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これからの光合成研究―生物物理の視点から
Future Development of Photosynthesis Research: from the View Point of Biophysics

三室 守

MIMURO, M.

光合成研究について，歴史的な展開と今後に残された問題点を，反応機構に重点をおいて解説を行った．光化学反応中心での
電子移動反応，酸素発生，すなわち水の分解機構と高い酸化電位の実現の問題，その基礎となる複合体構造解析，さらには光
合成を利用した 21 世紀に残された諸問題（食料，エネルギー，環境保持）についても言及した．
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Noise-Resistant and Synchronized Oscillation of the Segmentation Clock
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ISHIMATSU, K.

堀川一樹

HORIKAWA, K.

個体の発生過程で，ノイズにあふれた遺伝子発現をもとに安定にパターン形成が保証される機構はよくわかっていない．本稿
では，からだ作りに利用される分節時計についてのわれわれの研究を例に，発生を司る遺伝子プログラムがどうやって遺伝子
発現のノイズの影響を緩和し安定なかたち作りを可能にしているか紹介する．
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昼間視の分子メカニズム
Molecular Mechanisms of Diurnal Vision

橘木修志

TACHIBANAKI, S.

河村 悟

KAWAMURA, S.

脊椎動物の網膜には，桿体・錐体の 2 種類の視細胞が存在する．桿体が薄暗い環境で物を見るために働くのに対して，錐体は
明るい環境で働く．この働きの違いに対応して，錐体の光に対する応答の仕方は桿体のそれとは異なっている．応答の違いを
生み出す分子メカニズムについて，筆者らの最近の研究成果を交えて概説する．

総説
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われわれは，CIA とよばれるヒストンシャペロンが，安定な複合体と考えられてきたヒストン H3-H4 2 4 量体をまっぷたつに
分割することを発見し，関連分野に大きな衝撃を与えた．本稿では，CIA によるヒストン H3-H4 2 4 量体分割活性から導かれ
るヌクレオソーム構造変換機構とその生物学的意義に関して解説する．
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1966 年 12 月半ば京大理学部物理学教室で開かれた日本生物物
理学会大会に参加した．量子生物学をよく知りたかったので，右
衛門佐重雄先生の発表を聞いた．式や発表内容を書いた数枚の模
造紙をトンボにピンで留めて，1 枚 1 枚剥がしながらの講演で
あった．話の後「質問はありませんか」と座長が聞いたとき，右
衛門佐先生の大きな目が私のほうにぎょろりと向けられたので
びっくりしたのが記憶に残っている．十年ほど後お会いしたとき
何度か「僕のあの本を教科書として使ってくれよ」といわれたが，
果たし得なかった．量子生物学の分野は，コンピュータなどの発
達とも相俟って，大きく変遷し発展している．
17 世紀科学革命以来，指数関数的に発展してきた科学は知識
の蓄積・増大に伴って変遷・分化するのは当然である．平成
20 年度科研費申請の細目数を見ると，生物系は理工系や人文社
会系分野のほぼ倍で，生物科学分野の発展，分化が目覚しいこと
を示している．30 年前に学会ができた分子生物学は，それまで
分子生理学，分子遺伝学として生物物理学の 1 部であった．今
「生物物理学」は生物系生物学分野基礎生物学分科の細目になっ

「生物物理」雑感
巻／頭／言

ている．また理工系数物系科学分野物理学分科には細目生物物
理・化学物理がある．これらの生物物理はどのように違うのであ
ろうか．30 年ほど前，東北大学に移った私は 17 講座ある物理学
教室の中に，助教授として生物物理グループを作れと要請され
た．そこで「生物物理」とは何か，もっと基本的に「物理学」と
は何かを考えた．科学の方向として， 普遍性の探求
問題の追及
求

があるが，物理学はどちらかといえば

と

個別

普遍性の探

に力点がある．しかし生物科学としての生物物理は個々の問

題を追求することにあるように思われる．現在の日本の科学技術
行政は「社会に意義のある成果を短期間に上げる」ことに期待が
大きいが，個々の研究者の視点はどこにあるのだろうか．
現在，世界的にナノテクノロジーが著しく発展しているが，ナ
ノテクノロジーの原典といわれている K. Eric Drexler の「創造す
る機械」
（1986 年）を読むと，生化学に基づくテクノロジーとい
う印象が強いが，テクノロジー発展の歴史をみると， 化学
り

物理

よ

のほうがその基盤となっていることが多いので，生物

物理発展の 1 つの方向として，
（バイオ）ナノテクノロジーが未
来に大きく広がっているように思われる．
徳永史生，Fumio Tokunaga
大阪大学大学院理学研究科
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解説

これからの光合成研究―生物物理の視点から
三室

守

京都大学大学院地球環境学堂，大学院人間・環境学研究科

Several essential points of photosynthetic light reactions were reviewed for future development of this scientific field and
a general interest of biophysicists. Historical backgrounds of the reaction systems were also stated for the continuity of
problems. Main points are reaction schemes and mechanisms of photochemical reactions in reaction center complexes,
oxygen evolution, i.e. water cleavage and a high redox potential for water oxidation, and structures of reaction center
complexes. These points will be solved by combination of spectroscopy and molecular biology. Photosynthesis will be
utilized for our survival in the 21st century through their potentials in food supply, solar energy conversion and sustainable environmental preservation.
Photosynthesis / Reaction center / Oxygen evolution / Structure biology / Future research topics

の光合成生物，
（3）真核で酸素発生型の光合成生物，

1.

光合成の概要

の 3 つに分けられる．いわゆる植物は（3）に属する．

光合成は光という物理的なエネルギーを生物が利用

しかし，光合成反応系の成立過程を検討すると，
（1）
，

可能な化学エネルギーに変換する反応系であり（図

（2）に属する原核光合成生物（光合成微生物）の進化

1）
，第 1 次生産（糖の生成）を通して地球上のほぼ

の間に基本的な反応系は完成していることに注目する

すべての生物の生命を維持する反応である．歴史的に

必要がある．

は化石燃料を生産し，現在の人類の生活を支えてい
る．さらには，シアノバクテリアによって水を分解し

1.2

光合成研究の歴史

光合成反応系を概括し，それらの研究の歴史を簡単

酸素を発生する光合成系が実現されると，地球上の還

に紹介する．

元的であった大気に酸素が供給され，酸化的となり，

光合成の反応系は，光が直接関与し，エネルギーを

酸素呼吸生物の繁栄を誘起し，細胞の大型化，多細胞
化を促し，生物進化を推し進める原動力ともなった．

生産する反応（図 1，明反応）と，光が不要な反応に

光合成は歴史的，そして現在的な意味において，人類

分けられる．さらには光が信号として機能し，細胞の

の生活に大きくかかわっている．

状態を制御する反応が知られるが，最後の系は細胞の
光信号伝達系として総括的に語られることが多く，必

1.1

光合成生物

ずしも光合成との関連で述べられるとは限らない．直

光合成を行う生物には，われわれが日常生活で目に

接エネルギー蓄積にかかわる二酸化炭素の固定反応は

する植物（種子植物，蘚苔類）だけではなく，水中で

酵素反応であり，還元剤である NADPH と高エネル

生活する藻類（緑藻，褐藻，紅藻など），さらには原

ギー化合物である ATP が関与するが，直接の光エネル

核生物であるシアノバクテリアや光合成細菌がある

ギーの供給は不要である．NADPH，ATP はそれぞれ

（表 1）
．光合成生物は 2 つの基準によって，3 つのグ

電子伝達反応，光リン酸化反応で作られる．これらの

ループに分けることができる．基準としては，（i）原

反応系は，酸素呼吸系のそれぞれと基本的には同じ反

核生物か真核生物，（ii）酸素発生型光合成生物か無酸

応であり，光合成系に特異な反応ではない．光合成に

素型光合成生物，である．この基準に照らして，
（1）

特有の反応系は「光エネルギーの変換過程」である．

原核で無酸素型の光合成生物，（2）原核で酸素発生型

この点が今後の光合成研究を考える際の起点となる．

Future Development of Photosynthesis Research: from the View Point of Biophysics
Mamoru MIMURO
Graduate School of Global Environmental Studies, and Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University
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図1
光エネルギー変換系の概要．太陽エネルギーから化学エネルギーへの変換の各素過程．

1.2.1

Z スキーム

ニットが大きく異なるために，1 種類の反応中心を

酸素発生型光合成生物においては，2 種類の光化学

使っての光合成反応系の構築は困難であったと考えら

反応系，光化学系 I (Photosystem I, PSI) と光化学系 II

れる．さらには，反応中心の進化的な連続性もこの構

(Photosystem II, PSII) と，その間をつなぐ電子伝達反

築には関連している．

応系が存在する．1960 年に Hill らによって提唱され
たもので 1)，酸化還元電位を横軸に取り図示すると Z

1.2.2

紆余曲折の光合成研究の歴史

型になることから，光合成の光化学反応系は Z スキー

光合成研究は右肩上がりで発展してきたわけではな

ムとよばれる（図 2a）．現在では電位を縦軸に取るこ

い．現在までに数回，
「光合成研究は終わった」とい

とが多いので Z スキームの意味が理解しづらくなっ

われたことがある．時には意図的であったと感じら

ている（図 2b）
．Z スキームの意味は，光合成電子伝

れ，また時には有意な数の研究者が感じたために自発

達系における 2 種類の光化学反応系の存在，それをつ

的な要素をもっていた．この終焉宣言の最初は，基本

なぐ電子伝達系，さらには水を分解する反応系（酸素

的な電子伝達の様式である Z スキームが出されたと

発生系）
，還元剤を作る系から構成されることを示す

きであり，続いて紅色光合成細菌の反応中心複合体の

ことである．このアイデアはオランダの Duysens らに

結晶構造が明らかになったときである 3)．最近では，

よっても 1961 年に独立に出された 2)．1960 年代の初

分子生物学，細胞生物学の観点から，反応系よりも制

頭に完成し，その後，基本的には変わっていない．こ

御系に研究の重点がシフトしているよう思えるが，光

の事実は光合成研究を考えるときにきわめて重要な意

化学反応系が明らかになったために起こったパラダイ

味をもつ．呼吸系の電子伝達系のアイデアが出され，

ムシフトでなく，日本における光合成研究者の専門と

その後，基本的には変わらずにその後の研究を牽引し

する領域の変化によって起こっていると考えられる．

ていったという事実と同じ意味をもつ．

日本では第二次世界大戦後の食糧難を解決するために

図 2b から明らかなように，水を分解し，NADP を

多くの生物学者が光合成研究を始めたが，化学，物理

還元するために必要な電位は約 2.5 V である．これは

学からこの研究分野に参入する人が多くはなく，世界

光エネルギーに換算すると 500 nm 程度の光に相当す

の光合成研究の中で特異な集団を形成してきた．反応

る．したがってこの波長の光を使うのであれば 1 種類

中心の結晶構造が明らかになったとき，原点が決ま

の反応中心で反応系を構築することができないわけで

り，研究発展の曙であると思った物理や化学の分野の

はない．しかし光合成系の真骨頂は，クロロフィル

研究者と，これで終わったと感じた生物分野の研究者

（Chlorophyll，Chl）を用いて可視光領域の最も低いエ

のギャップは端的にその世界観の違いを示した．しか



ネルギーである赤色で反応系を駆動することであり，

しこの稿では，そうした日本特有の問題は重要視せ

このために可視光領域をすべて使うことを可能として

ず，本質的に光合成反応の理解において，未解明の問



いることである．また，水を分解し（PS II），NADP

題点について述べる．光合成研究は，他の生命科学の

を還元する（PS I）ために必要なタンパク質サブユ

進展とは異なり，最も基本となる Z スキームが最初
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表1
光合成微生物の分類と光合成反応系の特徴
ヘリオ
バクテリア

光合成生物名

緑色硫黄細菌 緑色糸状性細菌

原核・真核

紅色細菌

シアノ
バクテリア

紅藻

原核生物

酸素発生の有無

真核生物

無酸素型光合成

反応中心の型

系I型

緑藻

酸素発生型光合成
系II型

BChl a, BChl c, BChl a, BChl c,
BChl d, BChl e BChl d, BChl e

系I，系II協調型

Chl a, (Chl b, Chl
BChl a, (BChl b) d, DV-Chl a, DVChl b, Mg-DVP)

色素

BChl g

色素系

一体型

一体型

タンパク質構成

homodimer

homodimer

heterodimer

heterodimer

heterodimer

第一電子供与体
( P)

(BChl g)2 or
(BChl g)2

(BChl a)2 or
(BChl a)2

(Chl a/a) (P700)

(Chl a/a) (P700)

(Chl a/a) (P700)

第一電子受容体

81-OH-Chl a

Chl aPD (BChl
663)

Chl a

Chl a

Chl a

中心集光装置

一体型

一体型

一体型

一体型

一体型

周辺集光装置

無

クロロソーム，
ベースプレート，
FMOタンパク質

(CP43)

LHC I

LHC I

25-40

16-35

ca. 100

ca. 100

ca. 100

反
応
中
心
︵
系
I
型
︶

中心集光装置/P

反
応
中
心
︵
系
II
型
︶

分離型

分離型

Chl a

Chl a, Chl b

一体型＋分離型 一体型＋分離型 一体型＋分離型

タンパク質構成

heterodimer

heterodimer

heterodimer

heterodimer

heterodimer

第一電子供与体
( P)

(BChl a)2

(BChl a)2
((BChl b)2)

(Chl a)2 (P680)

(Chl a)2 (P680)

(Chl a)2 (P680)

第一電子受容体

BPhe a

BPhe a (BPhe b)

Phe a

Phe a

Phe a

中心集光装置

B806-866

LH 1

CP43/CP47

CP43/CP47

CP43/CP47

周辺集光装置

クロロソーム，
ベースプレート

LH 2

中心集光装置/P
電
子 最終電子供与体 H2S，S，有機酸
移
動 H移動成分
cyt bc
成
分 最終電子受容体
細胞内膜系

細胞膜

炭酸固定回路

フィコビリソーム フィコビリソーム

CP24/CP26/CP29/
LHC II

30〜32

ca. 36

ca. 36

ca. 36

H 2O

H 2O

H 2O

H2S，S，
チオ硫酸塩

H2S，有機酸

H2S，有機酸

cyt bc

cyt bc1

cyt bc1

cyt b6f

cyt b6f

cyt b6f

NAD

NAD

NAD

NADP

NADP

NADP

細胞膜

細胞膜

細胞膜，陥入

還元的TCA回路

チラコイド膜， 葉緑体チラコイド 葉緑体チラコイド
細胞膜
膜
膜

還 元 的ペントー 還 元 的ペントー 還 元 的ペントー 還 元 的 ペントー
3-hydroxy
スリン酸回路（カ スリン酸回路（カ スリン酸回路（カ スリン酸回路（カ
propionate回路
ルビン回路）
ルビン回路）
ルビン回路）
ルビン回路）

に提唱され，その実体，反応過程，反応機構を明らか

れが問題点を抱えているためである．光合成系の解明

にするという発展形式を取る特異な研究領域であるこ

において常に考えておくべきことは，反応に関与する

とに注視していただきたい．

分子種が決まっただけでは，その反応様式，反応機構
が理解できないことにある．光が関与する反応では，

2.

当然，理論的な解析との整合性も求められるべきであ
これからの光合成研究

る．分子生物学的な手法で，反応にかかわる分子が同

今後，解決しなければならない重要な項目を以下に

定されるとそれで解析が終了したと考えることはな

示す．これらは現在も解析が継続中であるが，進展が

く，タンパク質の構造が明らかになっても，提出され

遅いものである．遅い理由は一様ではないが，それぞ

た構造や電子伝達成分の構造，電子状態などを他の方


目次に戻る
これからの光合成研究―生物物理の視点から

図2
Zスキーム（光合成電子伝達系）．（a）1960年Hillらによって提出されたモデル1)：2本の横棒は光化学反応を示す．横軸に酸化還元電位が
示され，光吸収によって電位が下がり，電位の低い成分から高い成分への電子移動が起こることが示される．図中に示された成分は以下の
とおりである．Fd;フェレドキシン，PCy;プラストシアニン，PQ;プラストキノン，b6;シトクロムb6．（b）現在のZスキーム：酸素発生型光
合成生物（高等植物，藻類，シアノバクテリア）の電子伝達系を電位の関数として表現している．非酸素型光合成細菌（紅色細菌，緑色糸
状性細菌，ヘリオバクテリア，緑色硫黄細菌）については光化学反応系がひとつなので（表1）Zスキームとはよばない．生物の系統性と電
子伝達系の型による類似性が顕著である．

法で検証するという作業が必要であり，その上で反応

似するために，同じ過程，機構で反応が起こると予想

機構を考察することが求められる．これは他の生物学

されていた（図 3）
．しかし，アクセサリークロロフィ

の研究分野の解析とは大きく異なる．

ルのエネルギー準位が最も低いことが明らかにな
り 6)，超高速時間分解測定法によって反応過程が異な

2.1

ることが示唆された 7), 8)．すなわち，最初の反応はア

反応中心での光化学反応

紅色光合成細菌の反応中心複合体の結晶構造が明ら

クセサリークロロフィルとフェオフィチンとの間の電

かにされ，電子移動反応，その温度依存性，G 依存

子移動であり，次にいわゆる電子供与体といわれてき

性などが測定され，理論的な解析との整合性が取れ

た P680（スペシャルペアー）からアクセサリークロ

て，ほぼ電子移動の機構が解明されたと考えられてい

ロフィルへの電子移動（またはアクセサリークロロ

る ．しかし，酸素発生型光合成生物になると，その

フィルから P680 へのホール移動）が続き，最終的に

反応過程が大きく異なっていることが近年示唆される

は，フェオフィチンに電子が，またスペシャルペアー

ようになり，改めて反応過程から解析が行われるよう

にホールが残り，電荷分離状態が実現されるというも

になってきた．

のである（図 4a）
．最終的な電荷分離状態は紅色光合

4)

紅色光合成細菌での反応過程は，最もエネルギー準

成細菌の場合と同じであるが，反応系路が異なること

位の低い電子供与体（スペシャルペアーとよばれるバ

を意味する．この反応過程の異なりは何を物語るの

クテリオクロロフィル 2 量体）から，アクセサリーバ

か．この反応系にマーカス理論を適用するためには実

クテリオクロロフィルを経由して，電子受容体である

験的検証が必要であるが，現在は反応系路を確定しよ

バクテリオフェオフィチンに電子が渡され，安定した

うとしている段階であり，解明には程遠い．この過程

電荷分離状態が形成される反応である（図 2b）．低温

に関して，住らの取組が続けられている 13)．
同様の反応過程が PS I においても提案されている．

での電子移動速度の上昇を説明するマーカス理論 5)
とも相まって，図 2b の紅色細菌などの系統的な電子

電子移動はアクセサリークロロフィルから始まり，最

移動過程についてほぼ完全に解明された．さらに，各

終的な電荷分離状態は P700 とクロロフィル（A0 とよ

ばれる）との間で保持される 9)．さらに複雑なことは，

電子移動素過程は溶液電子移動反応と同じ普遍的な酸

紅色光合成細菌の場合は，タンパク質レベルでは擬似

化還元反応であることが証明された．
酸素発生型光合成生物の反応中心，特に紅色光合成

2 回回転対称軸があるにも拘わらず，電子移動は一方

細菌から発展したと考えられる PS II においては，色

の経路だけで起こることが知られているが，PS I では

素の種類，空間配置などが紅色光合成細菌のそれに類

対称構造の両方で電子移動が起こることを支持する実
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図3
電子伝達系の詳細．酸素発生型光合成生物の葉緑体，またはシアノバクテリアの細胞質中のチラコイド膜上に存在する機能性複合体とその
構成成分の中で主要なものを示している．光化学系 I，光化学系 II のアンテナ複合体中でのクロロフィルとカロテノイドの間でのエネルギー
移動についても示している．電子移動成分は次の通りである．Mn: Mn クラスター，P680: PS II 第一電子供与体，Phe: PS II 第一電子受容体，
QA: PS II 第二電子受容体，QB: キノン，Qn: シトクロム b6f 上のキノン還元部位に結合したキノン，Qp: シトクロム b6f 上のハイドロキノン
還元部位に結合したキノン，bL: 低電位型シトクロム b，bH: 高電位型シトクロム b，Fe-S: 鉄―硫黄センター，f: シトクロム f，PC: プラストシ
アニン，P700: PS I 第一電子供与体，Chl: PS I 第一電子受容体，PhQ:PS I 第二電子受容体，FX,FA,FB: 鉄―硫黄センター，Fd: フェレドキシン，
FNR: Fd-NADP 還元酵素．

験結果が出始めている（図 4b）10)．これは同時に紅色
光合成細菌や PS II において，一方向性が実現される
過程に関しても，改めて疑問を投げかけるものとなっ
ている．しかし，現時点ではこの 2 つの新しい提案を
同時に満たす反応過程のモデルはない．
光合成細菌から酸素発生型光合成生物が誕生した
後，その反応中心が獲得した機能，制御系，などには
大きな違いがあり，それぞれに考え方を変えなければ
ならない．
2.2

水分解

光合成による水の分解は，光合成反応の中で残され
た最大の問題であると考えられている．2 分子の水か
ら酸素が出るためには，4 電子が奪われ，4 つのプロ

図4
反応中心における電荷分離反応過程．（a）酸素発生型光合成生
物のPS II 上：旧来のモデル，下：新しいモデル．従来はP680とよ
ばれるChlの2量体から電子が放出されると考えられていたが，近
年，エネルギー準位が最も低いアクセサリークロロフィルから電
子が放出される，と提唱されている．（b）酸素発生型光合成生
物のPS I 上：旧来のモデル，下：新しいモデル．従来は2つの電子
伝達系の一方しか電子が流れないとされていたが，近年，両方の
経路が使われると提唱されている．アクセサリークロロフィルか
らの電子の放出については，両経路での電子移動との整合性が現
時点では取れないので図示していない．

トンが出て，かつ中間産物が水分解酵素（酸素発生複
合体，図中の OEC）の中で安定に保持される必要が
ある．水からの電子の引き抜きには高い酸化電位（約
1.2 V）が必要で，その値は細胞内の部品を破壊する
のに十分な高い電位であるが，実際には中間体が安定
化されているために破壊は起こらない．こうした反応
系は光合成生物以外にはなく，きわめて特異的な反応
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系である．

水やプロトンの透過経路と同じような構造を見出す研

水分解には 3 つの構成成分が必要である（図 3, 5）
．

究が始まった．

水分解酵素，電子伝達成分（D1 タンパク質上のチロ
シン残基）
，PS II 複合体中にあり光反応を駆動するス

2.3

電子伝達系

ペシャルペアー（P680）である．水分解酵素は 4 原

水分解系と密に関連するが，電子伝達系で解かれる

子の Mn と 1 原子の Ca イオン，さらには 1 原子の Cl

べき問題がある．まず，P680 の高い酸化電位の実現

6)
．水
イオンがかかわることが知られる（図 5, OEC）

方法である．1.2 V と推定されているが，この電位が

分解酵素という特定のタンパク質があるのではなく，

色素，タンパク質，さらに色素―タンパク質相互作用

反応中心分子の一部に上記の金属やイオンが配位さ

の組み合わせで実現される機構は明らかになってはい

れ，機能的なユニットを形成している．しかし，構造

ない．PS II の還元側には 2 分子のキノン，QA と QB

が存在する（図 3, 4）
．化合物としては同じ分子であ

は未知である（後述）．反応系は Kok cycle とよばれる
5 つの状態間を遷移する（図 5） ．継続時間が数マイ

るが，前者は 1 電子授受，後者は 2 電子授受を行う．

11)

この違いの分子機構は不明のままである．QB 分子は

クロ秒以下の閃光照射によって，電子移動反応を駆動

2 電子還元を受けた後，タンパク質から離れ，チラコ

すると，S 状態が進み，S4 状態になると酸素が出て，

イド膜中のキノンプールに入り，チトクロム b6 f 複合

次の水分子が酵素に結合するというサイクルを繰り返

体（呼吸系のチトクロム bc1 に相当）へ電子を渡し，

す．この状態遷移の途中でプロトンの放出が起こる
が，各ステップで均等に放出が起こるのではない．こ

膜を隔てたプロトン勾配を作る反応を起こす．この

れは反応過程を端的に表す証拠の 1 つであるが，反応

QB 分子離脱のゲート機構も不明のままである．
光合成電子伝達反応は，色素の励起緩和時間と競争

過程は未解明のままである．
基質である水，産物である酸素とプロトンは，水分

するために速い反応系であることが求められる．膜を

解酵素の活性中心まで運ばれ，また放出される．した

隔てた電子伝達系の形成には，距離が短い反応系を繋

がってそれぞれの物質が透過するキャビティーが構造

いで速い系を作るという原則論も考察の対象であると

的にあるはずである．多くの膜タンパク質で知られる

考えられる．

図5
水分解酵素．（a）シアノバクテリアの PS II 結晶構造（Ferreira, K. N. et al., 200419) の報告をもとに作成）．（b）酸素発生複合体（OEC）とマ
ンガンクラスターの構造モデル（Ferreira, K. N. et al., 200419) の報告をもとに作成）．赤丸がマンガン原子を，緑が Ca を示す．（c）Kok サ
イクル（S 状態の遷移）11)．
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い構造は発表されていない 17)．PS II については，現

