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固体高分解能NMR：構造生物学に開ける新しい視界
High Resolution Solid-State NMR Opens a New Perspective in Structural Biology

阿久津秀雄

AKUTSU, H.

固体高分解能 NMR を用いた生体超分子系の構造解析法は急速な発展を遂げつつある．本解説では上記方法の初歩的原理と特
徴を述べ，各種アミロイド線維，膜結合ペプチド，K チャネルとトキシンの相互作用，インタクトなウィルス，光合成細菌集
光装置の構造解析への応用例を述べて，今後の発展の方向を示唆した．
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アストロサイト内酵素濃度による細胞応答の多様性の調節
The Regulation of Cell-Response Heterogeneities Induced by Astrocytic Intracellular Enzyme Concentration

後藤 勲

GOTO, I.

夏目季代久

NATSUME, K.

近年，脳内情報処理に関与していると示唆されているアストロサイト（AS）内の Ca2 濃度（[Ca2 ]i）は伝達物質に対して多様
な応答を示す．本稿では受容体―細胞内分子反応をモデル化し AS 内 [Ca2 ]i を計算した．結果 [Ca2 ]i 応答の多様なパターンが
細胞内酵素濃度に依存している可能性を示した．

総説



線虫C. elegansの温度走性をもちいた感覚受容と学習行動の
遺伝学的研究
Molecular Neurogenetics of Thermosensation and Temperature Learning in the Nematode C. elegans

久原 篤

KUHARA, A.

森 郁恵

MORI, I.

感覚受容や記憶・学習などの神経機能メカニズムの解明は，現在の生物学の最重要の課題の 1 つである．本稿では，シンプル
な神経系をもつ線虫 C. エレガンスの温度に対する応答行動（温度走性）の解析から明らかになった，高等動物まで保存された
温度受容と記憶学習の分子神経メカニズムを概説する．

総説



細胞機能の実空間モデリング
Modeling toward a Cellular Function in Real Space

野村 M. 慎一郎

NOMURA, S.-i.M.

山田彩子

YAMADA, A.

吉川研一

YOSHIKAWA, K.

細胞をその基本単位である分子から自己組織的に組み上げて細胞機能の本質の理解をめざす研究，すなわち 人工細胞モデル
研究の最近の進展を論じた．最近の生体物質に関する知見の飛躍的な増大に伴い，細胞機能を物質群から再現しようという試
みが芽生えつつある．ここでは著者らの取り組みとして，細胞サイズリポソームと油中水滴を人工細胞モデルとして用い，微
小環境の特徴を陽に示しうる実験について紹介する．モデル内にはタンパク質合成反応系が封入可能であり，最近では膜タン
パク質の合成および活性測定も行われている．このような実空間モデルでは，アクチンの重合や長鎖 DNA の折りたたみ転移
についても，微小な空間の効果が陽に現れる．これらの研究からは，物質から生命へとつながる統一的な生命観を提供するこ
とが期待される．
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日本の大学の理学系大学院は物理，化学，生物，地学のように
分けられ，われわれはあまり大きな疑問をもたずにこれを受け入
れているが，よく考えてみると不思議である．そもそも自然が物
理，化学，生物，地学という学問的枠組みを認識しているわけは
ないので，これはわれわれが自然を理解するための方便にしか過
ぎない．にもかかわらず，100 年以上も前から大学の理学部は物
理，化学，生物，地学のように分けられ，現在のところ，これが
変わる兆しもない．工学系大学院や農学系大学院が時流に合わせ
て専攻の名前をいろいろ変えているのに対し，理学系大学院の学
問的枠組みに対する認識は大変保守的であると思う．しかもさら
に都合の悪いことに，それぞれの学問領域が独自の世界観を主張
し，それに合致しない学問を認めたがらない傾向がある．私は，
もともと高分子科学という根なし草的な領域をバックグラウンド
としているため，いまだに自分が物理なのか化学なのか生物なの
かが分からない（多分，地学ではない）．ある物理化学系の会に
依頼されて講演したことがあるが，その会の著名な先生から，
「あなたの研究は生命科学の最先端のものとして重要と思われる
が，それらの研究は物理化学としてはどのような意義があるとお
考えか？」と聞かれて面食らったことがある．私は最近まで物理

多重構造

学教室にいたので，「生物物理は物理学か？」という質問を何度

巻／頭／言

問者が十分納得し自分も満足する回答を見いだすのはたいへん困

も受け真面目に自問したことがある．しかし，この手の質問に質
難である．
「生物物理は物理学なのか，化学なのか，生物学なの
か？」という質問はよく考えてみるととてもおかしな質問であ
る．自然科学研究の現代的特徴は学際性にあり，生物の発生や分
化を研究する研究室に最先端の物理学的手法があっても何の不思
議もないし，理論物理学者が自らの理論を遺伝子ネットワークの
解析に適用しようとしても何の不思議もない．理学系大学院にお
ける物理，化学，生物，地学という学問的枠組みは，もはや古い
革袋と化し，現代的な自然科学研究の流れにはそぐわないという
ことはないだろうか．私が現在所属している岡崎統合バイオサイ
エンスセンター（岡崎統合バイオ）は岡崎にある 3 研究所（分子
科学研究所（分子研）
，基礎生物学研究所，生理学研究所）の共
通施設として設立されたものであり，そのため，私は岡崎統合バ
イオに所属すると同時に分子研の研究者でもあり，さらにまた，
総合研究大学院大学の教員でもあるという 3 重構造の中にいる．
学際的な現代的自然科学研究の流れをうまく包含するためにはこ
のような多重構造はたいへん有効であると思う．
桑島邦博，Kunihiro Kuwajima
自然科学研究機構・岡崎統合バイオサイエンスセンター
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固体高分解能NMR：
構造生物学に開ける新しい視界
阿久津秀雄

大阪大学蛋白質研究所

Recent developments of high-resolution solid-state NMR allow us detailed analyses of the structures and functions of
biological supramolecular systems that are difficult for X-ray crystallography and solution NMR to tackle on. Magic angle spinning and recoupling of spin interactions provide high resolution and structural information, respectively. This
method is powerful to investigate the atomic structures of amyloid fibrils, membrane-bound peptides, ligand-membrane
protein complexes, intact phages and light-harvesting chlorosomes. This method will open a new frontier in structural
biology. Collaborations among solid-state NMR, X-ray crystallography, electron microscopy and solution NMR will
make a great contribution to the life science.
CP/MAS-NMR / structure determination / amyloid fibril / membrane-bound peptide / K-channel / light-harvesting
unit

1.

生物種のゲノムの塩基配列が決定された．それによる

素朴な疑問：
「固体」NMR ってなーに？

と，ゲノム発現タンパク質の 20 〜 30% は膜タンパク

生物物理分野で NMR は重要な物理的測定法の 1 つ

質であると推定されている．さらに，ヒトなど真核生

である．X 線結晶構造解析が結晶中の立体構造を精密

物のタンパク質はやたらとドメインが多く，分子量も

に決定できるのに対して，溶液中での精密立体構造解

大きい．したがって，分子量の壁を克服することが

析ができる．この方法は非常によく知られているので

NMR の将来のためには是非とも必要である．

単に NMR とよばれる．ここで測定対象となるのは液

固体 NMR にはもともと分子量の壁がない．
「固体」

体溶媒に溶けている物質である．しかし，溶媒に溶け

とは溶媒に溶けていない物質を解析対象とすることを

ないものでも NMR の研究対象になりうる．この両者

意味するからである．ただし，この固体という言葉の

を区別するために，前者を溶液 NMR，後者を固体

意味するところは広い．ガチガチに固いほんとうの固

NMR とよぶ．このように区別するのは測定に使う

体から液晶のような柔らかいものまでを含む．NMR

ハードとパルスプログラムなどのソフトが異なるから

で溶液と固体をわけるものは分子あるいは分子集合体

である．

全体の回転運動の速さで，これが十分に速くて鋭いシ

溶液 NMR は分子が働く現場で構造と機能を解析で

グナルを与える場合は溶液 NMR の対象，これが遅く

きるため，構造生物学で重要な役割を果たしている．

なれば固体 NMR の対象になる．膜タンパク質でもミ

タンパク 3000 プロジェクトでも大活躍した．しかし，

セルに溶解すれば溶液 NMR による研究が可能であ

この方法には重大な欠陥がある．溶けている分子しか

る．しかし，ミセルが大きくなったり，ミセル濃度が

解析対象にならないし，いわゆる「分子量の壁」があ

上 が っ た り す る と そ の 回 転 運 動 は 抑 え ら れ， 溶 液

る．この 2 つの欠陥は同じ理由によっている．すなわ

NMR での研究は難しくなる．回転相関時間にして

ち，溶液中で分子が高速で回転していないと，さまざ

108 〜 106 秒位が境界領域の目安となる．

まな磁気的相互作用が平均化されないためにシグナル
の線幅が広がってその高い分解能が失われてしまう．

2.

分子あるいは複合体が大きくなるとこの回転が遅くな

固体 NMR の分解能を上げるマジック

る．生体内には水に溶けない分子がたくさんある．そ

固体 NMR は溶液 NMR と同じように，核スピン系

の代表例は膜タンパク質である．今までにさまざまな

のエネルギーを観測してその相互作用を解析する手

High Resolution Solid-State NMR Opens a New Perspective in Structural Biology
Hideo AKUTSU
Institute for Protein Research, Osaka University
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法である．分子の運動が抑えられていると核スピン

クと言われる所以である．線幅が狭まればシグナルの

間の磁気的相互作用を平均化することができないの

縦軸強度が上がるので，感度の上昇も著しい．この方

で当然シグナルの線幅は広くなる（図 1a）．ここには

法は配向法より一般的であるので本稿では MAS 法を

2 つの意味がある．1 つは緩和に由来する本来の線幅

中心に取り上げる．

であり，もう 1 つは化学シフトの異方性などのスピン

MAS 法では図 1 右に示すように試料を詰めたロー

相互作用に由来する線幅である．分子が動かない粉

ターを静磁場（B0，超伝導磁石では鉛直方向）から

末のような非配向試料では，分子が静磁場とさまざ

54.7 傾けて高速で（数 kHz から数十 kHz）回転させ

まな角度をもって配向しており，それらは異なった

る．磁気的相互作用テンソルは通常 (3cos2  1)/2 の

共鳴エネルギーをもつ．それらの共鳴線は異なった

角度依存性を示す（図 2a）が，回転しているとこの

位置に現れ，その重ね合わせとしての線幅が生じる．

項はさらに (3cos2  1) でくくることができる．ここ

これを粉末パターンとよぶ（図 1b 参照）．これらの

で  は静磁場と回転軸のなす角度である．したがっ

線幅のため，固体 NMR は本質的には低分解能であ

て， を 54.7 にとると，上記の項は零となり，見か

る．しかし，生体分子のように複雑なものから原子

け上相互作用はすべて消えてしまう．結果として，

の分解能の情報を得ようとすると高分解能化するこ

溶液中の高速回転が磁気的相互作用を平均化してい

とが必須である．

る の と 同 じ 効 果 を 生 む． そ の た め， こ の 角 度 を マ

分解能を上げるのには 2 つのやり方がある．1 つは

ジック角とよぶ．図 1 にはこれ以外にも固体 NMR の

配向試料を用いる方法である．分子の配向方向をそろ

高分解能化と高感度化の技術が含まれている．図 1b

えることができれば，線幅を広げる 2 番目の理由を除

は静止状態でのプロトンデカップリングの効果を示

くことができる．この方法は繊維状ウィルス，配向膜

したものである．生体分子にはプロトンが多く，し

を使った研究に用いられて成功している．もう 1 つは

かもプロトンとの相互作用は非常に強いため，13C の

マ ジ ッ ク 角（試 料） 回 転（magic angle (sample) spin-

線幅を広げる主要な原因となっている．この相互作

ning, MAS）によるものである．図 1 に MAS の威力を

用は MAS によっても完全に除くことはできないので，

示す．これはすべての炭素を C に置き換えた均一標

デカップリングと組み合わせてこの影響をなるべく

識バリンの粉末である．その 13C-NMR スペクトルを

小さくする．図 1b では図 1a の線幅からプロトンの

静止状態で普通に測定すると図 1a のようになる．幅

影響が除かれたため，低磁場のカルボニル領域で典

の広いスペクトルで 2 つの山が見えるだけである．こ

型的に見られるような粉末パターン（すべての方向を

れを MAS 下で測定すると図 1c のようになり，すべて

向いた分子が共存することによる線形）が現れる．ま

の炭素が分離したシグナルとして観測される．マジッ

た，図 1 では感度向上のために交差分極（cross polar-

13

ization, CP）法が用いられている．これは豊富なプロ
トンの大きな分極（13C の約 4 倍）を 13C スピン系に
もち込むことにより感度を大きく向上させる方法で

図2
双極子相互作用（a）と相互作用の再結合（b）
．
（a）Bo，静磁場；
r, I と S スピン間距離；，磁気回転比．核スピンは磁気双極子で
もあるのでハミルトニアン HD で表される双極子・双極子相互作
用を示す．
（b）試料が半（180）回転した所で 180 パルスをか
けると一回転でのベクトル和は零にならなくなる．すなわち，相
互作用が 180 パルスによって復活する．

図1
13
C 均一標識バリンの固体 13C-NMR スペクトル．
（a）クロスポー
ラリゼーション（CP）スペクトル；
（b）1H デカップリング下での
CP スペクトル；
（c）
，1H デカップリング下での CP/ マジック角試
料回転（MAS）スペクトル．共鳴周波数は 100 MHz，MAS 回転
数 10 kHz．右，マジック角（54.7）試料回転の概念図．
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もある．特別な理由がない限り，プロトンデカップ

鳴エネルギーの比例定数；これが大きいと共鳴周波数

リ ン グ，CP と MAS を 組 み 合 わ せ た 測 定 が 行 わ れ，

も高い）が最も大きいために感度も高く，生体分子に

CP/MAS-NMR とよばれる．

は豊富に存在している．したがって，溶液 NMR の主
要観測核種である．しかし，固体 NMR では上の事情
が災いし，プロトン間の相互作用があまりに強く，著

3.

死んだ構造情報を生き返らせる工夫

しく広い線幅を与える．そのため固体 NMR では 13C,
N が主要な観測核種となる．これらの核種の天然存

MAS- 固体 NMR 法は画期的な高分解能化を達成し

15

たが，構造解析を行うのには決定的な弱点をもってい

在比は低いのでどうしても同位体標識が必須となる．

る．高分解能化はすべての磁気的相互作用を消すこと

たとえ，完全に標識できたとしても，これらの核種の

によって達成されたが，この消えてしまった磁気的相

磁気回転比は小さいため感度は著しく劣る．高分解能

互作用が実は構造情報の源泉だからである．たとえ

とはいえ，溶液に比べると線幅は広いので，感度との

ば，図 2a のように磁気双極子相互作用の大きさはス

戦いは固体 NMR にとってより深刻な課題である．

ピン間の距離 r，および 2 つのスピンを結ぶベクトル
が静磁場となす角  の関数である．これらのパラメー

4.

