで広がっており，この部分がこれまで

（blastpore）領域が確認できるようになる（Fig. 2b）
．

知られている有尾両生類との大きな違いであろう．

その後，先行中胚葉に続く帯域の軸中胚葉領域は胚の

原腸陥入運動は内胚葉回転（endoderm rotation）と

内部へと巻き込まれながら，予定外胚葉領域と相対す

よばれる，予定内胚葉細胞の再配置より始まる ．こ

るように配置される（Fig. 2c, d）
．これらの現象は帯

の運動では胞胚腔底部外縁の内胚葉細胞が胞胚腔蓋に

域において背側から腹側に向かって順次進行してい

向かって移動するように見られ（Fig. 2a 点線矢印）
，

く．

2)

先行中胚葉が胞胚腔蓋内側に接触する（Fig. 2a → b）
．

陥入後の中胚葉細胞はそれぞれの領域ごとに独自の

内胚葉回転は胞胚腔蓋をとり除いてしまった胚でもみ

形態を取り始める．先行中胚葉は動物極方向へ向いた

られることから自律的に進行すると考えられるが，そ

単極性の細胞となるのに対し，軸中胚葉細胞は双極性
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へと形態を変化させ，互いに入り込み運動を起こし始

を誘導する重要な領域である．自身は最終的にはほぼ

める（Fig. 2e）
．この軸中胚葉細胞の運動は

正中に

単層となって咽頭を含む脊索より前方の中内胚葉性組

向かう横方向の相互入り込み運動 （medio-lateral inter-

織へと分化する．頭部中胚葉を含む先行中胚葉の細胞

calation）とよばれる．この運動により最も背側の予定

群は，胞胚腔蓋に接触した後に動物極側に仮足を延ば

脊索領域の細胞が前後方向に再配置され，最終的には

した単極性の細胞となって，原腸陥入前の動物極の位

ほぼ一列の細胞群となる．予定体節領域の細胞も正中

．胞胚腔
置まで胞胚腔内部を移動する 6), 7)（Fig. 2b-e）

線に向かった横方向の相互入り込み運動を行い，原腸

蓋内面では細胞外マトリクスの 1 種であるフィブロネ

陥入後期ではこの力が原口を収縮させると見られる．

クチンが層を形成しており，先行中胚葉はこれを足場

さらに胚の前後軸方向への伸長も促進される．正中線

として移動する．このとき，フィブロネクチンの配位

に向かった横方向の相互入り込み運動による前後軸方

が運動方向に関与していることは中辻らの報告により

向への伸長を収斂伸長運動（convergent extension move-

早くから知られていたが 8)，その移動の方向を定める

ment）とよぶ 3)．

因子，migration cue については不明であった．

収斂伸長運動の機構には PCP pathway とよばれる

ケ モ カ イ ン（chemokine） は chemotactic と cytokine

Wnt 情 報 伝 達 系 が 関 与 し て い る こ と が 知 ら れ て い

を合わせた造語であり，その名の通り細胞の運動を制

る 3), 4)．しかし，なぜ背側に向かって細胞が収斂する

御する因子として知られている．一般にケモカインと

のか，相対的な細胞の位置を個々の細胞がどのように

して分類されるタンパク質は分子質量 8-14 kDa，100

認識しているか等不明な点は多い．最近，アクチビン

アミノ酸以下の小さなものが多く，非常に多数のもの

様シグナルの濃度勾配がこの細胞の再配置に関与して

がリガンドとして機能することが知られている 9)．ま

いることが報告されている 5)．二宮らは外胚葉内層の

た，その受容体は 7 回膜貫通の G タンパク質共役型

細胞を解離し，濃度の異なるアクチビンによって処理

受容体（GPCR）であり，ケモカインのシステイン残

した後にそれぞれを再集合させた外植体を作製し，こ

基の配列から，CC 型，CXC 型受容体（CCR, CXCR）

れらを

くっつけた ．このとき，同濃度のアクチビ

などと分類されている．その中で SDF-1（stromal cell-

ンで処理されたもの同士の組み合わせでは外植体は伸

derived factor-1）（ CXCL12; CXC type chemokine ligand

長しない．しかし，濃度の異なるアクチビンで処理し

12）とその受容体である CXC 型受容体 4（CXCR4）

た外植体を組み合わせた場合は正中線に向かった横方

は特異な存在として知られている．ケモカインリガン

向の相互入り込み運動を行い，中軸中胚葉でみられる

ドとその受容体の関係は大部分が多対多となっている

ような収斂伸長が起きた．また，組み合わせの際に

が，SDF-1/CXCR4 系 は ほ ぼ 1 対 1 対 応 を し て お り，

Wnt/PCP 情報伝達に介在する細胞内因子である Xdsh

おそらくケモカインの中でも最も古くから保存されて

の機能欠失型を強制発現させた外植体を準備し，これ

いるのではないかと類推されている 9)．SDF-1/CXCR4

と異なる濃度で処理した正常な外植体を組み合わせた

系は当初 B 細胞前駆細胞が骨髄へ移動する際のケモ

結果，正常な外植体領域では伸長運動が観察された

カインシグナル（pre-B cell stimulating factor; PBSF）と

が，Xdsh 機能欠失型の領域では見られなかった．こ

して同定され，その後，造血，炎症，動脈硬化などの

の結果は，PCP pathway の分子機構は個々の細胞の相

血球系細胞の機能をはじめ，血管新生，神経発生，生

互入り込み運動に必要だが，それが発動する前後軸方

殖細胞の生殖隆起への移動など初期発生も含む非常に

向への伸長運動にはアクチビン様情報伝達が介在し，

広範な機能が指摘されている 10)-16)．また，CXCR4 は

アクチビンのわずかな濃度の違いを細胞が感知して相

ヒト免疫不全症候群の原因ウイルスである HIV が感

互入り込み運動が顕在化することを表す．この分子機

染するための補助受容体として機能することも知られ

序の解明はこれからである．

ている 17)．さらに，胚性幹細胞，始原生殖細胞といっ
た胚性のものだけでなく，造血，神経，肝臓などさま

3.

ざまな体性幹細胞，および，非常に多くのがん細胞で

先行中胚葉の運動とケモカイン

も発現が確認されており，がん幹細胞（cancer stem
cell）との関係も注目されている 9), 18)．

先行中胚葉は前述のように原腸陥入前には内胚葉と
接する形で帯域に沿ってリング状に存在し（Fig. 1b,

著者らはアクチビン処理を行ったアニマルキャップ

Fig. 2a）
，将来，背側より順に頭部中胚葉，予定心臓

外植体より mRNA を抽出し，ツメガエルマイクロア

中胚葉，側方および腹側中胚葉へと分化する．特に頭

レイで遺伝子発現の調査を行っていた．その結果，ツ

部中胚葉は前脊索板ともよばれ，頭部前方領域の神経

メガエル CXCR 型受容体 4(xCXCR4) が濃度依存的に
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増加していることを見つけた．過去に xCXCR4 の報

胞胚腔蓋内層の細胞で，xCXCR4 は陥入している中胚

告はあったが，原腸胚期での発現については記載がな

葉領域で発現していることが確認された（Fig. 4b）
．

かった 19)．また，データベース上で 2 種類の CXCR4

このユニークな発現パターンは，SDF-1/CXCR4 系が

が見つかったが，そのアミノ酸配列は 97% の相同性

中胚葉細胞の原腸陥入運動に関与していることを示唆

をもち，UTR を含めた cDNA の配列も約 90% の相同

する．ツメガエルの胚は適度な大きさなので，4 細胞

性を示していた．SDF-1 については哺乳類において選

期や 8 細胞期の胚の表層直下に mRNA などを微量注

択的スプライシングにより ， の 2 種類があること

入することで領域特異的な強制発現や機能阻害を起こ

．しかし，ツメガエルで報告され

すことができる．そこで xSDF-1 および xCXCR4 の

ているものは 1 種類であり，これは後期神経胚期から

mRNA を in vitro で合成し，初期胚の帯域に微量注入

発現が見られるものであった 21)．そのため，新規の

したところ，原口が閉塞せずに開いたままの原腸陥入

SDF-1 を 公 的 デ ー タ ベ ー ス 上 で 探 索 し， 哺 乳 類 の

不全を起こした．特に背側に注入した場合に顕著な陥

SDF-1 に相当する cDNA を見つけ，これをツメガエ

入異常が見られ，この胚の観察を続けると背側の構

ル SDF-1（xSDF-1） と し た（Fig. 3）． 従 来 報 告 の

造，つまり神経や脊索，体節などの組織に形成不全が

あった xSDF-1 は C 末端側が 5 残基多く，これまで他

みられた．また，xSDF-1 および xCXCR4 の機能阻害

の動物で  型として報告されているものに相当する

によっても原腸陥入異常がみられた．これらのことか

と思われる．xSDF-1 の予想アミノ酸配列は xSDF-1

ら，SDF-1/CXCR4 情報伝達系が原腸陥入運動に関与

の C 末端側 5 残基を除いて完全に相同である．しか

していることが強く示唆される．実際，陥入異常胚の

し，非常に長い 3-UTR（約 5.8 kbp）の塩基配列はほ

断面を観察すると，先行中胚葉の動物極へ向かう移動

とんど相同性をもたないため，発現の差を PCR や

が阻害されていることが確認された．

が知られていた

20)

そこで，先行中胚葉の xSDF-1 に対する反応を調

whole mount in situ hybridization（WISH）で調べること
が可能であった．

べるため，先行中胚葉外植体の運動を調べる実験を

こういった背景をもとに，ツメガエル原腸胚形成に

行った（Fig. 5）
．あらかじめ，8 細胞期の胚の将来胞

．まず逆転

胚腔蓋領域にあたる部位に xSDF-1 mRNA を注入し

写 reverse transcription(RT)-PCR に よ り，xCXCR4 が 胞

ておく．これを初期原腸胚期まで発生させた後，微小

胚期より，xSDF-1 が原腸胚期より発現しているが，

手術で胞胚腔蓋外植体を切り出す．これとは別に，初

xSDF-1 はより遅い尾芽胚期から発現していることが

期原腸胚の先行中胚葉の先端領域を先行中胚葉外植体

確かめられた（Fig. 4a）．さらに WISH により mRNA

として切り出し，それぞれの外植体をフィブロネクチ

の局在を調べたところ，リガンドである xSDF-1 は

ンでコートした培養面に 0.5 mm の距離で配置する

おける SDF-1/CXCR4 系の機能を調べた

22)

Fig. 3
Alignment of the predicted amino acid sequences of Xenopus laevis (xSDF-1 and xSDF-1), human (hSDF-1 and hSDF-1), mouse (mSDF-1 and
mSDF-1), rat (rSDF-1 and rSDF-1c), chick (cSDF-1 and SDF-1), and zebrafish (zSDF-1 and zSDF-1) SDF-1. Shadow boxes, shared amino acids; underline, predicted signal sequence; asterisks, CXC motif.
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Fig. 4
Expression pattern of xCXCR4, and xSDF-1 and xSDF-1. (a) RT-PCR
analysis of xSDF-1, xCXCR4, and xSDF-1. Each lane represents unfertilized egg (UF), cleavage (CL), blastula (BL), gastrula (GA), neurula
(NE), tailbud (TB), tadopole (TP), stages, and the mixture of indicated
stage RNAs (Mix). xCXCR4 transcripts increased at the blastula stage.
xSDF-1 was detected at the gastrula stage, however xSDF-1 transcript levels increased at the tailbud stage. ornithinedecarboxylase
(ODC) is used as a loading control, and ODC (RT-) is negative control.
(b) Spatial expression pattern of xCXCR4, xSDF-1, and xSDF-1. Each
panel demonstrates the mid-sagittal section of early gastrula, stage
10 (left upper three panels), transverse section of late gastrula, stage
12 (left bottom three panels), embryos. The right two panels indicate
power magnified views of the dorsal side of xCXCR4 and xSDF-1
expression, respectively, at stage 10 embryos. White-dotted lines indicate the border of involuting mesoderm and BCR. Scale bar in left,
0.5 mm, and in right, 0.1 mm.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナ

Fig. 5
Migration of the LEM explants towards the BCR explants. (a) Experimental procedure. (b, c) Frames of time-lapse movies. The BCR explants are shown on the right, and the LEM explants on the left. (b)
LEM explant migrated randomly for intact BCR, however, (c) LEM migrated to xSDF-1 injected BCR. The time elapsed is indicated at the
top right corner.

濃度範囲内で遊走性を示すと考えられる．哺乳類でも
原腸胚期に SDF-1 が胚性外胚葉に，CXCR4 が中胚葉
に発現していることが報告されており，このシステム
が脊椎動物の原腸陥入運動において種を越えて保存さ

ルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）

れていることが示唆される 23)．
他にも，CXCR4/SDF-1 系の発見に先行して，PDGF
（platelet-derived growth factor; 血小板由来成長因子）が

（Fig. 5a）
．この後，倒立顕微鏡を用いて先行中胚葉の

原腸陥入運動に関与していることが報告されてい

運動をタイムラプス撮影により観察したところ，先行

る 24), 25)．PDGF は哺乳類では A, B, C, D の 4 種のサブ

中胚葉外植体のみ，もしくは無処理の胞胚腔蓋外植体

ユニットが知られているが，生理的には AA, AB, BB

と同時に培養した場合は，外植体の個々の細胞はラン

の 3 種類のダイマーがよく調べられている 26)．チロ

ダムに仮足を延ばしており，細胞塊の運動方向もラン

シンキナーゼ型受容体（PDGFR）に結合して情報伝

ダムであった（Fig. 5b）．しかし，xSDF-1 を強制発

達を行い，また，古くからケモカインとして働くこと

現した胞胚腔蓋外植体があるときには，先行中胚葉外

も報告されていた 27), 28)．PDGF 情報伝達にかかわる

植体はほぼ 100% の割合で胞胚腔蓋外植体へ向かって

因子も，SDF-1/CXCR4 系と同様に，リガンドである

移動した（Fig. 5c）．おもしろいことに，強制発現す

PDGF-A が胞胚腔蓋の内層で，PDGF 受容体が帯域の

る xSDF-1 の量を増加すると最初は胞胚腔蓋外植体

中胚葉領域で発現している 24)．またドミナントネガ

に向かって移動するが，途中で何かにぶつかったかの

ティブとなった PDGF 受容体の強制発現により，原

ように止まってしまう．また，培養液中にヒト SDF-

腸陥入異常が引き起こされる．中胚葉領域外植体によ

1 を過剰量加えると，ケモカイネシス（chemokinesis）

る運動の実験でも PDGF が中胚葉の運動に関与して

を引き起こし，先行中胚葉の細胞は培養器底面に扁平

いることが示された 25)．

に広がってしまった．これらのことより，先行中胚葉

以上のように，ケモカインが原腸陥入時に migration

の xSDF-1 に対する応答性には閾値が存在し，一定

cue として働いていることが示唆されたが，その分子
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レベルの機構については不明な点が多い．まず，個々

フィブロネクチン層がレールの役割も担っていること

の細胞が空間的にどのように SDF-1 シグナルを受け

が示唆されている 31)．また，初期原腸胚期に胞胚腔

取り，その運動方向の情報を得るのだろうか．血球細

蓋内層のフィブロネクチンが蓄積されることも示され

胞の運動において，PDGF や SDF-1 はフィブロネクチ

ており，このタイミングは xSDF-1 の mRNA 発現の時

ンに結合し，細胞の運動方向を制御することが報告さ

期とも一致する．これらのことを考え合わせると，ま

．ツメガエルにおいても胞胚腔蓋内層

ず SDF-1 は辺縁において濃度勾配によって細胞集団

のフィブロネクチン層に先行中胚葉の運動方向を規定

の移動する方向を決め，さらにそこに一定の濃度で存

．フィ

在することにより方向性を維持する役割ももつのかも

れている

29), 30)

する因子が存在することが示唆されている

31)

ブロネクチンが単なる足場としてだけではなく，そこ

しれない．

に結合している因子により細胞の運動方向を規定する
可能性についてはより詳細な検討が必要であろう．ま

おわりに

4.

た，骨細胞の系では PDGF が SDF-1 の発現量を上昇
させたり，相乗的に作用して生存率をあげることが報

以上，ツメガエルの原腸陥入運動と中胚葉細胞の運

告されており 32), 33)，原腸陥入期にこれらの因子の間

動の最近の研究について概説した．原腸陥入では細胞

での機能的な相互作用が起こっている可能性も考えら

の運動方向以外にも，細胞の接着性や極性が時々刻々

れる．

と変化しながら機能していることがわかってきてい

また，実際の原腸陥入では，先行中胚葉と胞胚腔蓋

る．また，ここでは述べられなかったが，胚誘導と細

は間にフィブロネクチン層を挟んで接触しており，こ

胞運動との関係についても非常に興味がもたれる．原

のような非常に限局した空間でいかにしてケモカイン

腸陥入における細胞の運動制御の解析は，さまざまな

リガンドの濃度勾配が形成されるかといった疑問があ

組織・器官の形成といった基礎的な分野だけでなく，

げられる．少なくとも mRNA の発現からは，リガン

がんの転移などの臨床的な分野にも重要な情報を提示

ドの前後方向に対する濃度勾配は確認できない．この

してくれるだろう．この総説で少しでも原腸陥入運動

点については，始原生殖細胞や神経の移動など，他の

に興味をもっていただければ幸いである．

発生現象についても同様な問題が残っている．これに
謝

ついて，ゼブラフィッシュの側線原基の移動を観察し
た興味深い報告がある

34)

辞

．ゼブラフィッシュの正常

本稿の実験内容については東京大学大学院総合文化

発生で側線原基の細胞塊は SDF-1 を発現する細胞の

研究科浅島誠博士の研究室で行われたものです．細胞

上を移動しており，ここでは SDF-1 は細胞塊が移動

運動の解析には同研究室 ICORP 研究員の後藤利保博

の方向をはずれないように

士にお世話になりました．この場を借りて心より感謝

レール

の役割をしてい

るように見える．さらに途中で体側領域の SDF-1 が

致します．

発現しない変異体を用いた実験では，側線神経細胞塊
は

レール

文

をはずれると進行方向を変えずに方向転

換をし，再び SDF-1 陽性細胞の方向を向いた．もし，
単純に個々の細胞が SDF-1 濃度に応答して移動して
いるのであれば，それまで移動した経路を
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総説

細菌の膜貫通型受容体の局在とそのメカニズム
塩見大輔* テキサス大学医学部ヒューストン，*現
川岸郁朗 法政大学工学部生命機能学科

国立遺伝学研究所

The chemoreceptors of Escherichia coli cluster at a cell pole, a property which is critical for signaling. However, little is known about the
mechanism of polar localization. Our recent study demonstrated that the aspartate chemoreceptor (Tar)-GFP fusion protein is inserted
into lateral membrane regions and migrates to the pole. Unexpectedly, Tar-GFP was found to be arranged into a coil, which reflects a coil
of the Sec protein translocation machinery. The Sec coil appeared distinct from the coil of MreB, an actin-like cytoskeletal protein. These
findings shed new light on the spatial organization of membrane proteins in E. coli.
chemoreceptor / E. coli / GFP / imaging / localization / Sec machinery

このように細菌にも細胞骨格があり，それぞれのタ

はじめに

1.

ンパク質（複合体）が決められた場所に正しく配置さ

細菌において真核細胞の細胞骨格タンパク質のホモ

れている．また，単純に局在するだけでなく，分裂に

ログが発見され，細菌細胞の中でタンパク質が秩序を

かかわるタンパク質 MinCDE のように菌体内で常に

もって配置されていることが広く知られるようになっ

往復運動しているもの 9)，Myxococcus xanthus の FrzS の

てきたのは最近のことである．まず，1991 年，Bi と

ように菌の運動に伴って極間を往復するものも報告さ

Lutkenhaus によって大腸菌の分裂に関与するタンパ

れている 10)．これらの発見は，GFP などの蛍光タン

ク質 FtsZ（チューブリンホモログ）が分裂面でリング

パク質の開発やイメージング技術の向上によるところ

様の構造をつくることが示された．FtsZ はほとんど

が大きい．今では，細菌のような長さ数 m 程度の小

の細菌に保存されている．さらに，Jones ら 2) によっ

さな細胞内でも，生きたまま，高い空間・時間分解能

て MreB がアクチンホモログであり，桿状細胞の長軸

でタンパク質の局在を観察できるようになってきた．

に沿ったらせん状の線維を形成し，細胞の形の形成

次の問題は「タンパク質が決まった場所に局在するメ

1)

（維持）に重要であることが示された．また，中間径

カニズムは何か」ということである．

フィラメントのホモログも，Caulobacter crescentus で発
見され，細胞の湾曲した形の形成（維持）に重要であ

2.