光エネルギーの獲得と分配

アンテナ系による光エネルギーの獲得に関しては，

在も分解能の改善が図られている．膜内在性のタンパ

近年の時間分解分光学の進展によって，現象論的には

ク質部分の構造はかなり収束してきたが，最終的な結

100 フェムト秒領域でも詳細な記述が可能となった．

論は得られていない 18)-20)．一方，膜の外側に位置す

100 分子以上の色素から構成される系では，エネル

る水分解系，特にマンガンクラスターの構造について

ギー移動様式も一様ではなく，色素間の距離や配向に

は意見が分かれている（図 5）
．他の分光学的方法（た

よって異なる寿命成分に分けることができる．現在は

とえば FTIR）などで明らかにされた構造とは異なっ

フェムト秒領域の時間分解測定と Global analysis によ

ていることが確かであり，酸素発生系を解析している

り Decay associated spectrum を得て，それをもとにエネ

多くの研究者は，結晶構造が正しいとはほとんど信じ

ルギー移動経路， エ ネ ル ギ ー 移 動 機 構 を 論 じてい

ていない．この原因として，構造解析中に照射される

．しかし，解析には成分数を決めるときに任意

X 線によってマンガンの価数が変化し，そのために正

性が入る余地があり，一義的な解が求まる訳ではな

しい構造が得られていないと考えられている 21)．EX-

い．解析法の進展が求められる．励起エネルギー移動

AFS や FTIR などの他の方法も含めた共通理解が得ら

に関して，日本からの理論的貢献が続いている．住ら

れるまでに，少し時間がかかると考えられる．

る

12)

の Generalized Förster 理 論
ized Master equation 理論

や 木 村 − 垣 谷 の General-

光合成反応系の解明には多くの分光学的手段が用い

は新しい視点を投げかけて

られてきた 22)．時間変化を追わない定常系での分光

13)

14)

いる．

法として，吸収，蛍光，円偏光二色性，直線二色性，

次に，エネルギー移動を論じるには，原子レベルで

蛍 光 偏 光 法， 赤 外 吸 収 法， ラ マ ン 散 乱，EAXFS，

の解像度の構造情報が必須である．いくつかのアンテ

NMR，EPR などが，反応追跡，構造解析に使われて

ナ系に関しては結晶構造が報告されているが，系を構

きた．次にこれらの方法に時間分解分光法が導入さ

成する部品（色素タンパク質複合体）がすべて明らか

れ，ほぼすべての方法で時間分解測定が可能となって

にされた系は，光合成細菌を含めても現在までには報

いる．方法論によって時間分解能に差があるが，過渡

告がない．結晶構造が解明された個別の系での詳細な

吸収，過渡蛍光にいたっては，10 フェムト秒程度の

解析をもとに，不明の点を含めた全体の系での解析が

時間分解能が得られている．この時間は電子状態の遷

混在しているのが現状である．

移とも比較できるものであり，得られる信号の内容の

酸素発生型光合成生物には 2 種類の反応中心があ

精査が求められる．極論すれば，測定を行うことで

り，両者が協調的に反応を起こすことで最大活性を得

データを得ることは容易であっても，その解釈がきわ

ることができる．しかし，一方の励起頻度が高い場

めて難しい状況がある．

合，バランスが崩れ，結果として効率が下がる．それ

さらに単分子分光技術も光合成研究に応用され，紅

を防ぐために，励起条件に応じて光の分配のバランス

色光合成細菌のアンテナ色素複合体では，励起子理論

を調節し，最大効率を維持しようとする適応現象があ

と非線形分光の組み合わせで励起子のコヒーレントな

る． ス テ ー ト 変 化 と よ ば れ，1969 年 に 発 見 さ れ

広がりや寿命などが決められるなど，ユニークな実験

た

．この現象は数秒から数分の間に起こるもの

系がある．

15), 16)

で，物理学的なエネルギー移動機構の変化を伴うもの
ではなく，膜上での構成成分の配置の異なり，などに

3.2

分子生物学の援用

よって実現されていると考えられている．この現象は

酸素発生型光合成生物のモデル系としてシアノバク

さまざまな解析が行われてきたが，いまだに解明がさ

テリアが頻繁に用いられる．特に形質転換系が確立し

れていない適応現象である．

た種や株については，全ゲノム情報が明らかにされる
と共に，形質転換体を作製することにより特定の遺伝
子の機能を解析することが可能となり，多くの新しい

3.

解決に向けた方法論

3.1

結果が得られた．しかし，最もよく使われるシアノバ

構造生物学と分光学

クテリア Synechocystis sp. PCC 6803 について考えると，

光物性や光化学領域での研究の進展には，まず系の

光合成や呼吸などのエネルギー代謝に直接関連する遺

構造が原子レベルで解明されていることが必須の要件

伝子は 120 程度，色素合成，膜合成などに関連する遺

となる．PS I の構造は 2001 年に Jordan らによって報

伝子をあわせても数百である．その中で機能未知の遺

告された 2.5 Å 解像度の構造解析以来，ほとんど新し

伝子は少なくなってきている．世界の研究の現状を冷
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静に考えると，未知の遺伝子の数よりも研究者の数の

なっていた．2004 年，紅藻表面に付着しているシア

ほうが上回る状態になりつつある．解析の進展を考え

ノバクテリアが Chl d を合成していることが明らかと

ると分子生物学的手法を使うことは重要であるが，

なり 28)，60 年以上も続いた論争に決着がついた．今

個々の遺伝子の機能を解析するというアプローチは早

年になって Chl d は反応中心で電子供与体として機能

晩，頭打ちになることは自明である．この状況下で次

することが報告され，従来，Chl a のみが電子供与体

の発展を如何に実現するかを考えることが重要とな

として機能するという定説が覆った 29)．分子構造を

る． 形 質 転 換 系 が 確 立 し て い る Synechocystis sp. PCC

見ると理解できるように，Chl b，Chl d はともにフォ

6803 に，他の生物の遺伝子（群）を導入することに

ルミル基をもつが前者は光化学反応を起こさず，後者

より，生物種を捜すことでは得ることのできない「摂

は起こすように制御されている機構があると考えられ

動」を加える実験系などを利用して解析を進めること

る 30)．両者の電子状態を計算することである程度の

が一般的になっている．

答えに到達できると考えられる．
世界的には，1983 年に嫌気性光合成細菌ヘリオバ

3.3

クテリアが米国において，土壌中から発見され，PS I

進化系統学的視点

光合成反応系を進化論的に考察すると新しい展開が

型反応中心の解析に役立っている 31)．また，好熱性

ある．光合成系には，2 つの大きな不連続的な発展が

の緑色糸状性細菌 Chloroflexus aurantiacus が米国の研究

あった．それは無酸素型の光合成細菌から酸素発生型

者によって箱根温泉で採取された生物塊から発見さ

光合成生物（シアノバクテリア）が誕生した段階と，

れ，報告された 32)．この細菌はタンパク質を使わず

シアノバクテリアが真核生物と細胞内共生をして葉緑

色素の自己会合体をアンテナとしてもつというユニー

体が誕生した段階である．こうした変化に伴って起こ

クな性質を示し，人工光合成のモデル系構築に大きな

る反応系の構成，反応過程などの異なりから，反応機

貢献をした．その後も，温泉があるイエローストーン

構の普遍性などに到達することが可能である 23)．こ

国立公園からは新しい細菌が発見されている．硫黄化

れらの変化に対応すると考えられる遺伝子（群）を直

合物がさまざまな還元状態を取ることができるため

接操作することで解明へいたる道筋もある．

に，エネルギー生産に結びつきやすいことが背景にあ
る．

3.4

特異な種の探索と実験系としての導入

こうした新しい種の発見は，それまでの概念の適用

研究の進展はしばしば新しい材料の導入によっても

範囲を広げる，新しい概念をもたらす，普遍性を高め

たらされる．新しい材料は，いわば自然発生の突然変

る，などの点で必ず反応系の解析に大きく貢献してい

異体であり，解析に際しては「摂動」として理解する

る．今後もこうした方法は継続すると考えられる．た

ことができる．光合成微生物の発見という意味では，

だ，発見はほとんどの場合偶然性に左右され，狙って

日本の研究者は大きな貢献を上げてきた．1970 年台

できるとは限らないことを心に留めておく必要があ

初頭には，海洋から酸素があるにもかかわらず反応中

る．発見を心がける研究者の眼が肝要である．

心を合成する好気性光合成細菌が 2 名の研究者によっ
て独立に発見された 24), 25)．1990 年代には pH が 2 以

4.

下というきわめて強い酸性条件で生育する光合成細菌

光合成研究者の社会的な責任

21 世紀は「環境の世紀」であると考えられている．

が岩手県の温泉から分離された 26)．その色素（バク
テリオクロロフィル a）を調べると，酸性条件で溶解

エネルギー，食料，環境が今後の人類の生存にとって

度の高い亜鉛が中心金属として使われており，それま

きわめて重要になっている．1 年間に約 1,200 億トン

ではマグネシウムしか知られていなかった BChl に新

の炭素を固定する光合成はこれらのいずれにも深く関

しい色素を提供した．安定性という点では Zn-BChl a

連する（図 6）
．この稿に記したような光合成研究の

のほうが優れており，人工的な素子として応用する場

それ自身の面白さによって誘導される研究の進展は，

合には用途が広いと考えられる．次に 1996 年，パラ

いうまでもなく今後も継続するのは確かである．それ

オにおいて，Chl d をもつシアノバクテリアが発見，

に加えて光合成反応をうまく利用することによって人

分離された

27)

．Chl d は 1943 年に紅藻の 2 番目の Chl

類の生存に貢献できることも多々あることも確かであ

として報告されたが，存在の再現性がほとんどなく，

る．光合成研究者はこうした貢献をする社会的な責任

また 1959 年には Chl a の分解産物の中に発見された

を負うと私は考えている．個々の研究者のレベルでの

ことから天然には存在しない色素と考えられるように

活動はもとより，学会などの組織を基礎にしてこうし
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9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

図6
地球上における光合成の役割．物質，光反応系，生物個体，生物
群落（生態系）の各レベルで，光合成系，生物が貢献する項目を
あげている．

17)
18)

た啓蒙活動を行うことも重要ではないであろうか．
エネルギーの枯渇は喫緊の課題であり，太陽エネル

19)

ギーの利用はその永続的な供給に照らしても現実的な

20)

解決方法である．近年，化学者を中心として「人工光
合成」研究が進められたが，実用化という点では必ず

21)

しも十分とはいえないかもしれない．今後の進展が期
待される．エネルギー問題は特定の研究分野に限定し
た発展ではなく，人類の共通の問題としての認識，解
決が急務である．
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総説

生物のパターン形成に使われる振動子集団が示す
強力なノイズ耐性
石松 愛
堀川一樹

東京大学理学系研究科
北海道大学電子科学研究所

Vertebrate segmentation is controlled by a developmental time-keeper, called “segmentation clock”. The segmentation clock, being an ensemble of cellular oscillators, displays a well-organized transcriptional oscillation both at the cell and tissue levels. Here we review our recent analysis on the clock population, which incorporated a combinatorial analysis of mathematical and experimental techniques, then
discuss the mechanism and significance of intercellular communication to achieve a noise-resistant and synchronized oscillation.
segmentation clock / intercellular coupling / synchronized oscillation / noise / phase synchronization

はじめに

1.

概日時計や心拍等の生物リズムは生命活動のなかで
最も特徴的な現象の 1 つである．これらのリズムには
形作りに利用されるものもあり近年注目を集めてい
る．本稿では脊椎動物の節作りに利用される分節時計
について行ったわれわれの研究 1) をもとに，発生過
程で利用される多細胞振動系の作動機構とその機能を
紹介する．
私たちのからだの構造は節を単位とするが，その基
礎は胚胎期に形成される体節とよばれる組織に由来す

図1
振動現象としての体節形成．（a）新しい体節（矢印）と未分節中
胚葉（PSM: presomitic mesoderm）．PSM は後方に成長する一方で
その前端からは 30 分周期で繰り返し体節が作り出される．PSM
を構成するすべての細胞は分節に必須な遺伝子の一部を周期的に
発現することから分節振動体とよばれる．（b）周期的な体節形成
を説明する ”Clock and wavefront” メカニズムでは，PSM で機能
する仮想的な「時計」と「wavefront」の相互作用を想定する．時
計の位相が，一定速度で後退する wavefront 活性と衝突すると固
定されることで周期構造の形成を説明．このアイディアに基づけ
ば振動周期の加速はより小さな分節パターンを作り出す．

る．体節は，未分節中胚葉（presomitic mesoderm: PSM）
という未分化組織の先端部分から，同じサイズのブ
．
ロック状組織として繰り返し作りだされる 2)（図 1a）
したがって体節形成は時間的にも空間的にも周期的な
過程と見なすことができ，その周期性は分節時計とよ
ばれる仮想的なリズム機構により支配されると想像さ
．近年の研究の進歩により分節時
れてきた 3)（図 1b）
計とは細胞を単位とする振動子の集合体であること，
そして個々の細胞が刻むリズムとは，hairy 転写因子
をはじめとする複数の遺伝子の周期的な発現であるこ
となどその実態が徐々に明らかになってきている

され，かつそれらが相互作用により協調的に働くこと

．

ではじめてその機能を発揮できる，という 2 つの普遍

2), 4)

分節時計に限らずほとんどの生物リズムは，多数の

的な特徴をもつ．したがって生物リズムを対象にした

単位振動子（細胞や化学反応ネットワーク）から構成

研究では，単位振動子の発振機構に加え，振動子間に

Noise-Resistant and Synchronized Oscillation of the Segmentation Clock
Kana ISHIMATSU1 and Kazuki HORIKAWA2
1
Department of Biological Science, Graduate School of Science, University of Tokyo
2
Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
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に伝達できるシグナル伝達分子である．シグナルの発
生には別の細胞表面に存在するリガンド分子 Delta と
の結合を必要とし，両分子の細胞間相互作用は Notch
分子の細胞内ドメインの切断と核内移行を引き起こ
し，hairy を含む複数の転写レベルを調節すると考え
られている（補遺）
．Notch シグナルを欠失した胚で
は正常な体節が形成されないことからその機能が分節
化に必須であることははっきりしていたが，細胞集団
での詳しい働き方までは理解されていなかった．そこ

図2
細胞レベルと集団レベルの振動．（a）hairy mRNA の細胞内局在に
より可視化された時計細胞の振動．hairy mRNA の分布は，1. ナ
シ，2. 核内のドット（2 点は両親由来の遺伝子座に対応），3. 細胞
質と変化する．（b）分節時計の集団が示す 2 つの振動モード．未
分節領域後方での同調振動は（b1-3），からだの前側に向かって
移動する進行波に変化する．進行波部分では前方に向かって振動
の位相遅れが観察される（b4）．グレーと白色はそれぞれ細胞核
と hairy mRNA．スケールバーは 10 m．

で Notch シグナルの活性を PSM 全体ではなく局所的
に変え，その効果が細胞間相互作用を介して PSM 全
体にどう波及するかを調べることを意図し以下のよう
な実験を行った．まず常に周囲の細胞の Notch 受容体
を活性化できるように Delta を発現し続ける細胞を遺
伝子改変によりつくりだした（図 3a）
．本来 Delta の
転写は Hairy リプレッサーに抑制されるので，hairy
mRNA からの翻訳をアンチセンスオリゴヌクレオチ

協調をもたらす相互作用のメカニズムを明らかにする

ドで阻害し，Delta を高レベルで発現する細胞を得た．

ことが重要である．本研究ではとくに後者の問題に迫

次にこの刺激細胞を正常な細胞集団に混ぜ込む，とい

るために，振動子の本体と考えられる hairy 転写因子

う胚操作を行い，最後にその影響を節のサイズと振動

に注目し，振動の可視化，集団振動の操作，数理解析

パターンを調べることでアッセイした．なお，体節の

を組み合わせた研究を行った．

サイズにも注目した理由は，周期的な体節形成機構を
説明する

2.

clock & wavefront メカニズム

に基づくと，

振動体のリズムになんらかの変化が生じれば体節のサ

集団振動の計測と操作

イズにも影響が生じる，つまりリズムが早くなればよ

高感度蛍光 in situ hybridization 法を用いると振動状

り小さな節が，リズムがゆっくりになればより大きな

態を定性的に可視化することができる．この方法では

節が作られるであろうという予想があったからである

hairy mRNA の細胞内局在が，1. 検出されない，2. 核

（図 1b）
．

内にドット状に検出される，3. 細胞質に検出される，

まず体節のサイズを調べたところ，刺激細胞の周囲

の 3 つの状態に分離され，おのおの，1. 転写抑制因子

では，移植片を受け取らなかった側に比べ常に小さく

である Hairy タンパク質による自己の転写抑制状態，

なっていた（図 3b）
．この効果は Delta（Notch のリガ

2. 抑制が解除され核内で hairy mRNA が転写される状

ンド）の機能を阻害した刺激細胞には認められないこ

態，3. hairy mRNA が細胞質に移行し翻訳可能になっ

とから 1)，Notch 細胞間相互作用が必須なことがわか

ている状態，に対応する（図 2a）．この方法で細胞集

る．体節サイズの減少から，刺激細胞の周囲の振動周

団の振動パターンを調べると，PSM の後方では細胞

期が短くなったことが予想されたので，hairy 遺伝子

集団は同調振動を示すが，より前方領域では前方に向

の位相状態を細胞レベルで調べた．刺激細胞がまだ後

かって位相遅れをもつことから分節位置に向かって進

方 PSM に限局する時期には , その近傍の細胞で常に

行波を示すことがわかる（図 2b）．細胞振動子集団が

振 動 の 位 相 が 周 囲 よ り 前 進 し て い た こ と か ら（図

これらの振動パターンを生み出す機構は興味深いが，

3c）
，Notch シグナルの恒常的な局所刺激は細胞の振

以下ではより単純で機能的に重要と考えられる同調振

動を加速させるということが確かめられた．

動に焦点をしぼって議論する．

上記の実験結果が生じる過程を直感的に理解するの

たくさんの振動子が集団として統制されたリズムを

は容易ではないが，シミュレーションを用いるとその

刻むには振動子間に何らかの相互作用が必須なはず

過程を説明することができる．数値計算では，1. hairy

で，分節振動体では細胞間のリズムの調節に Notch シ

遺伝子の周期的な転写は Hairy タンパク質二量体を介

グナルがかかわる可能性が示唆されていた．Notch と

した自己の転写抑制により駆動される，2. 隣接する

は細胞表面で接触依存的に生じるシグナルを直接核内

Delta により活性化された Notch シグナルは hairy 遺伝
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子の転写を活性化する，3. 相互作用のリガンドである

考える．多細胞生物の発生は 1 個の受精卵が増殖しな

delta の転写も Hairy 遺伝子に制御され振動する，こと

がらパターン形成を行う過程である．パターン形成を

を考慮した．計算では同調振動を再現しうるこのモデ

支える遺伝子発現はすべて化学反応であり，これらは

をつかって，今回の実験状況も再現でき

温度変化や分子間衝突の確率性などの影響を受けるた

るか調べた．Notch 相互作用を介し 1 列に並んだ細胞

め，ゆらぎを伴う過程であると考えられる 6)．一方で

集団の最後尾に高レベルの Delta の入力を刺激として

発生は非常に安定な過程でもあり，温度や栄養状態な

与え，集団の振動を計算した．すると 10 サイクル後

どの環境が異なる条件下でも再現性よく形作りを行う

には刺激細胞の周囲の振動子の位相が約 10% 前進す

ことができる．したがってノイズの存在下でどうやっ

るという結果を示し（図 3d）
，生体内実験と定性的に

て安定な発生が達成されているのか，というのは興味

は同じ結果を再現できることがわかった．

深い問いである．

ル（補遺）

1), 5)

以上の結果は分節時計の同調振動集団が，hairy 遺

まず分節時計の振動がゆらいでいる可能性を定性的

伝子に制御された Notch シグナルを介して相互作用し

に確かめるため，同調振動する細胞集団における転写

合う振動子集団であることを示す初めての直接証拠で

中の細胞が占める割合を調べた．すると，どの位相状

ある．また同時に，分節時計のリズムが実際に体節の

態にある細胞集団でも全体としてはほぼ同調している

サイズを調整していることを示す証拠でもある．

が，一方でその細胞集団内には周囲と異なる位相をも
つ細胞が 10-15% 検出された（図 4a）
．さらに詳細な

3.

観察を行ったところ，
「ずれ」の分布パターンから少

同調振動を脅かすノイズ

なくとも 2 つの原因が推測された．1 つめは集団内に

発生学における未解決課題の 1 つにノイズと安定性

不規則に分布するもので（図 4b）
，これは遺伝子発現

の問題があるが，以下では分節時計を例にこの問題を

のゆらぎに起因する位相のずれと考えられた．遺伝子
発現などの生体内化学反応は分子レベルでは確率論的
な過程であり，転写や翻訳に駆動される分節時計の振
動にとってその影響は無視できないはずである．この
可能性を間接的に確かめるため，一細胞内の遺伝子座
レベルにおける転写のタイミングを mRNA の成熟度
を指標に調べた．1 つの遺伝子座では mRNA は連続
的に合成され，その初期過程でイントロンが排除され
ることに注目すると，この部分だけを検出するプロー
ブを使うことで遺伝子座が転写の初期状態にあること
を検出できる．実際図 4c アスタリスクで示した核内
では両親に由来する 2 つの hairy 遺伝子座が共に転写
の初期状態であることがわかる．一方，別の核では 1
つの遺伝子座しかイントロンプローブで認識されない
ことから，もう片方の遺伝子座では転写が終了しつつ
あることがわかる．このように単一細胞の内部でも遺
伝子座ごとに転写のタイミングにずれがあることも分

図3
外部刺激による振動の加速．（a）刺激用細胞に施した遺伝子改変．
Hairy タンパク質の合成をアンチセンスオリゴで阻害．その結果，
転写抑制されていた deltaC リガンドが常に転写 • 翻訳され周囲に
対して刺激を送り続ける．
（b）刺激細胞（白）がモザイク状に分布
する側（右）の体節サイズは，刺激細胞を受け取らなかった側
（左）に比べて小さい．点線は影響を受けていない分節の基準線．
（c）hairy mRNA の分布．刺激細胞（白）に隣接する細胞では核内
に（矢じり），その周囲の細胞ではシグナルは検出されない．（d）
同調振動する 10 個の仮想 PSM 細胞（上）の集団振動のシミュレー
ション．右端の細胞は外部からの高レベルの Delta の入力を常に
受け取るよう仮定．（下）影響を受けていないグレーの細胞と影響
を受けた黒の細胞の hairy mRNA の発現レベルの時間変化を表し
たグラフ．はじめは同調していた集団のうち，刺激の近傍に位置
する細胞では振動が加速される．スケールバーは 20 m．

節時計のずれを生む要因になっていると考えられる．
もう 1 つのずれの分布パターンは，同じ位相を共有
した細胞がペアで存在するもので，これは細胞分裂に
よって引き起こされたと考えられた 1)．PSM の同調振
動集団の増殖パターンをライブイメージングで調べる
と，予想以上に多くの細胞（15%/cycle）が有糸分裂期
を経験しており 1)，その完了には約 15 分を要するこ
とがわかった（図 4d）
．この活発な細胞増殖（特に有
糸分裂期の存在）は分節時計の振動には深刻な影響を
与えることが予想された．一般に，転写や翻訳などの
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図4
振動のばらつき．（a）hairy 遺伝子発現の同調性．時系列に再構築したサンプルシリーズ（上）の同調振動領域（点線内より後方部分）に存
在する細胞のうち，核内にドット状の hairy mRNA シグナルをもつ細胞の割合（下）．（b）転写抑制集団に検出される位相が進んだ細胞（矢
印）．（c）遺伝子座レベルでの転写タイミングのずれ．イントロンプローブは現在転写中の未成熟な mRNA のみを認識することからエキソ
ンプローブで認識されるシグナルよりも早い位相時間の遺伝子座だけを可視化できる．アスタリスクで示された細胞では両親由来の遺伝子
座から転写中であることがわかるが（2 つのドット状のシグナル），別の細胞では片方の遺伝子座からの転写はすでに終了し（矢印），もう
片方の遺伝子座からだけ転写がおこっている（矢じり）in, ex はそれぞれ hairy 遺伝子のイントロンおよびエキソンを認識するプローブでの
染色像．球形に見えるのが細胞核．（d）ヒストン GFP 発現胚で可視化された有糸分裂過程．分裂した染色体を白で疑似表示．（e）hairy
mRNA を転写中の細胞集団内でも，有糸分裂中の染色体（矢印）には転写のシグナル（ドット）は検出されない．スケールバーは 10 m．

反応は有糸分裂期には停止することが知られてい

り直接的に検証した．異なる位相集団を相互作用させ

る 7)．ただしこれらの反応は分節時計の振動を駆動す

る目的で，正常に振動する細胞を他個体の同調振動集

るのに必須であるため，分裂期の間には振動が停止す

団に移植した胚を多数作製した．サンプルの半分は移

るか位相がずれることが予想される．分裂期の細胞で

植直後に，残り半分は 3 サイクル（1.5 時間）の培養

は転写のシグナルは決して検出されないことと考えあ

後に hairy の発現状態を調べると，移植直後には 9/22

わせると（図 4d），PSM の成長を保証する活発な細

個の移植片では振動の位相が周囲と異なっていたが，

胞増殖が，一方では振動の同調性を脅かす主要な要因

移植から 3 サイクル後にはほぼすべての移植片（24/26

となっていることがわかった．

個）において周囲との位相のずれは検出されなかった
（図 5a-c）
．つまり，人為的に発生させた位相のずれ

4.