タは構造決定のための重要な情報である．そこで，高

ところで，ほんとに生命科学の役に立つの？

固体高分解能 NMR はすでに生物学にインパクトを

分解能を維持したままで，構造情報を復活させる手法
が工夫された 1)．その基本的考え方を図 2b に示す．

与える成果を上げつつある．固体高分解能 NMR が対

本来試料が 1 回転する間の平均化により相互作用量は

象とするのは結晶化が困難で水に溶けない超分子系で

零となるが，この回転に同期させてスピンを反転させ

ある．非晶性不溶物としてはアミロイド類がその典型

るなどの操作を行うことにより，特定の相互作用が零

であろう．膜結合ペプチドも結晶化しにくい．一方，

にならないようにする．これを相互作用の再結合（re-

膜タンパク質はミセル中での結晶化が行われている

coupling）とよぶ．

が，結晶化の困難なものも多い．これらは固体 NMR

この再結合法により固体高分解能 NMR の可能性は

の格好な対象となる．また，細胞組織やオルガネラな

大きく広がった．選択的に同位体標識した試料を用

ども他の方法で研究することは難しい．これらも固体

いて，R. Griffin らは同種核の双極子相互作用を復活

NMR の対象となりうる．

させるものとして回転共鳴（RR）法を，J. Schaefer ら
は異種核の双極子相互作用を復活させるものとして

4.1 アミロイドの構造形成

回転エコー二重共鳴（REDOR）法を提案した 1)．空

アミロイド（Amyloid）はアルツハイマー病で注目

間を通しての磁気双極子相互作用は図 2a に示すよう

されるようになった線維状構造体で，本来は正常なタ

に核間距離に依存するので，その大きさを実験から

ンパク質，あるいはその一部が変性して形成される．

見積もることができれば注目しているスピン間の距

この現象はアルツハイマー病にとどまらず，パーキン

離を決定することができる．2 つの核だけが選択的に

ソン病，2 型糖尿病，ハンチントン病，プリオン病な

標識されている場合，この距離は 0.01 nm の正確さで

ど，さまざまな病気で確認されている．また，線維化

決まる．

はタンパク質の非天然構造としてもかなり一般的に見

タンパク質をはじめとした生体分子は多くの原子か

られることが明らかになってきた．病気の原因とアミ

ら構成されるため，その構造解析にはスペクトルの多

ロイドとの関係は依然解明途上にあるが，そのために

次元化による分解能の向上が必須である．この多次元

もこの線維の構造と構造形成機構を明らかにすること

化の鍵はスピン間の磁化移動を促進する磁気的相互作

は重要である．決定的研究法がないため，電子顕微

用 で あ る． し た が っ て， ス ピ ン 相 互 作 用 の 復 活 は

鏡，X 線繊維回折，原子間力顕微鏡，蛍光法，溶液

MAS 下での固体高分解能 NMR の多次元化への道を

NMR による軽水素 / 重水素交換など，さまざまな方

も開いたことになる．これにより構造情報の数が飛躍

法が用いられてきた．これらの研究の結果から，線維

的に増えて分子全体の構造決定への道が開けた．

の主要構造は  シート構造であり，どのようなアミ

しかし，固体高分解能 NMR は現在まだ発展途上に

ノ酸配列がシート構造形成に関与しているかは明らか

ある方法であり，溶液 NMR に比べて不利な点が多

にされたが，その原子レベルでの構造情報は不明で

い．最大の弱点はプロトンが主要な核種として使えな

あった．
水に不溶で，長さ数ミクロンにもおよぶ巨大な構造

いことである．プロトンは磁気回転比（核スピンの共
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体は急速に解析能力を上げていた CP/MAS 固体高分

トから求まる 2 面角情報 34 個とスピン拡散スペクト

解能 NMR の絶好の対象であった．さらに，短いペプ

ルから求まる距離情報 27 個を拘束条件にして K3 フ

チドでもアミロイド線維をつくることが知られていた

ラグメント 4 単位を用いた構造計算を行った．その結

ので，選択的な安定同位体標識にも適していた．R.

果が図 3b に示されている．ポリペプチドがヘアピン

Tycko のグループはヒトアルツハイマーアミロイドペ

状に折り畳まれ，延びた領域が隣のフラグメントの対

プチド（A，in vivo で 39-43 残基）の系統的な研究を

応するペプチドと平行型  シート構造をつくってい

おこなった．さまざまな長さのペプチドに選択的同位

る．この  シートが 2 層構造をとっているのは A の

体標識を行い，シグナルの帰属と構造解析を行った．

構造モデルと同じである．同様な構造はプリオンでも

それらの結果に基づいて彼らが提案したアミロイド線

観測されており 5)，アミロイド線維の基本的構造と考

維前駆体の構造モデルを図 3a に示す 2)．それまでに

えられる．

提案された構造モデルでは反平行 シートをユニット
®

としたものが主流であったが，固体 NMR の結果は同

4.2 膜結合タンパク質・ペプチドの構造と相互作用

一ペプチド領域が形成する平行  シート構造を示し

膜系においては，脂質膜結合ペプチド，あるいは

ており，反平行型モデルとは一致しない．このモデル

膜受容体結合ペプチドの構造解析が重要な課題であ

ではループでヘアピン状に折り返した 2 つのペプチド

る．膜結合ペプチドでは抗菌ペプチド，あるいはホ

領域がそれぞれ隣の分子と平行型  シートを形成し

ルモンペプチドの研究が広くなされている．ペプチ

て繊維軸方向に伸びていく．ヘアピンの 2 つのペプチ

ドはアミノ酸残基数が少なく，しかも膜結合状態で

ド領域がつくる 2 つの平行型  シートは疎水的相互

は溶液 NMR での解析が難しいため，固体 NMR がそ

作用を主とした 2 層構造を形成している（図 3a 下）
．

の力を発揮できる 6), 7)．最近では，膜結合ペプチド自

彼らはこの構造をもとに，アミロイド線維の形成機構

身の構造だけではなく，ペプチドと膜の相互作用構

を解析している 3)．

造も明らかにできる手法が藤原敏道らによって開発

血液透析では組織適合性抗原の 1 成分である 2 ミ

された 8)．14 残基からなるマストパラン X は蜂毒の 1

クログロブリンが濃縮されてアミロイド線維をつく

つであるが，G タンパク質を活性化することができる

り，患者に障害をもたらす．このタンパク質の一部で

ので，G タンパク質共役受容体の G タンパク質活性

ある K3 ペプチド（Ser22-Leu41）はアミロイドのプロ

化ドメインのモデルと考えられている．マストパラ

トフィラメントをつくることが知られている．後藤祐

ン X の G タンパク質活性化能は膜の存在によって向

児らはわれわれとの共同研究で，このプロトフィラメ

上するので，このペプチドの膜結合構造が重要だと

ントの構造決定を行った 4)．ここでは 13C, 15N 均一標

考えられている．われわれは 13C, 15N 均一標識試料と

識した試料を用いてシグナルの帰属を行い，化学シフ

選択的標識試料を併用して，マストパラン X の膜結
合構造を決定した．それは図 4 のように基本的に両
親媒性の  ヘリックス構造をとっている．この構造
が G タンパク質を活性化する上でどのように働くの
かを理解するためには，このペプチドと膜の相互作
用構造を知る必要がある．そこで，重水素化脂肪酸
をもつ脂質を用いて，ペプチドのプロトンと脂質膜
のリン，あるいは重水素との間の磁化移動効率を調
べた．これもスピン間の双極子相互作用の強さに支
配されるので，核間距離が短いほど効率がよい．リ

図3
アミロイドの構造．
（a）アルツハイマー （1-40）アミロイド線
維の構造モデル（文献 2 より）
；上，線維前駆体のリボン構造（矢
印が繊維軸方向），単量体ペプチドの N 末端側（オレンジ）と C
末端側（青）がヘアピン状に折りたたまってそれぞれ隣のペプチ
ドの同じ領域と平行型  シートを作っている；下，単量体ペプチ
ドの構造（緑は疎水性，紫は極性，青は塩基性，赤は酸性アミノ
酸残基）
．
（b）K3 ペプチド繊維の計算構造の重ね合わせ（上）と
リボン構造（下）（文献 4 より）
．
（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）

ンは膜の極性基部位からの距離，重水素は疎水性領
域からの距離情報を与える（図 4 左）．この結果，マ
ストパラン X は脂質膜に図 4 に示すような形で結合
していることが明らかになった．ヘリックス軸は完
全に膜面に平行ではなく，約 10 傾いている．重要な
ことは G タンパク質の活性化に必須といわれている
リジン残基が膜の外側を向いている（図 4 右，青色
の両端が Lys4, Lys12）ことである．このリジン残基の
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配置が G タンパク質活性化効率を上げる 1 つの要因

ンタクトな繊維状ウィルス（ファージ）におけるコー

になっているものと思われる．

トタンパク質の構造決定があげられる 10)．この繊維

膜タンパク質とそれに結合するリガンドの研究も進

状ファージは静磁場方向に配向するので配向による高



んでいる．バクテリアの K チャネル KcsA はその結晶

分解能化法が適用できる．繊維状ファージ fd は 1 本

構造が報告されている．そのチャネル部分の構造は真

鎖 DNA と約 2700 コピーの同一コートタンパク質か

核生物の K チャネルでも基本的に似ていると考えら

らなる．ファージ質量は 1.6  107 Da におよぶ．ただ

れている．Kv1.3 はヒト T 細胞の K チャネルで免疫

し，コートタンパク質を構成するアミノ酸残基数は

系の機能制御に重要な役割を果たしている．このチャ

50 である．インタクトなファージは巨大であるが，

ネルにはサソリ毒，カリオトキシン（kaliotoxin, KTX）

その構成要素であるタンパク質は小さいので固体

が選択的に結合してチャネルを塞ぐ．KTX は 38 アミ

NMR での構造決定に成功した．





ノ 酸 残 基 か ら な る タ ン パ ク 質 で， そ の 結 合 部 位 は

CP/MAS 固体 NMR 法も巨大組織体の解析に用いる

Kv1.3 の膜貫通ヘリックス S5, S6 をつなぐリンカー部

ことができる．われわれはこの方法を光合成細菌集

分にある．この結合部位を KcsA の対応するリンカー

光装置の構造解析に適用した 11)．太陽光を光合成に



部分と置き換えると，カリオトキシンが結合して K

効率よく使うために，光合成細菌や植物は光を広く

の透過を阻止するキメラタンパク質ができる．M. Baldus

集めて光反応中心に送る器官（集光装置）をもってい

らはこの KcsA-Kv1.3 キメラ K チャネルと KTX の結

る．通常の光の中で生育する菌や植物の集光装置は

合構造を固体 NMR により解析した 9)．まず，13C, 15N

タンパク質とクロロフィルからなっており，クロロ

均一標識 KTX を非標識 KcsA-Kv1.3 キメラ K チャネ

フィルがアンテナの役割を，タンパク質がクロロ

ルに結合させた試料を解析して，KTX の受容体結合

フィルを最も効率のよい位置に配置する役割を果た

構造を決定した．次に K チャネル自身を解析した．

している．これらについては電子顕微鏡や X 線結晶

13

C, 15N 均一標識 KcsA-Kv1.3 キメラ K チャネルだけ

構造解析によりその立体構造が知られている．太陽

とこれに非標識 KTX を結合させたときのスペクトル

光が十分に届かないところに住んでいる光合成細菌

を測定すると，ループ部分（図 5a 参照）のみに変化

はこれとはまったく異なった構造の集光オルガネラ

が見られた．そのループ部分の帰属に基づき，KTX

をもつ．この集光装置はクロロゾーム（chlorosome）

結合による化学シフトの変化が大きかった残基が図

とよばれ，タンパク質をまったく含まず，バクテリ

5a 上に赤字で示されている（D, E, GYGD）．特にチャ

オクロロフィルが主要成分となっている．クロロ

ネルの選択フィルター部位（s. f. 配列上の一番右の

ゾームは図 6a のように脂質膜で包まれた袋状をして

ボックス）に集中している．これは KTX の結合を弱

おり，光反応中心の存在する細胞膜の細胞質側に密

める変異部位と重なっている．化学シフトから得られ

着している．袋の中には集光装置であるバクテリオク

た主鎖の二面角から判断すると，KTX が結合してい

ロロフィルの柱状構造体（rod element, 10  100 nm）

ないときには選択フイルターは開いた構造をとってお

が積み重なっている．光合成細菌 Chlorobium limicola

り，結合するとフイルターの上半分が開いて下半分は

を 13CO2 存在下で培養して 13C 標識した．そのクロロ







閉じた構造をとる．これは今までまったく知られてい

ゾームを分離精製し，遠心沈殿物をインタクトな状

ない新しい構造である．これらの結果を基にしたトキ

態での構造解析試料とした．

シンとチャネルの結合界面の構造モデルが図 5b に示

この細菌のクロロゾームの主成分はバクテリオクロ

されている．ここで示された KXT（図で上側）は固

ロフィル c である．これは炭素数がそんなに多くない

体 NMR で決定された受容体への結合構造である．

のでスペクトルの帰属は容易である．次に，炭素間の

KTX 結合によりチャネルがブロックされるのは KTX

距離情報をスピン拡散という方法で決定する．これは

のリジン 27 の側鎖がイオン選択フィルターに突き刺

溶液の NOE と同じような構造情報である．ポリペプ

さる形で栓をしているためである．これはチャネルを

チドと異なり，バクテリオクロロフィルが共有結合で

ブロックする特異的構造と考えられる．

連結されていないため，構造情報のキャラクタリゼー
ションと構造計算に工夫がいる．得られた構造情報を
基に溶液 NMR と同じような構造計算を行うと，図

4.3 巨大組織体への挑戦

固体 NMR の特徴は解析対象が無限に大きな会合体

6b のようなバクテリオクロロフィル c のスタッキン

を形成していても解析可能なことである．これを利用

グ構造を得ることができる．この構造の特徴はバクテ

したものとして S. Opella らが長年取り組んでいるイ

リオクロロフィル c が 2 量体構造をとり，それがス
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図4
マストパラン X の脂質膜結合構造（文献 8 より）
．
（a）ペプチド
の脂質膜への局在位置．青い線はリン，赤い線は脂肪酸重水素の
位置を示す．z は膜中心からの距離．（b）マストパラン X の脂質
膜結合構造．青色の両端が活性と関係する Lys4, Lys12．
図5
トキシン -K チャネル複合体の構造モデル（文献 9 より許可を得
て 転 載）
．（a）KcsA-Kv1.3 チ ャ ネ ル の ポ ア 領 域 の 構 造（PDB
1K4C）．上に示したアミノ酸配列の一番右のボックスが選択フィ
ルターの位置を示す．複合体形成により化学シフトが変化した残
基は赤で示している．星印は変異（Mut）あるいは分子動力学計
算で影響を受ける残基を示す．フィルター領域で化学シフトが変
化した 77-80 番の位置を構造図に示した．
（b）カリオトキシンと
KcsA-Kv1.3 チャネルポア領域複合体の構造モデル．上がカリオト
キシン．赤は複合体形成により影響を受けた残基，青は受けな
かった残基．

タッキングにより層状構造をとっていることである．
さらに，この層状構造は 2 量体の重なりが非常に大き
くなる形で積層して紙面と平行な面を形成する．この
面に少し傾きを与えると電子顕微鏡で観測される柱状
構造が得られる．柱状構造では，2 量体の層は図 6c
に示すように螺旋状に伸びている．このような構造体
は弱い光を補足して効率的にそのエネルギーを運ぶの
に適している．通常の光強度の下では補足したエネル
ギーによってクロロフィル自身が障害を受ける．その

状構造はいろいろな方向から飛んでくる密度の低い光

ため，通常の集光装置ではタンパク質によりクロロ

子を補足することができる．さらに，クロロソームで

フィルの密度を低くし，クロロフィルの障害を防ぐた

は補足した光のエネルギーをクロロフィル間の密な相

めにカロテノイドが配置されている．クロロゾームに

互作用を通して効率よく，高速に光反応中心に運ぶこ

おける高密度のクロロフィルの集積は弱い光の捕捉に

とができる．決定された構造はこの巨大な構造体を安

特化したことによって可能になったと考えられる．柱

定化している機構をも明らかにした．

図6
クロロゾームの構造モデル（文献 11 より）
．
（a）クロロゾームの概念図．
（b）バクテリオクロロフィル c 集合体基本部分の原子構造．クロ
ロフィル面は紙面に垂直．青はここでの中心分子．中心金属 Mg 配位による 2 量体が上 2 層の単位となっている．
（c）クロロゾーム柱状体
原子構造の俯瞰（左，緑はマグネシウム）および側面（右）図．右，バクテリオクロロフィル c 2 量体のらせん状層構造，およびスタッキ
ングカラムを緑で示す．Qy はクロロフィルの Qy バンドベクトル．
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回転相関時間
rotational correlation time
分子は溶液中で無秩序に回転しているので速度は
定義できないが，平均静止時間を定義することが
できて，回転相関関数から求まる．これが回転相
関時間で，分子の回転運動の速さの目安となる．
（154 ページ）
（阿久津ら）
磁気的相互作用テンソル
magnetic interaction tensor
核スピンすなわち磁気双極子はベクトル（階数 1
のテンソル）としての性質をもつので，その相互
作用は階数 2 のテンソル（通常 3 × 3 の行列で表
現）としての性質をもつ．これは相互作用の大き
さが空間内の見る方向によって異なるという性質