ることが示されている 3)．細菌の細胞骨格に関して

Tar は細胞膜に挿入されてから極へ局在する

は，最近の Shih と Rothfield の総説 4) を参考にされた

先に述べた FtsZ も MreB も，大腸菌では生育や形態

い． 一 方，1993 年，Maddock と Shapiro に よ っ て 走

形成に必須のタンパク質であり，それらの変異体は細

化性受容体が大腸菌の極に局在することが発見された

菌の形に直接影響する．そのために，実験的にこれら

5)

（詳しくは最近の総説

6), 7)

を参考にされたい）．最近，

のタンパク質の細胞内局在のメカニズムを調べるのは

極低温電子顕微鏡トモグラフィーを用いて受容体極ク

困難である．そこで，われわれは，大腸菌において極

ラ ス タ ー と そ の 格 子 構 造 が 直 接 観 察 さ れ， 全 長

に局在することがよく知られている走化性シグナル伝

200 nm にも及ぶ巨大な超分子複合体であることが示

達系の極局在 5) に着目した．この系がタンパク質極

された 8)．

局在のメカニズムを解析する上で有利な点は，大腸菌

Mechanisms Underlying Subcellular Localization of the Bacterial Transmembrane Chemoreceptor
Daisuke SHIOMI1 and Ikuro KAWAGISHI2
1
University of Texas Medical School at Houston
2
Hosei University, Department of Frontier Bioscience
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の生育に必須ではないことと，欠損が大腸菌の形状を

れた Tar がどのように極へ移動していくか（別のタン

変えない，ということである．また，走化性にかかわ

パク質に運ばれるか，あるいは拡散していくか）は不

るすべてのタンパク質は同定されており，遺伝学的，

明である．現在，全反射型蛍光顕微鏡（TIRFM）を

生化学的，構造学的にも詳細に解析されている．この

用いて Tar-GFP の細胞膜中での動きを解析中である

極局在，または極複合体内での受容体同士の相互作用

（坂野，川岸，未発表）
．しかし，残念ながら現在まで

がシグナルの増幅や適応に重要であると考えられてい

のところ，Tar-GFP が側面領域から極へ動いていると

る（Fig. 1）
．そのために，大腸菌走化性システムがタ

ころを直接観察することはできていない．

ンパク質の機能と局在の関係を明らかにするための優
れた系であると考えられる．筆者らは，大腸菌走化性

3.

膜貫通型受容体の 1 つであるアスパラギン酸受容体

Tar は細胞膜上でらせん状に配置される

（Tar）と GFP の融合タンパク質 Tar-GFP を材料に研

Fig. 2b の写真をよく見てみると，とくに 40 分，60

．大腸菌は 4 種類の走化性受容

分の写真では，Tar-GFP が両方の側面部で等間隔に並

体を発現するが，それらすべてを欠失した株で Tar-

んでいるように見える（図中の矢尻）
．そこで，筆者

GFP を 発 現 さ せ た と こ ろ， こ の 菌 は 走 化 性 を 示 し

らは Tar-GFP がらせん状に配置されている可能性を考

．このように Tar-GFP は Tar の機能を保持してい

えて，その局在を 3 次元的に解析した．Z 軸に沿った

究を行っている

た

11)

11), 12)

Tar-GFP の蛍光像をデコンボリューション法（XY 平

るといえる．
Tar が極に局在することはわかっているが，Tar が

面の画像を Z 軸に沿って連続的に撮影し，それらの

極付近で合成され膜に挿入されるか（direct モデル）
，

画像を元にノイズを取り除き，3 次元画像を再構成す

あるいは細胞膜の別の場所で膜に挿入され，その後

る方法）によって 3 次元再構成した結果，Tar-GFP が

Tar が膜に移動するのか（indirect モデル）は明らかで

らせん状に配置されることが明らかになった（Fig. 2c,

はなかった（Fig. 2a）．赤痢菌の IcsA は極に直接局在

d）
．また，Tar などの走化性受容体と結合するタンパ

．一方，枯草菌の SpoIVFB はランダムに膜に

ク質 CheA の GFP 融合体もらせんを形成することか

する

13)

挿入された後，極へ移動し，極にとどまることが報告
されている 14)．このように細菌，あるいはタンパク
質の種類によって両方のメカニズムが使い分けられて
いるようである．
では，Tar は極局在のためにどちらのメカニズムを
使っているのであろうか？

これを明らかにするため

に，Tar-GFP の発現を時間 0 で誘導開始し，その後の
Tar-GFP の局在のようすを観察した．Tar-GFP はまず
極ではなく，菌体側面の細胞膜で蛍光が観察された
（indirect モデル）
（Fig. 2b）．しかし，細胞膜に挿入さ

Fig. 2
Polar localization and helical structure of Tar-GFP. (a) Direct and indirect membrane insertion models for polar localization of the chemoreceptors. Chemoreceptors might be inserted into the cytoplasmic
membrane (i) at or near a cell pole (direct model), or (ii) at random
positions thereafter migrating or diffusing away from the insertion
sites (indirect model). IM, the cytoplasmic membrane; OM, the outer
membrane. (b) Time-course of polar localization of Tar-GFP. Cells
producing Tar-GFP were observed at indicated time points after the
induction of the protein (time 0 min). Arrowheads show lateral localization of Tar-GFP. (c, d) Helical arrays of Tar-GFP in a cell. Each stack
of 20-30 sectioned fluorescence images was deconvolved. Scale bar
is 1 m.

Fig. 1
(a) Polar localization of Tar-GFP. (b) Schematic illustration of polar localized chemotaxis receptors. Chemoreceptors interact with each
other in the periplasmic and cytoplasmic domains.（本図は，冊子体では
モノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで
掲載）
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ら，Tar のらせん状配置が GFP を融合させたための

らせん状配置と矛盾しない像が得られた．さらに，輸

アーティファクトである可能性は薄いと思われる．で

送基質に GFP を融合させることで（インタクトな）

は，らせんは何を反映しているのだろうか？

Sec 複合体を可視化することを試みた．具体的には以
下のような手法で行った．輸送基質であるマルトース

4.

結合タンパク質（MBP）には，ペリプラズム領域へ

タンパク質輸送装置（Sec 複合体）も

輸 送 さ れ ず に Sec 複 合 体 に ト ラ ッ プ さ れ る 変 異 体

らせん状に配置される

（Sec を 介 し て）
（MBP(M19R)） が 知 ら れ て い る 17)．

走化性受容体は，普遍的なタンパク膜輸送・挿入装
置（Sec）によって細胞膜に挿入される

ペリプラズムへ輸送された MBP-GFP は GFP が正し
くフォールドしないので蛍光を発しない 18) が，Sec 複

．筆者らは，

15)

Tar のらせん構造が Sec の細胞内局在を反映している

合体にトラップされた MBP(M19R)-GFP は（細胞質

のではないかと考えた．Sec 複合体は，膜内在型タン

側でフォールドし）
，Sec 複合体および細胞質内で蛍光

パク質で，タンパク質透過チャネルを形成する SecY,

を発するはずである（Fig. 3d）
．Fig. 3e, f に示すよう

SecE, SecG と膜表在型 ATPase である SecA から構成さ

に，Sec 複合体にトラップされているであろうと考え

れる．GFP-SecE の局在を観察したところ，Tar-GFP と

られる細胞膜付近の蛍光のスポットに着目すると，予

同様に極とらせん状に配置していた（Fig. 3a, b）
．こ

想 通 り MBP(M19R)-GFP も ら せ ん 状 配 置 を 示 し た．

れまで Sec 複合体は大腸菌においては膜上に一様に分

さらに，MBP(M19R)-CFP と Tar-YFP が少なくとも筆

布すると考えられてきた 16)．これは，GFP 融合タン

者らの顕微鏡の解像度では共局在していた（Fig. 3g）
．

パク質の過剰発現により，本来のらせん状配置が覆わ

このことは必ずしもこれらのタンパク質が細胞内で相

れてしまったためではないかと思われる．実際，筆者

互作用することを示すものではないが．その他の実験

らの実験でも，GFP-SecE の発現量を多くすると，一

データからも考えて，大腸菌では Sec 複合体はらせん

様な分布が見られた（Fig. 3c）．

状に配置されていると結論された．

また，Sec 複合体構成因子である SecG を，抗 SecG

Sec 複合体内における Sec タンパク質の分子数など

抗体を用いた間接蛍光抗体法により遺伝子改変を行っ

は明らかになっていないが，電顕などの解析により

ていない大腸菌（野生型）で観察したところ，やはり

SecA 2 量体と SecYEG4 量体からなるのではないかと

Fig. 3
Helical arrangement of the Sec machinery. (a, b) Three-dimensionally reconstituted images of cells producing GFP-SecE. For each cell, reconstituted
images from different angles are shown. (c) Overproduced GFP-SecE. (d) Schematic illustration of double labeling of Tar and MBP. MBP*;
MBP(M19R) mutant. (e, f) Three-dimensionally reconstituted images of cells producing MBP(M19R)-GFP. (g) Colocalization of Tar-YFP and
MBP(M19R)-CFP in a single cell. Overlaid images are shown on right. Arrowheads show lateral colocalization of Tar-YFP and MBP(M19R)-CFP.
(h) Localization of Tar-YFP and CFP-MreB. Overlaid images are shown on right. Scale bar is 1 m.
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推測されている 19)．また，筆者らの解析から，仮に

る．たとえば，染色体分配に関与する膜タンパク質

Sec 複合体のらせんが 1 つにつながっていると仮定す

SetB もらせんを形成するが，このらせんは MreB 依存

ると，その長さはおよそ 10 m になる．さらに Sec 複

的である 24)．そこで，筆者らは，Tar(Sec) らせんと

合体の孔の大きさがおよそ 10-12nm と報告されてい

MreB らせんの関係を調べるために，Tar-YFP と CFP-

るので，SecYEG 4 量体の数はおよそ 800-1000 と見積

MreB の共局在を調べたが，それぞれのらせんは完全

もることができる．また別の実験から SecYEG は細胞

には一致しなかった（Fig. 3h）
．MreB らせんのピッチ

内に 500 分子ほどあることが報告されている 20) ので，

は Tar らせんのピッチよりも小さかったので，筆者ら

SecYEG4 量体はおよそ 125 と見積もられる．ネガティ

は，Tar（Sec 複合体）のらせんは MreB のらせんと異

ブ染色が実際にタンパク質複合体の正確なサイズを反

なると結論づけた．しかしながら，別のらせん状のタ

映していないことや蛍光顕微鏡の解像度，Sec 複合体

ンパク質にアンカーされているということも考えられ

がおそらく大腸菌の膜状で連続的には局在していない

る．

であろうということを考えると，筆者らの実験からの

また，大腸菌の内膜と外膜の間には糖鎖とペプチド

見積もり（800-1000 SecYEG4 量体／細胞）と，細胞内

の化合物であるペプチドグリカンといわれる層があ

分子数からの見積もり（125 SecYEG4 量体／細胞）は

る．ペプチドグリカン結合タンパク質がらせん状に配

ほぼ一致すると見なせる．

置されること 8), 25)，枯草菌においては，新規に合成さ

また，グラム陽性菌の枯草菌 Bacillus subtilis におい

れるペプチドグリカンが，らせん状に合成されるこ

ても Sec 複合体はらせん状に配置することが報告され

と 26) が報告されているのでペプチドグリカンがタン

ている

21)

．同じグラム陽性菌の Staphylococcus aureus で

は，分裂面付近の

マイクロドメイン

パク質のらせんを決めているかもしれない．

に Sec 複合体

最近，タンパク質だけでなく，リン脂質も特異的な

が局在していると報告されている．大腸菌で Sec 複合

局在を示すことが報告されている．Mileykovskaya と

体以外にタンパク質のペリプラズムへの輸送に関与し

Dowhan27) は，大腸菌の膜を構成する脂質の 1 つカル

ている輸送装置に Tat（twin arginine translocation）複合

ジオリピンが極と分裂面に多く局在していることを明

体がある．Tat 複合体も細胞膜上で一様に局在してい

らかにした．このことから，ある種の脂質の局在がタ

るのではなく，膜上においてクラスターを形成してい

ンパク質の局在に関与している可能性がある．実際，

ることが観察されているので，やはりらせんを形成し

大腸菌 ProP の極局在とカルジオリピンの極局在に相関

ている可能性が考えられる

22)

．

があることが最近示された 28)．Sec 複合体の活性とい

以上のことを総合すると，細菌内において，タンパ

う観点から見ると，大腸菌において，ホスファチジル

ク質輸送装置は細胞膜中でランダムに存在するのでは

グリセロール（PG）が Sec 複合体の活性に関与するこ

なく，特定の場所に局在するようである．このように

とがわかっている 29)．そして，枯草菌の Sec 複合体の

輸送装置がらせん状に配置するほうが，タンパク質を

局在は，酸性リン脂質 PG ならびにカルジオリピンに

効率よく目的の場所に局在させるのに有利なのかもし

依存していることが報告されている 21)．このことは，

れない．

大腸菌においても，Sec 複合体の局在が，ある種のリ
ン脂質の局在に関与していることを示唆している．今

5.

後はリン脂質合成経路の変異株中での Tar の極局在，

らせんを決める因子？

Sec 複合体の局在を解析することが必要であろう．

走化性受容体あるいは Sec 複合体はなぜらせん状に
配置されるのだろうか．らせんを形成するメカニズム

6.

で最も単純なものは，個々のタンパク質（複合体）が

おわりに

それぞれ同一のサブユニットからなる線状のポリマー

以上のように，大腸菌の極に局在する走化性受容体

を桿状の大腸菌の内膜表面に沿って形成した場合，ら

が，極付近の膜に直接挿入されるのではなく，細胞膜

せんあるいはコイルを形成するだろうということであ

上でらせんを形成する Sec 複合体によって，側面の細

る．しかし，たとえば C. crescentus の MreB は分裂期に

胞膜から挿入されることがわかった．しかし，そもそ

ことからもそう単

も走化性受容体が，なぜ膜挿入後速やかに拡散してい

は FtsZ 依存的に分裂面に集まる

23)

純ではないかもしれない．

かずに Sec と共局在しているのかよくわからない．現

別の可能性はこれらがさらに別のらせん状に配置し

在までのところ，膜に挿入された受容体が極へ移動し

たタンパク質にアンカーされているということであ

ていくようすは観察されていない．そのような動きが
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拡散によるのか，あるいはモータータンパク質が介在

19)

Manting, E. H., van Der Does, C., Remigy, H., Engel, A. and
Driessen, A. J. (2000) EMBO J. 19, 852-861.

しているのかも不明である．より詳細に Tar-GFP の動

20)

きを解析することによって，これらが明らかになるだ

Matsuyama, S., Fujita, Y., Sagara, K. and Mizushima, S. (1992)
Biochim. Biophys. Acta 1122, 77-84.

ろう．また，Sec のらせんは細胞骨格 MreB らせんと

21)

Campo, N., Tjalsma, H., Buist, G., Stepniak, D., Meijer, M.,

異なる．たった数 m という小さな大腸菌の中にいっ

Veenhuis, M., Westermann, M., Muller, J. P., Bron, S., Kok, J.,

たいいくつの独立したらせんが存在するのだろうか．

Kuipers, O. P. and Jongbloed, J. D. (2004) Mol. Microbiol. 53,
1583-1599.

複数のらせんが絡まり合うことはないのだろうか．ら

22)

Ray, N., Nenninger, A., Mullineaux, C. W. and Robinson, C.

い答えるような研究の展開が待たれる．

23)

(2005) J. Biol. Chem. 280, 17961-17968.
Figge, R. M., Divakaruni, A. V. and Gober, J. W. (2004) Mol.

文

24)
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細菌の脂質
bacterial lipids
細菌は，一般にステロール類を含まない．おもな
リン脂質組成は，大腸菌では，ホスファチジルエ
タノールアミン（70%），ホスファチジルグリセ

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

ロール（20%），カルジオリピン（5%）である．
これらは細胞膜の特定の領域に局在し，タンパク
質の機能や局在，トポロジー決定，細胞分裂に影
響する．（33 ページ）
（塩見ら）
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総説

光合成アンテナ複合体の単一分子分光
松下道雄

東京工業大学大学院理工学研究科 / 科学技術振興機構CREST

Due to thermal motion protein is always changing its three-dimensional structure. Characteristics of individual structures are usually
hidden under temporal and ensemble averaging. A direct method to study individuals is to freeze thermal motion at low temperature and
perform spectroscopy on individual proteins. This method has been applied to pigment-protein complex called light-harvesting 2 (LH2)
complex from photosynthetic bacteria. In the fluorescence excitation spectrum of individual LH2 complexes taken at 1.5 K narrow peaks
around 800 nm represent excitation of individual bacteriochlorophyll (BChl) a molecules while broad spectral feature around 860 nm
reflects delocalized nature of excitation involving BChl a molecules arranged on a circle.
photosynthetic bacteria / light-harvesting complex / single-molecule spectroscopy / spectral diffusion / Frenkel exciton

10% とすると，1 分子の発光信号強度の最大値はおよ

はじめに

1.

そ 1  106 sec1 となる．1 分子の発光スペクトル，す

室温においてタンパク質は X 線結晶構造から大き

なわち発光光子の波長分布をつくるのに 1000 個の光

く変わらないとしても熱運動によって絶えずその立体

子が必要だとすると，1 枚の発光スペクトルを取るの

構造を変化させている．通常の試料はこうして常に動

にミリ秒のオーダーの時間がかかってしまう．その間

いているタンパク質分子の集まりなので，少しずつ異

にアミノ酸の側鎖などは十分に動く時間があり形を変

なった無数の安定構造の集合体である．それゆえ測定

えてしまう．残念ながらせっかく 1 分子を観測しても

で見ているのは無数の構造についての平均であり，瞬

室温ではスペクトルの測定に時間がかかりすぎ，複数

間瞬間の構造の特徴はその中に隠れてしまってわから

の構造の平均しかわからない．1 個の構造のスペクト

ない．時々刻々の構造を調べる最も直接的な方法は 1

ルを観測するために，われわれは温度を下げて熱運動

分子観察を行うことである．

を止めるという方法を取っている．

光を手段として分子の特徴を探るとき，分子につい

本稿では，光合成細菌で光捕集の役割を担っている

て多くの情報を含んでいるのが分子の光吸収や発光の

色素―タンパク複合体について，低温で熱運動が止

スペクトルである．したがって，単一分子の分光 1)

まった状態で 1 個 1 個の複合体の分光測定を行った結

を行えば，たくさんの安定構造を次から次へと渡り歩

果を紹介する．

く 1 個のタンパク質の真の姿が見えるはずである．光
による 1 分子観測では通常 1 分子の発光を検出するの

2.

がいちばん感度がよいので，発光を用いた分光を行う

実験対象と測定方法

ことになる．ここで問題になるのが測定の速さであ

本稿で扱う色素―タンパク複合体は，紅色光合成細

る．たとえば，1 分子の発光スペクトルを 1 枚取るの

菌 Rhodopseudomonas acidophila の light-harvesting 2（LH2）

にどのくらい時間がかかるか見積っておこう．

複合体である．Rhodopseudomonas acidophila の LH2 は 2

1 個の分子が単位時間に放つ発光光子数の上限は，

本のポリペプチドのヘテロダイマーが 9 個円環状に並

分子の励起状態の寿命（およそ 10 ns）と長寿命の準

んだ形をしており，X 線結晶構造では 9 回対称性をも

安定状態である三重項状態の性質で決まり，最大およ

つ 2)．この中に色素として 9 個のカロテノイドと 27

そ 1  10 sec と 見 積 ら れ る ． 装 置 の 検 出 効 率 を

個のバクテリオクロロフィル a（BChl a）が含まれて

7

1

1)
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いる．観測したのはこれらの色素の光励起状態のう

局在励起と励起子

3.