は，3 サイクルの間に周囲に同期することがわかっ

ノイズの影響を緩和するメカニズム

た．計算により同調振動する集団の一部の振動子へ一

分節時計はその同調性を維持するため，どんな機構
でノイズの影響を緩和しているのだろうか？

過的に位相遅れ（1/4 周期）を与えても，数サイクル

われわ

後にはほぼ同期するという結果も得られた（図 5d）
．

れが注目したのは位相同期現象である．位相同期と

以上の結果から，パターン形成と細胞増殖を両立さ

は，2 つ以上の振動子の間に振動数や位相のずれが

せるには遺伝子発現のノイズが問題となるが，分節時

あっても，振動子間に相互作用が機能するなど適切な

計はその影響を Notch シグナルに依存した位相同期機

条件の下では振動が同期する ，というものである．

構によって解消し安定なパターン形成を可能にしてい

この集団振動子系に一般に現れうる機構が分節時計の

ることが明らかになった．

8)

振動子集団でも機能し，同調性の維持に寄与している
可能性を検討した．

5.

まず，位相同期に必須である振動子間の相互作用を

おわりに

切断した場合の振動パターンを調べるため，同調振動

生物をシステムととらえその作動原理を知るための

が一度確立した後，阻害剤を用いて細胞間相互作用を

研究がさかんに行われつつあるが，いまだ確立された

担う Notch シグナルを切断した．すると阻害後 4 サイ

手法はない．その道筋を探る試みが数多くなされてい

クル目には，本来の同調性は完全に失われ，あらゆる

るなか，本研究では動的システムのモデルとして周期

位相状態の細胞が混在している状態が確認された ．

的な遺伝子発現を繰り返す細胞振動子の集団を取り上

さらに，分節時計において位相同期がおこるかをよ

げ，特に，動的なシステムに対し制御された入力を与

1)
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振動の数式化．振動の数式化には，多くの実験データに支持され
る以下の仮定を考慮した．1. 転写制御因子 Hairy の 2 量体が自身
の転写を抑制する．2. 隣接する Delta により活性化された Notch
タンパク質は核内に移行し hairy 遺伝子の転写を活性化する．3.
細胞間の相互作用のリガンドである deltaC 遺伝子の転写も hairy
転写因子の制御下で振動する．本研究では，これらの仮定を記述
する式として Delay モデルを採用した 5)．Delay モデルでは関与す
る分子が合成され始めてから活性をもつまでのタイムラグを振動
の駆動力としている．このモデルはシステムの定量的な解析や，
系のより複雑な振る舞いを調べることには向かず，シミュレー
ションやその結果の解釈には注意を要する．しかし本研究では集
団振動に共通する特徴をあくまで定性的に調べることを目的とし
ており，シンプルかつ実際の分子と対応付けしやすいという理由
から，このモデルを用いた．詳細は文献 1,5 を参照．

文

図5
Delta-Notch 細胞間相互作用に依存した位相同調．（a）in vivo での
実験のスキーム．正常胚の同調振動細胞の集合塊を別の正常胚に
移植．移植直後（b），および 3 サイクル後（c）の hairy 遺伝子の
発現パターン．点線内が移植片．（d）同実験の 1 次元シミュレー
シ ョ ン． 同 調 振 動 集 団 の 中 央 2 細 胞 を 1/4 位 相 遅 ら せ，DeltaNotch の相互作用存在下での振動パターンを計算．下図は位相遅
れをもつ細胞（グレー）と周囲の細胞（黒）の hairy mRNA レベ
ルの時間変化．スケールバーは 20 m．
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有効であることを紹介した．こうした研究を加速させ
るには実験と計算それぞれの技術的な発展が必須であ
ることはいうまでもないが，両者の間をうまくつなぐ
ための工夫も必要である．生命科学の研究において計
算と検証の融合が進み生命の理解が深まることを期待
する．
謝

辞

石松

本稿で紹介した研究は，名古屋大学・近藤滋研究室
と東京大学・武田洋幸研究室の共同で行われたもので
す．共同研究者の皆様にお礼申し上げます．

愛

石松 愛（いしまつ かな）
東京大学理学系研究科 博士課程在学
連絡先：〒 113-0033 東京都文京区本郷 1-7-3
東京大学理学部生物科学専攻
E-mail: ishimatsu@biol.s.u-tokyo.ac.jp
堀川一樹（ほりかわ かずき）
北海道大学電子科学研究所特任准教授さきがけ研
究員兼任
連絡先：〒 060-0812 北海道札幌市北区北 12 条
西 6 丁目北海道大学 電子科学研究所 ニコン
メージングセンター
E-mail: kazu@es.hokudai.ac.jp

総説



目次に戻る
生物物理 48（2），102-107（2008）

総説

昼間視の分子メカニズム
橘木修志，河村

悟

大阪大学大学院生命機能研究科

In the vertebrate retina, there are two types of photoreceptor cells, called rods and cones. Rods mediate twilight vision and cones mediate
daylight vision. In accordance with their functional differences, their photoresponse characteristics are different from each other. However, little is known about the molecular bases in the differences of the photoresponse characteristics between rods and cones. Recently, we
developed a method to purify cones from carp (Cyprinus carpio) retina, which made it possible to analyze the molecular mechanisms underlying the response differences between rods and cones. In this review, elucidated mechanisms are shown based on our recent results.
photoreceptor / cone / GRK / phosphorylation

はじめに

1.

われわれの視覚系は，実に 108 倍以上におよぶ光強

2.

研究の背景

2.1

錐体と桿体

〜錐体と桿体の応答の違い〜

度の範囲で機能できる．この能力を支える仕組みとし

脊椎動物の網膜（図 1a）のなかで，視細胞（錐体・

て，脊椎動物では，感度の異なる 2 種類の光検出細胞

桿体）は，光が入射してくる側（レンズ側）の反対側

（視細胞）を併用して使っている．2 種類の視細胞は，

（眼球壁側）に，層をなして並んでいる．眼球内に入

それぞれ錐体，桿体とよばれる．錐体は明るいところ

射した光は，視細胞により受容され，神経情報へと変

での視覚（昼間視）を司り，桿体は薄暗いところでの

換される．この情報は，2 次ニューロン以降で処理さ

視覚（薄明視）を司る．2 種類の感度の異なる細胞が

れた後，中枢へ出力される．視細胞は，外節，内節，

分担して働くことにより，晴れた日の昼間から月明か

核部分，神経終末部分からなる（図 1b）
．外節（OS）

りの夜にいたるさまざまな光環境下で，われわれは物

は，錐体では円錐状の，桿体では桿（棒）状の形をし

を見ることができる．

ている．錐体の外節では，外節の細胞膜が数百回も陥

錐体・桿体の光に対する応答（光応答）の仕方は，

入し，層状の構造を形成している．また，桿体の外節

それぞれに特徴的であり，互いに異なっている 1), 2)．

の内部には，円板膜とよばれる膜が千枚ほど詰まって

このため，昼間視と薄明視ではものの見え方は異な

並んでいる．視細胞の外節に見られるこれらの重畳し

る ．たとえば，昼間視のほうが時間分解能が高いの

た膜上には，光受容タンパク質（視物質；visual pigment）

で，物体の動きをより正確に見ることができる．この

などの光応答にかかわるタンパク質群が高濃度で存在

ような事実は，以前からよく知られていた．しかし，

する．視細胞外節に入射した光は効率よく視物質に吸

なぜ錐体と桿体とで応答の仕方が異なるのか，その仕

収され，その情報が，後述する一連の反応によって増

組みはよくわかっていなかった．われわれは，現在，

幅される．その結果として外節へのカチオン流入が減

分離精製したコイの錐体・桿体を用いて，そのメカニ

少するので，膜が過分極する（図 2a）
．受容した光の

ズムを解析している．

量が多いほど，大きな過分極がおこる．視細胞が過分

3)

極すると，神経終末部から連続的に放出されている神
経伝達物質（グルタミン酸）の放出量が減少する．こ
れにより，2 次ニューロンへ光情報が伝えられる．
Molecular Mechanisms of Diurnal Vision
Shuji TACHIBANAKI and Satoru KAWAMURA
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
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図2
桿体，錐体の光応答．（a）さまざまな強度のフラッシュ光に対す
る桿体（左），錐体（右）の応答．図中の矢印は，フラッシュ光を
照射した時点を示す．（b）桿体・錐体に照射したフラッシュ光の
強度と，それに対する応答の大きさの関係．桿体（黒丸），緑感受
性錐体（白三角），赤感受性錐体（黒三角）について測定した結果
を示す．文献 9，図 1 より改変．Copyright (2001) National Academy of Sciences USA.

錐体の感度は桿体の 100 〜 1000 分の 1 である．第二
の違いは，応答の持続時間の違いである．図 2a は，
閃光刺激を与えた後の桿体・錐体それぞれの応答の記
録であるが，桿体の応答はしばらく持続するのに対し
て，錐体では速やかに応答が終息する．今，最初の刺
激から 0.5 秒後に次の光刺激が来たと仮定すると，桿
体では最初の閃光に対する応答がまだ終わっていない
ので 2 つの光刺激を区別することができないのに対
し，錐体ではそれが可能である．錐体での速い応答の
図1
桿体と錐体．（a）コイ網膜の断面（左）とその模式図（右）．（b）
コイ網膜から採取した桿体と錐体．OS，外節；IS，内節；N，核；T，
シナプス末端．（c）コイ網膜から大量精製した桿体と錐体．文献
9，図 1 より改変．Copyright (2001) National Academy of Sciences
USA.

終息は，光刺激の位置や強度の変化を高い時間分解能
で捉える上で必須の性質であるといえる．

3.

視細胞の応答を生み出す分子メカニズム
視細胞の光応答の分子メカニズム（応答形成機構）

2.2

については，桿体で数多くの研究が為され，その詳細

錐体・桿体の応答の違い

錐体と桿体とでは，光応答の仕方が大きく異なる

1), 2), 4)
．以下に，桿体の
が明らかになっている（図 3）

（図 2）
．その違いは，2 つの側面に分けて考えること

応答形成機構を，光刺激が膜電位変化につながるメカ

ができる．第一の違いは，光に対する感度の差であ

ニズム（応答発生機構）と応答が終息するメカニズム
（応答終息機構）に分けて説明する．

る．錐体は，桿体と比べると感度が低い．図 2b に示

桿体の応答発生機構は，三量体 G タンパク質介在

したように，われわれが実験に用いているコイでは，
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性の細胞内情報伝達機構の 1 種である（図 3）．視細

働いている反応の効率・速度を測定し，桿体の反応と

胞外節に入射した光は，桿体視物質（ロドプシン）を

比較する，という手順が不可欠である．しかし，これ

活性化する．活性型となったロドプシンは，視細胞特

を行う上では大きな障害があった．錐体の精製が不可

異的な三量体 G タンパク質（トランスデューシン．

能であったのである．桿体は，精製が容易なので，応

以下，Tr と略記）を活性化する（図 3，反応 a）．次に，

答形成機構に関与する反応を，生化学的な方法により

活 性 型 Tr が，cGMP ホ ス ホ ジ エ ス テ ラ ー ゼ（以 下，

同定・測定することが比較的容易であった．一方，錐

PDE と略記）を活性化する（図 3，反応 b）．活性化

体については，生化学を行うのに十分量の細胞が得ら

された PDE は，視細胞内のセカンドメッセンジャー

れないので桿体と同様の実験ができなかった．このよ

である cGMP を分解するので，細胞内 cGMP 濃度が

うな状況下にあっても，錐体の視物質や PDE などの

減少する（図 3，反応 c）．桿体の細胞膜には cGMP

タンパク質については，精製したタンパク質の物性を

依存性のカチオンチャネルが存在する．cGMP 濃度が

調べることにより，錐体と桿体の応答の違いの分子基

減少すると，このチャネルが閉じ，暗時このチャネル

礎を探ろうとする先駆的な研究が行われている 7), 8)．

を通って流入していた陽イオン（おもに Na と Ca2）

しかしながら，錐体の細胞内での反応の効率を知るた

の流入が止まるので，細胞は過分極する．

めには，個々のタンパク質の物性だけでなく，その反

上記の過程において，光情報は 2 つの段階で増幅

応にかかわるタンパク質間での反応を測定することが

を受けている．はじめの増幅は，反応 a で生じる．

必要であり，また，細胞内でのタンパクの存在量も含

1 個のロドプシンは，毎秒数百個の Tr を活性化する．

めて検討することが大事である．このためには，錐体

次の増幅は，反応 c で生じる．PDE は，1 分子あたり

を，桿体と同様の生化学的検討ができるレベルで大量

毎秒数千個の cGMP 分子を分解する．この 2 つの段

精製できればいちばんよいが，精製法が確立していな

階での増幅により，1 個の光子によって毎秒数十万個

かった．

の cGMP の分解が引き起こされる．このため，桿体
はわずか 1 個の光子に対しても検出可能な応答を発

4.

生する．

錐体の分離精製

応答が終息するためには，活性化されたすべての分

そこでわれわれは，コイの網膜から錐体と桿体を大

子が不活性化されるとともに，減少した cGMP 濃度

量に分離精製することを試みた 9)．材料としてコイを

が回復する必要がある．これらにかかわる反応のう
ち，以下の 3 つの反応について研究が進んでいる．す
なわち，光によって生じた活性型視物質の不活性化
（図 3，反応 d）5), 6)，活性型 Tr の不活性化（図 3，反
応 e）
，および cGMP の合成（図 3，反応 f）である．
前者 2 つは，活性化された cGMP の分解反応（図 3，
反応 c）を止めるために必要な機構である．また，反
応 f は，低下した cGMP の濃度を元に戻す機構である．
錐体での応答形成機構については，これまでに，お
もに分子生物学的な手法により解析が行われた．その
結果，桿体において応答形成にかかわっているタンパ
ク質群（視物質，Tr，PDE など）と同じ機能を有する
と推測される類似の（相同な）タンパク質群が見いだ
された．このことから，錐体でも桿体と相同な応答形
成機構が存在していると考えられている．では，応答
形成機構が相同にもかかわらず，錐体と桿体の応答は
なぜ大きく異なるのだろうか．その原因として，応答

図3
視細胞の応答形成機構．応答の発生にかかわる反応（応答発生機
構の反応）を黒矢印で，応答の終息にかかわる反応（応答終息機
構の反応）を破線の矢印で示す．それぞれの矢印の近くに示した
数字は，コイにおいて，その反応の錐体での効率が，桿体での効
率と比べて何倍であったかを示している．

形成機構を構成するタンパク質群は，錐体と桿体で相
同ではあるが同一ではないので，応答形成機構の信号
増幅効率や反応の持続時間が異なる可能性が考えられ
る．これを検証するには，錐体の応答形成機構の中で


目次に戻る
昼間視の分子メカニズム

使ったいちばんの理由は，経験的にコイ錐体の比重が

機構を活性化する大本である活性型視物質を不活性化

桿体よりも大きいことを知っていたからである．比重

する役割をもち，視細胞の応答の終息には必須であ

の違う細胞は密度勾配法で分けることができるはずで

る 5)．そこで，この反応の効率が桿体と錐体でどれく

あるので，パーコールを用いた不連続密度勾配を用い

らい違うのかを測定した（図 4）
．その結果，図に示

て錐体と桿体の分離を試み，それに成功した（図 1b,

した実験の条件では，錐体視物質は，桿体視物質の場

c）
．得られた視細胞は，視細胞を網膜から剥離する際

合より約 50 倍高い効率で素早くリン酸化されること

に，外境界膜（図 1a 点線）より基部側の部分が細胞

がわかった 11)．

間接着のために網膜側に残るので，外節と内節の一部

視物質の不活性化には 2 個以上のリン酸基の附加が

のみからなっている（図 1b）．先に述べたように，光

必要ということが報告されている 6)．そのレベルのリ

応答をするためのタンパク質群は外節部の膜画分にあ

ン酸化は，図 4 で示した錐体での実験では，光照射

る．したがって，得られた視細胞で応答形成機構を検

後約 0.3 秒で生じる．一方，リン酸化反応測定実験と

討することが可能である．そこで，これらの試料を

同じ強度のフラッシュ光で生じる錐体の光応答の終息

使って，錐体の応答が桿体と異なる分子メカニズムを

が始まる（図 4，挿入図）のも 0.3 秒であり，両者の

検討することにした．

間でよい相関が見られる．このことから，錐体視物質
の速やかな不活性化が速い光応答の終息をもたらして
いることが強く示唆された．

5. 応答を引き起こす反応（応答発生機構）の違い
桿体と比べると，錐体の光に対する感度は低い．こ

6.2

錐体における速やかな視物質の不活性化の分子基礎

の一因として，錐体では応答発生機構における光情報

次に，錐体でなぜ視物質が速やかにリン酸化（不活

の増幅の程度が低い可能性が考えられる．そこで，錐

性化）されるのかを検討した．その結果，視物質を不

体の応答発生機構の反応の効率を測定することにし

活性化するキナーゼの活性が，錐体では桿体の約 100

た．すでに，応答発生機構に含まれる反応のうち，視

倍であるためであることが明らかになった 11)．そこ

物質が光によって活性化される効率 10) と，活性化さ

で次に，錐体でキナーゼ活性が高いのはなぜかを調べ

れた PDE1 分子が cGMP を分解する反応（図 3，反応 c）

た．視物質キナーゼは，G タンパク質共役型受容体キ

の効率 8) は，錐体と桿体とで差がないことが報告さ

ナーゼ（G-protein coupled receptor kinase; GRK）の 1 種

れている．そこで，まず，視物質が Tr を活性化する

で あ る 12)． 桿 体 で は 桿 体 型 の 視 物 質 キ ナ ー ゼ

反応（図 3，反応 a）の効率をコイの錐体と桿体とで

（GRK1）
，錐体では錐体型の視物質キナーゼ（GRK7）

比較した．その結果，この反応の錐体での効率は，桿
体の 1/30 であることがわかった（図 3）．さらに，視
物質が活性化されたあと PDE が活性化されるまでの
効率（反応 a ×反応 b）を測ったところ，錐体での効
率は桿体の約 1/300 であることがわかった（図 3）
．
このことから，活性型 Tr が PDE を活性化する反応
（反応 b）の錐体での効率は，桿体の 1/10 程度と推定
された（図 3）
．以上のことから，錐体では桿体より
も光信号の増幅度が低いことがわかった 9)．この結果
から，錐体の光に対する感度が低い理由をうまく説明
できる．

応答を終息させる反応の違い

6.
6.1

錐体における速やかな視物質の不活性化

錐体の応答は，桿体と比べて速く終息する．この原
図4
桿体・錐体での視物質リン酸化反応の時間経過．挿入図として，
ほぼ同じ光強度で得られた錐体の光応答を示す．文献 11，図 1 よ
り改変．Copyright (2005) National Academy of Sciences USA.

因として，応答終息にかかわる反応の効率が錐体で高
い可能性が考えられる．応答終息機構の反応の中で
も，視物質のリン酸化（図 3，反応 d）は，応答発生
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6.3

光応答を速く回復させるための他のメカニズム

光応答が回復するためには，視物質以外にも，活性
化された Tr が不活性化状態に戻る必要があると考え
られる（図 3，反応 e）
．錐体では光応答の回復が早い
ので，Tr の不活性化も桿体より早いことが予想され
る．実際，そうであることを示唆する結果を得てい
る 15)．Tr が不活性状態に戻るには， サブユニット
に結合した GTP を自身で分解して GDP にする必要が
ある．この反応は，RGS9 とよばれる酵素により促進
される．これまでに，RGS9 は桿体よりも錐体により
多く発現していることが示唆されており 16)，錐体で
の RGS9 の高発現が Tr の素早い不活性化をもたらし
ている可能性がある．
これに加えて，錐体で光応答が素早く終息するに
は，光刺激によって低下した cGMP の濃度を元に戻
すために cGMP 濃度の回復（図 3，反応 f）が速い必
要があると考えられる．今後検討すべき課題の 1 つで
あろう．

図5
桿体・錐体の視物質キナーゼ．（a）精製した桿体・錐体の膜画分
（ppt），水溶性画分（sup）に含まれるタンパク質を SDS-PAGE で
分離後，CBB で染色した（左図）．また，それぞれの画分に含ま
れる視物質キナーゼをウェスタンブロットで検出した（中央図，
右図）．中央図に，抗 GRK1（桿体キナーゼ）抗体での検出結果を
示す．右図に抗 GRK7（錐体キナーゼ）抗体での検出結果を示す．
矢印は，GRK のバンドの位置（~66 kDa）を示す．（b）組み替え
タンパク質として昆虫細胞で発現させた GRK1，GRK7 の活性を示
す．文献 11，図 5 より改変．Copyright (2005) National Academy
of Sciences USA.

おわりに

7.

以上，錐体特異的な光応答をもたらす分子メカニズ
ムについての知見を紹介した．これまでのところ，錐
体と桿体の応答の違いは，相同な応答形成機構のなか
の反応の効率が両者で少しずつ異なっているために，
結果として大きな応答の違いが生じている，という描
像で理解できるといえそうである．最終的にそのよう

が発現している（図 5a）12)-14)．精製した桿体・錐体に

に結論づけるために，今後さらなる検討を行っていき

含まれる GRK を定量したところ，錐体には視物質 1

たいと考えている．そうした検討を通じて，視細胞を

分子あたりで桿体の約 10 倍量の GRK を発現してい

はじめとした三量体 G タンパク質介在性細胞内情報

．錐体と桿体とでは外節での視

変換機構の応答特性がどのようなメカニズムで決定さ

物質濃度に違いがないことから，錐体外節では，単位

れるのかを明らかにできるのではないか，と期待して

体積あたりの GRK 量が桿体より 10 倍多いことにな

いる．

ることがわかった

11)

る．また，GRK1 および GRK7 の組み替えタンパクを

文

精製し活性を測定したところ，1 分子あたり，GRK7
のほうが GRK1 より約 20 倍高い活性を有していた（図
11)
．これらの結果から，錐体で視物質が速やかに
5b）
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D アミノ酸酸化酵素（DAO）
脳神経系の病気の発生原因が，ある特定のタン
パク質の機能にしぼりこまれている場合がある．
D アミノ酸酸化酵素（DAO）の動態が，統合失調
症の一因として考えられており，ヒトの DAO 阻害
剤が求められている．DAO は脳内の D- セリンを
イミノ酸に変換する反応を触媒する．イミノ酸に
なった D- セリンは，最終的にはケトンとアンモニ
アに分解される．D- セリンは，グルタミン酸受容
体の活性化分子である．DAO の大量発現系は酵母
とブタで確立しており，タンパク質の立体構造も
決定されていた．しかしヒトの DAO は，生化学的
な性質が酵母やブタの DAO とは異なっていること
から，ヒト DAO の立体構造解析が待ち望まれてい
た．たいへんな努力の末にヒト DAO が，大量調製
され立体構造解析にいたった．
DAO は湾曲した  シート部分で，FAD（図中の
空間充填モデル）を分子の中央にかかえている．
DAO は，FAD に結合すると同定されたいちばん
はじめのタンパク質でもある．脳内では，図と同
様の 2 量体で存在するらしい．FAD をかかえる 
シートの反対面が 2 量体相互作用部位であり，
シートの両面が活躍する．ヒト DAO では，この
 シートの両面付近でブタ DAO と 2 つの点で異
なっている．フラビン環と相互作用する疎水的な
ループの立体構造が両 DAO で微妙に違っている．
この部分のアミノ酸配列は完全に一致しているた
め，アミノ酸配列を見ているだけでは，構造の違

いを発見することはできない．この違いによって，
両 DAO の FAD に対する親和性の違いが説明でき
るのかもしれない． シートの裏側では 2 量体界
面を構成するアミノ酸残基が，ヒト DAO とブタ
DAO でずいぶん異なっている．両タンパク質全体
のアミノ酸残基の違いはわずか 15% であるにも
かかわらず，2 量体界面では 30% も違っている．
生体中では，両 2 量体の安定性が異なっているの
は，界面残基種の違いが原因かもしれない．共通
祖先由来のタンパク質がそれぞれの生物種におい
て，機能の徹底的なチューニングを行っているよ
うだ（PDB1) ID: 2du82)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Kawazoe, T., Tsuge, H., Pilone, M.S. and Fukui,
K. (2006) Protein Sci. 15, 2708-2717.
(J. K.)
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ヒストンシャペロンCIAによるヌクレオソーム構造変換と
エピジェネティクス
夏目

亮1，栄徳勝光2，赤井祐介1，佐野徳彦2，堀越正美2，千田俊哉3
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CIA is the most conserved histone chaperone in the eukaryotes. The biochemical and X-ray crystallographic studies have revealed that
CIA splits the histone (H3-H4)2 tetramer into two histone H3-H4 dimers through the CIA-histone-H3-H4 complex formation. The
histone (H3-H4)2 tetramer splitting activity of CIA gives new insights into the mechanism of the nucleosome assembly/disassembly, the
relationship between nucleosome assembly/disassembly and epigenetic modifications of histones, and the mechanism of the epigenetic
information inheritance through the semi-conservative nucleosome replication mode.
histone chaperone / CIA / crystal structure / nucleosome assembly/disassembly / nucleosome replication / epigenetic information

1.