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

を数学的に表したもので，異方性の原因となる．
（155 ページ）
（阿久津ら）
プロトンデカップリング
proton decoupling
分子の原子核どうしは磁気的相互作用で結合して
それぞれのエネルギー準位に影響を与える．生体
分子のプロトンは数が多く，結合（カップリング）
も強いのでエネルギー準位に幅を与え，固体 NMR
で線幅が広がる原因となる．そこで，プロトンに
共鳴する電磁波を照射して，スピンの方向を絶え
ず変えることによりこの結合を断ち切ることをプ
ロトンデカップリングとよぶ．
（155 ページ）
（阿久津ら）
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総説

アストロサイト内酵素濃度による細胞応答の多様性の調節
後藤

勲，
夏目季代久

九州工業大学大学院生命体工学研究科

Recently it is suggested that astrocyte processes information as well as neurons in brain. Neurotransmitter glutamate (Glu) induces several patterns of [Ca2]i in astrocytes. In the present study, it is found that the patterns were induced with the change in the desensitization
rate of metabotropic Glu receptor. The dependence of the frequency of the astrocytic [Ca2]i oscillation on Glu concentration was also
explained by the desensitization process. The process was regulated by the intracellular protein kinase and phosphatase. Thus, the intracellular protein kinase and phosphatase regulate which patterns of [Ca2]i each astrocyte has against the Glu stimulation.
Astrocyte / Calcium concentration / Heterogeneity of astrocyte / Tripartite synapse / Desensitization

はじめに
ヒトを含む哺乳類など高等動物の中枢神経系は神経
細胞とグリア細胞によって構成される．アストロサイ
ト（AS）はグリア細胞の 1 種で，これまで細胞外液
の恒常性の維持や脳血液関門の形成といった補助的な
役割を果すと考えられてきた．しかし，近年 AS が神
経伝達物質受容体をもち，動的な細胞応答を示すこと
が報告されたため，AS の脳内情報処理への関与が示
唆されている．
脳内に AS は神経細胞の 2-10 倍存在すると考えられ
ている．また，AS は記憶や情動を司るといわれる海
馬においてシナプス周囲に突起を伸ばし，シナプス前
細胞とシナプス後細胞とで三者間シナプスを形成する
（図 1）1)． 一 方，AS 膜 上 に は AS カ ル シ ウ ム 濃 度

図1
三者間シナプス概念図．シナプス前細胞から放出されるGluはシ
ナプス後細胞のイオン透過型Glu酸受容体だけでなく，アストロ
サイト膜上の代謝型Glu酸受容体にも結合する．

（[Ca2]i）振動に深く関与している 5 型の代謝型グル
タミン酸受容体（mGluR5）が存在しており，神経発
火はシナプス後細胞だけでなく AS にも影響を与え
る 2)-4)．また mGluR5 は脱感作し，遺伝子導入した細

に振動周期が長くなる [Ca2]i 振動（FGD），減衰振動

胞での [Ca2]i 応答に重要な役割を果すと考えられて

（ダンプ振動）
）を示した．つまり，同じ濃度の Glu を

いる 5)．
以前，Cornell-Bell らは海馬培養 AS に対して海馬の

投与しても AS は細胞ごとに異なる応答をした．また

主要な神経伝達物質グルタミン酸を持続的に投与し，

福井らや Muyderman らは培養 AS が Glu 以外の神経伝

AS 内 [Ca2]i 変化を測定した 6)．その結果，4 つの応

達物質に対しても細胞ごとに [Ca2]i 応答が異なるこ

答パターン（一過性の [Ca ]i 上昇，[Ca ]i 振動，徐々

とを報告している 7), 8)．このように [Ca2]i 応答は AS

2

2

The Regulation of Cell-Response Heterogeneities Induced by Astrocytic Intracellular Enzyme Concentration
Isao GOTO and Kiyohisa NATSUME
Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology
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ご と に 異 な る． ま た， 近 年 AS か ら の Glu 放 出 に
AS[Ca2]i 上昇の関与が示唆されており 9)，AS から放
出された Glu は神経細胞ネットワークに影響する．し
たがって，AS[Ca2] の変化は AS と神経細胞との相互
作用に重要な役割を果す．
これまでの多くの生理実験は多様な AS[Ca2]i 応答
を報告したが 6)-8)，いまだに多様性の誘導機序を説明
する数理モデルは提案されていない．この論文ではグ
ルタミン酸による AS[Ca2]i 応答の実験結果 6) の再現
を試み，AS[Ca2]i 応答の多様性の誘導機序を明らかに
する．

モデル
図 2a にわれわれが計算したシグナルカスケードを
示す 10)．神経発火に伴って放出される Glu はシナプ
ス間隙を漏れ出て AS 膜上の mGluR5 に結合し，G タ
ンパクを介してフォスフォリパーゼ C (PLC) を活性
化する．イノシトール 3 リン酸（IP3）は PLC 活性に

よって産生され，細胞内 Ca2 ストア（ER）膜上の IP3

受容体／ Ca2 チャネル（IP3R）に結合し Ca2 放出を
促す．放出された Ca2 は PLC を活性化し再び IP3 を
産生する．

mGluR5 は Glu の持続的な刺激によって脱感作する
（アゴニストに対する応答が鈍くなる）ことが知られ
ている 11)．われわれは AS[Ca2]i 応答に対する脱感作
の影響を調べるために，脱感作を考慮した mGluR5 モ
デルを構築した（図 2b）．この mGluR5 モデルは Glu
結合と脱感作反応，そして G タンパク活性化反応か
らなる．それらの反応を図 2b に示す．mGluR5 脱感
作反応において，脱感作は R_Glu の状態でのみ生じ，

図2
（a）アストロサイトにおけるGlu誘導[Ca2]i応答のシグナルカス
ケード．（b）mGluR5脱感作過程，Gタンパク活性化過程，と
IP3Rのダイナミクス．R; mGluR5，D_R; 脱感作状態mGluR5, IP3Rは
IP3結合部位とCa2活性化・不活性化部位を仮定した．詳細は本文
を参照．

脱感作時，Glu は迅速に解離することを仮定した．し
た が っ て R → D_R，D_R → D_R_Glu，D_R_Glu →
R_Glu の 3 つの反応は削除した．この仮定をもとに，
質量作用の法則によって次の式を導出した．
d
― [R]  kb1[R_Glu]  kf4[D_R]  kf1[R]
dt

ここで，Vexc と Vhyd は Biddlecome らの報告した受

（1）
，

容体刺激時における GDP/GTP 交換と GTP 加水分解
の定常状態速度定数の値 12) を用いた．

これらの反応中のパラメーターは Kawabata らの報
を再現す

G*-GTP と Ca2 によって活性化する PLC は IP3 を

る値にし，図 2b 中の kf2 と kf4 はコントロールパラメー

産生する．したがって，以上の反応を，以前，提案し

タ ー と し た． ま た，G タ ン パ ク の 活 性 化 状 態 G*-

た修正 Young and Keizer（modified YK）モデルと結合さ

GTP は以下の式によって求めた．

せた 10), 13)．このモデルを mGluR5-modified YK モデル

告した mGluR5 の Glu 濃度に対する応答性

4)

（MM モデル）とよぶ．Modified YK モデルは PLC と

d
― [G*-GTP]
dt
 Vexc[R_Glu][G-GDP]  Vhyd[G*-GTP] （2），

PLC に よ る IP3 産 生，Ca2 ダ イ ナ ミ ク ス， そ し て
IP3R ダイナミクスを含む MM モデルの IP3 と Ca2 ダ


目次に戻る
アストロサイト内酵素による多様性の調節

イナミクスは以下の通りとなる．

表1
計算に用いたパラメーター一覧

d
― [IP3]  VPLC  VPLC  Id[IP3]
dt



[Ca2]i
[G*-GTP]
· ― （）
VPLC  vPLC ―
，
[Ca2]ikPLC1 [G*-GTP]kPLC2
[Ca2]i
VPLC  vPLC ―
[Ca2]ikPLC1





3
110



Vrel  c1(v1*X

2

5/M・秒

2

Variable/秒

0

3

20/秒

0

4

0.001/秒

0

Vexc
0.42/M・秒

（6）
，

10/秒

Vhyd
1.67/秒

PI代謝系
2

 v2)([Ca ]i  [Ca ]) （7）
，

[Ca2]i2
VERCA  v3 ―

[Ca2]i2k32



（）
，

kb

1

G蛋白

d
2
― [Ca ]i  Vrel  VERCA
dt



kf

mGluR5

（3）
，

vPLC  0.33 M/秒
kPLC1  0.01 M

（8），

kPLC2  0.2 M
vPLC  0.95 M/秒

こ こ で，vPLC と vPLC は，PLC と PLC の 濃 度

kPLC1  0.3 M

に比例するパラメーターであり，kPLC1，kPLC2，kPLC1

Id  1/s秒

はそれぞれ PLC に対する Ca2，PLC に対する G*-

a

IP3R

GTP，PLC に対する Ca2 の解離定数である．それぞ

b

1

400/M・秒

52/秒

れの値は論文 14，15，16 を参考にした．（7）式中の

2

X110 は IP3R の開口確率である．IP3R ダイナミクスと

0.2/M・秒

0.2098/秒

3

し て は Young and Keizer モ デ ル を 採 用 し て い る 13）．

400/M・秒

377.36/秒

4

0.2/M・秒

0.0289/秒

5

20/M・秒

1.6468/秒

IP3R 上に IP3 と 2 つの Ca2 結合部位を仮定し，それぞ
れの部位への IP3，Ca2 の結合の有無を 0 と 1 とする

Ca ダイナミクス
2

と，IP3R は S000-S111 の 8 状 態 を と る（図 2b）．S000 の

v1  6/秒
（最大Ca2流束定数）

確率変数を X000 とすると，

v2  0.11/秒
（漏れCa2流束定数）



d
― X000  V1  V3  V4
dt

（9），



V1  b1*X100  1*[IP3]*X000

（10），



V3  b3*X0103*[Ca2]*X000

（11），

v3  0.9 M/秒（最大取り込み定数）
k3  0.1 M
（Ca2ポンプの活性化定数）
c0  2.0 M
（総Ca2濃度）
c1  0.185
（Ca2ストア体積／細胞体体積）

左図）は減衰振動し，そのとき，R_Glu（図 3Aa 右図）
2



V4  b4*X0014*[Ca ]*X000

は脱感作による減少をほとんど示さなかった．kf2 を

（12）

上昇させることで R_Glu は刺激中減少するようにな
り（図 3Ab, c 右 図）
，[Ca2]i 振 動 と FGD が 生 じ た

詳細については論文 13) を参照．本論文で用いたパ

（kf2  0.007/ 秒と 0.02/ 秒）（図 3Ab, c）．さらに kf2 を

ラメーターは表 1 にまとめた．

大きくする（kf2  0.15/ 秒）と，一過性の [Ca2]i 応答
が現れた（図 3Ad）．これらの結果は kf2 が R_Glu の

結果と考察

経時的な減少速度を制御し，AS[Ca2]i 応答のパターン

100 M Glu の 持 続 的 な 投 与 に よ り，AS は 4 つ の

を決定することを示している．

[Ca ]i 応答パターンを示す ．このような応答パター
2

図 3Ba に kf2 を変化させたときの MM モデル状態分

6)

ンの多様性の誘導機序を調べるために，われわれは

岐図を作った．この図では刺激を長時間与えたときの

MM モデルを用いて 400 秒間同一濃度 Glu 刺激中の

AS[Ca2]i 応答の定常状態を示した．応答は，kf2 の増加

AS[Ca2]i の変化を計算した．図 3Aa-d に示すように，

に伴って，減衰振動，定常振動，一過性応答，応答な
し，へと変化した．振動領域では，kf2 の増加に伴って

脱感作速度定数を変化させることで，4 つのパターン

[Ca2]i 振動周期は長くなった．さらに FGD 応答誘導

を再現できた．kf2  0.0001/ 秒のとき，[Ca2]i（図 3Aa
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図3
A．MM モデルで生じた 4 つの Glu 誘導 AS[Ca2]i 応答の典型例と，
そのときの R_Glu 濃度の経時変化．
（a）減衰振動パターン．
（b）
振動パター
ン．
（c）時間と共に [Ca2]i 振動周期が遅れる振動パターン（FGD）．
（d）一過性応答パターン．右側には，各パターン生成時の R_Glu 濃度の
経時変化を示した．B．kf2 の変化によって生じる Glu 誘導 AS[Ca2]i 応答の分岐図（a）
，と Glu 刺激によって生じる AS[Ca2]i 応答の多様性誘
導メカニズム（b）
．C．（a）MM モデルと生理実験 3) とでの Glu 濃度依存的な AS[Ca2]i 振動周期の比較．
（b）Muyderman らの報告した Glu
誘導 AS[Ca2]i 応答 8）の再現．

機序を調べるため，VPLC を定数として AS[Ca2]i 応答

したがって，4 つの応答パターンの誘導機序は以下の

を計算し分岐図を作成した（図 3Bb）
．R_Glu は G*-

よ う に 考 え ら れ る． 刺 激 す る と， 最 初，VPLC は

GTP を 介 し て PLC を 活 性 化 す る． 脱 感 作 に よ り

0.24 M/ 秒以上の減衰振動領域に達する．kf2  0.0001/

R_Glu は Glu 刺激中減少するため，VPLC も，そのと

秒と脱感作速度が小さい場合，R_Glu はほとんど減少

き 減 少 し て い る と 考 え ら れ る（
（2）
，
（4） 式 参 照）
．

しないため，VPLC もほとんど減少せず，減衰振動の

VPLC が増加すると，一過性応答，振動，減衰振動が

AS[Ca2]i 応答が生じる（図 3Bb Damped Osci.）
．しかし，

起こった．振動領域では振動周期は VPLC の増加に伴

kf2 を上昇させると VPLC の減少速度が大きくなり，

い短くなった．4 つの AS[Ca ]i 応答パターンが生じる

応答パターンは減衰振動領域から振動領域，あるいは

とき，R_Glu の減少の仕方は異なること（図 3A）から，

振動領域を超え一過性応答領域まで変化する．脱感作

VPLC の減少の仕方も異なっていると考えられる．

速度が少し大きくなる（kf2  0.02/ 秒）と，VPLC は

2
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減少するが，[Ca2]i 振動の周期がほとんど変化しない