ち，最もエネルギーが低い BCHl a の Qyy バンドで，
LH2 では室温でおよそ 800 nm 付近と 850 nm 付近に

Fig. 1b に 1.5 K で測定した LH2 複合体のアンサンブ

強度比約 1：2 で現れ，それぞれ B800 バンド，B850 バ

ルと 1 個の発光励起スペクトルを示す．B800 と B850

ンドとよばれる．波長の異なる 2 つのバンドに分かれ

の 2 つのバンドは，アンサンブルのスペクトルでは強

るのは，性格の異なる BChl a の結合部位が LH2 に 2

度以外に違いはないように見える．しかしその中の 1

つあるためである（Fig. 1a）．LH2 の中で BChl a は二

個の複合体のスペクトルを見ると 2 つのバンドはまっ

重の同心円状に配列しており，外側の円環を構成する

たく異なる様相を呈している．1 個の複合体のスペク

9 個の BChl a が B800 バンドを，内側の円環を構成す

トルでは，B800 の領域には線幅が数波数の鋭いピー

る 18 個の BChl a が B850 バンドを担っている．

クが 4 〜 5 本見えるのに対し，B850 の領域には線幅

測定には液体ヘリウム中の試料からの 1 分子レベル

が数十〜百波数の幅広いピークが 2 〜 3 本見える．こ

の発光が検出できる自作のレーザー走査型共焦点蛍光

れは，B800 の領域では光励起が個々の分子に局在し

顕微鏡を用いた ．詳細は文献を参照されたい．

ているのに対し，B850 の領域では光励起が分子のつ

3)

LH2 複合体 1 個からの発光検出を確認した後，1 個

くる円環上に拡がってフレンケル励起子を形成してい

の LH2 複合体の発光励起スペクトルを測定した．発

る，という励起の性質の違いが端的に表れたものであ

光励起スペクトルとは，測定対象からの発光強度を励

る 4)．

起レーザー光の波長の関数として描いたものである．
発光強度は光の吸収強度に比例するので，発光励起ス

3.1

非局在励起と分子間力

このあと量子力学を使って記述していく非局在励起

ペクトルは吸収スペクトルと等価と見なせる．

について，もう少し詳しく見ておこう．
一般に，等価な色素分子が複数あり，そこに色素分
子の吸収波長に対応するエネルギーをもつ光子が 1 個
吸収された状況を考える．色素分子は 1 個しか励起さ
れていないのだが，励起された分子が特定できる場合
（局在励起）とできない場合（非局在励起）がある．
特定できない場合，分子 A が励起された状態，分子 B
が励起された状態，分子 C…，という複数の状態の量
子力学的な重ね合わせの状態になっている．このよう
に異なる分子の励起が重なりあった状態はフレンケル
励起子とよばれている．
それでは，励起を 1 個の分子にとどめず複数の色素
分子に拡げている原動力は何だろうか？

まず光励起

のエネルギーの受け手を確認しておこう．B800 と
B850 の 2 つのバンドは BCHl a の Qyy バンドとよばれ
る電子遷移であり，光のエネルギーを受け取るのは分
子の中の電子である．電子のエネルギーは運動エネル
ギーのほかに，電子間のクーロン反発と分子に含ま
れる原子核との引力に依存する．ここで簡単のため
に，A と B の 2 分子で考えよう．分子 A と B が接近
している場合（Fig. 2a）
，2 個を合わせて AB という 1
個の分子として扱うことにする．そうすると分子 A
と B に含まれるすべての電子の電子間反発が含まれ
る．次に分子 A と B を離して 2 個の分子を独立に扱

Fig. 1
(a) Arrangement of 27 BChl a molecules in LH2 complex from Rhodopseudomonas acidophila. (b) Fluorescence excitation spectrum of
ensemble (upper trace) and a single LH2 complex (lower trace) taken
at 1.5 K.

うと（Fig. 2b）
，先ほどのすべての電子の電子間反発
は，それぞれの分子の中の電子間反発と，異なる分子
に属する電子間の反発の 3 種類に分かれる．最後の，
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異なる分子に属する電子間の反発が，励起分子がいる

を |2 とする．これら 2 つの局在励起を基底にとって

ことを隣の分子に感じさせ，励起状態を隣へ移そうと

ハミルトニアン行列をつくると，

させる分子間相互作用の中身である．ちなみに，励起

E + E V 
H =  0
 V E0 –  E 

していない 2 個の中性分子間のファンデルワールス力
も起源はまったく同じで，異なる分子に属する荷電粒

固有値 E と固有ベクトル | は

子間のクーロン相互作用である．
3.2

（1）

2

E  E 0   E  + V

B800 バンド：局在励起

B800 バンドの吸収を担う 9 個の BChl a は外側の円
環上に並んでいる．隣との間隔は約 20 Å であり，十
分離れているので分子間の相互作用が弱く，光励起は
それぞれの分子に局在している．9 個の BChl a はタン
パク質の中での環境が少しずつ違うので，B800 のバ
ンド内でそれぞれ異なった吸収波長をもつ 5)．

2

（2）



|  cos --2- 1 + sin --2- 2

（3a）


- 2
|  – sin --2- 1 + cos -2

（3b）

となる．ここで波動関数のかたち，すなわち光励起の

タンパク質の熱運動は液体ヘリウム温度でも完全に

拡がり具合を決めているパラメータ  は

は止まっていない．動いていることは個々の BChl a

V
tan  = ------E

の吸収波長が時間とともに変化すること（スペクトル
拡散）からわかる（Fig. 3）．スペクトルの時間変化の

（4）

解析は，ヘリウム温度でも時折乗り超えるような低い

で与えられる．励起状態の性質を支配しているのは相

ポテンシャル障壁を調べる手段になりえる ．スペク

互作用の大きさ（V）ではなく，V と励起エネルギー

6)

トル拡散によって偶然隣り合う BChl a 分子の励起エ
ネルギーがほぼ一致し，それまでそれぞれの分子に局
在していた励起が，2 個の分子にまたがった非局在励
起に変化する現象も観測されている 7)．
3.3

励起エネルギーと相互作用

B800 バンドでさえ非局在励起を生成することがあ
る．ここで励起の局在・非局在を支配している因子を
整理しておこう．簡単のため分子 2 個の系を考える．
分子 1 と 2 が占めるそれぞれの結合部位における励起
エネルギーを E1，E2 とおく．これらを E1  E2 として

E1  E0  E，E2  E0  E のように平均値 E0 と平均か
らのずれ E で表し，相互作用を V  0 とおく．分子 1
が励起状態，分子 2 が基底状態にある状態を |1，反
対に分子 2 が励起状態，分子 1 が基底状態にある状態

Fig. 2
Two molecules as ensemble of charged particles. (a) When two nearby molecules are regarded as one molecule, all the Coulomb interaction between charged particles are equally treated. (b) Interaction
between two separate molecules is Coulomb interaction between
two charged particles belonging to different molecules.

Fig. 3
Temporal evolution of the B800 region of fluorescence excitation
spectrum of a single LH2 complex at 5 K. The time averaged spectrum is shown at the bottom.
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の差（E）との比である．B800 バンドの BChl a の結

であり，円周一周が励起子を表す波動関数の波で数え

合部位は X 線結晶構造ではすべて等価であるが，局

て何波長分あるのかを示す．全部で 18 個ある励起子

所環境の違いから BChl a の励起エネルギーはばらつ

状態は，k  0 と 9 の状態を除いてすべて k と k のエ

いている．相互作用 V が小さくても E がたまたま V

ネルギーが等しい 1 組の状態として存在する（Fig.

と同程度であれば波動関数が混じりあい非局在化が起

4b）
．これは円周上の右回りと左回りが等価であるこ

こる．E は式（1）のハミルトニアン行列の対角項に

とに対応している．波動関数が時間とともにどう変わ

現れるので多くの文献で diagonal disorder とよばれ，V

るかを知るには，空間の波動関数に時間依存性を表す

のばらつき V は同様に off-diagonal disorder とよばれ

複素数 exp(iEkt/H) を掛ければよい．k と k の状態は，

ている ．
8)

3.4

18
1n- – E
k  t   = --------exp  i2  k ---------k t  n



18
h 
18 n = 1
k  1, 2, …, 8

B850 バンド：非局在励起

（7）

B850 バンドを構成する BChl a はタービンの羽根の
ように重なり合って並んでいる．分子間距離が分子の

と，波長は同じだが円周上で互いに逆向きに回る一対

大きさより小さく，分子間相互作用が強いために光励

の進行波を表しており，k  0 と 9 の空間の波動関数は

起は 1 個の分子に局在せず，円環全体に拡がったフレ

18

1 - n ,
k = 0 = --------
18 n = 1

ンケル励起子として存在する 9)．このため B850 領域
のスペクトルは複合体全体の構造を反映している．後

18

1n
k = 9 = --------
 – 1  n（8）
18 n = 1

と実数であり，波としての位相 exp(iEkt/H) はすべて

述するように，低エネルギー側の強度の強い 2 つの

の色素分子で共通なので定在波を表している．

ピークは完全な円の場合等価になるので，この 2 つの
ピークから LH2 の形状の円からの歪み具合がわか

18 個ある励起子状態のうち光遷移許容なのは k  1

る 10)．実験データから歪み具合を知るために，まず

だけである．これら 2 つの状態の遷移双極子モーメン

完全な円環での励起子の性質を調べることからはじめ

トを見るために，k  1 の和と差をとって定在波で表

よう．

示したのが Fig. 4c である．完全な円では，円の面内
で直交する同じ強度と遷移エネルギーをもった 2 つの

3.5

円環上の励起子

遷移だけがスペクトルを構成する．

歪みのない円上に等間隔に並んだ分子という理想的

実際のタンパク質では 18 個の BChl a が等価ではな

な系を調べよう．LH2 の場合 9 回対称性をもち，繰

いので，k  1 は他の励起子状態と波動関数が交じり

返しのユニットであるペプチド鎖 2 本のヘテロダイ

合って等価でなくなる．また，波動関数とともに遷移

マーの中に B850 バンドの BChl a の結合部位が 2 ヵ所

双極子モーメントも他の励起子状態へ一部移る．その

あるが，その位置は偶然ほとんど同一の円上に等間隔
で並んでおり，遷移双極子モーメントは 2 つともほぼ
円環の面内にあって等価な向きを向いている．した
がって，B850 バンドを構成する BChl a はよい近似で
18 個すべて等価であるとすることができる（Fig. 4a）
．
円周上の 18 個の等価な分子に生ずる励起子状態は，
波数 k で特徴付けられ，
18

12-n n
k = -------- exp  ik ----18 
18 n = 1
k  0, 1, 2, …, 8, 9

（5）

のかたちをとる．対応するエネルギー固有値は，最近

Fig. 4
Frenkel excitons residing in 18 equivalent BChl a molecules on a circle. (a) Position of the B850 pigments and orientation of their transition moment with C18 approximation. (b) Energy level diagram of the
Frenkel exciton states. (c) Pictorial representation of the transition dipole moment of the k  1 states. The transition dipole moment of
exciton state (arrow in the circle) is a sum of contribution from 18
molecules (arrows on the circle).

接相互作用を V，第 2 近接相互作用を W として
E k = E 0 + 2V cos  2
------k + 2W cos  2 2
------k
 18 
 18 

（6）

となる．整数 k は文字通り励起子状態の波の数のこと
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結果，スペクトルは k  1 由来の直交する 2 本の強い

3.8 最近接相互作用 V と励起子のエネルギーバンド構造

と こ ろ で， 波 数 2 の 摂 動 H2 は k  1 と 3，1 と

ピークと，その両側に k  0 や 2，3 などに由来する

3 の間にも相互作用をもつため，k  3 状態も遷移

弱いピークが付随したものになる．

双極子モーメントをもつようになる（Fig. 6a）
．しか
3.6

し，k  3 と 3 の 間 に 相 互 作 用 が な い た め，k  3

k  1 状態と LH2 の形

観測したスペクトルに見える偏光が直交する 2 本の

の分裂幅は k  1 に比べて小さい．こうして実際の

強いピークは k  1 由来なので（Fig. 5a），分裂の仕

LH2 個々のスペクトルに時折見られる高エネルギー

方を調べることで LH2 の形の円からの歪み具合がわ
かる 10)．2 つのピークの分裂幅のヒストグラム（Fig.
5b）はミセル中の LH2 と脂質二重膜中の LH2 で明ら
かに異なり，LH2 の形がその環境に依存して変化す
ることを示している 11)．脂質膜中のヒストグラムは
分裂幅に関して単調減少である．これは，LH2 の構
造の基本は円で，その中の個々の BChl a が理想的な
円の場合の位置と向きからランダムにずれているため
と考えられる．一方，ミセルのヒストグラムは分裂幅
が 100 cm1 付近にピークをもつ．これは，100 cm1 程
度分裂させるある決まった歪みが常に存在し，個々の
LH2 はこの歪んだ構造からランダムにずれていると
解釈できる．
3.7

Fig. 5
Splitting of the k  1 states. (a) B850 region of the fluorescence excitation spectrum of several LH2 complexes in micelle observed at
1.5 K. (b) Histogram of the splitting of the k  1 states of LH2 complexes in lipid bilayer (upper) and in micelle (lower).

k  1 状態の分裂と |k|  2 の摂動

k  1 状態を分裂させる歪みはどのようなものだろ
うか？

ハミルトニアンを円周上の座標に関してフー

リエ展開して波数 k ごとの成分 H|k| に分解すると，2
つの状態間の相互作用の有無は
 k 1 H k k 2  0 ,

if k2  k1|k|

（9）

という波数に関する簡単な規則で決まる．したがって
k  1 を分裂させるのは波数 k  2 の摂動である．
スペクトルから直接わかることは，波数 2，すなわ
ち B850 を構成するリングのある対角方向で最大，そ
れに直交する方向で最小であるような摂動（Fig. 6b
参照）がミセル中の LH2 に働いているということで
ある．このようなリング全体で相関をもった摂動は，
リング全体の形状が円からひずみ，それが色素分子間
の相互作用に反映してリング上に規則正しい相互作用
の増減をつくりだしたと解釈するのが最も自然であろ

Fig. 6
Effect of |k|  2 perturbation denoted by H2 on the lowest exciton
states of C18 ring. (a) H2 introduces interaction between k and k  2
states. Interaction between k  1 and 1 lifts the degeneracy of
k  1. The split states carry the two largest orthogonal transition dipoles. Interaction between k  1 and 3 states transfer a fraction of
transition dipole from k  1 to 3 states. (b) Pictorial representation
of the lifting of the k  1 degeneracy by H2. The higher (lower) energy component denoted by k  1high (1low) is higher (lower) in energy
because its wavefunction is the largest in amplitude where H2 is the
largest (smallest).

う．楕円への変形は相互作用に波数 2 の摂動を生み出
す最も簡単な変形である 10)．しかし，この解釈は絶
対的なものではなく，色素の結合部位ごとの励起エネ
ルギーのばらつき具合に k  2 の相関がある可能性も
指摘されている 12)．また，室温の単一分子分光の実
験では，LH2 は円の対称性を失い楕円の光吸収体と
して振舞っている 13)．
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ぼ同じで引き合っているのが現実の系の姿である．
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1)
2)
Fig. 7
Average energy diagram of the 18 exciton states of the B850 pigments subjected to an elliptical deformation causing the splitting of
k  1 states of 100 cm1. For comparison the experimental spectra
of ensemble and a single LH2 complex are plotted to the right of the
diagram.

3)
4)
5)
6)

側の第 3 のピークは k  3 であるとわかる（Fig. 6a）
．

7)

こうして B850 領域に見える 3 つのピークが帰属で
きると，k  1 と k  3 のエネルギー差から最近接相

8)

互作用の大きさが V  240 cm1 と求まる．V の値がわ

9)

かると式（6）からすべての励起子状態エネルギーが
わかり，励起子バンドの全貌が明らかになる（Fig. 7）
．

10)

B850 バンドの BChl a 分子は分子間距離と分子の大き

11)

さが同程度であるため相互作用を正確に知ることは難
しく，これまでの文献値は 200-500 cm1 にわたってい
たので 14)，V の値を実験から決定できた意義は大きい．

12)
13)

4.

おわりに

14)
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ニットの繰返し構造による空間対称性をもつ．このた
め周期的な結晶格子がつくる空間に拡がる励起子の描
像を使って LH2 複合体の光励起を見通しよく説明で
きた．空間的に拡がろうとする推進力に相当するのが
最近接相互作用，V  240 cm1 である．一方，光励起
状態が感じる周期性を乱すのが色素の結合部位ごとの
松下道雄

励起エネルギーのばらつき E である．これはアンサ
ンブルの吸収スペクトルの線幅から見積もることがで
き，標準偏差にしておよそ 100 cm1 程度である．こ
れは励起子にとって決して無視できるものではなく，
空間的に拡がろうとする力と局在しようとする力がほ
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タンパク質の準安定構造
北原

亮

理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター / 日本学術振興会特別研究員

1.

（MbCO）の場合，1980-1920 cm1 付近に 3 つの吸収帯

タンパク質は熱力学的存在

，熱平衡
A0, A1,2, A3 が分離して確認され（Fig.  上段）

タンパク質の熱力学原理によると，溶液中のタン

において少なくとも 3 つのフォールドした状態が存在

パク質は，基底構造（いわゆる天然構造）から変性構

することが明確になった 1)．異なる pH における CO

造までの熱平衡状態にある．タンパク質は本来この

伸縮バンドと X 線結晶構造解析の対応関係から，各

ように熱力学的な存在として設計された分子なので

吸収帯に立体構造が帰属され，A0 に対応する構造は，
His64 の位置が大きく変化しヘムポケットが

ある．1970 年代 Frauenfelder らは，ヘムタンパク質の

開いた

になっていることが解明された ．それにより

1 つミオグロビンの一酸化炭素（CO）の光解離実験

構造

を行い，ミオグロビンには配位子 CO 分子の結合速度

ミオグロビン内部のヘムポケットに配位子が入り込む

定数が異なる複数の状態が存在することを示した ．

経路が明らかになった．この開いた構造は，常温常圧

このような活性レベルの異なる状態が，原理的には

では 5% 程度しか存在しない準安定構造であるが，活

すべてのタンパク質に存在可能なのである．しかし

性部位へのアクセスが容易なために，他の構造に比べ

ながら，一般に基底構造より不安定な準安定構造は，

配位子の結合速度定数が数倍大きく，高活性な構造と

結晶構造解析や核磁気共鳴（NMR）法による立体構

考えられている 3)．速度論実験から，A1,2 と A3 構造間

1)

2)

造解析が可能な場合は少ない．これは，状態間の自

の構造転移はナノ秒オーダーであるのに対し，His64

由エネルギー差と分布率は指数関数で結ばれるため

の大きな配向の変化を伴う A0 と A1,2  A3 構造間の変

（G  RT lnK），状態間のわずかな自由エネルギー差

化はマイクロ秒オーダーであることが明らかになっ

が，大きな分布率の差をもたらすためである．本稿

た 4)．また圧力，温度を軸とした平衡論実験から 5)，

では，基底構造を逸脱した，タンパク質の準安定構

状態間のギブズ自由エネルギー，エンタルピー，エン

造を取り上げ，グロビンタンパク質とユビキチン様

トロピー，部分モル体積差などの熱力学諸量も明らか

タンパク質を例に，その検出方法や機能的意義につ

になり，ミオグロビンの構造と熱安定性の設計はかな

いて紹介する．

り解明されてきたといえる．

2.