DNA のメチル化は昆虫や出芽酵母では観察されない

イントロダクション：ヌクレオソームの

一方，ヒストンの化学修飾は真核生物種全般で観察さ

構造変換とエピジェネティクス

れる．増殖，発生，分化などの細胞の生理的条件に応

ヒトや酵母など細胞内に核をもつ真核生物では，細

じて，ヒストンのアミノ酸側鎖は，アセチル化，メチ

胞内に核をもたない大腸菌などの原核生物と異なり，

ル化，リン酸化，ユビキチン化などの化学修飾を受け

DNA はヒストンというタンパク質と結合してクロマ

る．そのため，クロマチン上ではヒストンの化学修飾

チンとよばれる高次構造体を形成し核内に収納されて

の時間的・空間的パターンが形成される．この化学修

いる．クロマチンは，ヌクレオソームとよばれる基本

飾パターンを特異的に認識するタンパク質や他のクロ

構造が数珠つなぎになった構造をとっている．ヌクレ

マチン因子の働きによって，ヌクレオソームの構造変

オソーム中では，4 種類のヒストン H2A，H2B，H3，

換反応が起き，さまざまな核内反応が制御されること

H4 おのおの 2 分子ずつが集まってできるヒストン 8

が知られている．このような分子機構に関して膨大な

量体に DNA が巻き付いているため，ヌクレオソーム

研究がなされてきたものの，ヌクレオソームの構造変

構造を形成する DNA に対しては，転写をはじめとす

換反応およびその制御の分子機構は完全には理解され

る核内反応が行われにくくなっている．したがって反

ていない．

応の活性化には，ヌクレオソーム構造の変換が必要で

また，核内反応の制御という観点以上にクロマチン

ある．このことは，ヌクレオソーム構造の形成と破壊

の化学修飾が重要な点は，それが細胞分裂の際に親細

によって，DNA に対する核内反応が制御されうるこ

胞から娘細胞へと伝わる情報の 1 つだということであ

とを示している．

る．これはエピジェネティクス（DNA の塩基配列情

これまでに，ヌクレオソームの構造変換は DNA や

報以外の情報で細胞のもつ働きが世代を超えて伝わる

ヌクレオソーム中のヒストンに対する化学修飾によっ

メカニズムあるいはこれを扱う学問領域のこと）とよ

て制御されることがわかってきた．DNA の化学修飾

ばれる現象で，近年盛んに研究がなされている 1)．し

には高等動物において観察されるメチル化があり，雌

かし，このメカニズムに関していまだ確定的な答えは

細胞の X 染色体の転写の不活性化に関与している．

ない（DNA メチル化情報の伝達機構の基本メカニズ

Molecular Mechanism of the Nucleosome Assembly/Disassembly Mediated by Histone Chaperone CIA; Implications for Epigenetic Information
Inheritance
Ryo NATSUME1, Masamitsu EITOKU2, Yusuke AKAI1, Norihiko SANO2, Masami HORIKOSHI2 and Toshiya SENDA3
1
Japan Biological Information Research Center (JBIRC), Japan Biological Informatics Consortium (JBIC)
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Biological Information Research Center (BIRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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ムは解決されている 2)）．DNA 複製に伴いヌクレオ

揮すると考えられるため，CIA の作用標的の中心にあ

ソームも複製されるのだが，その際にヌクレオソーム

るヒストン H3-H4 との複合体形成機構の解明が，ヌ

がどのように破壊され，どのように再形成されるのか

クレオソーム構造変換機構における CIA の作用機構

は大きな謎である．

解明の鍵であった．CIA 単独の立体構造は複数明らか

筆者らは，ヒストンと相互作用してヌクレオソーム

にされたものの 12)-14)，ヒストン H3-H4 との複合体形

構造を形成または破壊する活性を示すヒストンシャペ

成機構は判らず，その解明に日米欧の研究者がしのぎ

ロンとよばれる一群のタンパク質こそがヌクレオソー

を削っていた．

ム構造変換反応機構解明の鍵であると考え，研究を続
けてきた．これまでに十数種類のヒストンシャペロン

3.

が同定されており，それらはヌクレオソーム構造の形
成・破壊反応を通じて転写，複製，修復などにかかわ

CIA- ヒストン H3-H4 複合体の結晶構造解析：
CIA のもつヒストン 4 量体分割活性の発見

ることが，生化学的，遺伝学的解析を通じて示されて

このような状況下で，筆者らと Tyler らのグループ

．最近，筆者らはヒストンシャペロン CIA と

は CIA- ヒストン H3-H4 複合体の結晶構造解析にそれ

ヒストン H3-H4 の複合体の結晶構造を決定すること

ぞれ成功し，CIA がヒストン H3-H4 2 量体と共に 3 量

に成功し，ヌクレオソーム構造変換反応の分子機構の

．CIA- ヒスト
体を形成することを示した 5), 15)（図 1）

一端を明らかにした 5)．本稿では，CIA によるヌクレ

ン H3-H4 複合体中で観察される相互作用部位に点変

オソーム構造変換機構とエピジェネティクス制御につ

異を与えると，転写，複製，修復いずれの反応におい

いて概説したい．

ても影響があることから 5), 15)，今回明らかになった相

きた

3), 4)

互作用部位は生体中で機能的に重要であると考えられ

2.

る．この結果は，決定された CIA- ヒストン H3-H4 複

CIA の単離とヒストンシャペロン活性の発見

合体の構造が，ヌクレオソーム構造の破壊と再形成反

ヒト CIA（CCG1-interacting factor A）は，酵母ツー

応に共通する中間体構造であることを示唆している．

ハイブリッドスクリーニングによって転写基本因子

筆者らと Tyler らのグループの研究の決定的な違い

TFIID の最大サブユニット CCG1（cell cycle gene 1）の

は，筆者らが，静的光散乱を用いた分子量測定によっ

ブロモドメイン領域に対する相互作用因子として単離

て，CIA がヒストン (H3-H4)2 4 量体を 2 つのヒスト

．CIA に対す

ン H3-H4 2 量体に分割して CIA- ヒストン H3-H4 の 3

る相互作用因子を単離したところ，ヒストン H3 を含

量体を形成する生化学的活性を有することを発見した

むさまざまなクロマチン関連因子が得られた 6)．この

点である 5)．静的光散乱を用いた分子量測定は，ゲル

事実から CIA がヒストンシャペロンとしての活性を

ろ過の溶出体積による分子量測定に比べ精度が高く，

もつと予測し，実際に CIA がヒストン H3-H4 複合体

近 年 注 目 を 集 め て い る 方 法 で あ る 16)． ヒ ス ト ン

した 204 アミノ酸残基の因子である

6), 7)

に高い特異性を示すヒストンシャペロンであることを
発見した 6)．ヒト CIA のアミノ酸配列は，anti-silencing function 1 として遺伝学的に同定されていた出芽酵
母 ASF18) と相同性を有し，既知のヒストンシャペロ
ンの中で進化的に最も安定に保存されていることが明
らかになった 6)．また，ヒト CIA と同時期に生化学的
な手法で単離されたヒストンシャペロン CAF-1 の活
性促進因子 RCAF は，ショウジョウバエ CIA とヒス
トン H3，H4 の複合体であった 9)．
CIA はヒストン H3，H4 以外にも多様な因子と相互
作用することでヌクレオソームの構造変換に関与し，
転写，複製，修復などヌクレオソーム構造変換を伴う
核内反応でその活性を発揮していることが明らかに

図1
CIA-ヒストンH3-H4複合体の結晶構造．Primary binding site および
secondary binding site の 2ヵ所で，CIA はヒストン H3 およびヒス
トンH4と相互作用している．CIAとヒストンH4をリボンモデル
で，ヒストンH3をチューブモデルで表示してある．

なってきた 6)-12)．それがどのようなメカニズムによる
ものかは謎であったが，CIA はヒストン H3-H4 複合
体や他のタンパク質因子と複合体を形成して機能を発
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(H3-H4)2 4 量体，CIA，および両者の混合物それぞれ

がこの 2 人の間に割って入って 1 人を押しのけ，もう

を測定したところ，両者を混合した場合にはヒストン

1 人の両手を掴んでその頭を懐に抱え込んだ状態に

(H3-H4)2 4 量体が消失し，CIA- ヒストン H3-H4 の 3

なっている．CIA- ヒストン H3 間の相互作用面積が，

量 体 が 生 成 す る こ と が 見 い だ さ れ た． ヒ ス ト ン

2 つのヒストン H3 同士の相互作用面積の 1.5 倍であ

(H3-H4)2 4 量体が生体内の因子によって分割される

ることを考えあわせると，CIA がなんらかの機構でヒ
ストン (H3-H4)2 4 量体に接近し，ヒストン (H3-H4)2

ということを発見したのはこれをおいて他に例がな

い．この発見はクロマチン研究の前提とされてきた

4 量体中の片方のヒストン H3-H4 2 量体と競合して相

「ヒストン (H3-H4)2 4 量体は安定である」という定説

手のヒストン H3-H4 2 量体中のヒストン H3 と相互作
用した結果，ヒストン (H3-H4)2 4 量体が分割されて，

を覆し，エピジェネティクスを論じる上できわめて重

より安定な CIA- ヒストン H3-H4 複合体が形成された

要な知見となった．

と考えられた．
ではもう 1 ヵ所の相互作用はどのような意味をもつ

CIA によるヌクレオソーム破壊の分子機構：

4.

のであろうか．2 ヵ所目の相互作用部位では，CIA の

Yawara split モデル

正面側の大きな  シートの端にヒストン H4 の C 末

CIA の作用機構の一端は，ヒストン (H3-H4)2 4 量

端領域の c ストランドが取り込まれて CIA とヒスト

体の分割であることが判った．その分子機構は，CIA

ン H4 の主鎖同士が水素結合を形成し，CIA の 10 ス

とヒストン H3-H4 2 量体との 2 ヵ所の相互作用部位

トランドとヒストン H4 の c ストランドが小さな逆

の構造を考察することで説明が可能であった．

平行  シートを形成して相互作用している（図 1，3）
．

1 ヵ所目の相互作用部位では，CIA の正面の  シー

さらに，CIA の側面に形成されている疎水的なポケッ

ト上にある大きなへこみにヒストン H3 の 2 ヘリッ

トに，ヒストン H4 の Phe100H4 の側鎖がはまりこんで

クスの C 末端領域と 3 ヘリックスが相互作用してい

疎水的な相互作用をしている（図 3）
．CIA- ヒストン

る（図 1）
．CIA の こ の へ こ み は 疎 水 的 で，Val45 ，

H4 間の相互作用面積は CIA- ヒストン H3 間の半分ほ

CIA

Ala48

CIA

，Asp54

CIA

，Val92

CIA

，Val94

CIA

，Leu96

CIA

，Arg-

どであるため，2 ヵ所目の相互作用の結合エネルギー

108CIA，Tyr112CIA，Arg145CIA の 側 鎖 が 露 出 し て い る．

に対する寄与は 2 次的であると考えられる．

こ の へ こ み に は ヒ ス ト ン H3 の Leu126H3，Arg129H3，
Ile130

H3

興味深いことに，CIA と相互作用しているヒストン

の側鎖がはまりこみ，CIA とヒストン H3 は

疎水的な相互作用をしている（図 2）．また，この領
域で CIA とヒストン H3 の間に観察される水素結合は，
CIA の Asp54CIA と ヒ ス ト ン H3 の Arg129H3 の 間 と，
CIA の Tyr112CIA お よ び Arg145CIA と ヒ ス ト ン H3 の
Asp106H3 の間のみである（図 2）．
興味深いのは，この領域で CIA と相互作用してい
るヒストン H3 のアミノ酸残基が，ヌクレオソーム
中ではヒストン (H3-H4)2 4 量体の形成に必須な 2 つ
のヒストン H3 分子間の相互作用に用いられている

点 で あ る（図 2）．2 分 子 の ヒ ス ト ン H3 の 間 で は，
Leu126H3 および Ile130H3 の側鎖がそれぞれお互いに向
き合い，疎水的クラスターを形成している．また，片
方のヒストン H3 の Arg129H3 は，相手のヒストン H3
の Asp106H3 と水素結合をしている．ヒストン H3-H4
2 量体を 1 人の人間に見立てヒストン H3 を上半身，
ヒストン H4 を下半身とすれば，まるで 2 人の人間が
お互いの右手（Asp106H3）と左手（Arg129H3）を差し

図2
Primary binding siteにおけるヒストンH3とCIAの相互作用．ヌクレ
オソーム構造中のヒストン(H3-H4)2 4量体の形成に必須な領域を用
いて，ヒストンH3はCIAと相互作用する．CIAと複合体を形成する
と，ヒストン(H3-H4)2 4量体は2つに分割されることになる．

出して向き合い，お互いの頭同士（Leu126H3 および
Ile130H3）をつきあわせているかのようである．CIAヒストン H3-H4 複合体が形成された場面では，CIA
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対する結合能も調べたところ，Leu126H3Ala 変異体で
は CIA に対する結合能が顕著に低下した．Phe100H4Ala
変異体においても，CIA に対する結合能の低下が観察
された．これらの結果は，2 ヵ所の相互作用部位にお
けるアミノ酸残基のうち，1 ヵ所目の相互作用部位に
おけるアミノ酸残基が溶液中でも両者の相互作用に重
要であり，2 ヵ所目の部位のアミノ酸残基は 2 次的に
相互作用に寄与していることを示唆している．
以上，筆者らの研究からヌクレオソーム破壊の分子
機構，ヒストン (H3-H4)2 4 量体の分割機構が説明で

きるようになった．しかし，CIA はヒストン H3-H4 2

図3
Secondary binding siteにおけるヒストンH4とCIAの相互作用．ヌク
レオソーム中ではヒストンH4のcストランドはヒストンH2Aの
cストランドと平行シートを形成しているが，CIAとの複合体中
ではその向きが約90º変化し，CIAの10ストランドと逆平行シー
トを形成している．

量体と安定な複合体を形成するため，現在得られてい
る知見のみでは，この複合体から CIA を解離させてヒ
ストン (H3-H4)2 4 量体を形成させる分子機構の説明

は難しい．ヒストン (H3-H4)2 4 量体の形成にあたっ

ては，DNA や他の因子の働きが必要だと考えられる．

H4 の c ストランドは，ヌクレオソーム中では，ヒス

5.

トン H2A の c ストランドと相互作用して平行  シー
トを形成している（図 3）．この相互作用を介してヒ
ストン (H3-H4)2 4 量体が 2 つのヒストン H2A-H2B 2

ヌクレオソームの半保存的複製モデルによる
エピジェネティック情報の伝達機構
最初に述べた通り，ヒストンの化学修飾はエピジェ

量体に挟み込まれ，ヒストン 8 量体は形成されてい

ネ テ ィ ッ ク 情 報 の 1 つ と し て 機 能 し，DNA 複 製 に

る．ヌクレオソームが破壊される際には，最初に 2 つ

伴って起きる親ヌクレオソームの破壊，および娘

のヒストン H2A-H2B 2 量体が，CIA 以外のヒストン

DNA 鎖上でのヌクレオソームの再形成のメカニズム

シャペロンによってヌクレオソームから取り除かれる

が重大な問題として残されてきた．ヌクレオソームの

．このためヒストン H4 の

再形成は親ヌクレオソーム由来のヒストンと新規合成

c ス ト ラ ン ド は 相 互 作 用 相 手 を 失 い ヒ ス ト ン

ヒストンが必要とされるため，親ヌクレオソーム中の

(H3-H4)2 4 量体と相互作用できるようになる．する

ヒストンがどのように 2 本の娘 DNA 上 に分配される

とこれを足がかりに CIA がヒストン H3 とも相互作用

のかも含め，解明すべき点は多くある．だが CIA が

できるようになり，ヒストン (H3-H4)2 4 量体が分割

複製に関与するという従来からの知見と 8), 9)，今回の

されるというモデルが考えられた．このモデルは，弱

CIA- ヒストン H3-H4 複合体の結晶構造解析および

い相互作用で複合体の前段階を形成しておき，その後

CIA によるヒストン (H3-H4)2 4 量体の分割活性の発

にヒストン (H3-H4)2 4 量体の分割という大きな構造

見から 5)，このメカニズムの解明が大きく前進したと

でうまく投げ倒す柔道の心得「柔よく剛を制す」を連

話を簡単にするために，ヒストン 8 量体ではなくヒ

想させたため，この CIA の作用機構モデルを「Yawara

ストン (H3-H4)2 4 量体に絞って分配メカニズムを考

のではと考えられている

17)

変換を誘起するというもので，大きな相手を小さな力

考えられる．

split」モデルと名付けた ．

え て み る． こ れ ま で は， 一 度 形 成 さ れ た ヒ ス ト ン

5)

CIA とヒストン H3-H4 2 量体の相互作用において

(H3-H4)2 4 量体は安定だと考えられていたため，親

結晶構造から重要だと考えられる CIA 側のアミノ酸

ヌクレオソーム中のヒストン (H3-H4)2 4 量体は 2 本

側鎖の Ala 置換体を作製し，ヒストン H3-H4 に対す

の娘 DNA 鎖のどちらかへランダムに分配されると考

る結合能を調べたところ，ヒストン H3 のアミノ酸側

えられてきた（図 4a）
．しかし，親細胞のヒストンの

鎖 と 水 素 結 合 を 形 成 し て い る Asp54CIA，Tyr112CIA の

化学修飾パターンをもれなく娘細胞に伝えるために

の側鎖と

は，このモデルでは不都合である．一方，今回の発見

の Ala 置換体では，ヒスト

からは，娘ヌクレオソームへのヒストン (H3-H4)2

Ala 置換体，およびヒストン H4 の Phe100

H4

相互作用している Val109

CIA

4 量体の分配を説明する別のモデルを導くことができ

ン H3-H4 に対する結合能が野生型に比べ明らかに低
下した．ヒストン H3 および H4 側の変異体の CIA に

る 5)． そ れ は， 親 ヌ ク レ オ ソ ー ム 内 の ヒ ス ト ン
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多くは，ヒストン (H3-H4)2 4 量体が分割されうると

いう概念を採用すれば，ヌクレオソームの半保存的複
製モデルを支持するものとしても解釈できる．した

がって，CIA によってヒストン (H3-H4)2 4 量体が分割
されるという発見は，ヌクレオソームの半保存的複製

モデルが成立可能であることを示したはじめての直接
的な実験証拠であるということが可能で，筆者らはヌ
クレオソームの半保存的複製モデルを提唱している．
だが一方で，エピジェネティック情報は常に娘細胞
に伝達されればよいわけではない．細胞の分化などの
際には，伝達するエピジェネティック情報に偏りを生
じさせ，エピジェネティック情報を消去するプロセス
が必要であると考えられるからである．たとえば特定

図4
ヌクレオソームの複製様式．（a）ヌクレオソームのランダムな
複製モデル．親ヌクレオソーム由来のヒストン(H3-H4)2 4量体が安
定な複合体の場合，2本の娘DNA鎖上のどちらかにランダムに分
配されると考えられる．（b）ヌクレオソームの半保存的複製モ
デル．親ヌクレオソーム由来のヒストン(H3-H4)2 4量体が2つのヒ
ストンH3-H4 2量体に分割される場合，2本の娘DNA鎖上に等価に
分配されると考えることができる．

の領域でのヌクレオソームの複製において CIA の活
性が抑制されるのであれば，そのようなプロセスが可
能になる．今後は，細胞の状態とヌクレオソームの複
製様式の関係も視野に入れて，研究を進める必要があ
るのではないだろうか．

6.

(H3-H4)2 4 量体を 2 つに分割して 2 本の娘 DNA へと
等価に分配し，新しい H3-H4 2 量体とともにそれぞ

今後の展開
今回の CIA に関する結晶学的，生化学的研究から，

CIA のヒストン (H3-H4)2 4 量体の分割活性の発見，

れ 4 量体を形成させるというモデルである（図 4b）
．
細 胞 質 中 の 新 し い ヒ ス ト ン H3-H4 は 2 量 体 と し て

CIA の関与するヌクレオソーム構造変換反応における

CIA と 複 合 体 を 形 成 し て い る と い う 知 見 や 18), 19)，

中間体構造 CIA- ヒストン H3-H4 複合体の結晶構造決

DNA 合成（複製）依存的にヌクレオソーム形成を促

定，CIA によるヒストン (H3-H4)2 4 量体の分割機構

進するヒストンシャペロン CAF-1 に CIA がヒストン

の提唱，そしてエピジェネティック情報伝達機構の基

H3-H4 複合体を受け渡すという考え 3), 10) を総合する

盤となるクロマチン複製時のヌクレオソームの半保存

と，複製の際に，CAF-1 の助けによって CIA と複合

的複製モデルの提唱と，きわめて多岐にわたる重要な

体を形成している新旧 2 つのヒストン H3-H4 2 量体

結論が導きだされた．今回の結果は，クロマチン分野

から CIA が解離し，それに伴ってヒストン (H3-H4)2

およびエピジェネティクス分野の前進に大きく寄与

細胞が増殖する際に後者のモデルによってヌクレオ

現在筆者らの研究グループでは，エピジェネティッ

ソームが複製されれば，ヒストンの化学修飾パターン

ク情報をシグナルとしたヌクレオソーム構造変換反応

を正確に伝えながら娘細胞を作ることが可能である．

制御の分子機構に 1 つの答えを出しつつある．しか

このモデルは 30 年ほど前に考えられたもので，DNA

し，ヒストンシャペロン CAF-1 あるいは HIRA など

の半保存的複製にならってヌクレオソームの半保存的

と CIA の協働的作用機構や，ヒストン H2A-H2B 2 量

複製モデルとよばれる．しかし，その美しさや理論的

体に相互作用するヒストンシャペロンの作用機構な

妥当性にもかかわらず，ヒストン (H3-H4)2 4 量体が

ど，解決すべき課題はいくつも残されている．だが今

分割されるという実験的証拠がなかったために，この

後は，in vitro におけるクロマチン関連因子とヒストン

モデルは長らく無視されてきた．ヌクレオソームの複

の相互作用解析や複合体形成機構の解析が，以前より

製様式に関する過去の多くの実験データは，ヒストン

は進め易くなるかもしれない．というのは，筆者らが

(H3-H4)2 4 量体が分割されないという概念による強い

独自に確立した，純度の高い組換えヒストンタンパク

4 量体が形成されると考えるのが合理的であろう．

し，1 つの転換点をもたらしたと考えられる．

制約のもと，ヒストン (H3-H4)2 4 量体がランダムに

質を簡単にしかも大量に精製する方法（投稿準備中）

分配されるというモデルを支持するものとして解釈さ

によって，100 mg 程度であればほぼ任意にヒストン

れてきたのである．ところが，それらの実験データの

複合体試料を準備できるようになったからである．こ
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の方法の確立があってはじめて，今回行ったような定

18)

Cell 116, 51-61.

量的な相互作用解析や結晶構造解析が可能になったこ

19)

とを付け加えておく．
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クロマチン，ヌクレオソーム
chromatin, nucleosome
DNA とヒストンを主成分とした，核内 DNA が形
成する高次構造体をクロマチンとよぶ．その基本
構造はヒストン 8 量体に DNA が巻き付いたもの
で，これをヌクレオソームとよぶ．ヒストン 8 量

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

体は，ヒストン (H3-H4)2 4 量体をコアとし，それ
を挟むように 2 つのヒストン H2A-H2B 2 量体が結
合した内部構造をもつ．（108 ページ） （夏目ら）
エピジェネティクス
epigenetics
細胞の形質を決定する機能的な情報として，DNA
の メ チ ル 化， ヒ ス ト ン の 化 学 修 飾，noncoding
RNA などが親細胞から娘細胞へと細胞の世代を超
えて伝わるメカニズムあるいはこれを扱う学問領
域のこと．（108 ページ）
（夏目ら）
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トピックス

タンパク分子機械の力学的特徴と設計原理
―弾性ネットワークモデルによる試み
冨樫祐一

大阪大学大学院生命機能研究科

1.