て い る 17)． し た が っ て，AS[Ca2]i 応 答 パ タ ー ン は

領域（0.1/ 秒＜VPLC＜0.24/ 秒）に留まるので定常振

PKC と PP などの細胞内酵素濃度によって調節されて

動が誘導される（図 3Bb Oscillation）
．さらに脱感作速

いると考えられる．

度が大きくなる（kf2  0.02/ 秒）と，[Ca ]i 振動周期が

今回の研究において，AS[Ca2]i 応答の多様性は AS

2

長 く な る 領 域（0.015 M/ 秒 ＜VPLC＜0.099 M/ 秒）

ごとの PKC および PP の細胞内酵素濃度の違いによっ

まで VPLC は減少し FGD は誘導されると考えられる

て生じるという可能性を示した．では，何が原因で
AS ごとに酵素濃度が異なるのだろうか？

（図 3Bb FGD）
．これらの結果は，脱感作速度 kf2 が，

培養実験

AS[Ca ]i 応答多様性を誘導する要因の 1 つであること

の場合は，培養条件の違い，たとえば，成長因子や栄

を示す．

養因子などの違いによって個々の AS 内酵素濃度は異

2

Cornell-Bell らは，[Ca2]i 振動が起こる AS を使って，

なってくると考えている．実際，栄養因子の有りなし

Glu 濃度依存的に [Ca ]i 振動周期が変化することを報

で，AS[Ca2]i 応答パターンが変化する 18)．また生体

告した 5)．われわれは MM モデルを用いて，Glu 濃度

系では，AS は脳内さまざまな部位で観察され，神経

を 0.1，1，10，100 M と変化させ [Ca ]i 振動周期を

シナプスに突起を伸ばしている．頻繁に発火する神経

計 算 し た（kf2  0.01/ 秒）
． そ の 結 果， 周 期 は 29.1，

が作るシナプスに突起を伸ばしている AS では頻繁に

17.6，15.2，14.2 秒となり，彼らの報告とよく一致し

[Ca2]i 上昇が生じていると考えられる．一方，発火を

た（図 3Ca）．投与する Glu 濃度の増加は，図 2b，
（4）

ほとんど起こさない神経が作るシナプスに突起を伸ば

式より，VPLC を増加させる．図 3Bb から示される

している AS では，[Ca2]i 上昇はあまりないはずであ

ように，VPLC の増加は AS[Ca ]i 振動周期を短くす

る．Ca2 は遺伝子のタンパク合成などへの関与がある

る．したがって，Glu 濃度の上昇は [Ca2]i 振動周期を

イオン 19) なので，神経活動依存的に，AS[Ca2]i 上昇

短くすると考えられる．

の程度が変化し，AS 内の PKC や PP などの酵素濃度

2

2

2

前 記 し た 4 つ の AS[Ca2]i 応 答 パ タ ー ン の 他 に，

を変化させているのかもしれない．MM モデルでは，

Muyderman らは Glu 刺激による 2 相性応答を報告して

減衰振動する AS と一過性応答する AS とで，約 1000

いる ．持続的な Glu 刺激により，AS[Ca ]i は 2 回上

倍の PKC 濃度差があると示唆している．これも非常

昇し，2 度目の振幅は 1 度目の振幅よりも低い．MM

に大きな違いのように思うかもしれないが 1 nM と

モデルを使って計算し，kf2  0.1/ 秒のとき，そのよう

1 M の違いと考えれば，この濃度の差は現実的だと

8)

2

な応答パターンが見つかった（図 3Cb）
．この kf2 は，

考えられる．また PP 濃度，PKC 活性化因子濃度など

低い．kf2 の値が低くなると刺激中の R_Glu 減少速度，

ないのかもしれない．

一過性応答を誘導する kf2  0.15/ 秒（図 3Ad）よりも

も考慮すれば，約 1000 倍もの大きな濃度差ほど必要

VPLC の減少速度は若干小さくなる．その結果，2 度

福井らは，グルタミン酸の他に，ヒスタミンなどの

目 の [Ca ]i 応 答 が 誘 導 さ れ る 時 間 ま で 誘 導 領 域 に

神経伝達物質によっても，AS は，[Ca2]i 応答するこ

VPLC が留まることで，この現象は誘導されると考

とを示し，ヒスタミンの濃度上昇に伴って，一過性，

えられる．また 2 度目の [Ca2]i 応答は，最初より小

振動，定常的な上昇とグルタミン酸に対する反応と同

さな VPLC で引き起こされるので 2 度目の [Ca ]i 応

様 な 傾 向 を 示 し た 7)． ヒ ス タ ミ ン も Glu と 同 様 に

答振幅は小さくなったと考えられる．

PLC を活性化し IP3 を産生する．したがって，ヒス

2

2

われわれは AS[Ca2]i 応答の多様性を再現する MM

タミン濃度に対しても図 3Af と同様の分岐図が得ら

モデルを構築した．MM モデルは Cornell-Bell らが報

れるかもしれない．これらの結果から，MM モデル

告した 4 つの応答パターン ，AS[Ca ]i 振動周期

は，グルタミン酸以外の神経伝達物質による AS[Ca2]i

6)

2

6)

の

Glu 濃 度 依 存 性，Muyderman ら の 報 告 し た Glu 誘 導

応答の機構も明らかにしていくものと思われる．

[Ca2]i 応答 8) を再現した．したがって，MM モデルは

脳内では，多様な AS がネットワークを作って，神

AS の Glu 依存的な [Ca ]i 応答を再現するのに妥当な

経と共に情報処理に関与している．今後は多様な AS

モデルであると考えられる．また，それと共に，これ

が，どのような機構で脳内情報処理に関与しているの

らの AS 多様性が，AS 膜上にある mGluR5 の脱感作現

かを明らかにしていきたいと考えている．また，今回

象により説明できることを示している．

提案するモデルは INCF National Node of Japan Neuron-

2

最近の研究は mGluR5 の脱感作と再感作が Protein

Glia Platform（http://platform.neuron-glia.neur oinf.jp/）に

Kinase C（PKC） に よ る リ ン 酸 化 と Phosphatase（PP）

掲載予定である．

による脱リン酸化によって調節される可能性を示唆し
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線虫C. elegansの温度走性をもちいた感覚受容と学習行動の
遺伝学的研究
久原

篤，森

郁恵

名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻

Elucidation of the principal mechanism for sensory transduction, learning and memory is a fundamental question in neuroscience. Thermotaxis, an experience-modulated behavior, in Caenorhabditis elegans is an ideal model to understand thermosensation and learning and
memory. Recent genetic, behavioral and optical imaging studies of thermotaxis have begun to reveal molecular, cellular and neural circuit
basis of thermosensation and neural plasticity.
learning and memory / thermosensation / neural circuit / C. elegans / thermotaxis / calcium imaging

明であることから，受精卵から成虫にいたるまでの全

はじめに

細胞分裂の系譜と，すべての細胞の位置が明らかに

動物は，脳神経系を最大限に活用することで，環境

なっている．さらに驚くべき実験として，線虫頭部か

情報を感知し，それらの情報を処理し，思考や行動に

ら尾部までを数万枚の切片にし，各切片の電子顕微鏡

反映させる．このような高次神経機能の分子神経回路

写真を撮影し，3 次元構築することで，約 5000 個の

メカニズムの解明は，現代生物学の最重要課題の 1 つ

化学シナプスと約 600 個のギャップ結合から構成され

で あ る． し か し， 高 等 動 物 で は， 神 経 細 胞 の 数 が

る全神経回路網がすでに明らかにされている．以上の

10-1000 億個と膨大であり，神経接続の組み合わせは

ことから，C. elegans は神経系の解析に適したモデル動

天文学的な数値となるため，脳神経活動の網羅的理解

物であるといえる．

には多大な時間を要する．そこで，まず，簡単な神経

C. elegans はわずか 302 個のニューロンを駆使して環

回路をもつ動物の脳神経メカニズムを網羅的に理解

境中に存在する匂い，味，温度などを感知し応答行動

し，その中から，高等動物まで保存された神経機能の

を示す．そのなかでも温度に対する応答行動は，飼育

基本メカニズムを明らかにするというストラテジーに

温度や飼育時の餌条件によって可塑的に変化する行動

メリットがある．われわれは，わずか 302 個のニュー

であり，神経機能の可塑性を行動レベルで観察できる

ロンから構成される線虫 C. elegans（Caenorhabditis ele-

優れた実験系である．C. elegans は「一定の温度下」で

gans）の温度に対する応答行動（温度走性）に着目し，

「餌の存在する条件」で飼育された後に，温度勾配上

分子―神経細胞―神経回路―個体行動の各階層レベルを

に置かれると，過去の飼育温度に移動する．たとえ

統合した神経機能の解析から，高次神経機能のエッセ

ば，20C で，餌の存在する条件で飼育された個体は，

ンスの理解を目指している．

温度勾配上で，飼育温度である 20C へ移動し，20C
の温度域に留まるように行動する（図 1）
．この行動

1.

は，1975 年に Hedgecock と Russel によって発見され，

C. elegans の温度走性と神経回路メカニズム

「温度走性：thermotaxis」と定義付けられ 1)，C. elegans

C. elegans は体長約 1 mm の土壌自活性の線虫で，そ

において最も複雑な行動として知られている．

の体は 959 個の細胞から構成されており，そのうち約

1995 年，森と大島は，レーザーによるニューロン

1/3 を占める 302 個が神経細胞である．また，体は透

破壊実験から，温度走性を制御するシンプルな神経回

Molecular Neurogenetics of Thermosensation and Temperature Learning in the Nematode C. elegans
Atsushi KUHARA and Ikue MORI
Division of Biological Science, Nagoya University Graduate School of Science
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2)
路モデルを提唱した（図 2a）
．線虫の頭部に存在す

る感覚ニューロン AFD を破壊した個体は，温度勾配
上をランダムに行動する温度無走性異常，あるいは，
常に低温へ行動する好冷性異常を示した（図 2a 右
表）．この結果から，感覚ニューロン AFD は，温度を
受容する主要な温度受容ニューロンであることが示唆
された．しかし，AFD を破壊しても完全な温度無走
性にならないことから，AFD 以外の温度受容ニュー
ロン（X と仮定）の存在が示唆されている．つぎに，
AFD か ら 化 学 シ ナ プ ス に よ り 入 力 を 受 け る 介 在
ニューロン AIY を破壊した個体は，常に低温へ行動す

図1
C. elegans の温度走性行動．C. elegans を一定の飼育温度で餌の存
在下で飼育した後，餌のない温度勾配上の×印に置き，約 1 時間
自由に運動させたときの軌跡．各飼育温度に移動する．図中の温
度勾配は，餌のない寒天平面に中心から縁にかけて 17C 〜 25C
の同心円状に形成されている．（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）

る好冷性異常を示した．それに対し，AIY と化学シナ
プスにより接続する介在ニューロン AIZ が破壊され
た場合には，高温へ行動する好熱性異常を示した．こ
れらの結果から，AIY は，高温域への行動を，AIZ は
低温域への行動に必要な介在ニューロンであることが

図2
温度走性の神経回路と温度受容ニューロン．（a）温度走性を制御する神経回路モデル．温度情報は温度受容ニューロン AFD と X（未同定）
により受容され，下流の介在ニューロン AIY, AIZ, RIA を介して，温度走性を制御する．AIY は高温（U）へ，AIZ は低温（D）への移動に関与．
（b）AFD ニューロンのカルシウムイメージング．C. elegans の温度受容ニューロン AFD の模式図と，AFD の温度応答のカルシウムイメージ
ング画像．青色はカルシウム濃度が低く，赤色は高いことを示す．
（c）15C（上段）または 25C（中段）で餌を与えて飼育した野生株にお
いて，温度を変化させたとき（下段）の，AFD における Ca2 濃度の計時変化（Ratio change の値が高いほど Ca2 濃度が高いことを示す）
．
（文
献 5 より改変）
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
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示唆された（図 2a）
．さらに，AIY と AIZ 介在ニュー

を行なっても，飼育温度に依存した温度応答性の変化

ロンからシナプス入力を受ける RIA 介在ニューロン

が観察された 4)．これらの結果は，温度受容ニューロ

を破壊した個体は，温度無走性の異常を示したことか

ンが飼育温度を記憶し，ある種の感度調節を行ってい

ら，RIA 介在ニューロンは，AIY と AIZ 介在ニューロ

ることを示唆する 5)．単一ニューロンが温度を記憶す

ンからの情報を統合していると考えられる．RIA 介在

る分子メカニズムの解明はこれからの課題といえる．

ニューロンは，筋肉運動を制御する運動ニューロンに
直接シナプス結合していることから，RIA は温度情報

3.

の最終的な筋肉運動としての出力に重要であると考え
られる．これらのことから，C. elegans の温度走性は神

温度受容にかかわる分子
温度受容情報伝達の分子メカニズムの解明に向け，

経機能を「神経回路レベル」で解析できる希有な実験

温度走性に異常をもつ変異体が多数単離され，その原

系であるといえる．

因遺伝子の解析から，温度受容情報伝達の分子経路の
大 枠 が， 明 ら か に な っ て き た（図 3）6)． 温 度 受 容

2.

ニューロン AFD において，cGMP 合成酵素である 3

温度受容ニューロン AFD の生理学的性質

つ の グ ア ニ リ ル 酸 シ ク ラ ー ゼ GCY-8 と GCY-18, と

神経回路が生体内でどのように活動しているかをと

GCY-23 が温度情報伝達に関してリダンダントに働い

らえるためには，個々のニューロンの膜電位や細胞内

ており 7)，その下流で cGMP 依存性チャネルである

イオン濃度の変化を測定する必要がある．ニューロン

TAX-4 と TAX-2 が機能し 8)，温度受容ニューロンの膜

の活動をモニターする方法として，細胞膜の電位変化

5)
電位変化を引き起こすことが示唆された（図 3）
．ま

を測定する電気生理が第一にあげられるが，C. elegans

た，温度情報の伝達効率の調節に Ca2 依存性脱リン

では，ニューロン細胞体の直径が 10 m 以下と，高

酸化酵素であるカルシニューリン（TAX-6）とプロテ

等動物に比べ非常に小さいため，電気生理学的解析は

インキナーゼ C（TTX-4）が関与することも明らかに

容易ではない．その一方，C. elegans では，
「体が透明

なった 9), 10)．哺乳類の視覚や嗅覚においても環状ヌク

である」ことを利用した，神経活動の in vivo 光学イ

レオチドの濃度変化がチャネルの開閉を制御している

メージングが，近年，さかんに行なわれている．具体

ことから（嗅覚では cAMP 濃度の上昇が，視覚では

的には，ニューロンの活動性と細胞内カルシウム濃度

cGMP 濃度の低下が，環状ヌクレオチド依存性チャネ

との相関性を利用して，細胞内 Ca 濃度変化によっ

ルの開閉に関与する），C. elegans の温度受容機構も哺

て蛍光波長が変化するタンパク（カメレオンなど）を

乳類の視覚や嗅覚の分子メカニズムと類似する機構が

もちいて，ニューロンの活動を測定している 3)．

あるのではないかと考えられる．実際に，つい最近，

2

C. elegans では，単一種類のニューロンで特異的に発
現 す る 遺 伝 子 が 多 数 同 定 さ れ て い る． そ の よ う な
ニューロン特異的遺伝子のプロモーター DNA 配列の
下 流 に 目 的 の 遺 伝 子 を 融 合 さ せ る こ と で， 特 定 の
ニューロンでのみ遺伝子を発現させることが可能であ
る．木村らは，温度受容ニューロン AFD 特異的に発
現する H13 遺伝子のプロモーター DNA 配列をもちい
て，カメレオン遺伝子を AFD ニューロン特異的に発
現 さ せ，AFD の 温 度 に 対 す る 応 答 性 を 測 定 し た
（図 2b）．その結果，AFD は外界の温度の上昇に反応
することが明らかになった．興味深いことに，15C
で飼育された個体の AFD ニューロンの温度変化への

図3
温度受容シグナル伝達経路のモデル．温度情報は未同定の温度受
容体によって受容され，G タンパク（未同定）
，グアニル酸シク
ラーゼ GCY-8/18/23 を介して TAX-4/TAX-2 チャネルを活性化し，
AFD ニューロンの膜電位を変化させると考えられる．TTX-4 プロ
テインキナーゼ C と TAX-6 カルシニューリンは AFD ニューロン
の感度を負に調節している 9), 10)．
（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）

応答性が，低温域（17C）において最大であったの
に対し，25C 飼育後では，AFD の温度変化への応答
性は高温域（25C）において最大であった（図 2c）
．
さらに，感覚末端と細胞体をつなぐ樹上突起を局所
レーザーで切断し，温度情報が樹上突起以下に伝達さ
れない状態で，AFD の感覚末端の Ca2 イメージング
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C. elegans の温度情報が，哺乳類の視覚や嗅覚と同様に

させた直後には，飼育温度の記憶に対して好きか嫌い

三量体 G タンパクを介して伝達されることが明らか

かの評価が逆転しているようにみえる．これらの結果

となった 11)．

を説明する仮説の 1 つとして，C. elegans が「温度情報」
と「餌の有無」をそれぞれ独立に記憶し，それぞれの

4.