近年，ヘモグロビン（Hb）
，ミオグロビン（Mb）

グロビンタンパク質

につづいて，2 つのグロビンタンパク質，ニューログ

ミオグロビンをはじめヘムタンパク質の多くは，ヘ

ロビン（Ngb）とサイトグロビン（Cgb）が発見され，

ムとその周辺構造が機能の場である．ヘムに結合した

その結晶構造が明らかになった 6)．Ngb と Cgb につい

CO 分子の赤外領域に見られる CO 伸縮バンドは，ヘ

ての機能の全貌はいまだ研究段階であるが，Hb, Mb

ム周辺構造を敏感に反映するマーカーバンドとして用

と 15-25% の 1 次配列相同性をもち，きわめて類似し

い ら れ て き た．CO 分 子 の 配 位 し た ミ オ グ ロ ビ ン

たフォールドとヘム周辺構造を有し，O2 や CO 分子

Meta-Stable States of Proteins
Ryo KITAHARA
RIKEN SPring-8 Center
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は，ヘム周辺は天然アミノ酸配列が保存されているに
もかかわらず，ヘム周辺および全体構造は天然より複
雑な多状態性がみられた 7)．これらのことから，機能
進化の過程で準安定な状態が出現したのではなく，複
雑な多状態の中から機能に必要な状態が選ばれた，す
なわち熱力学的に安定化されたと考えることができ
る．たとえば，開いた構造は，配位子の結合および解
離には都合よいが，それを保持するには閉じた構造の
ほうが都合よい．開いた構造と閉じた構造の両方を安
定化しておくことにより，さまざまな分子との相互作
用を通して，状態間の化学平衡をかえ，機能を円滑に
することができる．一方，Frauenfelder は，異なる状
態は異なる機能を担っているという考えを示した 1)．
実際，グロビン類の場合，酸素貯蔵能以外に NO 分
子との親和性も高く，自身の酸化により還元反応を触
媒することも可能である．配位子の違いにより適した
構造があるのかもしれない .
3.

ユビキチン様タンパク質

ユビキチンフォールドは，多くのタンパク質やドメ
インで見られるトポロジーの 1 つで，ユビキチン様修
飾タンパク質や，Ras 結合ドメインなどに広く見られ
る． ユ ビ キ チ ン は，E1-E2-E3 の 酵 素 群 に よ る カ ス
ケード反応を介して標的タンパク質に共有結合する
が，標的とするタンパク質が多様で，関連する機能は

Fig. 1
FT-IR spectra of Mb (top), Ngb (middle) and Cgb (bottom) in CO
bound state.

幅広い．最も知られているのが，タンパク質のユビキ
チン―プロテアソーム分解反応である．ユビキチンが
標的タンパク質にポリユビキチン鎖を形成し，タンパ
ク質分解を行う 26S プロテアソームのための認識シグ

を配位することがわかった．城らは，CO 結合型の

ナルとして働く．

Ngb と Cgb の CO 伸縮バンドにも，MbCO ときわめ

ユビキチンは，中性 pH では，熱変性温度が 100C

てよく似た 3 つの吸収帯があり，それぞれのタンパク

を超えるほど安定であり，熱や変性剤変性による研究

質で各構造の分布率が大きく異なることを示し

では，準安定構造の存在は知られていない．筆者ら

た ．Fig.  は，CO 結 合 型 Mb, Ngb, Cgb の FT-IR ス

は，
「可変圧力 NMR 法」を用い，広い圧力（1-3700

ペクトルの CO 伸縮バンド領域を示す．ヘムポケット

気圧）と温度（20-90C）範囲の NMR 実験により，

が開いた構造（Mb では A0）は，Mb の場合 5% 程度

ユビキチンは 2 つの準安定状態を含む少なくとも N1-

3)

であるのに対し，Ngb (1972 cm ) と Cgb (1971 cm )
1

N2-I-U の 4 つの状態の化学平衡状態にあることを発

1

ではそれぞれ 40% と 60% 分布していた．この結果は，

見した 8)-10)．状態間の平衡定数 K は部分モル体積差 

V と式（1）のような関係にある．

Ngb や Cgb では，Mb に比べ配位子の結合速度が著し
く速いことをよく説明する．

ln K-- = –V

----------------- p T
RT

「なぜ，グロビンタンパク質には共通に保存された
3 つの状態が存在するのか？」アミノ酸配列からみる

（1）

分子進化解析では，祖先グロビンから，8 億年前に

タンパク質の部分モル体積は，ファンデルワールス

Ngb が，5 億年前に Mb と Cgb が分岐したとされてお

体積（タンパク質を構成する原子の体積）
，空洞体積

り ，グロビン類にみられる多状態は祖先グロビンか

（あるいはキャビティー：原子パッキングが不完全な体

らあるようだ．磯貝らによる人工設計ミオグロビンで

積）
，水和体積変化量（水和状態や水和量の変化によ

3)
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る水和体積変化）の総和として定義される．一般に，
変性が進んだ構造は，分子内キャビティー（空洞）の
消失や水和の変化により総和として部分モル体積が小
さくなる．よって，タンパク質の部分モル体積は，構
造が壊れるほど減少すると考えてよい．われわれはこ
れを「タンパク質の体積原理」とよび，高温や数千気
圧以上の高圧を除いて一般的に成り立つ原理だと考え
ている．この原理に従うと，加圧により，部分モル体
積差（V）を利用して，部分モル体積の大きな基底
構造から順に準安定構造，変性構造と広い構造空間を
探索することが可能となる．
Fig.  は，常温常圧におけるユビキチン構造の全体
像と熱安定性，構造転移の速度定数を示す．マイクロ
秒オーダーで生じる N1-N2 構造転移は，NMR スピン―

スピン緩和測定と化学シフト変化により観測された．
Fig. a は，30 気圧と 3000 気圧における 15N-NMR ス
ピン―スピン緩和速度定数 R2 である 10)．R2 は，ミリ秒

程度で繰り返されるスピンエコーという原理に基づい
た測定より得られ，マイクロ秒から秒で生じるタンパ
ク質の比較的遅い構造転移に敏感である．30 気圧に
比べ 3000 気圧では，空間的に近接した 33-42 番と 70
番で数値が顕著に増加しており（Fig. b），これらの
領域で加圧により R2 値に対するマイクロ秒から秒で

生じる構造転移の寄与（Rex）が増加したことを意味

する．

1-  
R ex  pA pB ---kex

(2)

，
Rex は，各状態（たとえば A,B）の分布率（pA, pB）
転 移 速 度 定 数（kex  kAB  kBA）， 化 学 シ フ ト 差（）

Fig. 2
Schematic diagrams illustrating involved conformers in ubiquitin
found by variable pressure NMR. N1 and N2 are made by PDB-1V80
and 1V81, respectively. I and U are created by atomic coordinates of
N2. The regions showing disordering are colored by gray. Molecular
surfaces of ubiquitin at 30 bar (N1) and 3 kbar (N2) are given at the
bottom. The region showing large changes in orientation is indicated
by an arrow.

と式（2）の関係にある．加圧による Rex の増加は，準

安定構造の分布率の増加と転移速度定数の減少が原因
と考えられた．顕著な増加を示した 33-42 番と 70 番
残基では，化学シフト差すなわち構造変化が大きいこ
とを意味する．33-42 番と 70 番残基の化学シフト値

（1H, 15N, 13C 核）に，ほぼ同様な圧力領域でシグモイ
ド様の変化が観測されたことから，これらの残基が協
同的に 2 状態間を転移していると考えられた 8)．また

上述のように可変圧力 NMR 法では，加圧により体

化学シフトと緩和解析より，常温常圧下でも N2 構造

積の小さな準安定構造の分布率を増加させることがで
きる．ユビキチンの場合，3000 気圧（20C, pH 4.6）

が 15% 程 度 存 在 し（G  4.2 kJ/mol），N1-N2 間 の 転

で N1 構造が約 23%，N2 構造が約 77% 存在するので，

移交換速度定数 kN1-N2, kN2-N1 は 10 s, 1 s のオーダー

解析により得られた平均構造は，N2 構造に近い構造

と算出された 8)-10)．特筆すべきは，33-42 番と 70 番残

と考えてよい（Fig.  下段）
．N2 構造では，3-5 ストラ

基は，E1 及び E2 との相互作用部位であること，常圧

ンドをつなぐ (Arg42)NH···O  C(Val70), (Val70)NH···O

では NMR 緩和法をもってしても準安定構造の検出が
困難な場合も，加圧により分布率と転移速度定数を変

 C(Arg42) の 2 本の水素結合が顕著に弱まっており，

えることで，容易に検出できたことである．

1 へリックスが 3 Å 以上外側にスライドし，疎水コア
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Fig. 3
(a) 15N spin-spin relaxation rates R2 measured at 30 bar (open circle) and at 3000 bar (closed circle), at pH 4.6 and 20C versus the ubiquitin sequence. The 180-pulse repetition for the R2 measurements is set to be a 0.9 ms. (b) Residues showing an increase in R2 with pressure are colored
in black on the three-dimensional NMR structure of ubiquitin (PDB code: 1D3Z). The side-chains of Pro37 and Pro38 are drawn with black sticks.

内部が部分的に露出した

開いた構造

のか ?

をとっていた

変性構造と同様に，準安定構造も変性領域を

10)
．この結果は，Arg42, Val70 で観測され
（Fig.  下段）

含むため，プロテアーゼの標的になるとすると，タン

た化学シフト値と R2 値の顕著な変化と合致する 10)．

パク質はそれらを準安定に設計し分解から保護してい

低温条件（0C, pH 4.6）で，3700 気圧までの加圧

るのかもしれない．

実験により，N1 と N2 構造の他に，C 末端側の 10 残

4.

基ほど（8, 33-42 番）が局所的に変性構造に転移した

構造生物学の新展開

本稿では，グロビンタンパク質とユビキチン様修飾

準安定構造（局所変性構造 I）と完全変性構造（U）
．低温下でユビキチンの熱安定性

タンパク質それぞれに保存された準安定構造を紹介し

が下がったことと，一般にフォールド構造に比べ変性

た．いずれの場合も，準安定構造は，基底構造に比

構造の熱膨張率が大きく，低温ほど変性の V が大き

べ，相互作用分子との相互作用を円滑に行うことが可

くなったことが，I 構造と U 構造の検出につながった．

能な高活性状態と考えられた．このような準安定構造

が検出された

8), 9), 11)

NMR 信号の解析から，フォールド構造（N1  N2）と

は，この他にも複数の方法で確認されており，タンパ

I 構造，U 構造はミリ秒より十分遅く構造転移してい

ク質構造のもつ共通の性質と理解されつつある．準安

ることもわかった（Fig. ）．熱力学解析から、I 構造

定構造の熱安定性はタンパク質ごとに異なるが，天然

と U 構 造 の そ れ ぞ れ の 安 定 性 は，15.2 kJ/mol と

構造に比べ約数十 kJ/mol 不安定なだけであり，生理

31.3 kJ/mol (0C, pH 4.6) で， 常 圧 下 で の 分 布 率 は

条件下で 10% 程度存在する場合もまれではない．筆

0.1% と 104% 程度だった 9)．

者は， タンパク質が機能する姿を捉える

1 次配列相同性 20-60% の複数のユビキチン様タン

とは， 状態間の構造転移を捉える

というこ

ということだと

パク質及びドメインの研究から，ユビキチン同様に

理解している．これは，タンパク質が分子間相互作用

E1-E2-E3 のカスケード反応により翻訳後修飾するタ

を通して，必要に応じて

もともと準備された

準安

など）にだけ，ユビキチンと同

定構造の分布率を変えることで機能しているという理

様な準安定構造（N2 や I 構造）が保存されているこ

解であり，同様な考えは， ダイナミックエネルギー

とがわかった．この結果は，ユビキチンや NEDD8 が

ランドスケープ

E1, E2 と相互作用し，複合体構造へと構造変化する

された 13)．

ンパク質（NEDD8

12)

として 2006 年の Science 誌にも紹介

際，分子間相互作用にかかわる C 末端側部分を局所

タンパク質の準安定構造はその分布率が少なく，一

的に不安化しておくこと，すなわち準安定構造を設計

般に溶液 NMR 法や結晶構造解析法では構造解析が困

しておくことが，相互作用を円滑に行なうために重要

難であるが，いくつかの興味深い例はある．ジヒドロ

であることを示唆した．これらの C 末端側の 1 次配

葉酸還元酵素の場合，結晶化条件の違いにより，基質

列相同性が比較的高いことからも，ユビキチン様修飾

結合部位が閉じた構造と開いた構造が別々に構造解析

タンパク質は進化的に準安定構造を保存しているよう

され，基質結合部位に位置するループの開閉運動が明

だ．ではなぜ N2 や I 構造が基底構造にならなかった

らかになった 14)．あるいは，ミオグロビンでは，異
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X線1分子追跡法による生体分子間相互作用の定量測定
佐川琢麻1,2,*，東
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もコストがかかりすぎたりといった問題点があった．

1. はじめに

このような問題点を解決するには，1 分子レベルの
現在はポストゲノム時代とよばれ，遺伝子配列情

解析が究極的な方法となる．1 分子レベルの生体分子

報をより具体的な側面から理解するために，タンパ

解析は，1980 年代初頭日本において始まったが，こ

ク質をはじめとする生体分子の機能解析がさかんに

の頃は目的分子に蛍光色素を標識して分子運動を観察

行われている．なかでも基質―酵素反応，DNA-DNA

していた．その後，原子間力顕微鏡（atomic force mi-

結合タンパク質間相互作用，抗原―抗体反応など，生

croscopy: AFM）や 1 分子蛍光共鳴エネルギー移動法

命現象の反応素過程である生体分子間相互作用の解析

（single molecular fluorescence resonance energy transfer

は，構造解析と並びたいへん重要な位置を占めようと

method: SM-FRET）などが登場し，DNA の結合力計

している．近年，表面プラズモン共鳴（surface plas-

測や細胞内の分子移動追跡が可能になった．なかでも

mon resonance: SPR）バイオセンサーや水晶発振子マイ

X 線 1 分子追跡法（diffracted X-ray tracking: DXT）は，

クロバランス法（quartz crystal microbalance: QCM）
，等

ピコメートルレベルの分子運動を計測でき，さまざま

温 滴 定 型 熱 量 計（isothermal titration calorimetry: ITC）

な生理的環境下にも対応できるという特徴から最近特

などがおもな生体分子間相互作用の計測手法として用

に注目されている．本解説では，1 分子レベルで抗原

いられており，それぞれ速度論的解析や熱力学的解析

抗体反応時の実時間分子内運動計測が可能な DXT 法

を行うことで，生体分子認識の特徴を明らかにしてき

を用いた生体分子間相互作用の定量解析を紹介す

た．一方で，X 線結晶構造解析や NMR 法によりリガ

る 1)．

ンドとどのような構造で結合しているのかも解明され

2. X 線 1 分子計測法による抗原抗体反応計測

ている．これらの手法は「すべての分子は同様に振る
舞う」という仮定にもとづき，ある一定の分子集団

抗体は外来抗原を特異的に認識することで，免疫細

（分子数 1010 以上）を計測対象として，その集団の平

胞の抗原認識を助けたり，補体カスケードを活性化し

均的な情報を取り扱っている．しかしながら，本来の

たりするなど，獲得免疫系で重要な機能を担ってい

生理環境下ではこのような分子数で機能を発現してい

る．分子質量は 150 kDa，Y 字型の構造をとり抗原を

るわけではなく，系にも依存するが数分子から数百分

認識する 2 つの Fab 領域と抗原認識後のエフェクター

子で目的の機能を達成していると考えられている．ま

機能を担っている Fc 領域に分けられる（Fig. 1）
．抗

た，ある種のタンパク質は上記の計測法に必要な量を

体は分子認識の特異性が高く，診断薬開発や，抗体医

作製するのが非常に困難であったり，作製するにして

薬開発，バイオセンサー開発など広い範囲で応用研究

The Quantitative Determination of Biomolecules Interactions Using Diffracted X-ray Tracking System
Takuma SAGAWA1,2, Takachika AZUMA3 and Yuji C. SASAKI1,2
1
Sasaki-team, CREST, Japan Science and Technology Agency (JST)
2
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI)
3
Tokyo University of Science, Research Institute for Biological Sciences
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Fig. 1
Schematic drawing of the detection system for single Fab molecule with X-rays. The antigen (Ag) binding region (variable region) and constant region represent red and blue respectively. The size of gold nanocrystal is approximately 15-20 nm. Structure data were taken from PDB (accession
numbers are 1NGP and 1IGT). NP-Cap: 4-hydroxy-3-nitrophenylacetyl caproic acid.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/
browse/biophys/ではカラーで掲載）

が行われている．また，親和性成熟機構や抗原認識機

的生体分子のサイズなどを考慮して回折斑点の方位変

構解明などの基礎研究もこれまでに多くなされてい

化量から計算する必要がある．この変化を経時的に追

る 2), 3)．しかし，抗体のもつ性質はいまだ解明されて

跡することで目的生体分子の動きを定量的に評価す

いない部分もある．その 1 つとして抗原結合に伴う抗

る．しかしブラッグの条件（2dsin  n）からもわか

体分子の構造変化が最近特に注目されており，筆者ら

るように，このような回折斑点の動きを追跡するに

のこれまでの研究においてもそれを示唆する結果が得

は，複数の波長をもつ X 線源（白色 X 線）が必要に

られている 4), 5)．そこで，抗体の分子内構造ゆらぎが

なる．日本で白色 X 線が使える場所はそれ程多くな

抗原認識によってどのように変化するのかを詳細に検

く，たとえば SPring-8 のような放射光実験施設で測定

討するため，DXT 法を用いて抗体の分子内構造ゆら

する必要がある．本実験も同施設にある BL44B2 を使

ぎ評価を行った．

用した．DXT 法による生体分子の解析は，本稿で紹

DXT 法は，X 線の回折現象を利用して目的生体分

介する抗原抗体反応系の他にも，DNA やアクチン―ミ

子の分子内運動をピコメートルレベルの精度で解析す

オシン系，バクテリオロドプシン，カリウムチャネル

る手法である ．Fig. 1 に簡単な模式図を示した．目

などでも行われており，その有用性は実証済みであ

的生体分子は，石英基板上にその機能を損なうことな

る 7)-11)．

6)

く固定されており，動きを見たい部位に金ナノ結晶

本実験では，古くから研究が行われているマウス

（約 15 nm）が標識されている．生体分子の基板への

抗ニトロフェニルモノクローナル抗体の中から抗原

固定化はアミンカップリング法や His-tag を介した方

に対する親和性がそれぞれ異なる 4 種類の抗体

法で，金ナノ結晶の標識は Cys 残基を介した方法で

（N1G9，C6，9T13，E11）を用いた．また 1：1 の抗原

行っている．このようにして作製したサンプル基板に

抗体反応を観察するため，抗体からパパイン処理で

X 線を照射することで金ナノ結晶からの回折斑点を得

得られる Fab 断片を用いた．アミンカップリング法に

る．目的生体分子が動くと金ナノ結晶も同期して動

より Fab 断片を石英基板上に固定化し，抗原結合部位

き，回折斑点の位置が変化する．ここで注意すること

から最も遠い位置にある Cys 残基に金ナノ結晶を標識

は，回折斑点の動きは金ナノ結晶の方位変化を反映し

した（Fig. 1）．サンプルは厚さ数 m のバッファー層

ている点である．つまり目的生体分子が何 Å 動いて

に存在しており，計測中でも生理的環境下になるよ

いるかを見積もるには，金ナノ結晶の標識位置や，目

う工夫している．X 線をパルス波で 2 秒間照射し，ビ
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る．実際はタンパク質は非常に柔らかいものである
から，見積もられた値より小さい動きを DXT 法では
モニターしていることになる．DXT 法によって得ら
れた動画データをもとに，スポット変動量の経時変
化を示したのが Fig. 3 である．DXT 法では X 線照射
による生体分子の損傷が懸念されるが，2 秒間という
計測時間内ではスポット変動量が急に小さくなった
り，また逆に急に大きく動いたりすることは観察さ
れず，Fab 断片への大きなダメージはないものと評価
した．さらに，ここでは抗原存在下と非存在下で，
スポット変動量を比較した．Fig. 3 には C6 と 9T13 の

Fig. 2
The representative images of Laue spots moving in position frame to
frame at 20°C1). The Laue spots from individual gold nanocrystals
appeared as brightly shining dots (white or yellow).（本図は，冊子体では

結果を示してあるが，他の 2 種類の抗体でも，抗原結
合状態でのスポット変動量が，抗原なしの状態と比
較して明らかに小さくなっていた．分子間相互作用

モノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで

によって分子同士が安定化しゆらぎが小さくなるこ

掲載）

とは，多分子系の研究で実験的にも理論的にも示さ
れていたが，1 分子でそれを観察したのは本研究が初
デオ測定した．Fig. 2 は C6 Fab を抗原なしの条件で計

めてである．この結果から，抗原認識による抗体の

測し，得られたスポット変動のようすが示してある．

構造変化は抗体の分子内構造ゆらぎを抑制するもの

このときのスポット変動量は，50-90 mrad/s であった．

であることが明らかになった．B 細胞へのシグナル伝

Fab 断片が剛体だと仮定すると，Fab 断片の大きさが

達やエフェクター機能など，抗体の機能とどのよう

約 70 Å であることから 6-11 Å/s 程度の動きに相当す

に関連しているのか今後注目される．

Fig. 3
Motions (2) of representative nanocrystals along the direction of the diffraction angle at each Fab (C6: a and c; 9T13: b and d) in the presence
(0.18 mM) (c and d) or absence (a and b) of Ag1).（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）
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固定化していることから異常拡散現象は起きていない
と考えられる．よって外部から何らかの力が加わって
いると考えられるが，これまでの研究においてこの外
力は分子の硬さや大きさによって変化することから，
ファンデルワールス力や 2 枚の平面金属板を原子間距
離の数倍というきわめて近い距離を隔てて真空中に置
くときに発生するカシミール効果に伴う引力ではなく
X 線の放射圧に由来していることがわかっている 7)．
得られた MSD カーブをフィッティング解析すること
で D，V 2 つのパラメーターを算出した（Table 1）
．D
は抗体の分子内構造ゆらぎを反映し，V は X 線の放射
圧に対する柔軟性を反映したパラメーターである．今
回特に注目したのは D 値である．抗原が結合するこ
とによる D 値の減衰率は，抗原に対する親和性が高
い抗体ほど大きくなっていた．抗原結合によるギブズ
自由エネルギー変化（G）と ln(Db/Df) を軸にプロッ

トを取ると，両者の相関性が非常によいことがわかる

（Fig. 4b）
．このプロットから，
G  RTlnKa  ln(Db/Df)  
という式が導き出される．このとき， は抗原濃度
に， はその他の計測条件（測定温度，Fab の固定化
法など）に依存するパラメーターとなる．本研究で
は， と  はそれぞれ，3.5，7.2 kcal/mol と見積もら
れた．さらに式変形をすると，
lnKa  (/RT)ln(Db/Df)  (/RT)
Fig. 4
(a) Mean square displacements (MSD) of the gold nanocrystals as a
function of time interval in each Fab1). Ag free and bound (0.18 mM)
states are indicated by open and closed square respectively. (b) The
relationship between ln(Db/Df) and Gibbs free energy change and Ag
concentration dependency of the C6 D values (inset)1). Db: the D values of Ag binding state, Df: the D values of Ag free state.