デルは 1940 年代のゴムの研究にまで遡るが 1)，タン

はじめに

分子モーター，チャネル，酵素…

パクのモデルでは分子の形に合わせてネットワークを
生物は多種多様

構成する点に特徴がある．1996 年，Tirion による原子

な分子機械に支えられたシステムである．これら分子

レベルの（原子を質点で置き換えた）モデルに始ま

機械がどのようにして働いているのかは，生命科学の

り 2)，すぐ後に残基レベルでの（アミノ酸を質点とし

みならず，ナノテクノロジーや医療への応用面からも

た）粗視化モデルも提案された 3)-7)．

注目を集める．だが，構造生物学の成功に比して，そ

例を図 1 に示す．モデルの作り方にもバリエーショ

れが実際どのように動いているのか―動力学的振る舞

ンがあるが，最も簡単には以下のようにできる．ま

い―にはまだ明らかでない部分が多い．

ず，基準となるタンパクの構造を用意し，各アミノ酸

実験が難しいなら，計算機シミュレーションはどう

（ 炭素）の位置に質点（節点）を置く．アミノ酸の

か．筆者も含めこの分野の研究者にはありがたいこと

種類は無視して，どれも等価な点で置き換える．次

に，計算機の性能は急速に伸び続けている．だが，生

に，各節点間の距離を計算し，2 つの点があるカット

体分子機械の機能に関係した動きはときにミリ秒から

オフ距離内（一般に 10 Å 程度）にあれば，それらを

秒単位に及ぶ遅さで，最新鋭の計算機でもすべてを第

一律に線形バネで結ぶ．バネはこの時点で自然長にあ

一原理から計算することなどできない．では，現実的

り，バネ定数はどれも等しいとする．つまり，タンパ

に計算できる程度に簡略化したモデルから，分子機械

クの形の情報のみを用い，化学的詳細は考慮していな

の振る舞いについて知見を得ることはできないか．

い．側鎖の特徴は一切無視されている．
このような極端な単純化にもかかわらず，近年の研

弾性ネットワークモデル（elastic network model）は，
このような要請に応えるべく，タンパク分子を極端に

究で，さまざまなタンパク分子の性質をかなりよく説

単純化したモデル―いわば，分子の形に似せて，ボー

明することが知られてきた．もちろん，化学的性質が

ルをバネでつないだだけの物体―である．この簡単な

重要でないわけではなく，性質が形態に埋め込まれて

モデルからどのようなことが見えてきたか紹介したい．

表現されているからこその結果と考えるのが穏当であ

2.

ろう．

弾性ネットワークモデル

モデルの力学的説明を，図 2 にまとめておく．N 個

弾性ネットワークは，質点を線形バネで結んだモデ

の節点からなる弾性ネットワークを考える．各節点に

ルである．実際の分子内相互作用では，たとえば共有

働く力は，単純に，その点に接続されたバネから受け

結合とファン・デル・ワールス引力とでは距離依存性

る力の和である．遅い動きに注目し，粘性摩擦による

がまるで異なるはずだが，それらすべてをまとめて

減衰が十分速いと仮定すると，図 2 の運動方程式が

フックの法則に従うバネで置き換えている．同種のモ

得られる．相互作用する要素の組が初めに決まってお

Dynamical Features and Design Principles of Protein Machines: Elastic Network Studies
Yuichi TOGASHI
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
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図1
弾性ネットワークモデルの例：（左）小さなタンパク（クランビン）の構造（PDB ID: 1CRN）と（右）対応する弾性ネットワーク．2つの
炭素がカットオフ距離10 Å以内にあれば，それらをバネで結ぶ（図5も同様）．

基準振動解析は，図 3 のように，分子全体の動き
をさまざまな方向の独立な動きのモードに分解する手
法である．  1 と記した矢印の方向がいちばん遅い
（動きやすい）モード，2 が 2 番目，というように，
モードによって速さ（振動数，あるいは減衰の速さ）
が異なる．おおむね，分子全体にわたる（たとえば図
の   1 のように蝶番の角度を変えるような）動きの
モードは遅く，局所的な変形を伴うモードは速い．
タンパク分子の文脈でも以前より用いられている
が 8)，弾性ネットワークモデルに用いた場合，モデル
の構成から容易に行列の固有値問題に帰着できるため
簡便である．基準構造からわずかに動いたときに各節

図2
弾性ネットワークの説明：力と運動方程式．

点に働く力を変位の 1 次式で近似し，ネットワークの
動きを 3N  6 個（並進・回転を除く）の線形モードの
和 に 分 解 す る． ま た， 各 節 点 の 動 き や す さ だ け を

り比較的少数であるため，動力学シミュレーションも

N  1 個のモードで表す，ガウス関数ネットワークモ

容易である．

デル（Gaussian network model）3), 4) とよばれる手法も広

3.

く用いられている．ポテンシャルエネルギーの形が若

基準振動解析から見えること

干異なるが，これも単に弾性ネットワークモデルとよ

弾性ネットワークモデルとタンパクの動き・構造変

ばれることが多い．

化との対応を議論する際，よく用いられるのが基準振

これらの方法は，近年，さまざまなタンパクに用い

動解析である．

られ，構造のゆらぎの大きさ，複数の構造間での変化

図3
基準振動解析：基準構造Ri(0)の周りでの小さな変位Riを独立な運動モード（  1, 2, … , 3N  6）に分解する．
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などとの対応関係が議論された（文献 2-7, 9-11 など）
．

ネットワークでも同様に非線形性が生ずる．

例外はあるものの，遅いモードの方向が，分子機械の

一方で，分子全体としての変形が大きくとも，局所

状態間での構造変化とよく対応しているという結果が

的な歪み（バネの伸縮）さえ小さければ，個々のバネ

ある．酵素活性部位など機能と関係する部分との対応

に対する線形近似は有効であろう（分子全体を少しず

．計算量が少ないため，複数の

つ歪ませて曲げたり，蝶番のような構造を開閉したり

，イオンチャネ

する場合を想像してほしい）
．このような場合，線形

， 巨 大 な 分 子 複 合 体 の 解 析（リ ボ ソ ー
ル 14) な ど）

モードによる近似が成立しなくとも，弾性ネットワー

も議論されている

12)

分 子 種 で の 比 較 研 究（モ ー タ ー
ム

，ウイルスキャプシド

15)

11)

13)

など）にも向いている．

クモデル自体は直ちに破綻するわけではなく，有効に

，

機能する余地がある．このとき見られる非線形な効果

構造データの解像度が低くても適用可能であり

16)

リファインメントにも応用されている 17)．

に 注 目 し た も の と し て， た と え ば， 部 分 的 な ア ン
フォールディングを伴う構造変化の研究 22) がある．

この分野の数多 く の 研 究 を 概 観 し た も の に文献
18-20 がある．最近では，構造データを入力するだけ

複数の構造間をつなぐポテンシャルエネルギー面を定

で，解析結果を分子の動きとして視覚化するサーバも

義して，構造変化の経路を表現することもなされてい

公開されており 21)，モデルを知る上で役立つかも知

る 23), 24)．

れない．
4.

筆者らは，分子を弾性ネットワークとして見たとき
に現れる性質に焦点を当て，生体分子機械に共通する

ネットワークの緩和過程と生体分子機械の
力学的特徴

性質とは何かを考えた．機能との対応を考える上で

ところで，弾性ネットワークは線形バネの組み合わ

は，大規模で遅い動きに対応した力学的性質が重要で

せなのだから，その運動はいつでも上のように線形な

ある．そこで―いったん実際の分子機械の動きを離れ

モードの和で表すことができると思われるかも知れな

て―弾性ネットワークに外力を加えて変形させ，力を

い．実際には，変形が大きくなると，この近似は成り

取り除いた後にネットワークがどのように緩和してゆ

立たなくなる．

くか，図 2 の運動方程式を用いてシミュレートした

線形バネの組み合わせで非線形性が生ずるのは不思

（詳細は文献 25 を参照されたい）
．

議に思われるかも知れないので，簡単な例を示してお

例としてアデニル酸キナーゼ（Protein Data Bank ID:

く．図 4 のように，等価なバネ 2 本（自然長 l0）を一

4AKE）を用いる．これは図 5a のように二量体を形成

直線につなぎ，自然長で両端を固定する．中央の点を

する酵素であるが，そのうち 1 個だけを取り出してモ

初めのバネの向きと垂直（図の x 軸方向）に動かすと，

デルを構成した．まず，各節点にランダムな向きの外

初めは（x  0 付近）バネの長さがほとんど変わらず，

力を加えてネットワークを変形させる．外力を取り除

バネはきわめて小さな力しかもたらさない（力の大き

いた後，3 点間の距離（図 5b の点線）を観測する．

さがバネの長さそのものにでなく自然長との差に比例

初期条件（外力）を変えて 100 回試行し，距離の変化

することに注意）．そのため，点に働く力 F は変位 x

を図 5c に示した（基準構造での距離に対する比率で

に対して非線形となる（図下段）．バネを増やした

表した．たとえば 0.5 であれば元の距離の半分に
なっている）
．1 回の緩和過程でのネットワークの動
きが 1 本の軌跡として表され，何度かの試行で同じ動
きをしていれば軌跡は重なる．基準構造に戻れば，軌
跡は原点 (0,0,0) に達する．
この酵素も含め，タンパク分子機械の構造から作っ
たネットワークでは，軌跡が図のように整った束とな
ることが多い．まず速やかにこの束に達し，そこから
ゆっくりと束に沿って動いてゆく．すなわち，ランダ
ムに選んだ不自然な変形からでも，初期の速い緩和を
除けば，いつも，ある決まった向きの動きを示す性質
がある．元の構造に戻る率も高い．このような性質

図4
線形バネの組み合わせで非線形性が現れる例：2本の等価なバネ
を一直線に並べ，バネが自然長（l 0）にある状態で両端を固定す
る．中央の点を初めのバネの向きと垂直（x軸方向）に動かすと，
点に働く力Fは変位xに対して非線形に変化する．

は，大きなゆらぎの下で分子機械として働くためには
都合がよい．
この方法は，実際の分子機械での初期条件によらな
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は，線形近似が成り立つ領域をはるかに越えて延びて
いた．実際のタンパク分子機械で，状態変化に対応す
る大きな構造変化の向きが基準振動解析の結果でよく
説明できることと関係しているかも知れない．
最近，分子機械の弾性ネットワークモデルのガラス
的振る舞いが報告された 26)．筆者らの研究でも，緩
和過程には強い非線形性が見られ，準安定構造も観測
されている．一方で，安定・準安定状態にいたる経
路，またそれらの状態間を結ぶ経路は，概して秩序
だっている．これらの結果はそれほど自明ではなく，
分子機械の力学的性質を考える上で意味をもっている
可能性がある．
おわりに

5.

弾性ネットワークはきわめて単純なモデルである
が，粗視化のレベルを変えたり，類似のモデルや詳細
な分子動力学シミュレーションと比較することによっ
て，その妥当性と限界の確認が進められている 27), 28)．
もし，これまで報告されてきたように，このモデルが
タンパクの遅い動きをうまく表現しているのであれ
ば，それは，タンパク分子の形が動きを強く規定して
いることを示唆する（これを明示的に示そうとする研
．節点を規則的な格子配置とし分子の形
究もある 29)）
だけを表現したネットワークでも遅い動きは再現でき
るとの結果 30) もあり，形と動きの関係を考える上で
興味深い．
このモデルを用いた研究は着実に増えているが，分

図5
弾性ネットワークの緩和現象：（a）アデニル酸キナーゼの構造
（PDB ID: 4AKE），（b）弾性ネットワークモデル，（c）100個の
異なる初期条件から始めたときの距離変化の軌跡（最終状態を点
で示した）．

子機械の大きな動きを直接，動力学的に考えようとす
る研究はまださほど多くなく，応用の余地が大いに残
されていそうである．厳密さでは詳細な分子動力学計
算に敵うべくもないが，そうした計算で手の届かない
大きな系を考えるところに存在意義がある．また，単

いため，任意の弾性ネットワークに対して用いること

純化したモデルだからこそ，細部に埋もれがちな一般

ができる．ランダムに生成した弾性ネットワークで同

的性質を考えやすいということもある．多様性に富ん

様のシミュレーションを行うと，分子機械の場合と異

だ生体分子機械であるが，分子の動き方や力学特性の

なり，初期条件に依存した複雑な緩和過程を示す場合

視点から共通性と特異性を整理することで，いずれそ

が多い．また，基準構造の周りに多くの準安定構造が

の動作原理を体系的に理解できればと考えている．

存在する傾向にある．
さらに，タンパク分子機械の設計原理を考えるべ

謝

辞

く，ランダムネットワークから出発して，秩序だった

本稿で紹介した内容は，Max Planck 協会 Fritz Haber

緩和過程を示すようなネットワークを生成することも

研究所の Alexander S. Mikhailov 氏との共同研究である．

試みた．たとえば，1 つだけ遅いモードをもつような

執筆にあたり，大阪大学「ゆらぎプロジェクト」
（文

ネットワークを構成する．期待されるように，遅い

部科学省）より協力を頂いた．関係諸氏にお礼申し上

モードの向きにだけ動きやすく，他の方向に対しては

げたい．

きわめて堅いため，秩序ある動きを示す．ところが，
この動きやすい方向に延びた経路（エネルギーの谷）
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新規ナノデバイス材料としての
メタロDNA分子の構造
田中好幸1，鳥越秀峰2，小野
1

東北大学大学院薬学研究科
2
東京理科大学理学部
3
神奈川大学工学部

の不確実さが残されていた．したがって小野の報告は

近年 DNA 分子を構造基盤としたデバイス作製を指
向した研究が報告さている

1)-9)

晶3

．これは核酸の構造設

現 代 の DNA 化 学 合 成 技 術 と 分 析 技 術 を も っ て，

計が容易なことと，化学合成により誰でも簡便に必

T-HgII-T 塩基対の存在を証明したことになる 8)．さら

要な塩基配列を有した DNA 分子が入手可能な点にあ

に近年のナノテクノロジーの発展に伴い，T-HgII-T 塩

るように思われる．特に化学合成による調製法が確

基対を含む DNA 二重らせん分子がデバイス材料（セ

立しているため，種々の人工塩基を導入することも

ンサー・分子導線・リレースイッチなど）としての応

可能であり，DNA 分子の機能素子化を考える上でも

用が期待されるにいたり，新たな現代的研究テーマと

興味深い．近年その様な試みとして，金属イオンを

して復活することとなった．

介して塩基対形成可能な人工塩基の報告が相次いで

すでに T-HgII-T 塩基対の応用成果として，小野は水

いる 1)-6)（図 1）．水素結合によるワトソン―クリック

銀センサーを作製している 7)．この水銀センサーは

型塩基対とは異なり，金属イオンを介した塩基対で

図 3 に示すように DNA オリゴマーからなる分子で，

は配位結合あるいは共有結合により塩基対が形成さ

水銀イオン存在下でのみ T-HgII-T 塩基対とワトソン―

れる（図 1，2）．このような人工塩基対の開発には，

クリック型塩基対からなるヘアピン構造をとるように

遺 伝 暗 号 の 拡 張 を 目 指 し た 研 究 2), 6) と デ バ イ ス 応

配列設計がなされている．このとき DNA 鎖の 5 末端

を目指した研究があり，後者では分子磁石の

と 3 末 端 に 蛍 光 色 素（fluorophore） と そ の 消 光 基

用

1), 3)-5)

作製を指向した，常磁性 Cu を介した人工塩基対を

（quencher）を連結した DNA オリゴマーとすることで，

II

含む DNA 分子の報告

4)

などがなされている（図 1c）．

水銀イオンが存在するときのみ蛍光が消光する．した

本報告と相前後してわれわれの共同研究グループの

がってこの蛍光挙動を利用することで，蛍光標識
DNA オリゴマーを水銀センサー化できる．

小野は，天然核酸塩基チミンにも Hg を介した塩基
II

．本塩基対の

さらに共同研究グループの鳥越と小野は一塩基多型

存在は 1960 年代に示唆されており 10), 11)，HgII を介し

．その基本原
の検出への応用も試みている 14)（図 3b）

てチミンが共有結合で架橋されると推測されている

理は，検体側の遺伝子と通常遺伝子が同一な塩基配列

（図 2a）
．しかしながら当時は，DNA の化学合成法が

かどうかを，両配列を混合して物性などを調べるとい

確立・普及しておらず，決まった鎖長で決まった配列

うものである．すなわち，検体配列が通常配列と同じ

の DNA 分子を用いた実験は行っていない．そのため

であれば混合しても標準配列と挙動が同じで，異なる

を含めても，二重らせん構造中

場合は混合物の挙動は標準配列の挙動と異なってくる

における T-Hg -T 塩基対の実験結果には常にある一定

というものである．ここで検体遺伝子が一塩基多型を

対形成能があることを報告している

それ以降の研究

12), 13)

7)-9)

II
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図1
金属イオンを介した人工塩基対．（a），（b），（c），（d），（e），（f）の文献番号はそれぞれ 4，7，8，6，9，10．

示す配列だった場合について述べる．通常配列と検体

動）を起こす素材であることが示されている 15)．本

配列の二重らせん断片を混合すると図 3b に示す組み

実験では，アントラキノンを末端に結合した DNA 二

合わせの二重らせん断片が出現する．この中には T-T

重らせん分子を合成する．次にアントラキノンに

ミスマッチ，A-A ミスマッチを含むものが出現するの

350 nm の光を照射して hole（正孔：カチオンラジカル）

で，このようなミスマッチ断片が系内に出現したかど

を発生させ，hole 移動に伴って生じる DNA 鎖内の各

うかを検出すれば，検体配列が一塩基多型を示す配列

グアニン塩基の損傷の程度を定量することで電荷移動

かどうかを決定できる．ここで T-T ミスマッチを含む

の効率を評価している．このように T-HgII-T 塩基対を

断片では Hg を添加すると T-Hg -T 塩基対を形成し

含む DNA 二重らせん分子の導電性についても研究が

て熱安定性が上昇するのに対して，その他の配列では

進みつつあり，導電性ナノワイヤーへの応用にも道が

熱安定性は変化しない．したがって遺伝子の混合溶液

開かれつつある（図 3c）
．

II

II

の見かけの Tm 値を Hg の存在下と非存在下で決定

このような応用が進む一方 T-HgII-T 塩基対の化学構

し，Tm 値に変化があれば T-T ミスマッチを含む断片

造は完全には同定されていなかった．そこで筆者らは

が系内に存在する，すなわち，検体は一塩基多型を含

NMR を用いた構造決定を行うこととした．構造決定

む配列であったことが確認できる．一方，検体配列が

に関しては，HgII の結合部位を決定する必要がある．

通常配列であった場合には混合溶液には通常配列の二

したがって HgII 結合部位と予測されているチミンの 3

重らせん断片しか出現しないので，HgII の有無による

位窒素原子（N3）に由来した NMR シグナルを観測

Tm 値の変化は検出されない．以上の原理に基づき一

す る こ と で HgII 結 合 部 位 を 決 定 で き る と 考 え た

塩 基 多 型 を 検 出 す る． ま た T-Hg -T 塩 基 対 を 含 む

（図 2a）
．窒素原子の場合，NMR 観測に適したスピン

DNA 二重らせん分子は，長距離の電荷移動（hole 移

量子数 I  1/2 の 15N 核（天然存在比 0.37%）が存在す

II

II

る．したがって N3 が 15N 標識されたチミン塩基を含
む DNA オリゴマーを調製すればよい（図 4）
．ところ
で 1 次元 NMR スペクトルからは，化学シフト値およ
びスピン結合（J 結合）という 2 つの情報が得られ
．
る 16)-18)（以下の内容については WEB material も参照）
まず化学シフト値に着目すると，原子（核）A の化
学シフト値（A）は以下の式で与えられる．
A  0
6
A  ―
0  10
図2
塩基対構造と J-coupling．（a）水銀イオンを介した T-T 塩基対と共
有結合 2 つ隔てた 15N-15N J-coupling: 2JNN，（b）2JHH，（c）3JHH，（d）
Watson-Crick 型 A-T 塩基対．

ここで，A：原子（核）A の NMR シグナルの共鳴周

波数（MHz）
，0：基準物質由来の NMR シグナルの共

鳴周波数（MHz）
．すなわち化学シフト値は，観測核
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図4
実験の作業仮説．（a）DNA オリゴマーの二重らせん構造形成時の
残基番号．（b）15N 標識 DNA オリゴマー（太字下線部は標識部位）．
（c）標識 DNA オリゴマーの組み合わせと 2JNN 観測の可否（予想）

る 17)．また水素結合を介した J 結合も報告されている
が，これも水素結合に数 % の共有結合性があるから
．
である（本学会誌の児嶋の総説 19) 参照）
T-HgII-T 塩基対では，向かい合うチミン塩基同士が
HgII を介して共有結合でつながっている（図 2a）．し
たがって，T-HgII-T 塩基対では本塩基対内の 3 位窒素
原子（N3-HgII-N3）の間に J 結合（2JNN：共有結合 2 つ

を介した N-N 間の J 結合）が観測されると期待され
る（図 2a）．そこで化学シフト値と J 結合の 2 つの観
点から，T-HgII-T 塩基対の化学構造決定を試みた．こ
こで実験に用いた DNA オリゴマーの塩基配列を図 4

図3
T-HgII-T 塩基対の応用例．（a）水銀センサーの概念図，（b）SNP 検
出原理，（c）ホール移動の概念図．（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）

に示す．4 つのチミン残基が T-HgII-T 塩基対形成に関
与するため，これらに由来する 4 つの N3 の NMR シ
グナルが観測されることになる（WEB material 参照）．
したがっておのおののシグナルがどの残基に由来す

シグナルと基準シグナルのずれを ppm 単位で表した

るかを帰属する目的で，4 つのチミン残基を個別に

ものにほかならない．また構造化学的には，化学シフ

15

ト値はシグナルを与える原子の電子密度や原子間の相

した（図 4b）．さらにこれらの DNA オリゴマーを種々

互作用を反映した値である 16), 17)．そのため HgII 結合

の 組 み 合 わ せ で 二 重 ら せ ん（duplex） を 組 ま せ た

部位 N3 の化学シフト値は Hg 結合に伴って大きく変

（図 4c）．これらの中で，duplex 1・3 および 2・4 は向

化することが期待される．一方 J 結合は，化学構造上

かい合うチミンが 15N 標識されており（2JNN が観測さ

II

N 標識した DNA オリゴマーを化学合成により調製

（共有結合のつながり上）近傍の原子に由来するシグ

れるはず配列），duplex 2・3 では向かい合うチミンの

ナルの分裂（単位：Hz）を引き起こす（図 2b, c）
． 1H

一方しか標識されていない（2JNN が観測されないはず

NMR スペクトル（1H のスピン量子数：I  1/2）の場合，

のネガティブコントロール配列）（図 4c）．

一般に共有結合 3 つ以内の位置にあるプロトン間に J

以上の仮説に基づいて，1 次元 15N NMR スペクト

結合が観測される（図 2b, c）．ところで J 結合は「
（結

ル測定を行った（図 5）
．まずはじめに HgII 存在下で

のため

1 次元 15N NMR スペクトルを測定した結果，duplex 1・

プロトン以外の核種でも起きうる．すなわち核スピン

3 および 2・4 において，期待通り 15N シグナルの分

をもつすべての核種は常に J 結合を引き起こす可能性

裂（2JNN と思われるシグナルの分裂）が観測された 9)

合）電子を介した核スピン間の相互作用」

16), 17)

があり，15N 核（I  1/2）同士でも J 結合は観測でき

（図 5a, c）
．なお T-T ミスマッチに対する HgII の親和
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学計算の結果も報告され 20)，筆者らの J 結合が図 2a
の構造から得られたことを支持している（表 1）
．ま
た N3 の化学シフト値は，HgII 非結合時と比較して，
T-HgII-T 塩基対形成に伴い 30 ppm も低磁場シフトし
．このことからも HgII の直接の結合
た 9)（図 5，表 1）
部位が N3 であることが示された．
ここで 15N 化学シフト値が HgII 結合時に低磁場シフ
トする化学的背景について考察してみたい．まず化学
シフト値  は遮蔽定数  と次の関係にある．
A  ref  A