記憶の間に強い相互作用をもつことで連合学習を成立

温度走性における学習行動

させている可能性が考えられる 12)．

これまでに，温度受容の分子メカニズムと，温度走
性にかかわる神経回路の全体像が浮き彫りになってき

5.

た．近年，さらに，温度走性を，
「学習」という高次

連合学習行動にかかわる神経回路

神経機能の解析のモデル系ととらえ，その分子神経回

連合学習が発見され，次に興味が湧くことは，その

路メカニズムの解析を行っている．では，温度走性に

「分子」と「神経回路」メカニズムである．久原と森

おける学習とはどのようなものであろうか？ 前述の

は，哺乳類の学習行動に関与する分子としてカルシ

通り，温度走性とは，「一定の温度」で「えさの存在

ニューリンに着目した．前述の通り，カルシニューリ

する条件」で飼育された個体が，温度勾配上で飼育温

ンの線虫ホモログ TAX-6 は，温度受容ニューロンの

度へ向かう行動であるが，興味深いことに，温度走性

感度調節分子として既に単離されていた．tax-6 変異

は「飼育時の餌の有無」によって可塑的に変化する．

体は，感覚ニューロンの異常により，温度走性そのも

具体的には，17C で餌のない飢餓条件に置かれた野

のに異常を示すため，tax-6 変異体の感覚ニューロン

生株は，温度勾配上で飼育温度である 17C を避ける

で tax-6 遺伝子を発現させ，温度感覚異常を回復させ

ように行動する（図 5a, b）
．つまり，C. elegans は，
「飼

た．作成した tax-6(sensory, inter-) 系統に関して，温

育温度」と「餌の有無」を関連づけて記憶・学習（連

度と餌条件の連合学習行動を測定した．その結果，17

合学習）していると考えられる 1), 12)．

C で飢餓を体験させても，温度勾配上で飢餓体験温
度である 17C を避けなかった（図 5c, d）．つまり，

毛利らは，飢餓を体験させる時間を変化させて温度
走性をより詳細に観察した．17C で餌を与えられて

tax-6(sensory, inter-) 系統は，温度と餌条件の連合学習

飼育された個体は，約 3 時間の飢餓経験により飼育温

行動に異常を示した．

度である 17C を避けるようになる．それに対して，

次に，どのニューロンが連合学習に関与するのかを

25C で飼育された場合には，わずか 30 分の飢餓経験

調べるために，tax-6(sensory, inter-) 変異体のさまざま

で飼育温度を避けるようになった（図 4a-c）．これら

な ニ ュ ー ロ ン で，tax-6 遺 伝 子 を 発 現 さ せ， ど の

のことから，低温飼育時と高温飼育時で，連合学習の

ニューロンで tax-6 遺伝子を発現させたときに学習行

制御機構に違いが存在することが示唆された．次に，

動の異常が回復するかを調べた（図 5e, f）
．その結果，

飢餓を体験させた個体に，再び餌を与えて温度走性を

変異体の連合学習行動の異常は，温度走性の神経回路

観察したところ，飢餓体験により飼育温度を避けるよ

上でシナプス結合している AIZ と RIA という 2 つの

うになった個体が，17C 飼育後でも 25C 飼育後で

介在ニューロンで tax-6 遺伝子を同時に発現させた場

も，わずか 10 分で再び飼育温度に誘引されるように

合にのみ回復した（図 2a）
．

なった（図 4d-f）．つまり，C. elegans が飢餓状態から

温度と餌条件の連合学習が遂行される際の AIZ-RIA

回復（飢餓情報をリセット）するには，飼育温度にか

神経回路の活動の変化を，Ca2 イメージングで測定し

かわらず 10 分程度の時間で十分と考えられる．

た．具体的には，
「餌を与えて飼育した野生株」と「飢

つぎに，
「温度」と「餌」の記憶に，相関性がある

餓を体験した野生株」のそれぞれに関して，温度刺激

かどうかを調べるための行動テストを行った．17C

時の，AIZ ニューロン内の細胞内カルシウム濃度の変

で飼育された個体を 17C で 3 時間飢餓を体験させ，

化を測定した．その結果，飢餓を体験した個体では，

その後，25C で餌を与えてから温度走性テストをお

餌を与えた個体よりも，AIZ ニューロン内の細胞内カ

こなったところ，興味深いことに 25C で餌を与えた

ルシウム濃度の変化率が小さかった（図 5i）．一方，

最初の 10 分間は，最後に餌が存在した温度である

tax-6 変異体では，飢餓を体験した場合でも，餌を与

25C ではなく，最初に飼育されていた 17C に誘引さ

えて飼育した場合でも温度刺激に対する AIZ 内のカ

れた（図 4g, h）
．同様の実験を 17C と 25C を入れ

ルシウム濃度の変化率は，同程度であった（図 5j）
．

替えて行った場合にも同様の結果が観察された

これらの結果は，飢餓情報が何らかの方法でカルシ

（図 4i）．すなわち，飼育温度と餌条件を同時に変化

ニューリン TAX-6 の活性を制御し，未同定の基質の
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図4
温度と餌条件の連合学習行動．
（a）餌を与えて飼育した野生株を，さまざまな時間，飢餓を体験させた後に，温度走性テスト（assay）をお
こなった（模式図）
．
（b）17C で餌を与え飼育し，17C でさまざまな時間，飢餓を体験させた後に，温度走性テストをおこなった結果．
「Fraction of 17」は，全個体のうち，17C へ移動した個体の割合．
（c）25C で餌を与え飼育し，25C でさまざまな時間，飢餓を体験させ
た後に，温度走性テストをおこなった結果．
「Fraction of 25」は，25C へ移動した個体の割合．（d）餌を与えて飼育した個体に飢餓を体験
させ，再び餌を与え，餌を与える時間を変化させた後の，温度走性テストの模式図．
（e, f）17C もしくは 25C で餌を与えて飼育した個体
（naive）に 3 時間（17C 飼育時）もしくは 1 時間（25C 飼育時）飢餓を体験させ，その後，餌が存在する培地で飼育する時間を変化させて，
温度走性テストをおこなった結果．（g）餌を与えて飼育した個体に飢餓を体験させ，その後，飼育温度を変化させると同時に餌を再び与え
て飼育する時間を変化させて，温度走性テストをおこなったときの模式図．
（h）17C で餌を与えて飼育した個体（naive）に 3 時間飢餓を
体験させ，その後，25C において餌が存在する培地で飼育する時間を変化させて，温度走性テストをおこなった結果．
（i）25C で餌を与え
て飼育した個体（naive）に 1 時間飢餓を体験させ，その後，17C において餌が存在する培地で飼育する時間を変化させたて，温度走性テ
ストをおこなった結果．
（文献 12 より改変）
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図5
温度と餌状条件の連合学習の分子神経メカニズム．17C で餌を与えて飼育した個体の温度走性テスト時の，各系統線虫個体の動いた軌跡
（a, c, e, g）
．17C で飢餓体験後の軌跡（b, d, f, h）
．
（文献 13, 14 より改変）
（i, j）野生株と tax-6(sensory, inter-) 変異体および ins-1 変異体
における AIZ ニューロンのカルシウムイメージング．17C で飼育後，温度を変化させた場合のカルシウム濃度の経時変化（Ratio change）
．
（k）インスリン情報伝達系．
（l）飢餓体験時間を変化させ（0.5 h 〜 3 h）
，温度走性テストを行った結果．（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）

リン酸化状態を変化させることで，AIZ 介在ニューロ

クとして知られているインスリンの線虫ホモログ

ン内のカルシウム濃度を低下させ，連合学習行動を成

INS-1 であった 13)．INS-1 は，C. エレガンスの耐性幼

立させているというモデルが考えられる．ここで，興

虫の形成にかかわっており，インスリンレセプター

味深いのは，学習時に特別な神経回路が働き，行動変

DAF-2 に対して，拮抗的に作用することが示唆されて

化を引き起すのではなく，「コア」となる温度走性の

いた（図 5k）
．そこで，飼育温度と餌条件の連合学習

神経回路の活動が，飢餓情報により修飾され，行動の

においても DAF-2 とその下流の分子が機能している

変化を引き起こしていることである．

かを調べたところ，daf-2 変異体と，DAF-2 の下流で
働く PI3- キナーゼ AGE-1 の変異体は，17C で，3 時

6.

間の飢餓体験をした場合も，野生型と同様の挙動を示

分泌性タンパクの連合学習への関与

した．しかし，daf-2 と ins-1 の 2 重変異体では，ins-1

連合学習にかかわる分子のさらなる同定に向け，多
数の連合学習行動の変異体が単離された

12)

の連合学習の異常が部分的に抑圧された．このことか

．単離さ

ら，飼育温度と餌条件の連合学習において，インスリ

れた変異体の 1 つである aho-2(nj32) 変異体（図 5g, h）

ン様シグナル経路が機能していることが示唆された

の原因遺伝子を同定したところ，ヒトの分泌性タンパ

（図 5k）．飢餓体験時間を変化させた場合の学習行動
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の変化を調べたところ，野生株は，飢餓体験時間が長

究を行う必要がある．実際，われわれは現在，従来の

くなるにつれ，飼育温度に移動する個体の割合が徐々

実験生物学から得られた情報をもとに，コンピュー

に低下するのに対し，ins-1 変異体は，飢餓体験の時

ターシュミレーションなどをもちいて，「新たな神経

間にかかわらず，飼育温度に移動した（図 5l）．興味

回路の予測」などを行い，その予測値を「実験科学で

深いことに，PI3- キナーゼ age-1 の変異体では，ins-1

検証」するといったアプローチにも取り組んでいる．

変異体とは逆に，30 分の短い飢餓体験で，飼育温度
を避けるようになった（図 5l）．このことから，イン

文
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学習異常が回復した（図 2a）
．さらに，AIZ ニューロ
ンのカルシウムイメージングを行なったところ，ins-1
変異体では，カルシニューリンの変異体と同様に飢餓
を体験しても AIZ ニューロンの活性が抑制されなかっ

751.

た（図 5J）．以上の結果から，インスリン様シグナル

24, 2127.

経路は，飢餓による温度走性神経回路の活動変化と連
合学習行動に必須であると考えられた．
近年，インスリンを介した情報伝達系が，哺乳類の
脳においても，学習記憶に関与することが示唆されて
いることから，インスリンを介した情報伝達経路は種
間を通して学習記憶に関与している可能性が考えられ
る．今後も，学習行動の変異体の原因遺伝子を同定す
ることで，学習にかかわる新たな分子が同定されるこ
とが期待される．

おわりに

久原 篤

現在までに，温度走性の解析から「温度受容」と
「記憶学習」のメカニズムに関して，分子―神経細胞―
神経回路―個体行動の 4 つの階層レベルを統合した理
解を得られることが可能となった 6)．しかし，実際の
ところ，C. elegans という非常にシンプルな動物でさ
え，従来の分子遺伝学的手法だけでは，脳神経メカニ
ズムを解明するにはいたらないと感じている．なぜな
らば，たとえ，神経活動にかかわる分子と神経回路を
すべて同定しても，生きた動物の高次神経活動を完全

森

に理解し，再構築できないからである．そのため，こ
れからの神経生物学では，既成の分子遺伝学，神経生
理学だけではなく，多面的な研究領域を統合させた研
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細胞機能の実空間モデリング
野村M.慎一郎1,*，山田彩子2，
吉川研一3
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東京医科歯科大学
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フランス高等師範学校化学研究科

3

京都大学大学院理学研究科

*現 京都大学物質―細胞統合システム拠点
（iCeMS）2008年4月より

Cell-modeling research has been attracting increasing interests, as a potential methodology to understand the structure and function of
living cells. We describe the recent development on the studies toward the construction of an artificial-cell-model. It is shown that protein synthesis of gene transcription/translation reaction proceeds within lipidic artificial-cell-models (in lipo), cell-sized liposomes, and
water-in-oil droplets. As an experimental example, we describe the in lipo synthesis of functional membrane proteins. We also present the
effects of confinement on the structural transition of actin filaments inside cell-sized compartments. We propose a theoretical model on
the epigenetic control of the On/Off switching of genetic activity.
artificial cell model / cell-sized liposome / water-in-oil droplet / membrane protein expression / actin filament / DNA conformational
transition

1.

光学顕微鏡により実時間観察するという手法に路をひ

人工細胞モデル概観

らいたのが 1980 年代前半の名古屋大の宝谷らであ

人工細胞モデル研究は，
「生命とは何か？」「どのよ

る 2)．その後，会合と膜融合・膜分裂などの膜間相互

うな物質系から，どのような環境のもと生命現象が生

作用のメカニズムの確立（静岡大・山崎ら）3) や，直

じうるか？」という問いに実験的に答える壮大な目的

4)
接的な計測（名古屋大・瀧口ら）
など，注目すべき

をもつといえよう．近年，遺伝子などの生物の構成要

研究が我国から報告されている．他国では，生命の起

素を網羅的に抽出・解析し，データベース化によって

源に関連し，米国の Deamer らのグループ，フランス

分子情報の伝達経路を追跡解析するバイオインフォマ

の故 Ourisson，中谷らのグループにより原始的な膜成

ティクスやシステムズバイオロジーが大きく発展して

分が示す物質輸送／濃縮能について詳細な研究が展開

いる．これらは細胞の要素やその関連性を網羅的に記

されてきている．

述しつつある．一方で，生命現象が物質を基盤とする

一方，細胞に倣った高次機能のモデリング，という

以上，その本質理解のためには記述のみならず物質か

観点からは，物質生産に基づく自己複製が本質的に重

らシステムを組み上げてゆく試みが重要であろう．本

要となる．細胞の自己複製には膜の複製と遺伝情報を

稿では，試験管内などバルク溶液中とは異なる環境を

担 う リ ボ 核 酸 の 複 製 と が 共 に 必 須 で あ る． 米 国 の

提供する物質的基盤としての人工細胞モデルについ

Szostak のグループは，Luisi，Walde らのグループが先

て，生命現象を再現する試みについて述べる．

鞭をつけた RNA の複製を基盤とする原始的な膜の形

近年の動向として，脂質分子の自己集合体（リポ

成モデルの研究を進めている．膜構造そのものの複製

ソーム，ベシクル）を人工細胞モデルとして機能化す

を，膜分子自体の反応や酵素反応とカップリングさせ

る研究が多く報告されている（図 1，上） ．特に，細

ることで行う試みも Luisi ら，東大・菅原らにより報

胞 サ イ ズ（直 径 1 m 以 上，Giant Unilameller Vesicle，

告されている 5)．2001 年にはリポソーム内部で DNA

GUV ともよばれる）のリポソームの動的構造変化を

→ RNA の転写反応の進行が直接観察され 6)，さらに

1)

Modeling toward a Cellular Function in Real Space
Shin-ichiro M. NOMURA1,*, Ayako YAMADA2 and Kenichi YOSHIKAWA3
1
COE Program for Frontier Research on Molecular Destruction and Reconstruction of Tooth and Bone, Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University
2
Department of Chemistry, Ecole Normale Supérieure
3
Department of Physics, Graduate School of Sciences, Kyoto University
*Present: Institute for Integrated Cell-Material Science (iCeMS), Kyoto University
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図1
人工細胞モデルの例．リポソームと油中水滴の内部において遺伝子からタンパク質が合成される．
（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）

日本の 2 つのグループからリポソーム内に閉じ込めた

に再現されるようになってきている（無細胞発現系）
．

無細胞発現系でタンパク質合成を行う報告がなされ

これをリポソーム内に取り込ませることで，遺伝子か

た 7), 8)．この手法は，改良を加えられつつリポソーム

ら目的タンパク質の合成をおこなわせる，いわば in

内の複数の遺伝子による連鎖的なタンパク合成制御

lipo タンパク質合成システムが実現されている 7)-9)．

（阪大・四方グループ）や，リポソーム内での膜タン

著者らの実験では，まずリポソーム環境で GFP（Green

パク質の合成・機能化（東医歯大・秋吉グループ）へ

Fluorescence Protein）の合成を行わせた．リポソーム内

と展開している．

部・外部ともに同じ環境で反応を開始すると，遺伝

In vivo でも in vitro でもなく，いわば in lipo という場

子・酵素・基質すべてを不足なく取り込んで形成され

を用いて，いかにすれば「手放し」で働き，実際の細

たリポソームの内部では，タンパク質発現の効率がリ

胞との比較検証を可能とするモデルになるか？

と問

ポソーム外部のバルク溶液中よりも高いことを支持す

う試みがはじまっているといえよう．次章では，それ

る結果が得られている 8) それでは，膜タンパク質は

に関する筆者らの研究を紹介したい．

どうか？

細胞膜に局在し，外部との物質・情報のや

りとりを仲介する重要な分子装置である膜タンパク質

2.