となる．これは 1 分子計測による分子内構造ゆらぎの
変化から，多分子系で扱われる結合親和性が求まるこ
とを意味している．今後抗原抗体反応以外のリガンド―
タンパク質系でも同様の測定をして確認を急がなけれ
ばならないが，たいへん興味深い事実である．分子間
相互作用を 1 分子レベルで測定するシステムとして，
蛍 光 相 関 分 光 法（fluorescence correlation spectroscopy:

3. 分子内構造ゆらぎ変化による親和性測定法

FCS）を用いた手法がすでに可視光の分野では知られ
DXT 法によって，抗体は抗原認識することで分子内

ている 13)．この方法は溶液中の分子ブラウン運動に

構造ゆらぎを抑制することがわかった．そこで MSD

着目し，結合反応による分子の運動速度変化から結合

カーブを描き，さらに詳細な解析を行った（Fig. 4a）
．

親和性を解析している．DXT 法では分子内部に由来

単純なブラウン運動では，( )L  t プロット（L：

するブラウン運動の変化から結合親和性を求めてお

分子サイズ，t：時間）は直線性を示すが，ある一定方

り，分子運動のスケールは違うものの，ブラウン運動

向の流れがブラウン運動に加わっている場合，放物線

に着目している点で FCS 法は今後参考にすべき測定

2

2

状のプロットになることが知られている

12)

．本実験

手法といえるだろう．

は均一溶液環境下で計測しており，Fab 断片も互いに
立体障害が起きないよう十分離れた位置になるように
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Table 1
The values of D and V were determined from the plots (Fig. 4a) of ( 2)L2 vs. the interval times by 2 minimization fit for
Eq. 11). The measured spots are 45 trajectories.
( 2)L2  4Dt  (Vt)2 (Eq. 1) (L  70 Å)
The values of G and Ka were taken from ITC measurements.
D  101 (Å2/s)

V (Å/s)

N1G9 free

2.65  0.03

1.67  0.01

N1G9  Ag

2.11  0.03

1.18  0.01

C6 free

3.97  0.03

1.61  0.01

C6  Ag

1.54  0.03

1.01  0.01

9T13 free

2.35  0.03

1.26  0.01

9T13  Ag

0.65  0.03

1.09  0.01

E11 free

9.49  0.07

1.94  0.01

E11  Ag

1.93  0.03

1.13  0.01

Name

G (kcal/mol)

Ka (M1)

8.0

8.5  1.3  105

10.6

8.2  3.8  107

11.7

5.1  6.9  108

12.7

3.0  7.2  109

The S.D. were based on fitting errors.

を進めている．第三は第二のテーマにもつながるが，

4. おわりに

分子内構造ゆらぎをコントロールすることによる生体
以上 DXT 法による生体分子間相互作用の定量法を

機能制御である．これまでの手法では，目的タンパク

紹介した．今後の方向性としては，3 つのポイントが

質の変異体を作製する，阻害剤を添加するなどの方法

上げられる．第一に多分子系の解析でよく取り扱われ

で機能制御がなされてきたが，臨床応用を考えると作

る生体分子間相互作用における熱力学的，速度論的特

製コストの面や，薬剤が患部以外の部位へ拡散し，予

性と，1 分子計測によって観察される 1 生体分子のも

期しない副作用がおこるといった問題点があった．だ

つ特性との相関解析である．現在，熱力学的特性の 1

が目的生体分子の分子内構造ゆらぎに対して外部摂動

つであるエントロピー変化と分子内構造ゆらぎとの相

を加えることで，特異的・能動的に制御することが可

関を明らかにすべく解析を進めている．第二に 1 細胞

能になれば，新たな医療として注目されるに違いな

を反応場とする 1 分子解析である．この分野はすでに

い．ナノレベルの光技術を応用することでこのような

可視光を用いて行われているが，分子内構造ゆらぎな

ことができないか模索中である．

ど生体分子の微小な動きと生体機能に着目した研究
謝

は，測定精度の問題もあり，まだ行われていない．細

辞

胞内，細胞膜上の生体分子とリガンド分子との相互作

本研究は科学技術振興機構・戦略的基礎研究推進事

用や，分子内構造ゆらぎとシグナル伝達などの生体機

業（JST/CREST） タンパク質の構造・機能と発現メ

能との相関を，DXT 法によって明らかにすべく準備

カニズム



によって行った研究の一部であり，また織
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アミンカップリング法
amine coupling
タンパク質の基板固定化法の 1 つ。基板上にある
カルボキシル基を N- ヒドロキシスクシンイミド
と 1- エチル -3-（3- ジメチルアミノプロピル）カ
ルボジイミドでスクシンイミジルエステルにして
おき，そこへタンパク質中のアミノ基を共有結合
させる。ほとんどのタンパク質は表面に複数の Lys
残基をもっているので，汎用性の広い手法である．
（47 ページ）
（佐川ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

パパイン処理
papain treatment
パパインは Cys や His を触媒残基とし，タンパク
質やペプチドの加水分解反応を触媒する酵素であ
る．パパイヤから見つかったことからこの名前が
付けられた．IgG 抗体のヒンジ領域には 2 本の H
鎖をつないでいるジスルフィド結合が存在し，パ
パインを作用させることでジスルフィド結合の N
末端側から切断され，2 個の Fab 断片と 1 個の Fc
断片が生成する．これをパパイン処理とよんでい
る．（47 ページ）
（佐川ら）
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日本生物物理学会第45回年会報告

生物物理若手奨励賞
－第 3 回選考経過報告－

美宅成樹1，石森浩一郎2
平成18・19年度生物物理学会会長 / 名古屋大学大学院工学研究科
平成18・19年度生物物理学会副会長・若手奨励賞担当 / 北海道大学大学院理学研究院
1

2

合，若手の女性研究生の割合が 20% 近いはずです．

. 第 3 回生物物理若手奨励賞について（美宅）

しかし，応募者の割合は 10% を割っています．それ

歓声の中，賞状を渡されたときの若手研究者の顔は

に伴って受賞者の割合が非常に少ないのです．ポス

輝いています．会長として，若手賞の授与式を 2 回経

ターセッションなどで，若い女性の研究に注目してみ

験しましたが，若い研究者の輝いた顔はよいもので

ると，なかなかよい研究が多く見られます．遠慮しな

す．輝いた顔を見ていると，生物物理学会の将来を約

いで女性の若手が応募していただければ，若手賞の質

束してくれるものという確信が湧いてきます．若手賞

の向上にもつながると思うのです．

も 3 年目となり，いろいろな疑問点・反省点が浮かび

石渡会長のときに始まった若手賞がさらに生物物理

上がってきています．毎年，評価のために 10 人の若

学会の発展につながっていくことを期待しています．

手研究者に口頭発表を行ってもらい，5 人の受賞者を

. 第 1 次審査（石森）

決めます．毎年，10 人もの人を選んでいくと次第に
応募者がなくなっていくのではないだろうか？

なく

本年度も，昨年同様，年会への発表申し込みと同時

なることはなくても，質が落ちてくるのではないか？

に若手奨励賞の応募を締め切りましたが，意外にも当

というのが疑問の 1 つです．生物物理学会の会員数は

初の締切日（7 月 20 日）直前になっても会長室に届

約 3500 名です．その中の若手（たとえば 35 歳以下）

いた応募書類は昨年度よりも少なく，20 名にも届き

の人の人数は正確にはわかりませんが，数百人いるこ

ませんでした．前回までの若手奨励賞受賞者のレベル

とは間違いありません．そして，年間 100 人以上の若

の高さに敬遠されてしまったのでしょうか．さらに，

手が入会してきているので，質の高い若手賞を維持で

応募者の所属機関や専門分野も大きく偏っており，地

きることは難しいことではないと私は考えています．

域や分野によっては若手奨励賞について周知されてお

問題は，よい研究を行っている若手研究者に積極的に

らず，幅広い生物物理学会の実情を反映していないこ

応募してもらえるかどうかということです．今後の審

とも考えられました．そこで，年会の発表申し込み締

査委員会，運営委員会に広報の努力をお願いしたいと

め切りが延長されたのに合わせて，各運営委員や支部

思います．

長に候補者推薦の依頼状を出したところ，最終的な締

応募を遠慮している人がまだまだたくさんいるとい

切日である 7 月 27 日には昨年の応募者の 2 倍近い

うことを感じさせる事実が 1 つあります．3 年間の若

56 名もの応募者となりました．地域的にも，残念な

手賞の歴史の中で，2007 年にはじめて女性の受賞者

がら東北地区からの応募者はなかったものの，それ以

が出ました．このことは応募者の中での女性研究者の

外の地域からは少なくとも 2 名，会員数の多い関東，

割合が少ないことによっています．生物物理学会の場

中部，近畿地区からは 10 名以上の応募があり，分野

Early Research in Biophysics Award—Report on the Third Award Selection Process—
Shigeki MITAKU1 and Koichiro ISHIMORI2
1
Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Nagoya University
2
Division of Chemistry, Faculty of Science, Hokkaido University
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としても応募の際に申告する 11 の分野区分すべてへ

ました．最後にこの「若手賞招待講演最終候補者」の

の応募がありました．また，昨年度も問題となった女

方の専門分野を検討し，大きな偏りはないという判

性研究者の応募ですが，氏名で判断する限り今回は

断をもって，予稿集原稿締切日ぎりぎりになってよ

8 名の応募があり，昨年に比べ大幅に増加しました

うやく 10 名の「若手賞招待講演者」を選ぶことがで

（といっても，会員比率から比べればまだまだ少ない

きました．このような選考経過ですので，本年度も

状況ですが）
．さらに，後から到着した応募者の研究

昨年同様，この 10 名の方は間違いなく優れた若手研

内容もレベルが高く，決して無理して数合わせのため

究者であると自負しております．また，今回，審査

に提出されたものではなく，むしろ，自らの研究に対

員が特に意識することなく，女性研究者と博士課程

する評価が厳しいのか，奨励賞に応募することを躊躇

院生，それぞれ 1 名ずつが招待講演者に選ばれました

していた人が多いような印象を受けました．自信過剰

が，これは生物物理学会での女性研究者や大学院生

気味でも許されるのが若手研究者の特権でもあるの

の研究水準の高さを明確に示した好例の 1 つだと思い

で，もっと積極的に応募をしていただくとともに，有

ます．来年度も多くの女性研究者や大学院生がこの

望な若手研究者の周囲の研究者も，ぜひその背中を押

若手奨励賞に挑戦していただけることを期待してお

していただければと思います．

ります．

応募者確定後，その専門分野を考慮して，第 1 次審

一方で，大変優れた研究と認められるにもかかわら

査員として宇高恵子，高橋聡，徳永万喜洋，野地博

ず，残念にも選ぶことができなかった多くの応募者の

行，倭剛久の 5 名を選任し，学会での担当である石森

方々については，さらにこれからの 1 年で研究を発展

浩一郎を含めて 6 名で書面審査を行いました．本年度

させて，ぜひ来年度もこの若手奨励賞に応募いただく

は，昨年度の評価基準を元に，以下の点を考慮してそ

ことを期待します．2 年続けて審査に携わっています

の審査を行いました．

が，昨年応募され，惜しくも書面審査で選ばれなかっ

（1）全員の応募者について少なくとも 2 名の審査員が

た人の多くが今年度応募されてはいない状況をたいへ

評価をする．ただし，応募者の研究における共同

ん残念に思います．

研究者などで公平な審査ができないと判断される

今回，結局 56 人のすべての応募書類に目を通し，

審査員は，当該の応募者の審査はしない．

20 名近くの候補者の審査をすることになりましたが，

（2）2 名以上の審査員から「推薦」の評価を得た応募

このような書面審査をしていると，それほど多くはな

者を「第一段推薦者」とする．

い応募書類の文章の中からも，それぞれの研究者の研

（3）
「第一段推薦者」について全審査員が評価を行い，

究に対する情熱や想いというのが感じられる場合が数

「第二段推薦者」として 10 名を推薦する．

多くありました．そして，それは新鮮な印象を与える

（4）
「第二段推薦者」の中から推薦審査員の数の多い

ものが多く，確かに研究時間を費やして人の研究の評

ものから上位 10 名を「若手賞招待講演最終候補

価をするということは負担ではありますが，この審査

者」とする．

を通じて若手研究者のエネルギーを感じることがで

（5）
「若手賞招待講演最終候補者」の分野などを審査

き，彼らから何となく元気をもらったような気がしま

員全員で確認したのち，「若手賞招待講演者」と

す．来年度も読む人に元気を与えるようなエネルギー

して決定する．

に満ち溢れた応募書類が次々と出てくることを期待し

昨年同様，この 1 次審査では，発表内容に止まら

ます．

ず，これまでの業績，出身研究室，分野等について

. 第 2 次審査（石森）

幅広く審査の対象としたため，その選考は困難をき
わめました．特に，予稿集原稿の締め切り日の関係

第 2 次審査の審査員と審査方法については，今まで

で日程的には余裕のない中，1 次審査員の方々は精力

の選考方法の反省に基づき，学会内の担当である男女

的にかつ慎重に審査いただきました．意見が分かれ

共同参画・若手問題検討委員会で議論を重ね，本年度

た場合には別の審査員の意見を聞くなどして，慎重

は以下の点を第 2 次審査員選任の基準としました．

に選考を進めた結果，まず 2 名以上の審査員が推薦し

（1）若手奨励賞の水準を確立するため，前年までの継

た「第一段推薦者」として 20 名の応募者を選定しま

続性を考慮する．ただし，連続 3 年の選任は避け

した．次いで，その中から 10 名の「第二段推薦者」

る．
（2）招待講演者の発表する研究についての共同研究者

を各審査員に推薦いただき，推薦者の多い順から上

は除く．

位 10 名を「若手賞招待講演最終候補者」として選び
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（3）若手奨励賞選考は生物物理学会にとって重要な事

などを検討の上，決選投票を行なうことで，ようやく

業であるという認識から，生物物理学会の現会長

5 名の受賞者を決定することができました．昨年度も

を含め，その執行部運営委員，あるいはその経験

強調したことですが，今回惜しくも選ばれなかった招

者から何名かを選定する．

待講演者についても，その発表内容のレベルは高く，

（4）1 次審査結果を反映させるため，1 次審査員から

実質的には受賞者と同等であると考えてもよいと思い

も選定する．

ます．

以上の方針と候補者の専門分野を考え，さらに第 1

授賞式は 12 月 22 日の懇親会の際に行われ，600 名

次審査委員が中堅の研究者中心であることから，第 2

以上の参加者が注目する中，まず 10 名の招待講演者

次審査委員としてはより大所高所からの判断が可能な

が 1 人ずつその名をよばれて壇上に上がり，今年度か

シニアな研究者の方を中心に，阿久津秀雄，宇高恵

ら招待講演者に授与されることとなった「若手招待講

子，神取秀樹，曽我部正博，寺嶋正秀，豊島陽子，中

演証」が美宅会長より手渡されました．次いで，若手

村春木，難波啓一，美宅成樹の各氏にお願いし，学会

奨励賞受賞者の氏名が発表され，一瞬の沈黙，その後

での担当者である石森浩一郎を含め，計 10 名の第 2

大きな拍手，喝采，祝福の声が繰り返される，いつも

次審査委員が評価を行うこととしました．

の光景が再現されました．受賞者からは周囲の研究者

また，2 次審査の評価基準として，以下の点を考慮

への感謝の言葉や今後の研究に対する抱負や情熱が語

しました．

られ，大きな拍手とともに授賞式は終了しました．毎

（1）研究成果そのものだけではなく，発表者がどの程

年のことではありますが，この若手奨励賞の授賞式を

度その研究に対して寄与しているのか．単なる教

通じて，生物物理学会が若いエネルギーに満ちてお

員や先輩の研究の延長ではなく，自らの発想や独

り，学会の新たな展開はこの若いエネルギーによって

創性が生かされているか．

実現されるであろうことを強く印象付けられます．ぜ

（2）将来，生物物理学の分野をリードできるような発

ひ，来年度も多くの優秀な若手研究者がこの若手奨励

展性が感じられるか．

賞に応募することで，この若いエネルギーが持続する

（3）プレゼンテーションについては，その話し方の優

ことを期待します．

劣よりはむしろスライドなどにその人なりの工夫
招待講演者および若手奨励賞受賞者
（*印）
（所属は応募時）

等が感じられるかどうか．

* 秋山修志（JST さきがけ，理研・播磨）

（4）最終的には生物物理学会を構成する会員の研究分

「リアルタイム X 線小角散乱でみたシアノバクテリ

野とのバランスも考慮する．

ア時計蛋白質の離合集散ダイナミクス」

さて，その第 2 次選考会は，12 月 21 日（金）午後

* 今村博臣（阪大・産研）

1 時 10 分から開催され，昨年同様，立ち見の聴衆も

「細胞内 ATP を蛍光で可視化する」

多数出るなか，若手招待講演者 10 名の講演が行われ

木下雅仁（阪大・蛋白質研）

ました．若手奨励賞選考も 3 年目に入り，今までの第

「蛋白質の折り畳み運動を観測するための一分子測

2 次選考会での講演を聞いてきた人が多いためか，専

定手法の開発」

門外の聴衆にもわかりやすく，その研究の意義や自ら

* 小池亮太郎（東工大・学術国際情報センター）

の寄与を明確に話すことのできた講演者が多かったよ

「確率的アライメントによるプロファイル−プロ

うに思えました．本年度もこれまでの招待講演と同

ファイル法の性能向上」

様，いずれの候補者も高い研究レベルの発表で，随所

小森靖則（阪大・院生命機能）

に講演者の創意工夫や独創的な発想が感じ取れ，招待

「ミオシン V の 36 nm ステップに伴う 2 つの 90 回

講演者としてふさわしい聴きごたえのある講演が続い

転」

たように思います．講演会終了後，2 次審査員が別室

* 定本久世（徳島文理大・香川薬）

に集まり，昨年度と同様な評価方法で各講演者の評価

「一細胞レベルにおける学習・記憶形成に関わる分

を行い，奨励賞受賞者の選定を行ないました．今回も

子機構解析」

レベルの高い発表ばかりであり，この 10 人から 5 人

深川暁宏（遺伝研）

を選ぶのは容易ではないというのが審査員一同の正直
な感想ではあるものの，講演時の評価の得点順に候補

「1 分子計測および MD シミュレーションによるタ

者の順位付けを行うこととしました．今回も 5 位に同

ンパク質アンフォールディングの確率的経路と複数

得点の候補者が 2 名並ぶ激戦となり，この 2 名の分野

の中間状態の検出」
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* 矢島潤一郎（学習院大）
「単頭キネシンによる微小管の並進・回転運動機構
の研究」
山下高廣（京大・院理）
「代謝型グルタミン酸受容体のへリックス II 及び IV
を介した分子内構造変化伝達」
山本竜也（理研・播磨）
「H/D 交換と質量分析法による 70S リボソーム蛋白