（1）

A は核 A の化学シフト値，ref は基準物質由来シグナ
ルの遮蔽定数，A は測定核 A の遮蔽定数．さらに遮

蔽定数 A は，D（化学シフト値を高磁場シフトさせ

る項）と P（化学シフト値を低磁場シフトさせる項）
という 2 つ項に分けることができる．D は電子密度

（）が高くなると寄与が大きくなる項であり，P は
原子核まわりの電子分布の非対称性や電子の平均励起

図5
15
N NMR スペクトル．（a）duplex 1・3，（b）duplex 2・3，（c）duplex 2・4．囲みの中は T15 残基 3 位窒素核（duplex 2・4）のス
ペ ク ト ル（2JNN  2.4 Hz）．15N 核 0 ppm の 基 準 周 波 数 は
81.07646745 MHz（Hz 目盛は基準周波数からの相対値）．アメリ
カ化学会の許諾を得て文献 9 より転載．

エネルギー（E）と相関がある 16), 17)．
D  

（2）

1
P  ―
E

（3）

P  電子分布の非対称性

（4）

性が高いため（Kd  10 ：鳥越未発表データ），Hg 添
6

II

加量は T-T ミスマッチに対して 1 当量となっている
（DNA 二 重 ら せ ん 分 子 に 対 し て 2 当 量）． ま た ネ ガ
ティブコントロール配列の duplex 2・3 の 15N シグナ

たとえば，球対称な s 軌道しかもたないプロトンで

ルはシングレット（分裂のない共鳴線 1 本の状態）と

は式 4 より P の寄与が 0 になり，D のみで遮蔽定数

して観測された （図 5b）．このネガティブ配列の結

が決定される．これがプロトンの化学シフト値が電子

9)

果 か ら，duplex 1・3 お よ び 2・4 の N NMR ス ペ ク

密度のみで説明できる理由である．一方その他の原子

トル上で見られたシグナルの分裂は確かに 15N 核同士

については p 軌道，d 軌道に価電子を有しているため

の J 結合（ JNN）であることが判った ．ここで J 結

P の寄与が無視できない．それどころか PD とい

15

2

9)

合が共有結合を介した現象であることから， JNN の存

う関係にあるため，プロトン以外の核種では化学シフ

2

在は，J 結合が観測された窒素核同士が HgII により架

ト値（厳密には遮蔽定数）の決定因子としては P が

橋されたことを示すデータである．本 J 結合の量子化

優先的になる．

表1
15
N NMR parameters of N3 in thyminea
Atom

metal

free

complex



N3(T5)b)

HgII

155.1

185.4

30.3

2.4 Hz

1.7 Hz20)

N3(T6)

II

Hg

153.9

189.2

35.3

2.4 Hz

1.7 Hz20)

N3(T15)b)

HgII

155.8

185.7

29.9

2.4 Hz

1.7 Hz20)

N3(T16)b)

HgII

154.4

185.2

30.8

2.4 Hz

1.7 Hz20)

b)

2

JNN(exp)

2

JNN(cal)20)

a) Hg II-結合時（complex），Hg II-非結合時（free）の化学シフト値（ppm）．“”はHg II-結合時（complex），Hg II-非結合時（free）の15N化学シフト差．
2
JNN(exp)と2JNN(cal)は2JNNの実験値と理論値．
b) N3(T5)，N3(T6)，N3(T15)，N3(T16)はT5，T6，T15，T16残基の3位窒素核．
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フト値の微妙な差までをより定量的に取り扱うため
に，（重原子の相対論効果も考慮した）量子化学計算
による NMR パラメータの理論値計算などを行いたい
と考えている．
以上の結果より，DNA 二重らせん分子中において
チミン塩基が HgII により架橋され，T-HgII-T 塩基対形
成することを示すことができた．ここにいたりはじめ
て T-HgII-T 塩基対の化学構造を客観的かつ直接的に証
明するデータが得られたといえる．加えて上記の手法
は，金属結合タンパク質の金属配位残基および配位原
子を同定する手法にも転用可能な測定技術であり，メ
カニズム解明の観点からも興味深い．今後の T-HgII-T
塩基対の構造化学データを積み重ねることで DNA 分

図6
N-X 結合の極致構造（共有結合・イオン結合）と化学シフト値の
関係．X 核共有結合時の  結合電子の励起エネルギー（ECB），窒
素核遮蔽定数の P 項（P(CB)），窒素核化学シフト値（N(CB)）．X
核イオン結合時の孤立電子対の励起エネルギー（EIB），窒素核遮
蔽定数の P 項（P(IB)），窒素核化学シフト値（N(IB)）．

子を用いたナノデバイス作製も単なる夢物語でなくな
る日が来るものと期待している．
謝

辞
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ここで通常のチミンと T-Hg -T 塩基対のチミンの構

行ってくれたものである．また 15N NMR 測定では奈

造について考える．いずれの場合でも N3 はプロトン
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究 は 科 学 研 究 費 補 助 金（基 盤 研 究（C）
：18550146），

II

立電子対（通常チミンの N3-H3 結合の共有電子対）

インテリジェントコスモス奨励賞の支援を受けて行

は，共有結合の束縛を受けず励起され易くなる（E

われたものである．

の減少）．結果，式 3 より P の増大，ひいては低磁場

シフトが引き起こされる．したがってもし，T-HgII-T
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理論／実験 技術

人間の視覚処理を模した新たな顕微鏡画像処理法
木森義隆，片山栄作

東京大学医科学研究所分子構造解析分野

gy2)（以下，モルフォロジ）を用いた非線形画像処理

1. はじめに

法を開発した．これにより，物体の
バイオイメージング手法の格段の進歩により，細胞

形

をその複

雑さいかんにかかわらず直接的に扱うことが可能と

や組織における物質の分布やタンパク質や核酸など生

なった．

体高分子の挙動，形状などを高精度で可視化すること

本稿ではまず，この手法を用いた急速凍結フリーズ

が可能となってきた．しかし多くの場合，進歩したの

レプリカ像の 1 分子構造解析システム 3) について概

は現象を

であり，捉えられ

説する．そのなかで，画像解析システムがもつべき要

についてはいまだほ

件を具体的に述べる．次に，モルフォロジによる画像

ぼ手付かずである．観察者によらず，普遍的・定量的

処理理論についての基本とそれに基づいて設計した

な結果を与える画像解析法の重要性は改めて論ずるま

フィルタの説明を行う．最後に，位相差顕微鏡で経時

でもないが，タンパク質の電子顕微鏡画像を扱う単粒

観察された細胞内粒子の運動の解析に同じ手法を適用

た

画像化するための技術

画像を解釈するための技術

子解析

1)

などを除き，そのような手法が提案された

した例を紹介する．

例は少ない．

2. レプリカ像を対象とした 1 分子構造解析システム

コンピュータビジョンによってバイオイメージを認
形式知

本手法は，急速凍結レプリカ電子顕微鏡法より捉え

（explicit knowledge） として表現する必要がある．そ

られた個々のタンパク質分子の像を対象に，その投影

の手続きとして種々の画像処理が用いられるが，元画

方向を推定し，サブドメイン配置などの微細構造を解

像は，通常，多次元情報を 2 次元に縮退させたもので

析するためのシステムである．紙幅の関係上，本稿で

あり，対象も多くは不定形である．これらのファジー

は手法の概略のみを記述するので詳細は原著論文 3)

な特性のため，周波数選択型の線形フィルタが中心の

を参照されたい．

識，理解するには，まず，それを定量的な

本手法は，以下の技術要素からなる（図 1a）
．

従来の手法では対処が困難である．

Ⅰ）レプリカ像の処理

一方，ヒトの視覚においては，複雑な背景の中か

1）セグメンテーション：入力画像から対象粒子の

ら対象物の 形 を的確に認識できる．これを模倣す

占める領域を自動抽出する．

る画像処理，すなわち，対象画像をさまざまなサイ
ズと形状を有する構成物の集合とみなし，周波数領

2）特徴パターンの抽出：電子顕微鏡画像の特性に

域ではなく実空間領域での特徴を扱うことができる

対応した画像処理により認識に有効な幾何学パ

理論体系を用いれば，より効果的な処理が実現でき

ターン（ここでは輪郭形状と表面の凸状パター

るであろう．

ン）を抽出する．
Ⅱ）比較照合の候補となるタンパク質の結晶構造デー

筆者らはこの考えに基づき，mathematical morpholo-

A Novel Procedure to Analyze Micrographic Images Learned from Human Image-recognition Process
Yoshitaka KIMORI and Eisaku KATAYAMA
Division of Biomolecular Imaging, Institute of Medical Science, The University of Tokyo
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図1
フリーズレプリカ画像中のタンパク質分子の構造解析システム．ここでは骨格筋ミオシン頭部を対象とする．（a）システムの概要．（b）最
もよく合致したテンプレート像中のサブドメイン配置との比較により得られたレプリカ像の解釈．それぞれ，U50 (L50)は，upper (lower) 50-kD
subdomain，Nは，NH2-terminal barrel，ELC (RLC)はessential light chain (regulatory light chain)を示す．

図 1b は ATP 結合型ミオシン頭部１分子のフリーズ

タの処理
1）レプリカのシミュレーションモデル像の作成：

レプリカ像に本手法を適用した例である．ターゲット

対象への重金属シャドウィングを経てレプリカ

と選別されたテンプレートの輪郭形状およびタンパク

像が形成される過程を光照射で模し，シミュ

質表面の凹凸パターンはよく合致する．この手法によ

レーション像を作る．

り，モデルの原子座標を参照すればレプリカ像中の

2）特徴パターンの抽出：レプリカ像と同様なパ

個々のタンパク質粒子のサブドメイン配置やその微妙

ターンを抽出し，照合用テンプレートを作成す

な変位（構造ゆらぎ）まで直接推定できる可能性さえ

る．

出てきた .

3）データベースの作成：結晶構造を 3 次元空間内

本手法により，従来は組分けした多数の粒子の像を

で回転させ，1），2）の過程を繰り返すことに

平均化して初めて得られた構造情報を個々の分子につ

より，さまざまな分子の向きに対応するテンプ

いて獲得できることとなった．一方でこれは，熟練し

レートを作成してデータベースとする．

た観察者の脳内における認識過程を模したエキスパー

Ⅲ）パターンマッチングによる認識：レプリカ画像

トシステムの実例でもある．

（ターゲット）とデータベース内のテンプレートの

3. モルフォロジを用いた新規フィルタ

パターン照合を行い，最も類似するテンプレートを
検索する．出力されたテンプレートが保持する情報

3.1

モルフォロジの基本演算

によりターゲットの認識（分子の向きの推定，微細

モルフォロジは，1960 年代の後半，G. Matheron や

構造の把握など）を行う．これらの過程を別種の結

J. Serra らによって鉱物の顕微鏡写真の解析手段として

晶構造に対しても繰り返す．

考案された 4)．これは，ヒトの視覚認識では，網膜に

ⅠのセグメンテーションおよびⅠ，Ⅱの特徴パター

映る画像に基本的な幾何学的形状をあてはめていると

ンの抽出は，後述の新規画像処理理論により構築す

いう考えに基づき，画像内の形に着目した信号処理法

る．この過程においては，必要な構造情報をいかに正

である．対象画像に構造要素（Structuring Element, SE）

確に抽出し，定量的に表現するかが重要であり，分子

とよばれる基底関数を作用させる集合論的操作によ

全体の形状，サブドメインの大きさなど形の情報を直

り，画像中の構造的特徴を抽出する．

接取り扱う画像処理法が必須である．構造情報を形式

モルフォロジの基本演算は，dilation，erosion，open-

知として表現できれば，抽出したパターンの類似度に

ing，closing の 4 つである．いま，f をグレースケール

よる認識が可能となる．

の画像，g を SE とすると，dilation と erosion（図 2a, b）
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は以下のような最大，最小の演算として定義される．
Dilation: (f ⊕ g)(x) 
Erosion: (f ⊖ g)(x) 

には以下のように定義される．

max

{f(x  z)  g(z)} （1）

WTH(f)  f  fg

（5）

min

{f(x  z)  g(z)} （2）

BTH(f)  f g  f

（6）

xzF,zG

xzF,zG

ただし，f :F  E，g :G  E であり，F  EN1，G  EN1
は そ れ ぞ れ，f，g の 定 義 域 で あ る． ま た，E

N1

3.2

は

Image Rotation Mathematical Morphology

(IRMM) による新規フィルタ

(N1) 次元の Euclid 空間を表す．さらに，dilation と

しかし，バイオイメージにモルフォロジを適用す

erosion を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り opening， お よ び

る場合には注意を要する．顕微鏡などの可視化デバ

closing（図 2c, d）が定義される．

イスで捉えられた生物試料の形態は，一般に微細か
つ複雑な構造で構成されるのでそれを処理するフィ

Opening: fg  (f ⊖ g) ⊕ g

（3）

ルタにはそのような構造の特性を良好に保存しつつ
ノイズ除去，あるいは背景からの分離などを行える

g

Closing: f  (f ⊕ g) ⊖ g

（4）

ことが望ましい．しかし，通常のモルフォロジ演算
では SE の作用方向が一定のため，対象画像中に含ま

Opening 演算は，SE の領域幅より小さい極大部分を

れる多様な方向性を有する複雑な構造物に対する均

処理対象画像から除き，closing 演算は，SE の領域幅

質な処理が困難である．非均質な処理の結果として

より小さい極小部分を埋める機能をもつ．これらと元

SE の形状に依存したアーチファクトが生じる場合が

画像との差分演算により，構造特徴を抽出することが

ある．

可能である．これは，top-hat 変換（図 2e, f）とよば

われわれは，対象画像をあらゆる方向に回転するこ

れ， 極 大 の 領 域 を 抽 出 す る 場 合 は，opening 演 算 を

とにより，画像中でさまざまな方向を向く構造物の処

（WTH（white top-hat）），極小の領域を抽出する場合

理に対応できる新たなモルフォロジ演算（Image Rota-

は，closing 演算を用いる（BTH（black top-hat））．実際

3, 5)
を開発
tion Mathematical Morphology（IRMM）演算）

した．これにより，バイオイメージの特性に合った画
像処理が可能となった．
いま，対象画像 f を構造要素 g で処理する場合を考
える．ここで，g に対して，f を角度（180i/N）度ご
とに回転する（i  0,1,,N1）
．N は 180 度を等分し
た数である．すなわち各角度ごとに処理された N 枚
の画像 ( fi ) セットを用いて演算を行う．この opening

および closing 演算は以下の最大，最小演算として定
義される．
Opening: hO(k,l)  max[h0(k,l), h1(k,l),,hN1(k,l)]（7）
N1
Closing: hC(k,l)  min[h0(k,l), h1(k,l),,h (k,l)] （8）

こ こ で，hi は 画 像 fi を g で opening し た 結 果，hi は

closing した結果である．(k,l) は画素の座標を示す．
ここでは，既存の演算を上述の定義で再構築する．

図2
構造要素 g によるモルフォロジ演算．基本演算である dilation（a）
，
erosion（b）
，opening（c）
，closing（d）および，Top-hat 変換（WTH
（e）
，
BTH（f）
）の結果を示す．黒い実線は元画像の輝度値のプロファ
イル，
灰色の領域は演算結果を示す．Dilation では SE の幅だけ膨張し，
erosion では収縮する．Opening では，SE の幅より狭い凸領域が除去
され，closing では，凹領域が埋められる．WTH（BTH）では，opening（closing）によって除去された（埋められた）領域を抽出する．

従来のモルフォロジ演算として，opening と closing
を組み合わせた，open-closing(OC) 演算，close-opening
(CO) 演算がある．さらに，これらの演算を線形結合
した頑健な平滑化フィルタとして LOCO(Linear combination of OC and CO) フィルタ 6) が知られる．しか
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し，上述の理由で結果にアーチファクトが生じる場合
がある．そこで，OC，CO 演算を上記の定義で書き
直し，それぞれ hOhC, hChO とすると，これらを線形結
合したものは，以下のように表される．
SF  (hOhC)/2  (hChO)/2

（9）

本論文では，これを平滑化フィルタとして用いる．
図 3 は LOCO フィルタと式（9）による平滑化処理
の結果を比較した例である．図 3a では SE として直
線， 図 3b で は 正 方 形 を 用 い た． い ず れ も，LOCO
図3
従来のLOCOフィルタと新たに提案したフィルタを用いた平滑化処
理の比較．（a）直線状SE（111画素）を用い，元画像
（165165画素）を処理した結果．（b）正方形SE（1111画素）
を用い，元画像（125125画素）を処理した結果．

フィルタの結果には SE のアーチファクトが現れたが，
提案フィルタによれば良好な平滑化が実現した．特に
図 3b の場合，提案フィルタを用いれば物体の輪郭形
状は良好に保存されることがわかる．
またここでは，top-hat 変換も IRMM で定義して特
徴パターンの抽出に用いた．すなわち，

4. 光学顕微鏡視野中の粒子の自動追跡を可能にする
画像処理法

WTHIRMM(f)  f  hO

（10）

BTHIRMM(f)  hC  f

（11）

生物物理学や細胞生物学などの実験において，細胞
内部あるいは表面の微粒子の動きを光学顕微鏡で捉
え，その軌跡に沿って速度を測るなどの必要性がしば
しば生じる．この場合も，時系列画像中から対象を特
異的に抽出するための適切な処理がなく，対象粒子の

このように，モルフォロジは処理対象画像と SE と

自動追跡は容易ではなかった．

の集合演算で定義されるため，SE の選び方により同

ここで，従来の追跡法を適用し易い画像に変換する

一の演算結果が変わる．対象の形状，顕微鏡などの

ため，予め IRMM 処理による補正手法を述べる．

分解能を考慮のうえ処理目的に合致する SE を設計す

図 4a は培養細胞の化学固定処理の時間経過を対物

ることで，従来よりも効果的な処理が実現できる．
たとえば前節では，サブドメインで構成される分子

外アポディゼーション位相差顕微鏡 7) により捉えた

表面の凸状構造を抽出したが，その際，レプリカ像

動画像の連続フレームである（加藤薫博士：未発表

の空間分解能を考慮して 1 辺が 2 nm の正方形を SE

データ）
．その画像中から，矢印で示すようなサイズ

とし，WTHIRMM によって抽出した．画像の種類や抽

と形状の粒子を以下の手順で抽出した．

出パターンの違いに応じて SE の大きさ，形状の選択

1）平滑化による，ノイズや不要な構造物の除去．

で柔軟に対処できれば，バイオイメージ中の 目的と

2）円盤状 SE を用いた WTHIRMM による特徴構造（粒
状物体）の抽出．

する情報を特異的に抽出し，定量的に評価し，わか

3）閾値処理によるセグメンテーション．

りやすく提示する 汎用かつ頑健な解析システムが実

図 4b は図 4a 中の矩形領域の拡大像である．各列

現可能である．

左が元画像，中が IRMM 処理により抽出した粒子，
右が閾値処理によるセグメンテーションを施した粒
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顕微鏡画像に適した新たな画像処理法

図4
IRMM 処理により細胞内で運動する粒子を検出した例．
（a）動画像中の 1 フレーム（0 秒）の全体像．注目した粒子を矢印で示す．
（b）
．
（a）の
矩形領域における粒子の抽出．元画像（左端）
，粒子領域の抽出結果（中）
，2 値化による粒子領域のセグメンテーション結果（右端）
．
（c）抽
出した粒子の移動軌跡．

子を示す．第 1 列を開始点（0[Sec]）として，第 2-4

5. まとめ

列はそれぞれ，12 秒後，20 秒後，44 秒後（グルタル
アルデヒド注入直後）の画像である．時系列に沿っ

数学的基盤に裏打ちされたモルフォロジに基づく

て対象粒子の形状，輝度，背景とコントラストなど

IRMM フィルタを用いれば，環境によらない頑健な

が微妙に変わり，特に固定剤注入時には shading 状態

画像処理法が実現する．SE という単純な図形でどの

が大きく変化するにもかかわらず，対象粒子は良好

ような画像でも適切に処理できるため理解が容易で，

に抽出できた．このレベルの画像に変換すれば，従

ファジーなバイオイメージを対象とする演算や処理結

来の追跡手法が適用でき，粒子画像の 2 値化と自動

果に関する客観的な議論が可能となる．もちろん可視

認識が可能となる．2 値化画像中，各粒子の占める面

化デバイスの種類には依存しない．

積はその定義域であり，2 次元領域の重心が粒子の存

バイオイメージを取得する手法の発展とともに，そ

在位置を表すため簡単な計算で粒子の正確な位置を

の画像を定量的に取り扱える形に変換し，ノイズに埋

求められる．

もれた情報をわかりやすく表示する必要性はますます

さらに図 4c で粒子の軌跡を求めた．時系列に沿っ

大きなものとなるであろう．ヒトの視覚認識の特性を

たすべての粒子抽出画像を平均化して 2 値化し（左）
，

生かしたわれわれの解析手法は，その流れを汲む有力

その画像をスケルトン処理

8)

した（右）．スケルトン

なツールとなり得る．

処理は図形の中央線を抽出するため，粒子の重心の軌
跡を求めることができる．p が観測開始，q が固定後

謝

辞

本手法は科学技術振興機構（JST）の先端計測新手

の最終位置である．
する粒

法開発事業の一環として開発したものです．加藤薫

子には適用できない．その場合には従来のパターン

博士（産業技術総合研究所）には，未発表データの

マッチング法を用いるが，移動軌跡（存在領域）のみ

使用をお許しいただきました．ここに深く感謝致し

を探索すればよいので，処理時間の短縮，ミスマッチ

ます．

この方法は，軌跡が交差して重なる

酔歩

ングの低減ができる．
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フリーズレプリカ法
freeze-replica method
液体ヘリウムで１ミリ秒以内に生体材料を凍結固
定し，真空中で表面をナイフ割断，氷を昇華後に
ロータリー・シャドウィングを施す．そのカーボ

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

ンレプリカを透過型電子顕微鏡で観察する．2 nm
を越える分解能で，溶液中あるいは細胞内におけ
る個々のタンパク質粒子の高コントラストの実像
を得られる．（125 ページ）
（木森）
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CRKII
タンパク質の立体構造の絵を見ていると，多く
の場合は立体構造全体にわたって規則性がみつか
る．2 次構造を矢印やマカロニで表示することで，
規則性が強調されている．しかしすべてのタンパ
ク質がすべての部分で，そのような規則的構造を
もっているわけではない．ここに示す CRKII では，
タンパク質間相互作用ドメインとして有名な SH2
と SH3 ドメイン部分以外は，ほとんど 2 次構造が
見られない．左上にある 2 次構造の集まりが N 末
端側に存在する SH2 ドメイン，続いて左下が SH3
ドメイン（nSH3），最後に右下がもう 1 つの SH3
ドメイン（cSH3）である．その他の部分に規則的
な構造が見られないからといって，それらの部分
が生体中でふらふらしているとはかぎらない．少
なくとも nSH3 と cSH3 とではさまれた空間に存在
する部分は，定まった構造を取っていることがわ
かっている．
CRKII は，細胞内シグナル伝達ネットワークに
登場するタンパク質である．ネットワークの上で
は，チロシンキナーゼでリン酸化されるレセプタ
と低分子量 G タンパク質のエフェクタとをつない
でいる．シグナルのオンオフは，nSH3 と cSH3 と
ではさまれたループのリン酸化に依存する．SH2
ドメインがリン酸化されたレセプタと相互作用す
るときにシグナルはオンに，自分自身のチロシン
がリン酸化されるとドメインの配置をごっそり変
えて，SH2 がそのリン酸と相互作用し，シグナル
がオフになるらしい．つまりレセプタのリン酸化
部位とそっくりの構造を自分自身の中にもってお
り，SH2 ドメインがどちらと相互作用するかで，
シグナルが切り替わる巧妙な仕組みになっている．

CRKII をコードする遺伝子からは，選択的スプライ
シングによって CRKI とよばれる異なるドメイン
構成のタンパク質が転写翻訳される．nSH3 ドメイ
ンの直後に C 末端があり，リン酸化部位をもたな
い短いアイソフォームである．リン酸化部位がな
いために，このアイソフォームはシグナルをオフ
にする機構をもたない．このこととガン化した細
胞の形態異常とには関係があるらしい．微妙なス
イッチ機構に細胞の運命がかかっている危うさを
感じる（PDB1) ID: 2eyz2)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Kobashigawa, Y., Sakai, M., Naito, M., Yokochi,
M., Kumeta, H., Makino, Y., Ogura, K., Tanaka,
S. and Inagaki, F. (2007) Nat. Struct. Mol. Biol.
14, 503-510.
(J. K.)
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第16回IUPAB国際会議報告
永山國昭

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター

共同開催の経緯

今回米国 Long Beach で行われた IUPAB Congress の
正式名称は長い． The Joint Biophysical Society 52nd Annual Meeting and 16th IUPAB International Biophysics Congress ．2 重の意味でこの joint meeting は IUPAB にとっ
て苦い歴史の 1 頁になったようだ．1 つは，アメリカ