は，疎水性のユニットが脂質二分子膜に高度に局在し

人工細胞モデルの構成

てはじめて活性を示すことから，単独での抽出・濃縮

（リポソーム内部での物質合成反応）

操作が困難であり，無細胞的に合成された場合には不

細胞の特徴的な物質生産である遺伝子発現系，いわ

活性な凝集体となる場合が多い．われわれの作業仮説

ゆるセントラルドグマは，近年バルク溶液中で高効率

は，膜タンパク質の無細胞合成をリポソーム共存下で
行うことで，合成された疎水性ユニットが凝集体を作
らず直ちに脂質 2 分子膜に導入され（あわよくば）正

私たちは，細胞機能の構成論的研究を 人工細胞モデル と称し，
わざと人工とモデルの二重の修飾語を用いている．これは現在の
科学の発展段階では，人工細胞または細胞モデルといえるほどに
は巧妙なモデルを創り出すに至っていないといった，学問の発展
の未熟さを表すためである．ただし本稿では簡単のため，細胞モ
デルという言葉も用いることにしたい．また，本稿では，in vivo
（生体内）
，in vitro（生体外，試験管内）という語に対して便宜上，
in lipo（人工細胞モデル内）
，という語を使用させていただく．

常な折りたたみ状態を形成し，機能を示すか？という
ものである．
著者・野村の属する東京医科歯科大のグループで
は，膜タンパク質を in lipo で合成し，機能化する研究
を行ってきている（図 2）
．これまでに，無細胞合成
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く異なる点が問題である．筆者や菱田らは，脂質フィ
ルムの構造と細胞サイズリポソームの形成能との関連
を詳細に調査した 12)．リポソーム調製によく用いら
れる脂質分子の特性を nm スケールでみると，一般に
DPPC は秩序高く，DOPC は秩序の低い構造をとるこ
とが知られている 13)．一方，経験的には DOPC のほ
うが DPPC よりも細胞サイズリポソームを形成しや
すい傾向にある．脂質フィルムの状態を AFM および
X 線反射率法で観察したところ，m スケールでは
DPPC の膜は凹凸の構造を，DOPC はテラス状の面内
秩序をもつ膜層構造をとることがわかった．つまり，
秩序性が空間スケールの違いにより逆転しており，
m スケールで秩序性の高い膜層をしめす状態が細胞
図2
In lipo 膜タンパク質合成の模式図．膜タンパク質では配向性と活
性測定が重要であり，研究の進展が待たれる．例示したのはチャ
ネル形成膜タンパク質コネキシンを発現させたリポソームが，培
養細胞との間にギャップジャンクションを形成し，直接的な物質
輸送を可能にするという実験系である．
（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）

サイズリポソーム形成に有利との知見が得られた．
DPPC の場合も，ゲル―液晶相転移温度以上の温度で
フィルムを形成，水和することで，テラス状の膜構造
から細胞サイズリポソームが得られることがわかっ
た．静岡大・山崎らのグループでは，水和時に膜層間
の結合を抑制する PEG（polyethyleneglycol）結合脂質
を用いて高濃度のタンパク質条件下で巨大リポソーム

されたアンカー型膜タンパク質，Cytochrome b5 がリポ

を形成し，その内部でタンパク質の結晶成長を確認し

ソーム膜に挿入されること，また反応液からリポソー

ている 14)．一方，前出の細胞抽出液など多種多要素

ムを単離する操作によって Cytochrome b5 が精製され

からなる生理的条件下では，多重でない脂質 2 分子膜

る（Westernblot で単一バンドを示す）ことを明らかに

を細胞サイズに揃えたリポソームを得ることはいまだ

した

困難であり，さらなる条件の追及が求められている．

．この知見に基づき現在は，細胞間でギャップ

10)

ジャンクションを形成する膜タンパク質であるコネキ

そ こ で 次 に， リ ポ ソ ー ム 以 外 の 人 工 細 胞 モ デ ル の

シンに着目し，in lipo 合成と機能化を試みてきてい

「器」についても触れたい．

る 11)．このリポソームは，培養細胞との間に 1.5 kDa

界面活性剤を溶かした油中に，ピペット操作やボル

までの水溶性物質の輸送経路（ギャップジャンクショ

テックスミキサー，スターラーなどで水滴を分散させ

ン）を形成しうるものであり，水溶性蛍光物質の交換

ると，容易に細胞サイズの「器」を得ることができ

が確認されている．機構についてはさらに詳細な検証

る 15)．これはコロイドの言葉で W/O エマルションと

が必要であるが，細胞では小胞体表面で合成され，ト

いう状態で，ここでは「器」の 1 つ 1 つに着目し，油

ランスゴルジネットワークを経て形質膜で機能するコ

中水滴とよぶ．界面活性剤としてリン脂質を用いるこ

ネキシンが，in lipo では合成後ただちにリポソーム膜

とで，油水界面はリン脂質膜に覆われ，リポソーム内

へと移行し，活性を示しうることは驚きであった．

部と同様の空間が得られる（図 1，下）．その形状は
界面張力のため常に球となり，試料の封入から観察ま

3.

でが数分間で行えるという大きな利点がある．さら

よりよい器へ

に，内容物の異なる水滴同士の融合も容易であり，生

（リポソームの利点と問題点／油中水滴系）

化学反応の開始および経時変化を追うマイクロリアク

細胞サイズリポソームを得るためには，乾燥させた

ターとして利用できる 16)．問題点として，水滴の表

脂質フィルムや凍結乾燥後の脂質塊を用意し，内包し

面が 2 分子膜構造でないため膜タンパク質の担体にな

たい物質を含む溶液で水和・膨潤させ，脂質 2 分子膜

らない，また油水間の界面張力のため変形が困難であ

面の閉じた小胞を形成させる，という手法が通常用い

り，分裂や融合といった膜界面のダイナミクスの研究

られる．論文には簡単に「Ar 気流下で有機溶媒を除

に不向き，などがある．しかしこの油中水滴からリポ

去し，脂質フィルムを得〜」などと記述されるが，こ

ソームが得られれば，両者の利点を備え，さまざまな

の脂質フィルムのでき 1 つでリポソーム形成能が大き

応用が可能な手法として期待できる．Weitz らは，リ
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ン脂質を界面にもつ油中の水滴を遠心力によって水相

とそれを決める分子群としての膜の効果との両方につ

へ落としてリポソームを得る手法を報告している

いて知り，細胞のつくる場について語るためには in

17)

．

lipo での検証が重要となってゆくだろう．

これを用いて Libchaber らのグループでは，リポソー
ム内で膜タンパク質 -hemolysin を発現させ，機能化

そこで，このような細胞モデルを仮説検証型の実験

させている ．一方で筆者・山田らは，リン脂質に覆

に利用することを考えてみよう．膜で覆われた微小空

われた油中水滴が自発的に油水界面を越え，細胞サイ

間は内部の反応に影響するか？

ズのリポソームを形成しうることを見出した．この現

て，細胞骨格モデルであるアクチンのフィラメント形

象を利用し，顕微鏡観察下，数分のうちに試料を封入

成モデルを，油中水滴の中で構成した例を紹介した

することのできるリポソーム作製法を開発してい

い 21)．筆者と長谷は，中性脂質 DOPE と負電荷を帯

る 18)．この手法では，油中水滴のサイズがすなわち

びた DOPS とを用いて，それぞれ内部の Mg2 濃度を

リポソームのサイズとなり，リポソームの内部のみに

変化させた G- アクチン溶液を含む水滴を作製した．

試料を封入できるという利点がある．さらに，生理的

バルク溶液中では，Mg2 濃度が増えるにしたがって

な塩濃度の試料も封入できる．現在では，マイクロ流

G- アクチン→アクチンフィラメント→バンドル（フィ

路を用いることにより，油中水滴のサイズや内容物を

ラメント束）
，と変化するのに対し，DOPE，DOPS

コントロールすることが可能となっている

．これ

を用いた油中水滴中では，界面との相互作用によって

らの技術を組み合わせることにより，均一サイズかつ

それぞれ異なる相の変化が観察された（図 3）．特に

目的とする種々の試料を均質に内包したリポソーム

膜界面上にメッシュ状に吸着されたフィラメントの相

が，顕微鏡観察下で多数得られるようになる日も近い

はバルク中では見られないものであり，特別なタンパ

ものと期待される．

ク質を介することなく，細胞骨格様の構造が実現され

9)

19)

という問いに対し

ている（吸着は Mg2 を介した荷電の効果による）．一
方でアクチンは，フィラメントとバンドル間を一次相

モデルの特徴と利用

4.

転移的に転移することが理論的に予測され，実験にお

近 年，MEMS や -TAS 関 連 技 術 の 進 歩 に よ り

いても，ある濃度以上の Mg2 条件においてアクチン

PDMS などを用いて細胞サイズの空間を自在に規定

がバンドル化し，その硬さのために界面から剥がれる

し，その中で酵素反応を追跡することも可能になって

現象が観察されている．この系では，膜の組成（PE

きている

．この手法は体積を厳密に決定する一方

と PS）と，Mg2 濃度のみによって，膜へのアクチン

で生体膜とは大きく異なる境界条件を与える．サイズ

の脱着を制御することができた．すなわち，細胞ス

20)

図3
（上段）Mg2 の濃度変化によるアクチンフィラメント構造転移の相図．バルク溶液中と PS 膜に覆われた油中水滴内との比較． G actin と
filament はアクチンモノマーとアクチンフィラメントをそれぞれ示す．両者が水相（バルク全体または水滴内水相全体）に分散している
のに対し， mesh は膜表面にアクチンフィラメントがメッシュ（2 次元ネットワーク）状に吸着した状態を示す． bundle 状態のフィラ
メントは界面との接触を避けてバンドル構造を形成する．
（下段）水滴中での構造転移の蛍光顕微鏡像．Bars  40 m（図は AIP，J. Chem.
Phys. より許可を得て改変）
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）
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ケールかつ，膜に覆われた場では，バルク溶液や試験

陽イオンの数を変化させエネルギーが安定する条件を

管中では見られない特異な高次構造が出現しうること

図 4b に模式的に示した．短い DNA と長い DNA が共

を示している．

に coil の状態から，段階的に構造転移を生じることが

ま た こ れ ま で に 著 者 ら の 研 究 グ ル ー プ は， 長 鎖

理論的に予測できる．バルク溶液中での長鎖 DNA 分

DNA 分子が，周辺の環境の変化により膨潤した（coil）

子は，取り込んだ 3 価陽イオンの代わりに対イオン（1

状態と折りたたまれた（folded）状態（ドーナツ状，

価陽イオン）を放出することで折りたたまれた状態を

タコ糸巻き状など特徴的な形態）の間で All-or-None

示すことが知られている．一方，このモデルのような

型の凝縮転移を示すことを明らかにしてきてい

狭い空間内ではイオンの併進エントロピー増加が制限

る

．DNA の折りたたまれた部位では遺伝子発現

されるため，このような段階的な転移が実現されると

が抑制されると考えられるため，これは細胞内，特に

考えられる．細胞が，有限の形と大きさをもつ高分子

核内で生じている連鎖的な遺伝子発現部位の活性化・

を情報担体として用いることの意義と限界，またその

抑制という事象を眺めるうえで非常に興味深い．で

利用法についての知見を積極的に見いだすような in

は，その環境がバルク溶液中でなくサイズが有限と

lipo 実験系の構築が期待される．モデルの内部状態の

なった場合，転移のシナリオの変更は生じるのだろう

変化を直接，追跡することのできる実験系として，近

か？

年急速に発達している細胞内部における分子モーター

22), 23)

著者と高木（現・北海道大）による予測では，

答えはイエスである．

の 3 次元挙動 25) や mRNA の局在 26) の可視化技術は

詳細については原著論文 24) を参照いただくとして，

強力な手段となり得るだろう．

簡単にモデルを紹介したい．ここでは，短い DNA と
長い DNA が一定体積の細胞（核）モデルに同時に存

展望

5.

在する場合を想定し，DNA の折りたたみ転移に作用
する非特異的な環境因子として 3 価の陽イオン（ポリ

人工細胞モデルが細胞と最も異なる点は，その構成

アミンなど．原核・真核生物ともに細胞内に多量に存

要素を実験者が選択可能であり，各因子間の相互作

在する）の濃度に注目する（図 4a）
．系全体の自由エ

用・因果関係が解析可能であることに尽きる．その意

ネルギーを 2 本の DNA 鎖と，DNA 鎖の有効体積外

味 で は 天 然 材 料 を 流 用 す る 場 合 は「準」 人 工 細 胞

のイオン環境との加算として表現する場合，微小空間

（semi-artificial cell）とよぶべきかもしれないが，今後，

内の環境を変化させた際にもっとも影響するのはイオ

代謝と複製能力が機能するための最小数の遺伝子を組

ンの併進エントロピー項である．1 価陽イオンと 3 価

み込んだモデルは真の意味で人工細胞とよべるだろ
う．そして細胞へと向けて要素を組み上げてゆく実験
と，細胞の代謝マップから枝葉のリンクを削ってゆき
本質的な部分を取り出す実験とをすり合わせて生命性
を語る時期も，そう遠くないであろう．しかし現在，
人工細胞モデルはまだ

ゆりかご

の段階である．若

き研究者にチャンス到来と捉えていただければ本稿の
役割は十分である．
謝

辞

本稿を精読くださった京大・武仲能子博士に感謝い
たします．膜タンパク質の無細胞発現については，東
京医科歯科大「歯と骨の分子破壊と再構築」21 世紀
COE において秋吉教授および森田教授のグループ，
特に金田博士と共同で行ったものである．また，油中
図4
微小球内部で生じる DNA 分子の段階的な高次構造転移について
の理論的予想．
（a）細胞モデル系の中に短鎖（S）
，長鎖（L）の 2
本の DNA 分子が内封されているとする．
（b）環境パラメータに
よって生じる段階的な転移の模式図．パラメータとしては非特異
的に作用する因子（一価の塩，ポリアミン，ATP, Mg2, RNA など）
の濃度が考えられる（図は ACS, Langmuir 誌より許可を得て改変）．

水滴については，JST ICORP の「時空間秩序」プロ
ジェクトにおいて，Ecole Normale Supérieure の Baigl 准
教授と共に進めている共同研究の成果である．文部科
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究成果の一部も紹介した．


目次に戻る
細胞機能の実空間モデリング

文

献

1)

秋吉一成，辻井薫監修 (2005)「リポソーム応用の新展開〜

2)

人工細胞の開発に向けて〜」, NTS.
Hotani, H. (1984) J. Mol. Biol. 178, 113-120.

3)

Inaoka, Y. and Yamazaki, M. (2007) Langmuir 23, 720-728.

4)

Takeda, S. et al. (2006) J. Mol. Biol. 362, 403-413.