小池亮太郎氏

質ダイナミクスの Mg2 濃度依存性解析」
招待講演者

定本久世氏

若手奨励賞受賞者

矢島潤一郎氏

謝辞

授賞式の写真は，横浜年会実行委員会の栗栖源嗣氏
からご提供いただいたものです．
秋山修志氏

美宅成樹（みたく しげき）
名古屋大学大学院工学研究科教授
連絡先：〒 464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町
E-mail: mitaku@bp.nuap.nagoya-u.ac.jp
URL: http://bp.nuap.nagoya-u.ac.jp/
石森浩一郎（いしもり こういちろう）
北海道大学大学院理学研究院教授
連絡先：〒 060-0810 北海道札幌市北区北 10 条西 8 丁目
E-mail: koichiro@sci.hokudai.ac.jp
URL: http://barato.sci.hokudai.ac.jp/~stchem/

今村博臣氏
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男女共同参画シンポジウム
―女性研究者支援プログラム―その理想と現実―

石森浩一郎
平成18・19年度生物物理学会副会長・男女共同参画・若手問題担当 / 北海道大学大学院理学研究院

日本生物物理学会では 2004 年の京都年会以来，年

キャリアパス環境整備』事業について」という題目で

会のランチョンセミナーの時間帯に男女共同参画シン

20 分ほど御講演いただきました．御講演では，女性研

ポジウムを開催してきており，横浜年会で 4 回目とな

究者支援プログラム「地域連携によるキャリアパス環

ります．今回は，最近の男女共同参画，機会均等の流

境整備」が目指す「男女ともに個性と能力を発揮でき，

れの中，学術分野においても女性研究者支援のための

多様なキャリアパスの機会が得られる社会」の実現の

プログラムが次々と打ち出されていることから，学会

ため，熊本大学が実施している種々のプログラムにつ

内の男女共同参画・若手問題検討委員会でそのテーマ

いて，わかりやすい説明をしていただき，大学ばかり

を検討した結果，
「女性研究者支援プログラム―その

ではなく熊本県まで含んだ広範でかつ多彩な活動をご

理想と現実」と題して，これらのプログラムが理想と

紹介いただきました．御講演を聞く限り，男女共同参

する男女共同参画の姿とはどのようなものであるの

画活動は着実に成果をあげているように見受けられま

か，また，このようなプログラムの実施は現場にどの

したが，女性研究者支援プログラムの助成期間終了以

ような変化を与え，それは理想に向けての変化である

降も永続的な男女共同参画事業を展開していくために

のか，について考えてみようということになりまし

は，具体的な制度として男女共同参画事業を確立させ

た．このような主題のシンポジムの講師としては，女

ることと，それを実行する人々の意識改革が必要であ

性研究者支援プログラムが実施されている現場におら

り，現状ではまだ道半ばであるということでした．

れる方と，大局的に女性研究者支援プログラムとその

次いで，郷通子先生より，
「女性研究者支援プログ

背景についてお話しいただける方が適当であるとのこ

ラム―お茶の水女子大学の取り組みの現状と課題―」

とになり，前者としては実際に女性研究者支援プログ

と題して，米国における有名大学の学長といった重要

ラム「地域連携によるキャリアパス環境整備」が採択

な地位への女性研究者進出の状況や，研究者における

されている熊本大学において，その現場で奮闘されて

女性の割合増加などを背景として，お茶の水大学で実

いる熊本大学発生医学研究センターの粂昭苑先生を，

施されている種々の女性支援プログラムを立案者の立

後者としては長年の間，男女共同参画活動に携わって

場からわかりやすくお話しいただきました．ここで

こられ，現在はお茶の水大学の学長として，あるいは

も，従来の概念にとらわれないで，どのようなプログ

国や行政の種々の男女共同参画関連委員として活躍さ

ラムが真の男女共同参画につながるのか真剣に議論さ

れている郷通子先生を講師としてお招きしました．残

れ，それが着実に実行に移されているように感じま

念ながら粂先生は急に体調を崩され，代理として急

す．しかし，郷先生も指摘されていましたように，男

遽，熊本大学男女共同参画推進室の男女共同参画コー

女共同参画社会実現の三要素である「雇用環境の整

ディネーターを務められている緒方洋子氏にお越しい

備」や「研究・教育能力の強化」を充実させることに

ただくことになり，
「熊本大学の『地域連携による

比べ，具体的にその形が見えない「意識を変える」と

Report of Symposium on Gender Equality in the 45th Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan
Koichiro ISHIMORI
Division of Chemistry, Faculty of Science, Hokkaido University
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緒方洋子氏

郷

通子先生

いうことについてはまだこれからの課題であり，奇し
くも男女共同参画学協会連絡会第 5 期委員長として，
美宅生物物理学会会長が昨年 10 月に企画された第 5
回男女共同参画学協会連絡会のテーマが「真の男女共
同参画へ向けて意識を変えよう！」であったことを思
い出しました．男女共同参画活動はまさに種々の環境
整備が終わり「意識改革」の時代に入ろうということ
でしょうか．
美宅成樹生物物理学会会長

熱のこもった講演と熱心な質疑応答でかなり時間が
遅れてしまいましたが，シンポジウムの最後の講師と
して，美宅成樹生物物理学会会長が「男女共同参画学

は，今回話題となった「意識改革」が着実に進んでい

協会連絡会の活動の方向を考える」ということで，男

るようにも思いますが…．

女共同参画学協会連絡会の活動，特に第 2 回大規模ア
謝辞

ンケートの概要について説明されました．この予備的

シンポジウムの写真は，横浜年会実行委員会の栗栖

な解析からも「意識改革の必要性」の一端が明らかに

源嗣氏からご提供いただいたものです．

なったような気がします．
今回の年会ではその場所柄からか，ランチョンセミ
ナーでは必ずしも定員に満たない場合があったもの

石森浩一郎（いしもり こういちろう）
北海道大学大学院理学研究院教授
連絡先：〒 060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目
E-mail: koichiro@sci.hokudai.ac.jp
URL: http://barato.sci.hokudai.ac.jp/~stchem/

の，この男女共同参画シンポジウムでは 200 名近い参
加者があり，生物物理学会員の関心の高さ，意識の高
さが如実に表れていたと思います．生物物理学会員に

談
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市民講演会
「生物物理学を語る―研究最前線の若い女性研究者たち」

豊島陽子
平成19・20年度生物物理学会副会長・男女共同参画アンケート担当 / 東京大学大学院総合文化研究科

日本生物物理学会では，一般市民の方々に生物物理

学的に改変してその結合相手を調べ，神経伝達の機能

という科学の分野の実体と魅力を理解いただき，より

を探る研究を紹介されました．3 番目に登場した理研

いっそう馴染みやすいものとしていただくために，毎

播磨研究所の山下敦子さんは，
「原子レベルで見る

年，年会に前後して市民講演会を開催してきました．

『かたち』から探るタンパク質の働く仕組み」という

今年は，男女共同参画の理念と活動に造詣の深い美宅

講演で，神経伝達トランスポーターの構造解析の研究

成樹会長が率先して，若手女性研究者に生物物理学の

を紹介され，タンパク質の構造解析によってどのよう

最前線を大いに語ってもらうという講演会を企画さ

な機能がわかってくるか，また薬剤の開発にどのよう

れ，年会の最終日に年会会場のパシフィコ横浜で開催

にかかわるかということについて，わかりやすく解説

されました．生物物理が決して狭い学問分野ではなく

くださいました．最後の講演者として産業技術総合研

生命科学に多面的にかかわっていることをアピールす

究所の長野希美さんは，
「多様な酵素の形と働き」と

るために，細胞，神経，分子構造，生物情報などの領

題して，酵素とはどのようなものであるのか，生活に

域において現在活躍中の若手女性研究者 4 名の方に講

密着した身のまわりの酵素の例を始め，酵素の分類，

演をお願いいたしました．美宅会長は講演会の冒頭の

酵素の構造と働き方についてまとまったお話をされま

挨拶のなかで，この企画が男女共同参画の活動の一環

した．

として女性に光を当てて励ますものになることと同時

一般市民の方のご参加はあまり多くはありませんで

に，若手研究者が自分の研究内容を一般市民向けにわ

したが，複数の女子高校生の姿もみられました．会場

かりやすく話す機会を得ることでさらなる成長をとげ

からは，女性の研究者を取り巻く環境に関係した質問

てほしいという思いが込められていることを述べられ

も多くありました．講演者の中には海外での研究の経

ました．

歴のある方も多く，海外の状況も紹介され，米国では

1 人目の講演者として，米国 NIH から駆けつけて

女性研究者の比率は日本より高いけれど，研究職は女

くださった藤原郁子さんは「細胞骨格を担うタンパ

性にとっても競争が激しく厳しい職であり，決して優

ク，アクチンは，リサイクルされる」というタイトル

遇されているわけではなく，出産後も数日以内にラボ

で，細胞内の骨格構造がダイナミックに構造を変える

に復帰する例もあるとのことでした．一方，英国で

ようすをタンパク質分子の動きとして観察し，その重

は，夫婦で協力してうまくペースをとりながら研究と

合と脱重合のメカニズムを理論的背景とともに解説さ

家事や子育てを両立させている研究者も多い，という

れました．ついで，東京大学の野中美応さんが「立体

お話がありました．また，4 人の講演者ともに，これ

構造の観点からタンパク質をいじったら，シナプスが

まで研究を続けてきた背景には，国内外を問わず同じ

少し見えてきた！」と題する講演で，シナプス後膜が

研究室や身近な環境に先輩女性研究者の働く姿があ

わの神経突起の中にあるタンパク質 PSD を遺伝子工

り，その存在が希望と支えになってきたと語られまし

Civic Lectures “Research Frontier in Biophysics — By Young Women Investigators”
Yoko Y. TOYOSHIMA
Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences The University of Tokyo
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藤原郁子さん

山下敦子さん

野中美応さん

長野希美さん

た．最後に，研究についての魅力とやりがいを感じる

した．先進諸国の中で研究者の女性比率が最低である

のはどのようなときか，という点についてお話いただ

日本ではありますが，このような若手女性研究者のパ

いたところ，皆さん共通して，自分が手を動かして

ワーに触れて，日本の将来も決して暗いものではない

「自然」に問いかけたことに「自然」が答えてくれて

と感じることができたのは，おそらく私だけではな

新しいことがわかったとき，自分がまとめあげたもの

かったと思います．

を他の人が利用してくれて役に立ったとき，というこ
謝辞

とでした．

シンポジウムの写真は，年会実行委員会の栗栖源嗣

科学に男女の性別の差はないので女性研究者ばかり

氏からご提供いただいたものです．

を講演者に集めた講演会に意味があるのか，といった
批判があることは承知しておりますが，今回 4 人の若
手女性研究者に講演いただいて，それぞれの方がみ
な，ご自身の研究に愛着と情熱をもって研究を進め，

豊島陽子（とよしま ようこ）
東京大学大学院総合文化研究科教授
連絡先：〒 153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1
E-mail: cyytoyo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
URL: http://bio.c.u-tokyo.ac.jp/labs/toyoshim/

プロの研究者として活躍されている姿が輝かしく目に
映りました．男性講演者に囲まれた 1 人の女性講演者
という立場とは異なる，別の意味での力強さを感じま

談
話
室
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学会会長室（bpsjp@biophys.jp）までリンク情報をお
寄せください．

表 1 学会ウエブサイトからリンクが張られている大学・研究所
の生物物理関連の研究室一覧
北海道支部
北海道大学大学院薬学研究科生物物理化学分野 加茂直樹教授
北海道大学大学院薬学研究科構造生物学分野 稲垣冬彦教授
北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻 田中 勲教授
北海道大学大学院理学院生命理学専攻 河野敬一教授
北海道大学大学院生命科学院生命情報分子科学コース 出村 誠
教授
北海道大学大学院理学研究科化学専攻 石森浩一郎教授
北海道大学大学院理学院生命理学専攻 川端和重教授・芳賀 永
准教授
北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻 郷原一寿教授
室蘭工業大学応用化学科 日比野政裕准教授
東北支部
岩手大学工学部福祉システム工学科 新貝鉚蔵教授
東北大学大学院理学研究科物理学専攻 大木和夫教授
東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻 熊谷 泉教授
東北大学大学院工学研究科金属工学専攻 鈴木 誠教授
東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻 中尾光之教授
東北大学大学院生命科学研究科生命機能科学専攻 八尾 寛教授
東北大学大学院薬学研究科 竹内英夫教授
東北大学多元物質科学研究所多元ナノ材料研究センター 栗原和
枝教授
東北大学多元物質科学研究所多元制御研究部門 清水 透教授
東北大学多元物質科学研究所多元ナノ材料研究センター 齋藤正
男教授
東北大学多元物質科学研究所多元設計研究部門 石島秋彦教授
東北大学先進医工学研究機構ナノメディシン分野 樋口秀男教授
関東支部
茨城大学理学部生物物理化学教室 大友征宇教授
群馬大学工学部 平井光博教授
前橋工科大学生命情報学科 西川 建教授
千葉工業大学工学部生命環境科学科 河合剛太教授
筑波大学大学院数理物質科学研究科物性・分子工学専攻 野口
巧准教授
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 川戸 佳教授
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 陶山 明教授
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 村田昌之教授
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 豊島陽子准教授
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 若杉桂輔准教授
東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻 清水謙多
郎教授
東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻 若木高善
准教授
東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 田之倉優
教授
東京大学大学院薬学系研究科生体分析化学教室 船津高志教授
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 神谷 律教授
東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻 深田吉孝教授
東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 本
田真也准教授
東京大学分子細胞生物学研究所 北尾彰朗准教授
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 中井謙太教授・
木下賢吾准教授

支 部 だより
学会ウエブサイトの支部活動ページより

現在，日本生物物理学会では学会のオフィシャルウ
エブサイトにさまざまな項目を設けて情報発信してお
ります．支部活動もその 1 つです．現在，北海道，東
北，関東，中部，近畿，中国・四国，および九州支部
の 7 つの支部にわかれています．中国・四国支部は，
本年度産声をあげ，本誌 47-5 号にそのようすが伝え
られています．また，邦文誌『生物物理』では支部だ
よりの連載を企画し，これまで各支部の活動のようす
を伝えてまいりました．若い学生さんが「生物物理っ
てなんだろう？」
，「自分の家の近くにはどんな大学や
研究所で生物物理を研究しているのだろう？」，「どん
な先生がどんな研究をしているのだろう？」という情
報を求めてホームページをおとずれることもしばしば
あると思われます．そのようなときに，学会の支部活
動のページがお役に立てばと願っています．本稿では
支部活動のページの現状を会員のみなさんにお伝えし
ようと思います．各支部のウエブサイトや研究室への
リンク情報はまだまだ不足しています．オフィシャル
ページからのリンクを希望される支部や研究室の方は

図1

（出版担当運営委員）

学会ウエブサイト，支部活動のページより
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東京工業大学大学院生命理工学研究科 有坂文雄准教授
東京工業大学大学院生命理工学研究科 猪飼 篤教授・長田俊哉
准教授
東京工業大学大学院生命理工学研究科 竹中章郎准教授
東京工業大学大学院生命理工学研究科 濡木 理教授
東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター 櫻井 実教授
東京工業大学資源化学研究所 吉田賢右教授
東京工業大学学術国際情報センター 太田元規准教授
東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研究所 原田慶恵プロ
ジェクトリーダ
産業技術総合研究所生命情報工学研究センター創薬分子設計チー
ム 広川貴次チーム長
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター高次構造解析チー
ム 光岡 薫チームリーダ
東京農工大学工学部生命工学科 黒田 裕准教授
東京理科大学基礎工学部生物工学科 山登一郎教授
日本大学文理学部物理生命システム科学科 茶圓 茂教授
法政大学工学部生命機能学科 今井清博教授
明治大学理工学部物理学科 吉村英恭教授
横浜国立大学大学院工学研究院 内藤 昌教授
横浜市立大学大学院国際総合科学研究科生体超分子科学専攻 木
寺詔紀教授
横浜市立大学大学院国際総合科学研究科生体超分子科学専攻 片
平正人教授
理化学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター
免疫ゲノミクス研究グループ 小原 收グループディレクター
立教大学理学部化学科 花井 亮准教授
立教大学理学部生命理学科 檜枝光太郎教授
早稲田大学理工学部物理学科 石渡信一教授
早稲田大学理工学部物理学科 木下一彦教授
中部支部
長岡技術科学大学分子生物物理学研究室 曽田邦嗣教授・城所俊
一准教授
国立遺伝学研究所構造遺伝学研究センター 徳永万喜洋教授
静岡大学理学部物理学科 山崎昌一教授
名古屋大学大学院医学研究科細胞情報医学細胞科学講座 曽我部
正博教授
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻 遠藤斗志也教授
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻 神山 勉教授
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻 岡本祐幸教授・倭
剛久准教授
名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻 本間道夫教授
名古屋大学大学院工学研究科応用物理学専攻 美宅成樹教授
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻 笹井理生教授
名古屋市立大学大学院薬学研究科生命分子構造学分野 加藤晃一
教授
名古屋工業大学大学院工学研究科物質工学専攻 神取秀樹教授
名城大学大学院総合学術研究科 垣谷俊昭教授
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター 永山國昭
教授
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター 桑島邦博
教授
近畿支部
長浜バイオ大学生命情報科学コース 白井 剛教授
立命館大学情報理工学部生命情報学科 菊地武司教授
立命館大学情報理工学部生命情報学科 高橋卓也准教授
京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 藤吉好則教授
京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 七田芳則教授
京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 高田彰二准教授