回はまったく逆となり，米国外の招待講演者が 30%

一国の生物物理の圧倒的パワーを見せつけられたこ

強となった（120 人中 36 人）
．その結果，いつもなら

と．もう 1 つは IUPAB 傘下の加盟国の参加が少なかっ

日本には 10 人以上の招待があったが，今回は 3 人に

たこと．一言でいえば，常に 5,000 人以上の参加人数

留まった．アジアからはこの他に中国から 1 人のみ．

を誇る米国 Biophysical Society（BS）年会に平均 1,000

いつも相当数の招待講演者を出すドイツ，英国ですら

人程度の参加者しかいない IUPAB が飲まれたという

それぞれ 11 人，8 人であった．これは，21 あったシ

ことである．もちろん開催当初からこの危険性は予想

ンポジウムがほとんど例年の BS 年会と同じで形で行

された．そして現実に IUPAB の影はきわめて薄かっ

われたためである（各シンポジウムのオーガナイザー

た．

に人選すべてを一任）
．IUPAB はもちろんこのプログ

IUPAB の米国招致は BS による長年の期待であった．

ラムに不満でクレームを付けたが，結局 2 月 2 日（土）

しかし，多くの国が上記のことを予想したため実現が

初日のサブグループ会合（9 つの会合）に多くの外国

遅れた．BS では，学会員の 1/4 が外国人会員であり，

人（非米国勢）を招待することで調整が図られた．最

また年会発表者の半数以上を留学生が占めるので年会

終的に総参加者 5,500 人，口演，ポスター総発表数

自体が国際的である．しかし，BS と IUPAB の国際性

3,600，参加国数 52，企業などの出展数 200 であった．

はある意味でまったく正反対である．BS は，世界の

年会のプログラムと第 16 回 IUPAB 大会

トップレベル研究が競う意味の国際性であり，IUPAB

上に述べたように，2 月 2 日〜 2 月 6 日開催の会議

は傘下 50 カ国それぞれが自分たちのレベルを示すと
いう意味の国際性である．両者のこの性格の違いが，

内容紹介は通常の BS 年会を紹介することにほとんど

共同開催の運営すべてに影を落とし問題を生んだ．

等しい．しかし，それにも意味があると思われるので

両学会の共同プログラム作成時に特にこのことが鮮

（私にとっては BS 年会がなぜかくも多大な国際性を

明に現れたようだ．過去の IUPAB 会議では，地域，

獲得しえたかのヒントが得られた）
，あえて筆を起こ

国別バランスをある程度考慮し，米国勢といえどもシ

そう．
BS 年会の学術イベントは次の 6 つからなる．①サ

ンポ招待講演者は 30% を超えることはなかった．今

Report of the 16th IUPAB Congress, Long Beach
Kuniaki NAGAYAMA
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences (NINS)
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ブグループ会合（8 件），②シンポジウム（21 件）
，③

全体的に見て，BS は分子ではチャネルが強く，ま

ワークショップ（3 件），④シンポジウム（4 件）
，⑤

た膜関連の生物事象研究もさかんである．プログラム

プラットフォーム（60 件），⑥ポスター（3000 件）
．

を見ても IUPAB らしさはわずかに 3 つの事柄に反映

①は，20 〜 30 分講演，②は 30 分講演，③が 20 分講

されたにすぎなかった．1 つは初日（2 月 3 日）と最

演， ④ が 15 分 講 演 で あ る． サ ブ グ ル ー プ 会 合 は，

終日（2 月 6 日）に企画された IUPAB 理事会．この

Bioenergetics, Molecular Biophysics など BS 傘下の分科会

間に大事業である IUPAB 総会が挟まって，新旧の理

の独自会合で，初日（2 月 2 日）に集中した．シンポ

事交代があった．3 つ目は IUPAB が賞金を出してい

ジウム，プラットフォームなどは 2 日目（2 月 3 日）

る 3 つの賞とその関連受賞講演であった．

から 4 日間開かれた．プログラムは，朝 8:15 から夜

まず IUPAB 総会がなぜ大事業であるかを説明しよ

8:00 とタイトである．

う．IUPAB 加盟団体（日本は学術会議の IUPAB 分科

しかし，講演だけが BS 年会の人気の秘密ではない

会が加盟団体）50 弱の代表（拠出金額によりカテゴ

（BS 会員数は 8,000 人とのこと）．会員のメリットに

リー 1，2，3 にわかれる．1 は 3 名分投票権を，2 は

なる各種の非学術イベントが用意されていた．①各大

2 名分，3 は 1 名分をもつ）が一堂に会し，IUPAB 事

学院における生物物理研究の紹介ブース，②グラント

業の報告，会計報告を受け承認する．その後，理事

を取るための工夫とアドバイス，③アカデミックポジ

17 名（会長 1，次期会長 1，事務局長 1，会計担当 1

ションを得るためのアドバイス，④生物物理学教育の

を含む）を改選する．これが 3 年毎に行われる．民主

コース，⑤旅費支援プログラム，⑥各種賞の表彰式，

的ルールにのっとっているがそのやり方は外交ベテラ

⑦国際的共同研究のすすめ．こうした活動は，BS が

ンのイギリス流を踏襲している．日本からは 3 名の代

日常業務を行う強力な事務局を保持していることの証

表（曽我部，難波，原田）そして ABA（今回初めて代

拠で，事実，同時開設された BS 事務局には常に 2 〜

表派遣）代表 1 名（柳田）であった．2/4 の午後 3 時

3 人の専従職員がいた．

間かけた総会で北京 IUPAB Congress までの次期理事

3600 件の発表の全部はお伝えできないので，シン

会体制が固まった（IUPAB 会長：永山國昭，次期会長：

ポジウム名やワークショップ名をあげることで全体の

Gordon CK Roberts， 事 務 局 長：Cris dos Remedios， 会

傾向を見ていただきたい．

計：Patrick Cozzone）
．
IUPAB の 賞 は，A. Katchalsky 賞，A. Engstrom 賞，

The Biophysics of the Immune Response, Mechanoenzymes,

Ramachandran 賞で Katchalsky 賞は，BS 大会賞（National

Membrane Protein Structure: Freed from the Lattice, Putting

Lecture Award）抱き合わせで R. Kornberg（2007 年ノー

the Move on Myosin, Structure-Function of Oxidative Path-

ベル賞）が受賞し，2/4（中日）の夜，9:00 から 1 時

way Proteins, Driving Forces in Macromolecular Binding,

間の講演が行われた．Engstrom 賞はハーゼル，バイオ

EGF Receptor Signaling and Networks, Modeling the Mem-

センターの U. Aebi が受け，Ramachandran 賞はインド，

brane, Single Molecule Biophysics, Structural Genomics: A

タタ研究所の G. Govil が受け，共に 2/5 に講演を行っ

Discussion, Translation and the Translocon, Imaging and

た．Kornberg の講演に人気があり，1,000 人以上の聴

Controlling Cellular Dynamics in vivo Using Light, RNA in

衆が集まった．しかし，Govil の講演は不人気で 100 人

Action, Ca



以下の参加であった．

Signaling: From the Plasma Membrane to the

Nucleus, Structural Refinement and Modeling Guided by

共同開催の功罪

Low-Resolution Experimental Data, Collective Motor Dy-

2005 年のモンペリエでの欧州生物物理学（EBSA）

namics in Cell Division, Non-conducting Functions of Ion
Channels, Voltage-dependent Proton Channels Come of Age,

連合およびフランス生物物理学会との共同開催の成功

Mechanisms of Exo- and Endocytosis, Awards Symposium/

は，Long Beach ではついに再現されなかった．2005

Engstrom Lecture, Inactivation and Desensitization Mecha-

年は IUPAB と EBSA のスケールバランスがよかった

nisms in Ion Channels, From Protein Crystals to Amyloid Fi-

が今回は BS があまりにも巨大すぎかつ独自の組織原

brils: Condensed Colloidal Phases in Biology, Damaged Pro-

理をもっていたためであろう．やはり彼我の力の差を

teins̶Structural and Biological Consequences, Allostery and

認めざるを得ない．

Dynamics in Protein Function, ABC Transporters: Molecular

しかし，今回の経験は次回 2011 の北京の共同開催

Structures and Mechanisms, Nucleic Acid-based Motors, The

に生かせるはずだ．IUPAB 2011 は中国生物物理学会

Physics of Protein Folding/Unfolding

および北京生物物理学研究所との共同共催，ABA と
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図1
2005〜2008期のIUPAB執行部（Smith会長，Olson副会長，永山副
会長，Garnier前会長，Parak事務局長）．
（中国生物物理学会事務局
からの私信）

図2
北京で行われたIUPABとBiophys. Soc. China (BSC)のIUPAB Congress
2011のための覚書調印式．
（中国生物物理学会事務局からの私信）

の協催である．1978 年の奈良 IUPAB Congress 以来 2

期を逃さず日本が先頭に立つアジアの生物物理学を

度目のアジア開催である．新会長に選ばれた私として

作って行きたい．それが必ずや 2011 北京での共同開

は，是非成功させたい．幸い，次期事務局長も ABA

催の成功へと導くと信ずる．

加盟国オーストラリアの Remedios である．ABA 関係
者が 2 人 IUPAB の中枢にいるのだから，これから 3
永山國昭（ながやま くにあき）
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター教授
連絡先：〒 447-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山 5-1
E-mail: nagayama@nips.ac.jp

年間中国と親密な連携が取れるはずだ．しかも 2014
年の IUPAB Congress もオーストラリア，ブリスベン
で開かれる．ともかくアジアの風が吹いている．この

談
話
室
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風来坊 K（flik）を巡る論争

コ

ある会合で県立広島大学の相沢さんとお話しす
る機会があった．バクテリアのべん毛フックの長

問題である．最近私自身も，器官のサイズ制御に
かかわる論文を訳出したばかりである 1)．

さ制御機構を巡る論争についてである．相沢さん

以下の記事は字数制限のため事情通以外には多

の標的の 1 つは大阪大学の難波さんのグループ

少難解かもしれない．興味をもたれた方は引用さ

だったので，それならばぜひ思いの丈を「生物物

れている本会誌の記事や原著にあたっていただき

理」に寄稿してくださいとお願いした．相沢さん

たい．これを機会に，会員諸氏が常日頃気になっ

の原稿を受け取ったあと，問題点を鮮明にするに

ている生物物理学的問題を本誌 エコー か 談

は難波グループのコメントが必要だと感じ，相沢

話室 に寄稿していただき，活発な誌上論争を展

さんの了解を得て難波グループへコメントを依頼

開されるようお願いしたい．そうした活動こそ日

した結果が以下の 2 つの記事である．個体，器

本の生物物理学のレベルアップにつながるはずで

官，細胞，そしてオルガネラなどのサイズがどの

ある（注）
．

ように制御されているのかは，私が学生の頃から

（名大医細胞生物物理 曽我部正博
（前編集委員長）
）

話題になっている生物物理学的にきわめて面白い

風来坊 K の迷走
この数年バクテリアのべん毛フックという小さ

（1）長さ分布についての疑問．野生型フックの長

な構造をめぐって，表面的には静かだがその実ド

さは 55/6 nm でほぼガウス分布に近い．この

ロドロした論争がくりひろげられている．発端

標準偏差が平均値の 10% にも及ぶところが問

は 2001 年にわれわれが Science に発表した論文

題なのだ．この値は実験誤差を超えており，あ

（また同年「量による長さの決定機構」と題して

いまいさがこの系のもつ特性であるといえる．

2)

日本生物物理学会誌に書いた解説記事

3)

である．

果たしてこのような系にモノサシが必要だろう

べん毛のモーターと線維をつなぐフックは長さが

か？ ちなみに RNA 分子をモノサシとしてい

約 55 ナノメートルに制御されている．fliK（フラ

る TMV（タバコモザイクウィルス）の長さの

イケー）という遺伝子が壊れると長さの一定でな

標準偏差は 1.5% である．

いフックができる．当時 fliK の遺伝子の長さ制御

（2）分泌に関する疑問．FliK は菌体外に分泌され

に関する役割がよくわからなかったので，私は音

る．これがモノサシ説の強力な根拠となってい

を文字り冗談半分に「風来坊 K」と名付けた．

るのだが，分泌できない変異体 FliK でも長さ

2003 年，この風来坊 K（の仲間）がモノサシであ

制御が可能である（この論文 6),7) が無視され続

るとバーゼル大学のグループ 4) がいい出してから

けているのはなぜだろう？）
．

論争が始まった．

（3）伸び切ったペプチド鎖の疑問．モノサシ説で

本誌 4 月号トピックス欄に「分子物差しと分子

はフックの中心の穴に FliK があり，フックの

時計による細菌べん毛タンパク質の輸送特異性ス

先端のキャップタンパク質にくっついている．

イッチ機構」と題して南野徹くんがその状況を書

フックが伸びるとペプチドが伸びきって細胞内

いた 5)．しかし，残念ながら私たちの最近の論文

部に残っている C 端ドメインにシグナルを送

は引用されてないし，遺伝学的あるいは生化学的

り，輸送装置のゲートの開閉を促す．すべてブ

な間接的データーをもとに議論しているので，一

ラウン運動の中で行われるこの事象でペプチド

般会員に問題の本質が見えないのではないかと危

が伸び切ることがありうるのか？ いったいど

惧する．ここですでに議論されたデーターを蒸し

んな力が働いているのだろう？ 基本的なペプ

返したのでは，単なる水掛け論に陥ってしまう．

チドの在り方に認識の違いがあるようだ．

そこで，もっと生物物理学観点から問題を分析し
てみたい．

こうしてみると結局論調がモノサシ説の攻撃に
しかならないのだが，それはモノサシ説が具体的
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な分子モデルとして提案されているからだ．一

る制御はすべてタンパク質輸送の時点で細胞内で

方，カップモデル説（フック・タンパク質が分泌

制御されているに違いないという思い込みはある

前に一度 C リング内に蓄えられるという説）の

ものの，私は自分のモデルに拘泥しない．本当の

ほうは当初から分子モデルが描けていない．細胞

メカニズムを解明するためには風来坊 K の姿形

内に関する実験証拠が少ないので性急なモデル作

をはっきりと見ることと細胞内での挙動を明確に

りを控えているからだ．現段階ではどちらのモデ

する必要がある．相変わらず悩ましいヤツであ

ルも間違っている可能性がある．べん毛はその大

る．

部分が細胞外構造体であるから，その構築に関す

（県立広島大学 相沢慎一）

K くんの地道な足取り
前編集委員長から相沢さんのコメントに対し

質を示唆していると考えるのが妥当であろ

て議論する機会をいただいたので，手短にわれ

う．FliK が TMV-RNA のような常時滞在型物

われの感想（コメント）を記す．こうした公開

差しでなく，ロッド・フックの軸に沿った

の場での議論のやりとりは，べん毛研究最前線

チャネル内を数分子が輸送される際に，それ

の一端を皆さんに知っていただけるのでとても

ぞれが一時滞在してロッド・フックの長さを

ありがたい．

測るという仕組みだからこそ有意な分布がで

K くん（FliK）についての論争は相沢さんが
いうほど「ドロドロした」ものではなく，関係

きるという説明は，生物物理学的におかしい
だろうか．

するグループおのおのが実験を積み重ねること

（2）分泌されない変異体 FliK は確かにある程度

で謎を解こうと，地道に科学研究のまっとうな

の長さ制御能力を示すが，野生型 FliK に比べ

道筋を辿っていると思う．まず，本誌 4 月号ト

てその制御能力は低く，フックの長さ分布は

ピックス欄にわれわれが書いた「分子物差しと

大きな広がりをもつ 7)．この定量的な違いが

分子時計による細菌べん毛タンパク質の輸送特

メカニズムの本質を示していると思う．フッ

異性スイッチ機構」 は，印刷時期が相沢さん

クの長さは，べん毛タンパク質輸送装置の構

たちの最近の論文 6) の発表時期より早かったた

成 タ ン パ ク 質 の 1 つ flhB が FliK の C 末 端 ド

めに，残念ながら論文を引用できなかった．し

メインと相互作用することにより，ロッド・

かもこの論文の実験結果は見事に FliK の物差し

フック型輸送基質の輸送を止めて繊維型輸送

機能を示しているので，間に合えば是非引用し

に切り替え，フックの成長が止まることで決

て議論したかった．論文のタイトルにも

inter-

まる．分泌されない変異体 FliK でもある確率

とは， 分泌が観察

でこの相互作用は起こるが，分泌された場合

でもその長さに依存して

とは違ってフックの長さ情報に依存しないた

フックの長さが決まるという実験結果の解釈で

めに長さ制御が甘いと考えればよい．相沢さ

あるが，問題は，分泌された FliK と同様に細胞

んはこの論文も無視され続けているといわれ

内 FliK も観察されておらず， internal

るが，少なくともわれわれの論文 8) ではその

5)

nal ruler

とある． internal

されない変異体 FliK

である

ことをしっかり議論した．

ことが実験で示されていないことである．

相沢さんの「生物物理学観点からの問題分析」 （3）ロッド・フックの中心を貫通するチャネル
の中で FliK のペプチド鎖が伸びきることがあ

の各項目については，
（1）フックの長さは TMV やファージ尾部の長

るのかという問いについては，全長が完全に

さと異なり平均長の 10% ほどの分布をもつ

伸びた状態ではないというのが正解であろ

が，FliK の変異，発現量，分泌量など，さま

う．相沢さんたちの計測した部分の物差しの

ざまな因子によってこの長さ分布の幅は変化

スケールは 1 残基あたり約 0.2 nm2) で， ヘ

する．相沢さんたちの成果も含む多くの実験

リックスより少し伸びた状態に相当する．他

結果が示すこの特徴が，そのメカニズムの本

の部分はもっと伸びている可能性も高い．直



目次に戻る
生

物

物

理

Vol.48 No.2（2008）

径 2 nm のチャネルは  ヘリックス 1 本通る

2)

のが精一杯で，その束縛条件と，根元の輸送
装置による輸送基質タンパク質の解きほぐし
により，チャネル内でペプチド鎖が伸びた状
態にあることは間違いない．FliK の場合は N

of the Type III Export Apparatus. Science 291, 2411-2413.
3)

相沢慎一 (2001) 量による長さの決定機構．生物物理
, 302-305.

4)

Journet, L., Agrain, C., Broz, P. and Cornelis, G. R. (2003)
The needle length of bacterial injectisomes is determined by a

末端側の約 300 残基が物差しとして働けるの
で，ロッド・フックの全長 90 nm を測れる程
度に FliK が伸びることは物理的に不可能では

molecular ruler. Science 302, 1757-1760.
5)

6)

1404-1415.
7)

きを見ることが必要なのはいうまでもない．た

Hirano, T., Shibata, S., Ohnishi, K., Tani, T. and Aizawa,
SI. (2005) N-terminal signal region of FliK is dispensable
for length control of the flagellar hook. Mol. Microbiol. 56,

だ，細胞中のべん毛基部体と相互作用する姿を
鏡など，現在利用可能な最先端イメージング法

スイッチ機構．生物物理 , 259-263.
Shibata, S., Takahashi, N., Chevance, F. F. V., Karlinsey,
flagellar hook length as an internal ruler. Mol. Microbiol. 64,

れるとおりである．まだまだ検証すべき実験が

見ることは，1 分子光学計測や極低温電子顕微

徹，守屋奈緒，難波啓一 (2007) 分子物差しと

J. E., Hughes, K. T. and Aizawa S.-I. (2007) FliK regulates

も否定もされた訳でないことは相沢さんのいわ
必要である．細胞内や分泌中の K くんの姿と動

南野

分子時計による細菌べん毛タンパク質の輸送特異性

ない．
物差し説も計量カップ説も，まだ完全に証明

Makishima, S., Komoriya, K., Yamaguchi, S. and Aizawa,
S.-I. (2001) Length of the Flagellar Hook and the Capacity

346-360.
8)

Moriya, N., Minamino, T., Hughes, K. T., 3, Macnab, M. T.
and Namba, K. (2006) The type III flagellar export specific-

によってもきわめて困難な課題であり，答えを

ity switch is dependent on FliK ruler and a molecular clock.

得るまで地道な挑戦を続けるしかない．確かに

J. Mol. Biol. 359, 466-477.

悩ましいヤツである．
（阪大生命機能 南野 徹，守屋奈緒，難波啓一）
文
1)

（注）実は誌上論争は難しい．南野さんらのコ
メントを読めば，当然相沢さんにも再反論した
い箇所が出てくるからである．しかしこれでは

献
曽我部正博 (2007) 器官のサイズは力学で決まる？
（訳）／細胞のメカノセンサーとメカノバイオロジー
の黎明（解説）．Parity（パリティ）, 37-41.



きりがないので，今回は相沢さんに大人になっ
てもらって再反論はお控えいただいた．興味あ
る方はご本人に直接連絡されたい．
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代の生命科学を担う優秀な若手研究者や技術者を育成
し，これまでにない新たな生命科学フロンティアを開
拓するためのブレークスルーを求めて，異分野融合研
究をめざして集結しました．大学院の英語名にはその
思いが込められています．幸い，研究科創設と同時に

支 部 だより

8 階建て総床面積 8,000 平米のナノバイオロジー研究
棟を建設する予算が得られ，2004 年 3 月に完成しま

近畿地区からのたより

したので，柳田研は道を隔てた医学研究科から，難波
研は京都府最南端の精華町にある松下電器産業（株）
先端技術研究所から，それぞれ研究室を移転し新たな
環境で研究活動を開始しました．ナノバイオ棟では他
に，レーザー分光などを駆使して非平衡系での秩序形
成などにアプローチする木下研，真核生物細胞の核と
細胞質間の物質情報伝達を研究する米田研，光受容細

近畿地区には実は生物物理学会の支部がありませ

胞の細胞内情報伝達機構を研究する河村研，フェムト

ん．阪大，京大をはじめ数多くの生物物理関係者が集

秒レーザーによる非線形フォトニクスを駆使して生体

結しており，国内外で活発な活動をしていますので，

分子の超高感度センシング技術を研究する井上研，顕

地域内での活動が必要ないためだと思われます．一方

微鏡イメージングと分子遺伝学により細胞核の機能構

で「生物物理若手の会」には大阪，京都，神戸の 3 カ

造とダイナミクスの解明をめざす平岡研，脳の神経回

所に支部があり，横のつながりは若手の会が担ってい

路形成の細胞・分子メカニズムを研究する山本研な

るようです．今回の支部だよりは，阪大生命機能研究

ど，生物物理に何らかのかかわりをもつ研究室が活動

科ナノバイオロジー棟に研究室をもつ柳田研と難波研

しています．そして，IL6 とその受容体の働きから関

の活動についてご紹介していただきます．（神戸大

節リウマチ向け抗体医薬の治療効果までを研究する西

浜田大三）

本・岸本研も，寄付講座として居を構えています．

歴史的には，生物物理学会創設後まもなくの 1967 年

柳田研では，光学的 1 分子ナノ計測およびナノ操

ごろに，阪大に基礎工学部生物工学科が，京大には理

作技術の開発と応用をおもな研究戦略とし，遺伝子改

学部生物物理学科が創設され，生物物理関連分野の研

変技術を組みあわせて，筋収縮や細胞運動にかかわる

究者が集結するきっかけとなりました．そのころ，何

分子モーターの動作メカニズムや，細胞内情報伝達に

か「おもろい」研究をやりたいと集まった学生達が，

かかわる分子群のイメージングによる動態と情報伝達

その後の生物物理学会やその関連分野で活躍してきま

処理のしくみの解明をめざした研究を進めています．

した．しかし，すでにその多くが数年後には停年退職

また，脳がきわめて低いエネルギーレベルで動作し，

年齢になるという時期を迎えています．われわれが学

複雑な環境下で柔軟に情報処理を行うしくみの解明を

生時代に感じた若い学科の熱気はつい昨日のことのよ

めざして，脳活動の動的時空間パターンの非侵襲計測

うですが，これも時代の流れです．

法の開発や理論解析を行っています．生物工学科の大

生物工学科は，生物物理学，脳神経生理学，計測制

沢研時代から始まった 1 分子動態計測や操作の技術

御工学，数理生物学などを専門分野とする研究室が集

開発により，柳田グループは常に世界に先駆けて，

まり，異分野融合をめざした研究と教育を推進しまし

個々の生体分子の動きや相互作用，そしてその上で起

た．学生にとっては学ぶべきことが多くて大変でした

こる化学反応まで捉えることに成功してきました．

が，さまざまな分野で活躍している大勢の卒業生を見

1 分子サイエンスという研究分野を新たに開拓し，そ

ると，この無謀にも見える試みがよかったのだろうと

して常に牽引してきたといえます．アクチンとミオシ

思います．そして阪大は 2002 年に，当時の岸本忠三

ンが相互作用して力を発生する分子モーターでは，ミ

総長の命により，生命機能研究科という学部のない大

オシン頭部がアクチン繊維のサブユニット周期である

学院を創設しました．当時，創設 20 年を迎えた細胞

5.5 nm 間隔で前後にステップしながら一方向へ進む

生体工学センターを母体として，医学研究科，基礎工

ようすや，ATP 加水分解サイクルの間に複数のステッ

学研究科，理学研究科，工学研究科，蛋白質研究所，

プを踏むことを可視化し，アクトミオシンがブラウニ

微生物病研究所などから集まった 24 グループが，次

アンモーターであることを明らかにしました．また，
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さまざまな細胞信号伝達処理にかかわる膜タンパク質
受容体について，それらの細胞膜上での動態を可視化
すると同時に細胞自体の挙動を観察する手法を実現
し，信号伝達処理のメカニズムにゆらぎの果たす役割
を明らかにするなど，そのメカニズムの解明に大きな
貢献をしました．
難波研では，X 線回折や極低温電子顕微鏡像解析に
よる生体超分子の高分解能立体構造解析の技術開発と
応用をおもな研究戦略とし，やはり遺伝子工学技術や
遺伝学的・生化学的手法，そして 1 分子光学ナノ計
測法も組み合わせて，細菌べん毛のように数多くのタ
ナノバイオロジー棟