5)

金子邦彦 (2002)「生命とは何か［複雑系生命論序説］
」
，東

6)

京大学出版会 .
Tsumoto, K. et al. (2001) Langmuir 17, 7225-7228.

7)

Yu, W. et al. (2001) J. Biosci. Bioeng. 92, 590-593.

8)

Nomura, S-i. M. et al. (2003) ChemBioChem 4, 1172-1175.

9)

Noireaux, V. and Libchaber, A. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Nomura, S.-i. M. et al. (2008) J. Biotech. 133, 190-195.

11)

Kaneda, M. et al. to be published.

12)

Hishida, M. (2005) Chem. Phys. Lett. 411, 267-272.

13)

Israelachvili, J. N., 近藤・大島訳 (1996) 分子間力と表面力・第

14)

2 版，354-380.
Yamashita, Y. et al. (2002) Biochim. Biophys. Acta 1561, 129-134.

15)

Tawfik, D. S. and Griffiths, A. D. (1998) Nat. Biotech. 16, 652-656.

16)

Hase, M. et al. (2007) Langmuir 23, 348-352.

17)

Pautot, S. et al. (2003) Langmuir 19, 2870-2879

18)

Yamada, A. et al. (2006) Langmuir 22, 9824-9828.

19)

Atencia, J. and Beebe, D. J. (2005) Nature 437 648-655.

20)

Rondelez, Y. et al. (2005) Narure Biotech. 23, 361-365.

21)

Hase, M. and Yoshikawa, K. (2006) J. Chem. Phys. 124, 104903.

22)
23)

吉川祐子，吉川研一 (2007) 現代化学 2007 年 2 月号，14-19.
Yoshikawa, K. et al. (1996) Phys. Rev. Lett. 76, 3029-3031.

24)

Takagi, S. and Yoshikawa, K. (1999) Langmuir 15, 4143-4146.

Watanabe, T. M., et al. (2007) Biochem. Biophys. Res. Commun. 359,

26)

Tsuji, A. et al. (2000) Biophys. J. 78, 3260-3274.

1-7.

野村 M. 慎一郎

101, 17669-17674.
10)

25)

野村 M. 慎一郎（のむら しんいちろう）
京都大学物質―細胞統合システム拠点特定研究員
2002 年京都大学大学院理学研究科博士課程修了．
博士（理学）
．日本学術振興会特別研究員，東京
医科歯科大学 21 世紀 COE 特任講師を経て，08 年
より現職．
研究内容：人工細胞モデルの構築
連絡先：〒 606-8501 京都市左京区吉田近衛町 69
E-mail: s.mnomura@ax2.ecs.kyoto-u.ac.jp
山田彩子（やまだ あやこ）
2008 年京都大学大学院理学研究科博士課程修了．
博士（理学）
．日本学術振興会特別研究員（フラ
ンス高等師範学校 化学研究科）
．
研究内容：人工細胞モデルの構築，水 / 油 / リン
脂質系での階層的秩序構造
連 絡 先：Ecole Narmale Superieure, Department of
Chemistry 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05
France.
E-mail: ayako.yamada@ens.fr
吉川研一（よしかわ けんいち）
京都大学大学院理学研究科教授
1976 年京都大学大学院工学研究科博士課程修了．
工学博士．徳島大学，名古屋大学を経て，98 年
から現職．
研究内容：生命現象の物理学，非線形科学
連絡先：606-8502 京都市左京区北白川追分町
E-mail: yoshikaw@scphys.kyoto-u.ac.jp

総説



目次に戻る
生物物理 48（3）
，180-184（2008）

トピックス

光受容イオンチャネル・チャネルロドプシン2を
用いたニューロンの光刺激
石塚

徹，八尾

寛

東北大学大学院生命科学研究科

1.

の困難さがあった．in vivo への応用を考慮した場合，

はじめに

これらの処置を施すのは困難である．また，刺激と

ニューロンの刺激には高 K 溶液灌流法，金属電極

ニューロンの発火の同期性という点でも，発火のタ

を用いた電気刺激法，パッチ電極を用いた単一ニュー

イミングを厳密にコントロールできるものは少な

ロンの電気刺激法，ケージド化合物を用いた光刺激法

かった．

などが用いられている．ニューロンの機能解析が蛍光

2.

イメージング技術により非侵襲的に高い空間解像度・

チャネルロドプシンの発見

時間解像度で可能になっている現在，ニューロンの刺

近年，単細胞緑藻類の一種 Chlamydomonas reinhardtii

激においても，ある特定の種類のニューロンだけと

の眼点に分布しているロドプシンファミリータンパク

か，1 個のニューロンだけとか，1 個のニューロンの

質が同定され，その機能が明らかにされた 7), 8)．この

ある一部分だけを特異的に，効率よく，容易に，そし

タンパク質は可視光に応答してイオンを透過させて膜

て侵襲性の少ない方法で刺激できる方法が求められて

電位を制御する光受容チャネルで，この分子単独で膜

いる．この要求に対して，従来の方法では実現が困難

電位を変化させている特徴がある．クラミドモナスに

か，実現できても高い技術力や高価な機器が要求さ

おいては 2 種類の光受容チャネル・チャネルロドプシ

れ，容易に実現できないのが現状である．

ン (ChR) 1 と 2 が知られている．ChR1 をアフリカツ

この問題に対して，「光」と「遺伝子工学技術」を

メガエル卵母細胞に発現させると，光に応答して H

用いて，ニューロンを刺激する新たな技術の開発が

を透過させる性質をもっている 7)．一方，ChR2 は H

試みられてきた

のほかに Na，K，Ca2 などの陽イオン透過性をもち，

1)-6)

．たとえば，改変を加えた Shaker

型カリウムチャネルやイオンチャネル型グルタミン

HEK293 や BHK といった培養哺乳類細胞に発現させ

酸受容体を光スイッチとしてはたらくアゾベンゼン

ると，400-500 nm の青色光に応答した脱分極が引き

化合物で化学的に修飾して，チャネルの開閉を光で

起こされることが報告されていた 8)．筆者らは単一の

調節する方法

や，ニューロンにショウジョウバ

分子の中に光感受性とイオンチャネルの機能を合わせ

エの光受容カスケードを再構築して，ニューロンに

もった ChR2 に着目して，ニューロンの光刺激への応

光受容能を賦与する方法

用を試みた．

3), 5), 6)

1)

などが知られている．こ

れらの方法でニューロンの活動を光でコントロール

3.

することは可能だが，そのためには改変したイオン

チャネルロドプシン 2 の光電流特性

チャネルや受容体を発現させた後に，光スイッチ分

ChR2 は全長 737 アミノ酸残基からなるチャネルオ

子で化学的に修飾する必要性や，複数のタンパク質

プシン 2 (chop2) と発色団に all-trans レチナールをも

を異所的に安定して細胞内に発現させる必要性など

つ 複 合 タ ン パ ク 質（ChR2  chop2  retinal） で あ り，

Photostimulation of Genetically Engineered Neurons Expressing Channelrhodopsin-2, a Light-Gated Cation Channel
Toru ISHIZUKA and Hiromu YAWO
Department of Developmental Biology and Neuroscience, Tohoku University Graduate School of Life Sciences



目次に戻る
チャネルロドプシン発現ニューロンの光刺激

460 nm 付近に作用スペクトルの極大がある．このタ

ニューロンの光刺激がいかに優れているかが理解して

ンパク質分子の N 末端側半分の領域にロドプシンファ

いただけると思う．

ミリータンパク質に共通する 7 回膜貫通ヘリックスが

4.

存在する．Nagel らは ChR2 の 1-315 アミノ酸残基の

ChR2 を用いたニューロンの光刺激

領域に，全長と同じ光受容チャネルとしての機能が保

次に筆者らはシンドビスウイルスを用いて，ニュー

存されていることを報告していた ．そこで，筆者ら

ロンへの chop2-Ve 遺伝子の導入を試みた．シンドビ

8)

は ChR2 の 1-315 アミノ酸残基領域に蛍光標識として
黄色蛍光タンパク質の 1 種 Venus を付加した融合タン
パク質（chop2-Ve）を PC12 細胞に発現させて，ChR2
の光電流のキネティクスの解析を行った 9)．ChR2 の
光刺激には青色発光ダイオード（em  470 nm）を使用

した．発光ダイオードの特性として，瞬時に光の on・
off が可能であり，また光強度を再現性よく安定して
コントロールできる点で ChR2 の光電流のキネティク
ス解析には最適な光源であった．
ホールセル電位固定記録により ChR2 の光電流を記
録すると，光パルス照射によって速やかに内向き電流
が発生した．光電流は発生後速やかに減弱して定常電
流へと移行して，光照射の終了によって速やかに減衰
した（図 1a）．このことから ChR2 の光電流にはピー
ク成分と定常成分の 2 成分が存在することがわかる．
ピーク成分の大きさは光の強さにほぼ比例して増大す
る（図 1b）が，定常成分は光の強さが強くなるにし
たがって徐々に頭打ちになっていく傾向がみられた．
こ の 関 係 は ミ カ エ リ ス・ メ ン テ ン の 式 B  Bmaxx/
(x  K) にしたがっていた（図 1c）
．ピーク成分も定

常成分もいずれも光の強さに依存して大きくなるが，
それぞれ異なった光依存性を示した．光電流の活性化
と脱活性化のタイムコースはともに 1 次指数関数で近
似される（図 2a）．活性化の時定数（-on）は光の強
さに対して反比例の関係を示した．光の強さとの関係
をわかりやすくするために，時定数の逆数である速度
定数をとると，その関係は比例関係になる（図 2b）．
最大強度下では，-on  1.8  0.2 ms (n  6) であった．
一方，脱活性化の時定数（-off）もミリ秒オーダーの
値を示したが，光の強さに対する依存性はほとんど見
られなかった（図 2c）．不活性化からの回復を調べる
ために，1 秒間の光刺激を続けて 2 回，さまざまな間
隔 を 空 け て 与 え た と こ ろ， 光 電 流 の ピ ー ク 成 分 は
10  0.8 s (n  6) の時定数で回復したが，定常成分は

図1
2 つの成分からなるチャネルロドプシンの光電流（参考文献 9 よ
り抜粋）
．
（a）ChR2-Ve を発現させた PC12 細胞に様々な強度の光
パルス刺激を与えたときのホールセル電圧固定下での光電流記
録．
（b）不活性化する成分（ピーク成分）は光の強さにほぼ比例
して増加する．
（c）不活性化しない成分（定常成分）はミカエリ
ス・メンテンの関係式にしたがった光強度依存性を示す．（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）

不活性化せず，刺激間隔に関係なく一定であった．
ChR2 の光電流のキネティクスの詳細な解析から，
ChR2 の活性化・脱活性化が非常に早いことがわかっ
た．特に ChR2 の活性化の早さは興奮性シナプス後膜
電流（EPSC）の立ち上がりの早さに匹敵することか
ら， 刺 激 と 反 応 の 同 期 性 と い う 点 で ChR2 に よ る
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のち青色 LED パルス光で刺激を与えると，PC12 細胞
のときとほぼ同様なピーク成分と定常成分からなる光
電流が記録できた．電流固定下に膜電位の変化を記録
すると，青色 LED パルス光の照射とともに素早く脱
分極が起こる．脱分極の大きさは光強度に依存してお
り，ある強度以上の光パルス刺激を与えると，活動電
位を発生させることができた（図 3b）．さらに青色
LED 照明装置の最大強度で 10 ms の光パルス刺激を繰
返し与えて刺激したところ，16.7 Hz までの光パルス
の繰返し刺激に完全に同期させて活動電位を発生させ
ることができた（図 3c）
．海馬ニューロンでは活動に
伴って  オシレーションとよばれる 4-12 Hz の特徴的
なニューロン発火の振動が観察されるが，ChR2 を用
いたニューロンの光刺激では，このような生理的な条
件下でみられる振動のリズムを十分にカバーできる頻
度での刺激が可能である．ChR2 の光電流の大きさは
ChR2 の発現量や刺激光の強さに依存しており，より
効率よく細胞膜表面に ChR2 を発現させたり，刺激に
使う光の強度を強くすることで，より高頻度での光刺
激に同期させてニューロンを発火させることができる
と考えられた．実際，Deisseroth らのグループはレン
チウイルスベクターを用いてマウス海馬ニューロンに
ChR2 を 発 現 さ せ て，300W キ セ ノ ン ラ ン プ と 励 起
フィルタ，高速シャッターの組み合わせで 50 Hz での
高頻度刺激にも同期させてニューロンを発火させるこ
とに成功している 10)．
ChR2 を用いたニューロンの光刺激は，比較的小さ
な単一の遺伝子の導入で簡単に光感受性を細胞に賦与
できる点，タンパク質発現後の化学的な修飾や化合物
の添加が不要である点（哺乳動物では代謝によりレチ
ナ ー ル が 供 給 さ れ る た め， レ チ ナ ー ル の 添 加 は 不
要 9), 10) であるが，無脊椎動物では積極的にレチナー
ルを供給しないと ChR2 が機能しない 11)）
，そして光

図2
チャネルロドプシンの活性化・脱活性化（参考文献 9 より抜粋）．
（a）20 ms の最大強度の光パルス刺激を与えた時に得られた光電
流．
（b）活性化の速度定数の光強度依存性．（c）脱活性化の時定
数の光強度依存性．（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）

パルス刺激に同期させてニューロンを繰返し発火させ
ることができる点で，これまでに報告されたいずれの
光刺激方法より優れており，ニューロンの光刺激技術
として最も実用的な方法である 9), 10), 12), 13)．さらに in
vivo への応用も可能である点で大きなアドバンテージ

スウイルスはニューロンへの感染の選択性が高く，導

を有している 9)-11)．

入した遺伝子を高効率で発現させることができる．麻

5.