京都大学大学院理学研究科化学専攻 寺嶋正秀教授
京都大学大学院理学研究科化学専攻 三木邦夫教授
京都大学大学院薬学研究科薬品機能解析学分野 松崎勝巳教授
京都大学再生医科学研究所ナノバイオプロセス研究領域 楠見明
弘教授
京都大学霊長類研究所遺伝子情報分野 今井啓雄准教授
大阪大学大学院理学研究科化学専攻 水谷泰久教授
大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻 荒田敏明准教授
大阪大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻 四方哲也教
授
大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 甲斐 泰教授
大阪大学大学院生命機能研究科 柳田敏雄教授
大阪大学大学院生命機能研究科 難波啓一教授：第 2 サイト
大阪大学蛋白質研究所蛋白質構造生物学研究部門 阿久津秀雄教
授
大阪大学蛋白質研究所蛋白質構造生物学研究部門 月原冨武教授
大阪大学蛋白質研究所プロテオミクス総合研究センター 中川敦
史教授
大阪大学蛋白質研究所プロテオミクス総合研究センター 中村春
木教授
大阪大学蛋白質研究所蛋白質構造生物学研究部門 後藤祐児教授
大阪大学蛋白質研究所プロテオミクス総合研究センター 高木淳
一教授
大阪大学産業科学研究所生体応答化学部門 野地博行教授
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科蛋白質機能予測学講
座 川端 猛准教授
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 片岡幹雄教授
日本原子力研究開発機構中性子生命科学研究ユニット生体分子シ
ミュレーション研究グループ 河野秀俊グループリーダ
日本原子力研究開発機構システム計算科学センター量子生命情報
解析チーム 由良 敬チームリーダ
神戸大学大学院自然科学研究科分子物質科学専攻 鍔木基成教授
兵庫県立大学大学院生命理学研究科 吉川信也教授
兵庫県立大学大学院生命理学研究科 津田基之教授
中国・四国支部
広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻 楯 真一教授
徳島文理大学香川薬学部機能生物学講座 伊藤悦朗教授
高知大学医学部免疫学教室 宇高恵子教授
九州支部
九州大学大学院理学研究院生物科学部門 巌佐 庸教授
九州大学大学院理学研究院生物科学部門 川畑俊一郎教授
九州大学大学院理学研究科生物科学専攻 杉山博之教授
九州大学生体防御医学研究所感染防御研究センター 藤 博幸教
授
九州大学生体防御医学研究所感染防御研究センター 神田大輔教
授・前仲勝実准教授
九州大学生体防御医学研究所ポストゲノムサイエンスセンター
稲葉謙次特任准教授
九州工業大学情報工学部生命情報工学科 皿井明倫教授
九州工業大学情報工学部生命情報工学科 入佐正幸准教授
九州工業大学情報工学部生命情報工学科 安永卓生准教授
熊本大学大学院薬学研究科分子機能薬学専攻 山縣ゆり子教授
海外
スイス連邦工科大学チューリッヒ校生物学部 石川 尚グループ
リーダ
アリゾナ大学生化学および分子生物物理学部 宮下 治准教授
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大学による補助金から見られる格差社会 ?!
ここには掲載しませんが，院生の収入のうち 50%
以上の学生が奨学金を得ていました．次いで，大学の
TA（ティーチング・アシスタント）や RA（リサーチ
ング・アシスタント）といった大学での手伝いによる

若 手 の 声

収入が多く見られました．この収入の額については，
表 2 が示すように月 5 万円までの人がほとんどであ

〜若手の学生の生態を探る〜

る一方で，月 13 万円を越える人も少なからず見られ
ました．このように，大学あるいは研究室が違えば，
得られる収入が異なることが見られます．
今回の集計では，修士課程の 1 ヵ月の支出平均が，
およそ 13 万円，博士課程の 1 ヵ月の支出平均が，お
よそ 12 万円でした．したがって，奨学金を仮に最大
額まで借りても，この 12–13 万円という支出をまか
なうのは，多くの学生にとってぎりぎりもしくは，や

夏の学校でアンケート
最近のニュースにおいて東京大学では家庭年収 400

や足りないくらいです．ゆえに，仕送りしてもらって

万円未満の学生に対し，授業料を一律タダにすると発

いない多くの学生が，奨学金の不足分や万一のための

表されました．この賛否についてはここでは触れませ

備蓄という目的でこの大学より得た収入をあてている

んが，大学に籍を置く私たちにとって授業料は密接な

と推測されます．

関係にあり，関心をもたれた方は多いのではないで
アルバイトについて

しょうか．また，同大学では昨年より国立大学の授業
料標準額の引き上げに伴い，学部・修士課程の授業料

修士課程の学生は約 50% が，博士課程の学生は約

がアップしました．一方で，博士課程の学生に対して

25% の人がアルバイトをしていることが判明しまし

は，親の収入に頼らない独立家計者の比率が高いとい

た．私の意見ですが，この結果はかなり意外でした．

う理由で据え置きにされています．

博士課程の学生は，時間的なことを考慮すると 10%
に満たないだろうと見積もっていたからです．

上述は東京大学に限ってのケースですが，実際夏の
学校に集まる全国の学生に話を聞いてみますと，こう

実際，アルバイトを負担に感じている博士課程の

した独立家計者はやりくりに四苦八苦しているようで

学生は，半数を大きく超えています．これに対し，

す．時間はない，お金もない，でも生活していくには

修士課程の学生では，半数以上が負担を感じていま

出費は生じる．では，こういった状況下で日本全国の

せんでした．さらに，今回のアンケートではアルバ

院生はどのように生き抜いているのでしょうか．収入

イトをしていない学生に対しても研究や勉強をしな

面に焦点をあてて，夏の学校開催中にアンケートを実

がらアルバイトをする理由は何であるかを尋ねてみ

施しました．
（参加者の半数以上の方が回答してくだ

ました．表 3 が示すように，博士課程の学生では「仕

さいました．この場を借りてお礼申し上げます．
）な

方なく」という回答が最も多く得られました．これに

お，今回ポスドクの方には博士課程のときについて回

対 し， 修 士 課 程 の 学 生 で は「生 活 を 豊 か に す る た

答して頂いており，集計で博士に含めました．また，

め」・「社会勉強のため」が「仕方なく」という回答を

集計では学術振興会より援助を受けている学生は除外

上回っていました．とりわけ，社会勉強というのは，

させてもらっています．

就職活動や社会人になった後のことを睨んでのこと
かもしれません．
これに加え，今より家計が大きく悪化した場合，バ

博士は修士に比べ，仕送りをしてもらっていない
先に記載したように，博士課程の学生は独立家計の

イトを行う（もしくは今よりたくさん行う）かどうか

者の比率が高いかどうかの結果をまとめたものが表 1

も聞いてみました．その結果，博士ならびに修士課程

です．仕送りをしてもらっている割合は修士では約

のいずれの学生も，家計が苦しくなっていても研究重

70%，博士では約 20% となっています．このことか

視のスタンスは変えられないという結果が得られまし

ら，全国的にも博士は修士に比べ仕送り率が低く，独

た．中でも驚いたのは，どんなに家計の状況が悪くな

立家計を営む傾向が高いことがわかりました．

ろうと，研究を最優先するため，バイトを行うつもり


目次に戻る
若

手

の

声

表3 課程別に見た院生のアルバイトの目的
修士と博士の学生おのおのに対し，最大2項目までアルバイトを
する理由をアンケートしたもの．修士では生活にゆとりをもた
らすため（2項目目）
と社会勉強のため（5項目目）
という理由が
多く見られた．一方，博士では仕方なくという意見が多数寄せら
れた．なお，時間を埋める，理由なくバイトを行うという回答は
修士・博士ともゼロであった．

表1 課程別に見た仕送り率の比較
博士の仕送り率（18%）
は修士のそれ（75%）
と比べ低い結果が
得られた．
なお，
バー内の数字は集計した人数を示す．

表2 大学より得た収入の違い
（総数：51）
院生の学生を対象に，TAやRAなどによる大学収入の額の違い
を比較したもの．収入を得ている学生の多くは，¥50,000までが
多 かった．また，¥ 1 1 0 , 0 0 0 – ¥ 1 3 0 , 0 0 0の項 目は 0 %だが ，
¥130,000以上の人は8%と少なからず存在した．

表4 経済状況が今より悪くなったときの対処（総数：51）
修士と博士の学生おのおのに対し，家計が悪くなったときの対
処方法を聞いたもの．経済状況が悪くなっても研究を最優先
し，
バイトを行いたくないとする院生は多く見られた．

がまったくない学生（表 4 の 1 項目目）も多く存在
よい環境で研究を行うことでよい研究結果が出やす

したことでした．

くなり，逆に悪い環境で研究を行うとよくない結果が
出やすくなる，もしくはよい結果が出にくくなる．も

今回のアンケートを振り返って
今回のアンケートでは，得られた回答が少なかった

し，このような仮定が成り立つとするならば，自身で

という点は問題として残りますが，それでも研究を行

はどうすることもできない収入の格差が，研究生活に

う学生の生態を垣間見ることができたと考えていま

少なからず負の影響をもたらすと考えられます．今

す．国民生活金融公庫総合研究所の「教育費負担の実

回，集計に含まなかった学術振興会より月給を得てい

態調査（勤務者世 帯）， 今 野・ 鈴 木，（2007.10.11）
」

る学生にはこのような問題が生じることはないと思い

によると，教育費の負担の内訳として，親の仕送りに

ますが，そうではない残りの多くの学生にとってこの

次いで，奨学金と学生のアルバイトという学生個人の

収入格差問題は大なり小なり付きまとっていると思い

負担が多いことが報告されています．そして，特に博

ます．こういった問題を単に各大学内だけで議論する

士課程の学生になると独立家計依存的な傾向はいっそ

のではなく，生物物理学会などの横断的に見渡せる組

う高まることが今回のアンケートより示されました．

織が今後取り組むことで，若手研究者のためのよりよ
い環境づくりができていくと信じております．

今回のアンケートを通して，研究と生活のやりくり
には学校などによる援助が，生命線になっていると感

兵庫県立大学大学院生命理学研究科大岩研究室（連携）博士 3 年

じました．中には，アルバイトを行うのが死活問題で

筒井康貴
yasu@po.nict.go.jp

あると書いておられた学生も少なからずおり，同じ学
生という立場でも格差があると感じました．
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Caltech の学生数は，大学院生を含めても 2000 人と
きわめて少なく，研究室に配属される学生も必然的に
少数になります．
Chan 研 究 室 が あ る Broad Center for Biology は，

海 外 だより

Caltech 内でもっとも新しい建物です．他の研究棟が

カリフォルニア工科大学
David Chan 研究室

れており，住み心地（？）は抜群です．Broad Center

醸し出す深い味わいには欠けますが，機能的に設計さ
内は，各研究室を仕切る扉どころか，壁すらもありま
せん．隣の研究室に気軽に出入りできるのはよいこと
ですが，誰でも気軽に入ってくることができるので，
無用心です．実際に泥棒に入られて，すべての研究室
が仲良く被害に遭いました．
やはり英語によるコミュニケーション力は必要
Chan 研究室では，隔週ごとに経過報告会と雑誌会

はじめに
カリフォルニア工科大学・David Chan 研究室で研

が設けられています．David は，
「なぜ自分の研究が重

究生活を始めて，ちょうど 1 年が経ちました．カリ

要か，どこが面白いかを発表し，議論することで研究

フォルニア工科大学（California Institute of Technolo-

をより深めることができる」という考えをもっている

gy）は，その名の通り，科学と工学研究を主とした大

ので，積極的な議論への参加が促されます．研究を進

学で，Caltech の名称で知られています．多くのノー

める上で，議論することは大切なことですが，英語で

ベル賞受賞者を輩出した研究環境と美しいキャンパス

議論となると非常に厳しいものがあります．相手と意

は，私にとっても「夢のカリフォルニア」になるので

思の疎通が図れずに，お互いにストレスを感じること

しょうか？

がいちばん辛いことです．少しでも英語によるコミュ

研究室のようすと研究生活で感じたこと

ニケーションを上達させようと，普段から周りの人と

を紹介します．

話すように心がけていますが，私の耳や脳は，まだま
だ英語を拒絶しているようです．というのも，私の夢

David Chan 研究室

では，たとえ David が登場しても，日本語で会話して

私が所属している David Chan 研究室では，「ミトコ

いるからです．

ンドリアのダイナミックな形態変化が，どのように細
胞機能に寄与するか？」の解明を目指しています．ミ

非英語圏からきたポスドクは，それなりに英語で苦

トコンドリアは，生命体を維持するのに必要なエネル

労しているようで，
「今，アメリカの研究生活の紹介

ギー生産工場としてだけではなく，細胞のアポトーシ

記事を書いている」と研究室で話すと，
「Chan 研究室

スを制御する重要なオルガネラです．近年，ミトコン

には俺という優秀な研究者がいて…」とか「プリンセ

ドリアは細胞内で動き回りながら，融合・分裂を繰り

スがいて，研究環境充実のために…」というくだらな

返すことにより，その形態を保持することが明らかに

い冗談と共に，決まって，
「英語によるコミュニケー

されました．一方で，融合・分裂の平衡異常が，多く

ション力は重要だと書いたら？」と提案されました．

の難易性疾患の原因となることが報告されており，融

研究環境に問題はないので，私の中にある問題を少し

合・分裂の制御および分子機構の解明が重要な研究課

でも改善できれば，より充実した研究生活を送ること

題となっています．

ができると思います．

Chan 研究室は，David Chan 夫妻を筆頭にポスドク
パサデナでの日常生活

4 人と学生 1 人，テクニシャン 2 人で構成されていま
す．研究はポスドクを中心に行われており，おのおの

Caltech のあるパサデナ市は，ロサンゼルス中心部

の研究バックグランドを活かし，モデルマウスから X

の北東に位置します．パサデナは，毎年 1 月 1 日に

線結晶構造解析にいたるまで，さまざまな観点から研

行わられるローズパレードと，大学アメリカンフット

究に取り組んでいます．私はこれまでの研究を活か

ボールチャンピオンを決めるローズボールの開催地と

し，ミトコンドリア膜タンパク質の会合体形成反応を

して知られています．パサデナは高級住宅地としても

調べています．学生が少ないように思われますが，

有名で，古くは「パサデナのおばあちゃん」で歌われ，
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いつもおいしいメキシカンフードを食べさせてくれるErnieと筆者

David Chan研究室のあるBroad Center for Biology

関西風カップそばがないなどと贅沢を言わなければ，
日本食・食材の入手は問題ありません．
おわりに
日本にいてもアメリカにいても，研究の進め方自体
は大きく変わりませんが，環境が異なりますし，まし
てや話す言語まで変わるので，戸惑うことも当然あり
ます．でもこれまで一生懸命研究をしていたならば，
アメリカで研究生活を始めても困ることはないと思い

David Chan 研究室のメンバー

ます．宣伝になりますが，David Chan 研究室では，
ポスドクを募集しています．Postdoctoral positions are
available for the study of the mechanism and function

最近では小説や映画にもしばしば登場します．パサデ

of proteins that mediate the fusion and division of mito-

ナは治安がよく，今までに危険を感じたことはありま

chondria. Candidates should have a PhD degree and

せん．ただときどき，Caltech 構内にも拳銃強盗が出

strong research experience in molecular biology and cell

没するので油断はできません．

biology or biochemistry. Depending on the background

パサデナには，身近なファーストフードから本物の

of the candidate, a wide range of projects are available;

セレブ（？）が現れる高級レストランまで数多くの飲

we use many approaches, including biochemistry, struc-

食店があるので，食事には困りません．それになによ

tural biology, cell biology, and mouse and yeast genet-

り，Caltech には，名物おじさんの Ernie がいるので，

ics. とのことなので，興味のある方は，ぜひご連絡下

栄養失調で倒れることはないと思います．Ernie のお

さい．最後になりますが，いつも私を応援して下さる

いしいメキシカンフードを求めて，毎日長い列ができ

皆様に，この場を借りてお礼申し上げます．

ます．ここで毎食昼食を食べているうちに，メキシコ
料理が大好きになりました．充実した食生活を送りな

日本学術振興会特別研究員 産業技術総合研究所・
カリフォルニア工科大学 伴 匡人

がらも，日本食が恋しくなるときがあります．幸い，
ロサンゼルス近郊には日系スーパーが存在するので，

ban@caltech.edu
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the biophysical committee, the delegates proposed to
establish a Biophysical Society in China. The sponsors of
this motion included: Institute of Biophysics, Chinese
Academy of Sciences; Shanghai Institute of Physiology,

シリーズ

Chinese Academy of Sciences; Institute of Basic Medi-

世界の生物物理学⑦

cine, Chinese Academy of Medical Sciences; Peking Uni-

Introduction to the Biophysical Society of China

hai First Medical School; and Shanghai Second Medical

versity; Fudan University; Peking Medical School; ShangSchool. The Institute of Biophysics was given the responsibility for the organization and detailed arrangements of the new Biophysical Society. Shizhang Bei personally approached the China Association for Science
and Technology for permission to create the Biophysical
Society. He was finally granted permission by the Presi-

アジアで 2 番目の生物物理学会員数を誇る中国（正式には
China，Beijing）の紹介である．今回の執筆者 Rao 博士は，
中国生物物理学会会長であり，南開大学学長である．北京の
生物物理学研究所所長時代に，同研究所を中国におけるタン
パク質 X 線結晶解析法のメッカにした功績が内外から高く評
価されている．現在 2011 年北京開催予定の第 17 回 IUPAB
国際会議の実行委員長として中国の生物物理学をリードして
いる．（永山）

dent of the China Association for Science and Technology to establish a Biophysical Society of China in November 1979.
From May 4-8, 1980, the official conference of Biophysical Society of China—the 3rd Biophysical Conference of China—was held in Beijing with approximately
200 participants. The father of Chinese biophysics, Shi-

The Foundation and Development of the Biophysical

zhang Bei was elected President of the First Council of

Society of China

the Biophysical Society of China. Kechun Lin, Jinghua

In 1956, the renowned biologist Shizhang Bei, a

Xu, Jiji Cheng were elected Vice-Presidents, and Shumin

Member of the Chinese Academy of Sciences, partici-

Shen was appointed as Secretary-General.

pated in developing ‘the future programme for Chinese

The second council (1983-1986): Shizhang Bei was

Science and Technology between 1956 and 1967’, and

elected honorary President; Dongcai Liang was elected

personally drafted the section on biophysics. In 1958,

President; Kechun Lin, Jinghua Xu, Jiji Cheng were

the Institute of Biophysics was established by the Chi-

elected Vice-Presidents; Shumin Shen was appointed

nese Academy of Sciences, and a Department of Bio-

Secretary-General.

physics was set up by the University of Science and

The third council (1986-1990): Shurong Wang was

Technology of China, which promoted the inauguration

elected President; Kechun Lin, Dacheng Wang, Jiji

of teaching and research groups by Peking University,

Cheng were elected Vice-Presidents; Junxian Shen was

Fudan University and Peking Medical School in 1958

appointed Secretary-General; Keding Lü and Yongde

and 1959. From this point on, biophysics developed as

Shi were appointed Deputy Secretary-Generals.

a discipline and thrived in China.

The fourth council (1990-1994): Dongcai Liang was

From August 7-15, 1964, the 1 Biophysical Confer-

elected President; Nanming Zhao, Wenlong Liu were

st

ence of China was simultaneously held with the 14

th

elected Vice-Presidents; Runsheng Chen was appointed

Congress of the Chinese Association for Physiological

Secretary-General; Yongde Shi, Rongzhao Lu, Keding Lü

Science in Dalian. Shizhang Bei presented a summary at

were appointed Deputy Secretary-General.

the conference entitled ‘Several Problems in Biophysics’,

The fifth council (1994-1998): Dongcai Liang was

and the ‘Proceedings of the 1st Biophysical Conference

elected President; Nanming Zhao, Runsheng Chen, Zhi-

of China’ were published by Science Publishing.

hong Zhang were elected Vice-Presidents; Xun Shen

In 1978, the 15 Congress of the Chinese Association

was appointed Secretary-General; Weijun Xin, Keding

th

for Physiological Science was held in Qingdao. During

Lü were appointed Deputy Secretary-General.

the 2nd Biophysical Conference of China organized by

The sixth council (1998-2002): Nanming Zhao was
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elected President; Xun Shen, Zhihong Zhang were elect-

ual members from all provinces in China, with most re-

ed Vice-Presidents; Xun Shen was appointed Secretary-

searchers distributed in the research institutes,

General.

universities and colleges in Beijing, Shanghai, Guang-

The seventh council (2002-2006): Nanming Zhao was

dong and so on. The areas of biophysical research in

elected President; Kangcheng Ruan, Xun Shen, Zhixin

China includes: the structure and function of biological

Wang were elected Vice-Presidents; Junxian Shen was

macromolecules, biological membrane and cellular bio-

appointed Secretary-General.

physics, neural biophysics and neural informatics, bioin-

The eighth council (2006- ): Zihe Rao was elected

formatics and theoretical biophysics, free radical biology

President; Tao Xu, Junxian Shen, Kangcheng Ruan,

and free radical medicine, optical biology, radiation and

Zhuan Zhou were elected Vice-Presidents; Xiyun Yan

environmental biophysics, biological mechanics and bio-

was appointed Secretary-General; Xujia Zhang, Shunyi

logical rheology, modern biophysical technologies and

Wei, Chang Chen were appointed Deputy Secretary-

methods, and so on.

Generals.