ンパク質で構成され複雑な動作をする生体超分子ナノ
マシンの自己構築や動作の仕組み，そして高効率エネ
ルギー変換の仕組みの解明をめざした研究を進めてい

ンデアワールス結合などの弱い非共有結合であるた

ます．細菌べん毛モーターは膜を横切るプロトン（あ

め，立体構造そのものが室温の熱エネルギーで大きく

るいはナトリウムイオン）の電気化学ポテンシャル差

ゆらいでいます．この原子レベルの高精度と高い柔軟

をエネルギー源として回転します．細胞膜内で回転す

性を両立する構造が，高効率エネルギー変換の基盤で

る 直 径 40 nm 程 の 回 転 子 リ ン グ の 周 囲 に プ ロ ト ン

あるに違いありません．そこで，X 線回折や極低温電

チャネルである固定子複合体が集まり，プロトンの流

子顕微鏡像解析を組み合わせて生体超分子ナノマシン

れによって両者の相互作用が起こってトルクが発生し

の立体構造をできる限り高分解能で解明し，光学ナノ

ますが，このプロトン駆動力が膜電位換算で 25 mV

計測でその動きやプロトン流をモニターし，それらを

程度にまで下がっても，つまりエネルギーレベルが

もとにして動作のしくみを解明しようとしています．
生物分子機械システムは，人工機械では実現できな

kBT，すなわち熱ノイズレベルに近づいても一方向に
回転します．この分子機構に生体超分子ナノマシン

いような高い自律性と柔軟性を持ち，高い効率で働い

の，ひいては生体の高効率なエネルギー変換の仕組み

ています．そのユニークな特性を実現するメカニズム

が隠されているに違いありません．タンパク質分子は

と構築原理を明らかにして，インテリジェントでかつ

原子を部品として作られたナノマシンであり，構成原

きわめて低いエネルギーレベルで動作するナノデバイ

子の高精度立体配置を基盤にして，信号伝達やエネル

スやナノシステムを実現することが，未来社会に向け

ギー変換のための分子認識，分子間相互作用を実現し

た柳田研や難波研の夢でもあります．
（大阪大学大学院生命機能研究科

ますが，立体構造を形成して原子立体配置を安定化す

難波啓一

生命機能研究科 HP：http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/）

る原子間結合の大半が，水素結合，イオン結合，ファ

柳田研&難波研の集合写真
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を！」という声でした．近年，若手の会の活動への参
加者はどの支部においても年々減少傾向にあります．
学生の本業は研究ではありますが，若手の会は普段の
研究生活では得られない横のつながりの形成や異分野
交流という貴重な体験ができる場ですので，何卒，先
生方のご協力をお願い申し上げます．また，夏の学校
についてですが，開催地から離れた地域の若手にも気
軽に参加してもらいたいというのが私たちの願いで
す．特に，2009 年度の北海道での夏の学校開催に向
けて，若手の会でも資金運用を工夫して貯金をしてい
く所存ですが，先生方からもさまざまな形で夏の学校
へご支援いただければ，幸いです．

若 手 の 声
2007 年度年会会議・若手懇親会報告
2008 年度会長の挨拶

若手の懇親会
夜の懇親会は，1 次会はイタリアンで海の幸を食べ
て，2 次会は夜景を見ながらクルージングという企画
を用意しました．発表前日の方も多数いる中，31 名
という大勢の方にお集まりいただきました！会議の真
面目で緊張した雰囲気とはうって変わって，明るく賑
やかな会になりました．お酒の勢いも手伝ってか，み
なさん，陽気に語り放題．初対面の人とでも気楽に話
せてしまうのが，若手懇親会の醍醐味でしょうか．盛
り上がりが最高潮に達したところで，次期若手の会・
会長の発表が行われました．新会長の堀川裕加さんが
挨拶をすると，拍手喝采！会長引き継ぎも無事に完了
しました．

2007 年度・第 2 回若手の会全体会議報告
昨年 12 月に行われた横浜年会の第 1 日目に，若手
の会全体会議および若手懇親会を開催しました．会議
には，若手の会の 活 動 に 興 味 を も っ て く だ さった
ニューフェイスも数多く見られました．また，若手の
会の推薦で 2008 年度学会運営委員に選出された相沢
智康先生（北大院・理）と貞包浩一朗さん（京大院・
理）が参加してくださり，若手の会での経験豊富なお
2 人から，鋭くかつ温かいアドバイスをたくさんいた
だくことができました．
〈会議の日程と議題〉
日時：2007 年 12 月 21 日 12:00 〜
場所：パシフィコ横浜 会議センター 317 室
参加者：約 30 名
1）大沢先生の講義録の文書化について 報告者：大沼清
2）2007 年度会計報告 報告者：堀川裕加
3）2007 年度「夏の学校」報告 報告者：貞包浩一朗
4）2008 年度「夏の学校」中間報告 報告者：西方公郎
5）学会誌記事「若手の声」の今後について
6）若手の要望・意見の集計

2007 年を振り返って
申し遅れましたが，私，山本は沖縄年会から横浜年
会までの約 1 年間，若手の会の会長を務めて参りま
した．研究との両立で悪戦苦闘した中で，実に多くの
方々に助けていただきました．リーダーとしての責任
感や自信が身に付いただけではなく，共に歩んでくれ
る仲間たちの大切さを身をもって感じることができた
という点でも，ひとまわり成長することができたと
思っております．前会長の根岸さんを始め，今まで私
を支えてくださった皆様，本当にありがとうございま
した！ また，2007 年は，
「若手の声」の連載開始，
北海道支部の設立，そして，現役学生の学会運営委員
（貞包さん）の誕生といった，若手の会に大きな進歩
があった年でした．これらは皆，親学会である生物物
理学会のご理解とご協力があったおかげです．先生方
にも心から御礼申し上げます．これからも，
「若手の
声」や HP などを通じて若手の活動や意見を積極的に
発信していきますので，今後の若手の会の活躍・発展
にご期待ください！

以上に記載した議題のうち，特にホットな話題と
なったものについて報告させていただきます．
4）2008 年度「夏の学校」中間報告
来年度の夏の学校は，関東支部の主催で 7 月に八
王子セミナーハウスにて開催予定です．現在最も力を
注いでいるのが，運営の要となる広告料の獲得で，会
議で全国の若手に協力をよびかけたことによって，夏
の学校に対する若手全体の士気が高まりました．
6）若手の要望・意見
運営委員会で奏上する若手の要望や意見をみなさん
に発言していただきました．その中で目立ったのが，
「先生方から学生に若手の会の活動に参加するように
勧めてほしい」と，「夏の学校への積極的な資金援助

山本香織
yamamoto@protein.osaka-u.ac.jp

大阪大学蛋白質研究所後藤研究室博士 3 年
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な活動がおもでしたが，博士課程に入るくらいにやっ
と水溶液中でのグリシンの電子状態の pH 依存性測定
を行うことができました．現在のデータだけではまだ
まだ新しいことがいえる段階ではありませんが，他の
アミノ酸との比較も行い解析を進めたいと思っている
ところです．次の年会では，生物物理のみなさんの忌
憚なきコメントもいただきたいと考えております！
さて，若手の会についてですが，恒例行事に加えて
今年行いたい活動が 3 つほどあります．
1．大沢先生の講義風景を本に
2．全国の研究室などに残っている大沢先生のビデ
オ収集 & 保管
3．若手の会，SPring-8 に進出！
1．についてはすでにご存知の方もいらっしゃるか
と思いますが，東大の正木紀隆さんと大沼清さんのご
提案により，96 年度夏の学校にて行われた大沢文夫
先生の統計力学入門の講義録を文書化することが決定
いたしました．資料は正木さん，大沼さんを中心に現
在作成中で，若手の会 HP にて公開予定です．十数年
の時を超えた講義録に乞うご期待！貴重な講義を形に
残し後世に伝えることはとても大切なことだと思いま
す．若手の会も微力ながらもお手伝いしていきたいと
考えております．
2．は 1．の流れから出てきた話ですが，各地でばら
ばらに保管されている大沢先生の講義ビデオを若手の
会として収集し（もしくはコピーをいただき）
，まと
めて保管しておこうという試みです．今手元にもって
いらっしゃる方，あの先生がもっていらっしゃるとい
う情報をおもちの方，また収集＆保管作業にご協力い
ただける方，堀川までご一報いただけると幸いです．
3．は個人的なことですが，せっかく SPring-8 周辺
に住んでいるのだから理研を中心とした研究室の若手
研究者の交流を増やそうという堀川の目標です．ほぼ
全員車通勤＆飲み屋が近くにない！という悪条件です
が徐々に和を広げていきたいと思っております．
私もいくつかの学会に所属しておりますが，生物物
理学会は運営委員に 1 名ほど学生を採用したり，年
会のシンポジウム企画の一般公募を行うなど若手の働
きに窓を開いてくれている，学生から見て親近感の沸
く学会だなという印象を受けます．物理と生物の融合
領域はこれからどんどん発展していくはずです．幅広
い交流をもとに新しい問いかけを見いだしていく，そ
んなアクティブな年にしていきましょう．

2008 年度会長の挨拶
こんにちは．2008 年度の若手の会会長に就任しま
した，広島大学の堀川裕加です．生物物理学会員には
なりたてほやほやで，いたらないところも多々あるか
と思いますが 1 年間よろしくお願いいたします．
私のバックグランドは物理ですが，学部生の頃から
生物のことには興味があり，何か物理的な考え方を
ベースに生化学反応などを観測できないかなと考えて
いました．当時広島大学化学科の教授を務めておられ
た月向邦彦先生には学部生の頃からいろいろなお話を
聞かせてもらい，とても視野が広がりました．
（あり
がとうございます！）しかし，すぐにやりたいことが
できるわけでもなく卒業研究では研究室の流れから
レーザーの光学設計や装置作りに携わることになり，
まだやりたいテーマには遠いなぁ…と感じながらもも
のづくりをすることを楽しみました．修士では放射光
施設の分光器設計，立ち上げ，ノイズ対策 etc. と地味

会長交代の儀式！？
山本（右）
「会長の仕事は厳しくってよ！」
堀川（左）
「山本さんを超える会長になってみせますよ♪」

懇親会2次会の船上で．横浜の夜景を背にすっかり意気 融
合 の相沢先生（右）
と貞包さん
（左）

堀川裕加
yuka-horikawa@hiroshima-u.ac.jp

広島大学理学研究科粒子線科学研究室博士 1 年
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いにミシシッピに向かうためニューオリンズの駅に
向かいました．しかし，英語で切符が買えません．
幸いなことにミシシッピの地図をもっていたので，
それを駅員さんにみせてゼスチャーで切符がほしい
と伝えたら，切符が買えました．親切な駅員さんが

海 外 だより

この電車がミシシッピに行くよとゼスチャーで教え
てくれました．どうやらその駅員さんが電車に乗っ

アメリカでの生活とウィントロード研究室の紹介

ている車掌さんに目的地に着いたら私にゼスチャー
で知らせるようにいったらしく，目的地のミシシッ
ピにあるハティスバーグという町に無事到着しまし
た．ハティスバーグの駅に到着したのはよかったの
ですが，どの方向に英語学校があるのかわからず駅
でまた途方にくれました．とりあえずこれまで長旅
でしたからちょっと駅ですわって休憩しようと思い
駅の前にすわっていたら，一台の白いトラックが私

アメリカにきたきっかけ
三重県の商業高校をでて体育の先生になりたくて東

の目の前で止まりました．そして車の中にいた 50-60

京にある体育大学に入学しましたが，体育大学の厳し

歳ぐらいのおじさんが私にむかって手招きをし始め

くしかも納得のいかない上下関係がいやになり，1 年

ました．どうやら，車の中に乗れということのよう

で中退しました．あのときはかなりストレスがたまっ

だったのでとりあえず乗りました．そしておじさん

ていたのか上下関係だけでなく日本がいやになり，

に英語学校の住所を見せました．そうしたら，おじ

じゃ，日本をはなれようっていう単純な考えが私をア

さんは英語学校までつれてきてくれました．車の中

メリカに導きました．ですから，日本にいたときは科

でおじさんは英語でなにやら私に話しかけていまし

学の分野とはまったく縁がありませんでした．しか

たがまったく何をいってるのか理解できませんでし

も，高校のときに 1 年だけとった科学のクラスは大

た．しかし会話の中に横浜という単語を聞いたので

嫌いでした．ちなみに大学中退してからアメリカに行

どうやらおじさんは日本にいったことがあるらしい

くまでの半年くらい三重県のゲームセンターでソニッ

ようでした．そういえばおじさんは白い海軍の帽子

クの着ぐるみのバイトをしました．着ぐるみを着なが

をかぶっていました．今でもそのおじさんの名前を

らお客さん達とゲームをするのはたいへんでしたが私

知りません．おじさんにありがとうって伝えたいで

のゲームの腕前はかなりのものでした．

すけど．みなさんは知らない人の車に乗らないよう
にしましょう．危険ですから．

ミシシッピに着くまで
ハティスバーグでの生活

最初は 1 年だけ語学留学のつもりで 1995 年にミシ
シッピに行くことに決めました．ミシシッピには国

ハティスバーグの英語学校に最初は 1 年だけいる

際空港がありません．ですから，日本からミシシッ

つもりでした．英語がまったく話せなかったのです

ピの隣の州のルイジアナにあるにニューオリンズの

が，英語学校の先生達とアメリカ人の友達に助けられ

国際空港からアメリカに入国しました．ニューオリ

英語がすこしずつ上手になりました．アメリカが自分

ンズに着いてからどうやってミシシッピにある語学

の肌にかなり合いそのためもっとアメリカにいたくな

学校にいったらいいのか知らずに到着し，途方にく

りました．なので英語学校に 1 年通った後 University

れました．自分でどうやったらミシシッピに行った

of Southern Mississippi（USM） に 入 学 し ま し た． ス

らいいか探そうと決め，そのためにニューオリンズ

ポーツが好きなので，最初は Sports Medicine を専攻

に 1 週間ぐらい滞在することにしました．英語が話

しました．しかし，4 年生のときにたまたまとった科

せたら人に聞けるのですが知っている英語はこんに

学のクラスで科学の面白さを知り，じゃ，専攻を変え

ちはだけでしたから，人に聞こうにも聞けません．

ようというまたまた単純な発想が私を科学の世界に導

しかし，ニューオリンズの町を歩いているときにた

きました．

またま電車の駅を発見し電車に乗ったらたぶんミシ

USM の Chemistry and Biochemistry Department の先

シッピにいけるだろうということで滞在 4 日目ぐら

生たちには今でも本当に感謝しています．というのは
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experimental technique to investigate protein dynamics.
Specifically, Dr. Wintrode’s lab focuses on studying the
dynamics of the serine protease inhibitor (serpin) 1antitrypsin and of human immunodeficiency virus (HIV)
reverse transcriptase.
Unlike most other proteins, serpin 1-antitrypsin (1AT) must avoid folding to thermodynamically most stable native state in order to function. Therefore, functionally active 1-AT exists in a metastable state. Target
protease inhibition by 1-AT involves a large conformational change where the covalently-attached protease is
dragged across 1-AT by nearly 70 Å forming a thermodynamically more stable protease-1-AT complex. Thus,

ウィントロード研究室のメンバー．
（右から）
ウィントロード先生，私（Yuko Tsutsui），Konrad Karasek（undergraduate），Tanusree Sengupta（postdoc），Rob Meklemburg（graduate student）．

the metastability is critical for 1-AT to function. Dr.
Wintrode’s laboratory is investigating a relationship between the metastability and the function of 1-AT using
HX-MS. In addition, the folding of 1-AT is being inves-

科学の面白さを先生たちから教わったからです．あれ

tigated to elucidate the folding mechanism of 1-AT.

だけ教育熱心な先生方に教わったからこそ今の私があ

Another project in Dr.Wintrode’s laboratory focuses

るんだと常に自覚しています．特にピーターブトゥコ

on investigating the roles of the dynamics of HIV reverse

先生（Dr. Peter Butko）の研究室でのリサーチは貴重

transcriptase (RT) in HIV-RT inhibitor binding. HIV-RT is

な経験でした．ブトゥコ先生（現 University of Mary-

translated as monomeric subunit called p66, and subse-

land, School of Pharmacy）には科学だけでなくサイエ

quent proteolysis gives rise to additional subunit called

ンティストはこうあるべきだという哲学的なことも教

p51. Since HIV-RT functions as heterodimeric p51-p66,

わりました．ですからブトゥコ先生は科学者としてだ

investigating the mechanism of dimerization is critical to

けでなく人間としても今でも尊敬している先生です．

halt the progression of HIV. Dr. Wintrode’s lab employs
HX-MS to study HIV-RT assembly and effect of RT-inhib-

ウィントロード研究室でのリサーチ

itor binding on the assembly and the function.

USM を 2002 年に卒業してその後クリーブランドに

研究のくわしい内容，ケースウエスタン大学の情報

あるケースウエスタン大学に博士号取得を取得する目

は こ ち ら の サ イ ト で 見 る こ と が で き ま す．http://

的で入学しました．先にも書いたとおり私は英語で科

physiology.case.edu/faculty.php?id=35 あ る い は http://

学を習ったので日本語で研究内容が書けませんのでた

www.case.edu/

いへん申し訳ないですが英語で研究内容を書かせてい
ただきます．

California Institute of Technology, Department of Chemistry and
Chemical Engineering

In Dr. Wintrode’s laboratory, hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry (HX-MS) is used as a primary
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Organization and Academic Activity of Korean Biophysical Society
Members of KBS have been broadly composed of
structural and membrane-channel biophysicists. This is

シリーズ

because half of members have interested in structures

世界の生物物理学⑧

and functions of biomolecules using X-ray diffraction,

A Brief Introduction of Korean Biophysical Society

other half in biophysical phenomenon in membranes

NMR experiments, and theoretical approaches, and anand channels. In general, every annual symposium has
been composed of these fields and other special topics.
KBS has about 300 members now, although there is
some increase of members. Only Newsletters have been
published twice a year by KBS since 1995. KBS has not
published any scientific journals, which might be one of

アジア生物物理学連合（ABA）は現在 7 つの国別学会で構成
されている．昨年より始まった ABA 傘下の学会紹介も今回
で最後になる．これをもって世界の生物物理シリーズはいっ
たんお休みとし，機会を見てまた再開としたい．今年の 2 月
にロングビーチで開催された第 16 回世界生物物理学学会
（IUPAB CONGRESS）でたまたま私が次期会長に選ばれたた
め，日本と世界のつながりはより強められていくと思われ
る．十分な準備の後アジアシリーズに次ぐ世界の生物物理学
シリーズ第 2 弾を始めたい．（永山）

factors to prevent the increase of members.
As a member of international activities in biophysics,
KBS has participated in the East Asian Biophysics Symposium (EABS, now ABA) from the first meeting held in
Harima, Japan (1994) to the fifth meeting held in
Okinawa, Japan (2006). In particular, the third EABS
was hosted by KBS, which was held in Kyongju, Korea
(2000). In addition, KBS has participated at IUPAB Con-

The Birth of Korean Biophysical Society

gress for more than 10 years.

In December 16, 1992, the first preliminary meeting
was held to make a consensus in establishing the Kore-

Future Scopes of Biophysics in Korea

an Biophysical Society (KBS) at the Hoam House of

Although there are no national institutes for bio-

Seoul National University. This meeting was motivated

physics in Korea now, lots of scientists have interested

by the advices from the Biophysical Society of Japan

in biophysical topics and published good results in

(BSJ) to join into the China-Japan Bilateral Biophysics

world-widely known journals. This could be promoted

Symposium and from Professor Tigyi, who was a Secre-

by the financial supports from Korean Government. In

tary General of the International Union of Pure and Ap-

particular, state-of-art equipments such as X-ray dif-

plied Biophysics (IUPAB). Professor Nobuhiro Go and

fractometers, NMR facilities, and supercomputers

Professor Tigyi sent several letters to Professor Hyoung-

would contribute to obtain good results. The increase

man Kim at the Korea Advanced Institute of Science

of young scientists, who are interested in biophysical

and Technology and advised to establish KBS if possi-

sciences, would promise the future scopes of biophys-

ble. After surveying opinions from biophysicists in Ko-

ics in Korea. The international communications via sci-

rea, this first preliminary meeting was held and fol-

entific organizations such as ABA and IUPAB are ex-

lowed by another several meetings. In June 12, 1993,

pected to play a role in promoting the biophysical

the first general meeting of KBS was held at the Phar-

sciences in Korea.

maceutical College of Seoul National University and Pro-

February 6, 2008

fessor Hyoungman Kim was elected as the first Presi-

(The former President of Korean Biophysical Society

dent of KBS (1993-1996). Professors Chin Ok Lee

(2005-2006) Young Kee Kang)

(1997-1998), Dae-Yong Uhm (1999-2000), Sa-Ouk
Kang (2001-2002), Do Han Kim (2003-2004), Young
Kee Kang (2005-2006), and Soo Wan Chae
(2007-present) were elected as the President.
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世界の生物物理学⑧

徐々に増えているとはいえ KBS の学会員数は 300 ほ

【邦訳】

どである．会員が増えない理由の 1 つは KBS が機関

韓国生物物理学短信

誌をもたないことだろう．
KBS の国際活動には東アジア生物物理シンポジウム

韓国生物物理学会（KBS）の誕生

（EABS，現在の ABA）への参加があり，第 1 回（1994）

1992 年 12 月 16 日 KBS 設立準備会が国立ソウル大

から一昨年沖縄で開かれた 5 回（2006）まで出席し

学で開かれた．この準備会は日中 2 カ国生物物理学シ

ただけでなく，2000 年には韓国のキョンジュ（慶州）

ンポジウムに出席してほしいとの日本生物物理学会長

で開かれた第 3 回 EABS をもお世話した．さらに KBS

郷教授の要請および当時の IUPAB 事務局長ハンガリー

は 10 年以上にわたり IUPAB Congress にも参加してい

の Tigyi 教授の要望により開かれたものだ．郷教授と

る．

Tigyi 教授は韓国科学技術先端研究所の Hyoungman
Kim 教授に数度の手紙を送り，KBS の立ち上げを助言

韓国生物物理学の将来

した．これを受け，韓国の生物物理研究者の意見を

現在韓国に生物物理研究所はない．しかし多くの研

聞 き， そ の 後 数 回 の 準 備 会 を 開 く こ と に な っ た．

究者が生物物理に関心をもっており，世界への研究発

1993 年 6 月には KBS の第 1 回年会がソール大学の薬

信もさかんだ．これらの動きは韓国政府からも支持さ

学部で開催され，Kim 教授が初代会長に選出された．

れている．特に X- 線回折，NMR，スーパーコンピュー

続 い て 以 下 の 教 授 ら が 会 長 を 継 い だ．Chin Ok Lee

ターなどの装置は最新のものがそろい，成果を上げて

（1997-1998），Dae-Yong Uhm（1999-2000），Sa-Ouk

いる．生物物理に興味をもつ若手研究者の増大は KBS

Kang（2001-2002）
，Do-Han Kim（2003-2004）
，Young

にとって心強い材料だ．さらに ABA や IUPAB を通じ

Kee Kang（2005-2006）
，Soo Wan Chae（2007-）
．

た世界との交流は韓国の生物物理発展にとって大いな
る期待である．

KBS の組織と活動

2008 年 2 月 6 日

KBS の構成メンバーはおもに生体構造と膜チャネル

（前韓国生物物理学会会長（2005-2006）

の生物物理研究者である．これは約半数の学会員が

Young Kee Kang）

X- 線回折，NMR，理論アプローチに，残りの半数が

（文責・訳：自然科学研究機構

膜とチャネルに興味があるからである．毎年開かれる

岡崎統合バイオサイエンスセンター

年回もおもにこの 2 つの分野の発表で占められる．



永山國昭）