From 1980, significant research achievements have

The Biophysical Society of China publishes the journal

been made in every field of biophysics in China. For in-

Acta Biophysica Sinica (Chief Editor: Xun Shen, bi-

stance, the renowned biologist Shizhang Bei not only

monthly), and sponsors Progress in Biochemistry and

proposed his ‘cell restoration theory’, but also played an

Biophysics (Chief Editor: Dacheng Wang, monthly) to-

important role in promoting research and development

gether with the Institute of Biophysics, Chinese Acade-

in radiation biology, cosmobiology, biocybernetics and

my of Sciences.

biophysical engineering technology. He also served

The Biophysical Society of China is comprised of 9

as Editor-in-Chief of Acta Biophysica Sinica from

professional committees, namely: Molecular Biophysics

1985-1991.

Committee, Membrane and Cellular Biophysics Com-

The biochemist Chenglu Tsou not only made a great

mittee, Neural Biophysics and Neural Informatics Com-

contribution to the first synthetic insulin achieved by

mittee, Bioinformatics and Theoretical Biophysics Com-

Chinese scientists, but also obtained outstanding

mittee, Free Radical Biology and Free Radical Medicine

achievements in the research fields of kinetic research

Committee, Optical Biophysics Committee, Radiation

on the irreversible inhibition of enzyme activity, confor-

and Environmental Biophysics Committee, Biological

mational flexibility of enzyme active sites and folding of

Mechanics and Biological Rheology Committee, Modern

the nascent peptide chain. Furthermore, he was instru-

Biophysical Technology and Method Committee. It also

mental in promoting the academic exchange and com-

includes three working committees: a Committee for

munication between Chinese biophysicists and their

the Regulation of Scientific and Technological Terms, a

counterparts from all over the world.

Committee for Scientific Promotion and Education, and

Molecular biophysicist Dongcai Liang took charge of

a Youth Committee.

the three-dimensional structure and function studies of

The Biophysical Society of China holds the Biophysical

insulin. The refinement of the insulin structure at 1.2 Å

Conference of China every three or four years. At each

and the determination of the despentapeptide insulin

meeting, between four and six delegates are invited to

structure at 1.5 Å demonstrated that Chinese scientists

make reports on the conference, and Professional Com-

were among the first in the world to determine the

mittees hold or undertake national or international pro-

three-dimensional structure of a protein. From 1993, he

fessional academic meetings during or after the confer-

initiated the three dimensional structure and function

ence. Furthermore, prizes for 10 excellent posters and 5

studies of light-harvesting complexes from bacteria and

oral presentations are awarded by the conference orga-

algae. The crystal structure of R-phycoerythrin (R-PE)

nizers to young biophysicists.

from Polysiphonia urceolata was refined to a resolution
of 1.9 Å by multiple isomorphous replacement (MIR).
Later, Wenrui Chang successfully achieved the crystalli-

Progress in Biophysics Research in China
The Biophysical Society of China is a national aca-

zation and structure of the major light-harvesting com-

demic organization. To date, it has about 2,500 individ-

plex of photosystem II (LHC-II).
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Biochemist Fuyu Yang studied the effects of divalent

mine the crystal structure of SARS-CoV main protease

cations on modulation of membrane proteins by recon-

and were also first to report the crystal structure of the

stitutions of liposomes and acquired innovative results.

mitochondrial respiratory membrane protein Complex II

He also acquired meaningful achievements in research

in 2005.

of the spontaneous folding of apo-cytochrome c and
trans-membrane transport; he proposed that ‘Keshan

International Academic Communications

Disease was an endemic mitochondrial cardiomyopa-

In 1982, the Biophysical Society of China formally

thy’; and developed the study of the pathogenesis of

joined the International Union for Pure and Applied Bio-

Keshan Disease. He also discovered that selenium was

physics (IUPAB). The Biophysical Society of China have

involved in the stabilization of erythrocyte membrane

regularly organized delegations to attend the 8th-15th In-

skeleton, and made a new way to study the interaction

ternational Biophysics Congress and IUPAB Congress.

of selenium with the membrane. Fuyu Yang also served

Kechun Lin (1984-1990), Dongcai Liang (1993-1999),

as the Editor-in-Chief of Acta Biophysica Sinica from

Nanming Zhao (1999-2005) and Zihe Rao (2005- ) all

1992-2003.

served as Members of the IUPAB Executive Council. At

One of the founders of the Biophysical Society of Chi-

the 16th General Assembly of IUPAB held in France, the

na, Kechun Lin (Medical School of Peking University),

Biophysical Society of China won the right to host the

first discovered the induction of helical liposomes by

17th International Biophysics Congress, which will be held

Ca -mediated intermembrane binding in 1982 (Na-

from 27 August to 1 September, 2011 in Beijing, China.

2

ture). He was the Editor-in-Chief of the China Medical

In 1984, the Biophysical Society of China joined to-

Encyclopaedia—Biophysics Volume, and joined the Edi-

gether with the Biophysical Society of Japan to co-orga-

torial Board of Medical Biophysics (1996). Physical scien-

nize the China-Japan Bilateral Biophysics Symposium.

tist Nanming Zhao selected Biophysics as the foundation

Biophysical Society of China hosted the 1st China-Japan

for rebuilding the Biology Department in Tsinghua Uni-

Bilateral Biophysics Symposium (1985, Wuxi), and the

versity in 1981. Through 20 years of great efforts by

2nd symposium was then held in Kyoto, Japan (1988).

Prof. Zhao, Tsinghua University has become one of the

The 3rd symposium returned to the Biophysical Society

outstanding bases for biological research in China. He

of China (1991, Xi’an). In 1994, both China and Japan

also joined the Editorial Board of Biophysics in 2000.

decided to expand the China-Japan Bilateral Biophysics

Neurobiologist Shu-Rong Wang studies the neuronal

Symposium to include other countries and regions in

circuitry and mechanisms of central visual information

East Asia, and the symposium was renamed as the East

processing with emphasis on the formation and modu-

Asian Biophysics Symposium (EABS). The Biophysical So-

lation of receptive fields of visual neurons, visual motion

ciety of China organized the 2nd EABS (1997, Beijing). In

analysis and centrifugal modulation. His group has

2006, during the 5th EABS in Okinawa, Japan, all dele-

found modulation of visual receptive fields by two visual

gates agreed congruously to expand the scope of the

nuclei, detection of visual acceleration by motion-sensi-

symposium again and replaced the name of EABS with

tive neurons, and a corollary discharge circuit for sacca-

the Asian Biophysics Association (ABA).

dic suppression caused by rapid eye movements. Neuro-

Recently, the Biophysical Society of China had orga-

scientist Aike Guo revealed the crossmodal interaction

nized, sponsored or assisted with many international ac-

between olfaction and vision in Drosophila. His group

ademic conferences. These include the International Dy-

recently found that the mushroom body mediated con-

namic Brain Forum (2000), International Conference of

tradictory choice behavior and dopamine-mushroom

Biophoton and Biophotonics (2003), the 10th Interna-

body circuit regulates saliency-based decision making in

tional Conference on the Crystallization of Biological

Drosophila.

Macromolecules (2004), the 3rd Asian Conference on Vi-

Molecular biophysicist Zihe Rao organized a team of

sion (2004), Sino-German Symposium on Membrane

researchers for the structure, function and drug discov-

Biophysics and Biochemistry (2005), the 12th ICB and 5th

ery of SARS coronavirus proteins during the outbreak of

ICCH (2005), the 3rd ISNA/ 2nd SFRR Asia (2005), the 1st

SARS in 2003. His research group were first to deter-

International High-Level Forum on Bioeconomy (2005),
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Cheng（副会長）
，Shumin Shen（事務局長）

the 5th Tsinghua International Conference of Protein Science (2005), The 4 International Conference on Struc-

第 3 期（1986-1990）
：Shurong Wang（会長），Ke-

tural Genomics (2006), the Asia and Oceania Society for

chun Lin，Dacheng Wang，Jiji Cheng（副会長）
，Jun-

Photobiology (2006), and so on.

xian Shen（事務局長）
，Keding Lü，Yongde Shi（副事

th

務局長）

The website address for the Biophysical Society of
China is www.bsc.org.cn, where the society’s organiza-

第 4 期（1990-1994）
：Dongcai Liang（会長），Nan-

tional data and information on academic and research

ming Zhao，Wenlong Liu（副会長），Runsheng Chen
（事務局長），Yongde Shi，Rongzhao Lu，Keding

activities are uploaded.
August 15, 2007

Lü（副事務局長）

(President of the Biophysical Society of China

第 5 期（1994-1998）
：Dongcai Liang（会長），Nan-

Zihe Rao MCAS)

ming Zhao，Runsheng Chen，Zhihong Zhang（副会
長），Xun Shen（事務局長），Weijun Xin，Keding
Lü（副事務局長）

【邦訳】

第 6 期（1998-2002）
：Nanming Zhao（会長），Xun

中国生物物理学概説

Shen，Zhihong Zhang（副会長）
，Xun Shen（事務局長）

中国生物物理学会の創設と発展

第 7 期（2002-2006）
：Nanming Zhao（会長），

1956 年，高名な生物学者で中国科学アカデミー会

Kangcheng Ruan，Xun Shen，Zhixin Wang（副会長）
，

員，Shizhang Bei は，中国科学技術 10 ヵ年計画の起

Junxian Shen（事務局長）

案に参加し，生物物理部門を担当した．1958 年中国

第 8 期（2006- ）
：Zihe Rao（会長）
，Tao Xu，Junx-

科学アカデミーの中に生物物理研究所が，中国科学技

ian Shen，Kangcheng Ruan，Zhuan Zhou（副会長），

術大学に生物物理学科が創設された．両研究所のリー

Xiyun Yan（事務局長），Xujia Zhang，Shunyi Wei，

ドにより，1958，1959 年に北京大学，復旦大学，北

Chang Chen（副事務局長）

京医科大学に生物物理研究グループがスタートした．

中国生物物理学会は，生物物理学研究所と共同で，

これが，中国生物物理学の原点といえる．

Acta Biophysica Sinica（ABS，隔月刊）と生化学および

1964 年 8 月 7–15 日，大連における第 14 回生理学

生物物理学プログレス（毎月刊）を発行している．

会の中で第 1 回生物物理学分科会が開かれた．そこ

生物物理学会には，9 つの専門委員会がある（分子

で，Bei は，
「生物物理における諸問題」と題する講演

生物物理，膜と細胞生物物理，神経生物物理と神経イ

を行った．会議の中味は，第 1 回生物物理学会会議

ンフォマティクス，バイオインフォマティクスと理論

録として発刊されている．

生物物理，フリーラジカル生物物理および医学，光生

1978 年，青島で開かれた第 15 回生理学会におい

物物理，放射像および環境生物物理，生物メカニクス

ても，第 2 回生物物理分科会が開かれたが，その中

と生物レオロジー，先端生物計測法）
．また，3 つの

で中国生物物理学会創設が提案された．推進母団は中

作業委員会（科学技術政策，科学教育増進，若手支

国生物物理学研究所，中国生理学研究所，中国基礎医

援）がある．

学研究所，北京大学，復旦大学，北京医科大学，上海

生物物理学コンファレンスは，3 年または 4 年に 1

第 1 医科大学，上海第 2 医科大学であった．生物物

回開催され，毎回 4 つから 6 つの専門委員会からの

理学研究所が責任母体として学会創設の任を負った．

報告がある．専門委員会は，コンファレンス前後に，

Shizheng Bei は個人的に中国科学技術協会に接触し，

それぞれ国内，国際会議を主催する．コンファレンス

学会創設を働きかけ，結局 1979 年 11 月に学会はス

では，若手対象にポスター賞（10 人）と講演賞（5

タートした．

人）
）が贈られる．

1980 年 4 月 4–8 日第 3 回生物物理学会が 200 人の
中国生物物理学の成果

参加者を集め，北京で開かれた．中国生物物理学の父
Bei が生物物理学会初代会長に，Kechun Lin と Jinghua

中国生物物理学会は，政府支援組織であり，2500

Xu，Jiji Cheng が副会長に，Shumin Shen は事務局長

人の会員を全国の大学や研究機関から集めている．中

に選ばれた．第 2 期以降の陣容は下記の通り．

国における生物物理の主要分野は，上記専門委員会の
専門分野と重なっている．

第 2 期（1983-1986）
：Shizhang Bei（名誉会長），

1980 年頃より，これらの分野で目覚ましい成果が

Dongcai Liang（会長），Kechun Lin，Jinghua Xu，Jiji
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出はじめた．たとえば，Shizhang Bei は， 細胞再構
成理論

分子生物物理学者 Zihe Rao は，2003 年の SARS 蔓

で有名だが，その他，放射線生物学，宇宙生

延時に SARS ウイルスタンパク質の構造と機能を解明

物学，生体サイバネティクス，生物物理工学で成果を

し，創薬につなげるチームをすぐに組織し，SARS-

上げた．彼は，1985 年から 1991 年，ABS の編集長

CoV 主要プロテアーゼの構造決定を最初に行った．

であった．生物学者 Chenglu Tsou は，インシュリン

また，ミトコンドリアの呼吸膜タンパク質複合体，

合成の成功で有名だが，その他酵素作用の速度論，酵

Complex II の決定を 2005 年に行った．

素活性部位の構造変化，ペプチド巻き戻りで成果を上
げた．Tsou は，国際交流推進においても功績を残し

国際学術交流

1982 年中国生物物理学会は，国際生物物理学連合

ている．
分子生物学者 Dongcai Liang は，インシュリン 3 次

（IUPAB） に 正 式 加 盟 し， 以 来， 第 8 回 〜 第 15 回 の

元構造解析研究の責任者だった．1.2 Å 分解能のイン

IUPAB 国際会議，IUPAB 総会に正式派遣団を送ってい

シュリン構造および，1.5 Å 分解能のインシュリン 5

る．そして，Kechun Lin（1984-1990）
，Dongcai Liang

量体構造の決定は，世界でも最も初期のタンパク質構

（1953-1999）
，Nanming Zhao（1999-2005）
，Zihe Rao

造決定の成果の 1 つであった．1993 年より，彼はバ

（2005- ）らが，IUPAB 理事となった．

クテリアと藻類由来の光合成複合体の構造決定に着手

フランスで開催された第 15 回 IUPAB 総会では，第

し た．Polysiphonia urceolata 由 来 の R-phycoreythrin

17 回 IUPAB 国際会議を北京で開くことを決定した．

は，多重原子置換法を用いて 1.9 ÅX 結晶構造が決

な お， 北 京 の IUPAB Congress は，2011 年 8 月 27 日

まった．そのあとに，Wenrui Chang は，光合成系の

から 9 月 1 日の間に開催される．
1984 年に中国生物物理学会は，日本との 2 国間生

主要複合体，光合成系 II（LHC-II）の構造決定を行った．
生化学者 Fuyu Yang は，リポソーム系で膜タンパク

物物理シンポジウム開催を決めた．第 1 回 2 国間生

質作用への 2 価イオン効果を研究し成果を上げた．彼

物物理シンポジウムは無錫で 1985 年に，第 2 回は京

は，またアポシトクロム c の膜透過における自動巻き

都で 1988 年に，第 3 回は西安で 1991 年に開かれた．

戻り現象で結果を出している．それに関連し，「克山

第 4 回は播磨で 1994 年に開かれたが，そこでは 2 国

病は，地域性ミトコンドリア心筋症である」という説

間を拡大し，東アジア地区を含む，第 1 回東アジア

を提唱し，克山病の病理を解明した．また，セレニウ

生物物理シンポジウム（EABS）とした．第 2 回 EABS

ムの赤血球膜骨格安定効果を見出し，新分野を切り拓

は，1997 年北京で開かれた．2006 年第 5 回 EABS に

いた．彼は，1992 年から 2003 年まで，ABS の編集

おいて，関係者全員一致で EABS をアジア生物物理学

長を務めた．

連合（ABA）に拡大することが了承された．
近年，中国生物物理学会は，多くの国際会議を主催

中 国 生 物 物 理 学 会 創 設 者 の 一 人，Kechun Lin は，
Ca 媒介膜間結合によるらせんリポソーム誘発の発

または共催している．それらの中には，動的脳国際

見者である（Nature に報告）．彼は，中国医学百科辞

フォーラム（2000 年）
，生物フォトン国際会議（2004

典の生物物理部分の編集長であり，医用生物物理の発

年）
，視覚に関する第 3 回アジア会議（2004 年）
，膜

刊にも貢献した．Nanming Zhao は，1981 年清華大学

生物物理／生化学中国―ドイツシンポジウム（2005

の生物学科を改組し，生物物理学科を新設した．過去

年）
， 第 12 回 ICB ／ 第 5 回 ICCH（2005 年）
，第 3 回

20 年間の Zhao 教授の力で，清華大学は中国有数の生

ISNA ／第 2 回アジア SFRR（2005 年）
，第 1 回生物経

物物理研究メッカとなっている．彼は，2000 年より

済学高等フォーラム（2005 年）
，第 5 回タンパク質科

ABS の編集委員である．

学国際会議（2005 年）
，第 4 回構造ゲノミクス国際会

2

議（2006 年）
，アジアオセアニア光生物学会議（2006

神経生物学者 Shu-Rong Wang は，視覚の神経回路

年）などがある．

とメカニズムを研究し，受容野の形成と変異，視運動
解析に成果を上げた．2 つの視覚核による受容野変

中国生物物理学会の web site は（www.bsc.org.cn）

異，運動感受性神経による加速度検出，動眼時のサッ

である．今回の情報を含めた詳細が載っているので，

ケード抑制に対する自然発火回路を発見した．神経科

ぜひ訪れていただきたい．

学者 Aike Guo は，嗅覚と視覚の共感相互作用をショ

2007 年 8 月 15 日

ウジョウバエで見いだしている．彼のグループは，最

（中国生物物理学長

Zihe Rao）
（文責・訳：自然科学研究機構

近ハエ行動において，ドーパミン茸状体回路が跳躍行

岡崎バイオサイエンスセンター

動決定を制御していることを突き止めた．
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TusBCD
タンパク質の立体構造を見ると，とても複雑で
何が何だかわからないことがしばしばある．しか
し美術館に来たつもりになって，ゆったりと立体
構造を見てもらいたい．やがて味わいが出てくる．
タンパク質の立体構造の場合は，構造の対称性と，
対称性が微妙に崩れているところが見えてくると，
その美しさがわかってくるであろう．ここにあげ
たタンパク質複合体は，とても複雑な感じがする
が，実は非常に対称性が高いタンパク質の例であ
る．TusB, TusC, TusD タンパク質がそれぞれ 2 つ
ずつ，計 6 つのサブユニットから構築されている．
それぞれのアミノ酸配列はあまり似ていないにも
かかわらず，サブユニットの立体構造は非常によ
く似ている．
このタンパク質は，トランスファー RNA アンチ
コドン部分の修飾に関与する酵素である．グルタ
ミン，グルタミン酸，リシンのコドンでは，コド
ン 3 文字目の区別が重要になる．グルタミンのコ
ドン 3 文字目はプリン塩基である．3 文字目がピ
リミジンのコドンは，ヒスチジンをコードする．
よって，トランスファー RNA がメッセンジャー
RNA のグルタミンコドンとヒスチジンコドンを
正しく見分けるには，コドン 3 文字目のプリン塩
基とピリミジン塩基を正しく見分けることが必要
となる．この認識を確実にするために，トランス
ファー RNA のアンチコドン 3 文字目はチオール化
されている．つまり，転写されたトランスファー
RNA に酵素が働いて情報を書き換えることで，正
確に働くトランスファー RNA が完成する．
大腸菌では，この書き換えに 7 つの遺伝子産物
（IscS, TusA, TusB, TusC, TusD, TusE, MnmA） が 関

与している．TusBCD 複合体の TusD にあるシステ
イン残基（図中の空間充填モデル）が，チオール
基の転移に関与する残基であることがわかってき
ている．トランスファー RNA と直接相互作用する
のは，MnmA である．この繊細で複雑な構造をも
つ酵素にちょっとした支障があると，翻訳される
タンパク質のグルタミンがヒスチジンになってし
まいかねない．このような不安定に思えるシステ
ムで生命活動が維持されていることを知ってしま
うと，少々不安になる（PDB1) ID: 2d1p2)）．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Numata, T., Fukai, S., Ikeuchi, Y., Suzuki, T. and
Nureki, O. (2006) Structure 14, 357-366.
(J. K.)