酔下のマウスを脳定位固定装置に固定して，海馬歯状

おわりに（ニューロンの光刺激技術から視機能
再建研究への応用）

回にウイルス溶液を注入して，12 時間から 24 時間後

最近になって ChR2 を用いたニューロンの光刺激技

に脳を取り出して，海馬急性スライス標本を作製し

術を利用した研究成果が相次いで発表されるように

た．図 3a は落射蛍光下に同定した ChR2-Ve を発現し

なったことから，この技術の有用性が広く知られるよ

た海馬ニューロンの写真である．ChR2-Ve 発現ニュー

うになってきた．その活用は基礎研究の世界にとどま

ロンにパッチ電極を当てて，60 mV で電位固定した

らず，応用面でも多いに活用が期待される技術になり
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つつある．ニューロンの光刺激技術の応用といえば，
人工網膜研究への応用がすぐに頭に思いつくのではな
いだろうか．実際，ChR2 を用いた視覚回復研究が進
められている 14), 15)．筆者らも視細胞変性モデルラッ
トを用いた視機能再建研究を共同して進めている 15)．
このモデルラットでは，光受容に必要な網膜の視細胞
が特異的に変性して消失しているが，その下流にある
光受容情報の伝達経路である神経節細胞，双極細胞，
水平細胞などの機能は保存されている．そこで chop2Ve 遺伝子を運ぶアデノ随伴ウイルスベクターを硝子
体に注入して，神経節細胞などの残されているニュー
ロンに ChR2-Ve を発現させることで光受容能を賦与
することができる．眼に光刺激を与えると，視覚情報
の処理中枢である大脳視覚野では視覚誘発電位と呼ば
れる光刺激に同期した特徴的な膜電位変化が引き起こ
される．視細胞変性ラットに光刺激を与えても，視覚
誘発電位は記録できないが，ChR2-Ve を網膜神経節細
胞に発現させた視細胞変性ラットでは青色光の光刺激
に同期した視覚誘発電位が記録できた．このとき，こ
のラットにはどのような映像が見えているのだろう
か．視覚誘発電位の発生がすぐに「もの」が見えるよ
うになったということを意味する訳ではないが，少な
くとも暗黒の世界に一条の光を差し込んだことには違
いない．ChR2 を用いた視機能再建研究は現在いくつ
かの研究グループによって精力的に進められており，
有力な視機能再建技術になると期待されている．
文
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図3
ChR2-Ve を発現させた海馬ニューロンの光感受性．
（a）ChR2-Ve
を発現しているマウスの海馬歯状回顆粒細胞．（b）ChR2-Ve を発
現している海馬ニューロンの電流固定下での膜電位記録．光パル
ス刺激の光強度を変えて得られた 7 つのサンプルトレースを重ね
書きしている。点線は 0 mV を示す．
（c）10 ms の最大強度の光パ
ル ス 刺 激（ ） を 25 Hz お よ び 12.5 Hz で 繰 返 し 与 え た と き の
ChR2-Ve 発現ニューロンの応答（参考文献 9 より抜粋）
．（本図は，
冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/
browse/biophys/ ではカラーで掲載）
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用
語
解
説

ニューロンの発火
Neuronal firing
シナプス伝達の結果，シナプス後膜（神経伝達物
質を受け取った側）に生じた脱分極性の電位変化
が閾値を超えるとシナプス後細胞に活動電位が発
生する。これをニューロンの発火とよぶ．
（180 ページ）
（石塚ら）
興奮性シナプス
Excitatory synapse
シナプス後膜に脱分極性の電位変化が生じるシナ
プスを興奮性シナプスとよぶ．この膜電位の変化
の総和が閾値を超えると，シナプス後細胞が発火
する．一方，シナプス後膜に過分極性の電位変化
が生じるシナプスでは，シナプス後細胞の興奮が
抑制されるので，抑制性シナプスとよばれている．
（181 ページ）
（石塚ら）
 オシレーション
Theta oscillation
海馬では，探索行動時やレム睡眠時にニューロン
の 集 団 が 4 〜 12 Hz の 周 期 性 を も っ て 発 火 す る
現象が知られている．このリズムを  リズムある
いは  オシレーションとよんでいる．海馬ニュー
ロンを  リズムで刺激すると，効率よく長期増強
（LTP）とよばれる現象がおこることから， オシ
レーションは記憶情報の選択・強化に重要な役割
を果たしていると考えられている．
（182 ページ）
（石塚ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

アノテーション作業
Annotation
データベース中のデータに注釈を付加すること．
たとえば「DNA の塩基配列の並び」がもとのデー
タだとすると，どの部分がエキソンだとか ORF だ
とか，またタンパク質としての機能部位はどの部
分だとか，という情報や，ネットワーク・発現・
立体構造の他の対応するデータベースの情報を，
文献およびバイオインフォマティクスの定法によ
る解析によって付加する作業のこと．
（196 ページ）
（中村）
オントロジー工学
Ontology Engineering
物事の関係性を示す知識体系を作り応用すること．
簡単にいうと，論理性と記憶能力はもっているが
現在の地球上の知識・経験がない宇宙人（コン
ピュータのこと）に，たとえば DNA やタンパク質
あるいはそれらに対する実験操作や結果を説明す
るために，物事を体系的に記述する技術．
「百聞は
一見にしかず」というが，
「一見」のもとには経験
と知識があるからこそ成り立つわけで，それらが
ない相手には「万聞」あるいは「億聞」をさせて
理解してもらうことになる．当然，多言語対応の
技術である．（197 ページ）
（中村）
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タンパク質の溶解性向上技術
―SEP-tagについて―
加藤 淳1，
泉川直重2，
黒田
1

1.

東京農工大学生命工学科
2
東京農工大学VBL

裕1

様に，試料の条件を適切に制御すれば，凝集は可逆的

はじめに

である場合が多い．たとえば，等電点付近で凝集した

タンパク質の溶解性 * はその構造安定性と並んで重

タンパク質において，pH を等電点から遠ざけること

要な物理化学的性質である．たとえば，溶解性の低い

によって再溶解することがよく行われる．これは，pH

組み換えタンパク質は，大腸菌などの微生物内で不溶

変性したタンパク質の溶媒の pH を中性付近に調整す

性画分に発現する可能性が高いだけでなく，高濃度の

ることでタンパク質を天然状態に戻すことと同様な現

試料が必要とされる NMR 解析や X 線結晶構造解析も

象であり，pH の変化による凝集が pH 変性と同じよう

困難である．タンパク質の溶解性は，従来からその疎

に可逆的であることを示唆している．

水性・親水性と総電荷や分子表面の電荷分布などに

本稿では，タンパク質の凝集を，天然構造を保持し

よって決まると考えられているが，これらの因子とタ
ンパク質の溶解性の定量的な関係は，まだ解明されて
いない．そのため，タンパク質が凝集した際には，研
究者は自らの勘と経験を頼りに実験条件を最適化せざ
るおえない現状がある．本稿では，最近のタンパク質
工学的手法を用いた代表的な溶解性向上技術を包括的
に紹介するとともに，われわれが開発した短いペプチ
ド系タグ（Solubility enhancement peptide (SEP)-tag1））の
溶解性向上効果について述べ，タンパク質の溶解性に
寄与する因子や作用機序について考察する．
2. 平衡論的な考えにもとづいた凝集の議論

生化学実験では，凝集したタンパク質を回収して再
利用することはあまり行なわないため，凝集形成は不
可逆的な過程であるとよく考えられている．しかし，
タンパク質の構造安定性を熱力学的に解析する際と同

図1
タンパク質凝集の概念図．本稿では枠内の 4 状態を用いて，凝集
現象を考察する．平衡（a）は立体構造を保った天然状態で起きる
凝集，平衡（c）は変性状態での凝集，平衡（b）はタンパク質の
構造安定性を示す．

* ここでは，
「溶解性」を分子の溶けやすさという意味で使う．ま
た，
「凝集」は溶解限界濃度以上に達したとき，タンパク質が溶け
きれないことを示す．

Methods for Enhancing Protein Solubility and the Effect of SEP-Tags on Protein Solubility
Atsushi KATO1, Naoshige IZUMIKAWA2 and Yutaka KURODA1
1
Department of Biotechnology and Life Science, Tokyo University of Agriculture and Technology
2
VBL, Tokyo University of Agriculture and Technology
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た状態での凝集（Aggregation 1）と，変性状態での凝

必要となるが，一度溶解性の高い変異体を作製すれ

集（Aggregation 2）の 2 種類の凝集に大別した簡単な

ば，溶媒条件の最適化の必要性がなくなり，溶媒の制

モデルをもとにタンパク質の凝集を考察する（図 1）
．

御ができない細胞内でも改良タンパク質が凝集しにく

凝集過程を天然状態と変性状態に分ける理由は，天然

いという汎用的な技術である．もちろん，S-S 結合の

状態と変性状態の凝集傾向が異なっているからであ

導入などでタンパク質の構造を安定化させ，結果的に

る．ここで対象とする球状タンパク質が，天然状態で

その溶解性を向上させることができる（ここでは，平

は分子表面に親水性の残基が多いが，変性状態では多

衡（b）を変えて Aggregation 2 を防ぐことになる）
．し

くの疎水性残基が露出してしまうため，天然状態より

かし，最近では，タンパク質分子表面残基を荷電残基

変性状態にあるときのほうが凝集しやすいからであ

に置換して，タンパク質同士を静電的に反発させるこ

る．また，図 1 で示すように，実際の凝集にはフォー

とで溶解性そのもの（すなわち平衡（a）および（c））

ルディング中間体や  シートを形成するアミロイド

を制御することによって凝集形成を防ぐこともある．

状態など種々の状態で凝集が起きている可能性はもち

たとえば，膜タンパク質を識別する ANK の場合は，

ろんあるが，本稿では，最も基本的な 4 状態モデルを

その表面に存在する疎水領域の 6 つのロイシンをアル

用いて凝集を平衡論的な考えにもとづいて議論するこ

ギニンに置換することによって凝集を防止することが

とで，現象の本質の理解を試みる．

できた 8)．また，GFP 表面に正電荷を 36 個，または
負電荷を 30 個配置させて溶解性を向上させた例があ
る 9)．この手法は，平衡（a）および（c）を変えるた

2.1 溶媒条件の最適化によるタンパク質の溶解

通常，タンパク質の溶解性を向上させるためには，

め，凝集を抑制する効果が大きいが，分子表面のアミ

pH や温度あるいは塩濃度などの溶媒条件を変化させ

ノ酸のみを親水性アミノ酸に置換するため，構造未知

る．これらの操作は，タンパク質の構造安定性をでき

なタンパク質には用いることはできないという欠点が

るだけ変えずに，凝集の原因である静電相互作用や疎

ある．

水効果などを弱めること（図 1：平衡 a, c）で溶解性を
向上させること，およびタンパク質の構造を安定化さ

2.3 融合タンパク質の付加による目的タンパク質の溶解

せ（図 1：平衡 b），結果的に溶解性を向上させるとい

構造未知のタンパク質へ応用できる溶解性向上法と

う 2 つの要因による効果だと考えられる．

して，溶解性が高いペプチドやタンパク質を目的タン

従来から用いられているタンパク質の溶解性を向上

パク質の N 末端や C 末端に付加することで，全体の

させる添加物として，塩以外にも糖や界面活性剤，ア

溶解性を向上させることがよく行なわれる 10)（表 1）
．

ミノ酸などを溶媒に加える場合がある．たとえば，ト

融合タンパク質の付加は，おもに大腸菌などの微生物

レハロースは水の代替物質としてタンパク質の凝集を

を宿主として，目的タンパク質を可溶性画分に発現さ

抑制できるとされている ．タンパク質表面の疎水領

せるときに用いられる手法である．アフィニティータ

域と特異的に相互作用する CHAPS を，数パーセント

グである Maltose-binding protein（MBP）や Glutathione

の濃度で溶媒に添加することで膜タンパク質を溶解す

S-transferase（GST）は，古くから封入体形成を防止さ

ることができる ．他にも，凝集した GFP タンパク

せる溶解タグとしても使用されている．低分子量タグ

質にアルギニンを 0.5 〜 2 M 添加することで活性型

としては，T7 ファージの 10B 配列の C 末端部位から

GFP が得られるという報告 4) や，アルギニンとグル

な る SET タ グ（Solubility enhancement tag; 4.5 kD） や

タミン酸を同時に 50 mM の低濃度で用いることでタ

GB1 ド メ イ ン (6.3 kD) が 挙 げ ら れ る． 最 近 で は，

ンパク質の溶解性が最大で 8.7 倍向上した報告があ

Small ubiquitin-related modifer（SUMO; 11 kD）タグが，

る ．また，このような溶媒の最適化を網羅的に行う

他の溶解タグより目的タンパク質の溶解性や発現量，

溶解度に対するスクリーニングも最近では行われてい

タグの切断効率において優れているという報告もある

2)

3)

5)

る ．

（表 1）．試験管内で，融合タンパク質を用いて目的タ

6)

ンパク質の溶解性を向上させた例としては，GB1 ド
メインを解析対象の CAD（10 kDa）に付加し，NMR

2.2 タンパク質工学的手法によるタンパク質の溶解

近年，溶媒条件の最適化による溶解性の向上法以外

の試料の溶解性を 3 倍向上させた報告がある（表 1）
．

に，アミノ酸置換によるタンパク質工学的な溶解性向

高溶解性タンパク質との融合による溶解性の向上

上法が報告されている．タンパク質工学的な手法は，

は，付加するタンパク質が天然状態にあることが必

変異体の作製が必要なため初段階では，時間と労力が

要となるため，平衡（a）に働きかけることで，凝集
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表1
融合タンパク質およびペプチドの一覧表
Solubility tag
poly-Lys

Residues
3-5
(usually 4)

Sequence

Size (kDa)

Ref.

KKKK

0.4

Park, S. H. et al. (2003)
J. Mol. Biol. 333, 409-424.

SET

43

MDPEEASVTSTEETLTPAQEAARTRAANK
ARKEAELAAATAEQ

4.5

Zhang, Y. B. et al. (2004)
Protein Expr. Purif. 36, 207-216.

GB1 domain

56

MTYKLILNGKTLKGETTTEAVDAATAEKV
FKQYANDNGVDGEWTYDDATKTFTVTE

6.3

Zhou, P. et al. (2001)
J. Biomol. NMR 20, 11-14.

Ubiquitin

76

Protein

8.5

Pilon, A. L. et al. (1996)
Biotechnol. Prog. 12, 331-337.

SUMO

100

Protein

11.5

Marblestone, J. G. et al. (2006)
Protein. Sci. 15, 182-189.

Thioredoxin

109

Protein

11.7

LaVallie, E. R. (1993)
Biotechnology N.Y. 11, 187-193.

GST

220

Protein

26.0

Smith, D. B. and Johnson, K. S. (1988)
Gene 67, 31-40.

MBP

396

Protein

42.0

di Guan, C. et al. (1988)
Gene 67, 21-30.

Nus A

495

Protein

54.0

Davis, G. D. et al. (1999)
Biotechnol. Bioeng. 20, 382-388.

を抑制していると考えられる．ここで付加するタン

SEP タグの開発には，モデルタンパク質として溶解

パク質が数 kDa 〜数十 kDa と大きなタンパク質であ

性の低い BPTI（Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor）変異

るため，ほとんどの場合，精製中にタグを切断する

体を用いた．アルギニンとリジンを付加したのは，20

ことが必要となることや，タグが目的タンパク質と

種のアミノ酸側鎖の中で高い親水性を示すことと，

相互作用してしまい，構造や機能に影響を与えるな

BPTI 変異体が塩基性タンパク質であるため，正電荷

どの問題点がある．

の個数を増やすことによって，分子間の静電的な反発

3. SEP タグの効果

これまでにも，短いアルギニンやリジン配列をア
フィニティータグへ応用した 1980 年代の報告例はあ
る 11)．一方，溶解性向上への応用例としては，HIV-1
ウィルスの u タンパク質の 26 残基からなる膜貫通
ドメインに対応する  螺旋ペプチドに 4 つのリジン
残基を融合した試料の NMR 測定の報告などに留まっ
ており，溶解度を向上させる短いペプチド系タグの報
告はほとんどない（表 1； u

タンパク質の膜貫通ド

メインに関する報告においても，厳密には，溶解性を
向上する界面活性剤も溶媒に含んでいたため，リジン
の水溶液中での溶解性への影響は明確ではない）．一
方，われわれは，溶解性に焦点を絞り，2 残基のグリ
シンをリンカーとした数個のアルギニンやリジン残基

図2
ペプチド系タグ付加による溶解性の変化．モデルタンパク質の
BPTI-22 は，22 個のアラニンを含む牛膵臓トリプシンインヒビター
変異体である．縦軸の Solubilization factor は，タグなしの BPTI-22
とタグを付加した BPTI-22 の溶解性のモル比である．溶解性は , サ
ンプルを 4C，20,000 g で，1 時間遠心分離した後の上清画分のモ
ル濃度とした．棒グラフ内と横軸にそれぞれ，タグ配列とタグ名
を示す．各棒グラフの上部のエラーバーは実験誤差を示す．

で構成される SEP タグを用いて，その溶解性向上効
果を詳細に解析した．その結果，SEP タグは，タンパ
ク質の活性・構造にほとんど影響を及ぼすことなく，
従来の報告から推定される効果をはるかに上回る溶解
性向上効果を有することに注目した（図 2）．
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も期待したことによる．また，アルギニンおよびリジ

効果が長期に渡って発揮することが示唆された．

ンを BPTI 変異体の N と C の両末端に付加して SEP

これらの結果から SEP タグは，目的タンパク質の

タグの位置による影響を調べると同時に，付加する残

構造・機能・安定性に影響をほとんど及ぼすことなく

基数も 1，3，5 個と変化させ，残基数の変化の溶解性

溶解性を向上させる効果をもつことが明らかになっ

への影響を解析した．

た．また，これまでの融合タンパク質とは違い，SEP

その結果，アルギニンが 5 個からなる SEP タグを

タグは構造を保持する必要性がなく，変性状態での溶

BPTI 変異体の C 末端に付加することで，溶解性が最

解性の向上が可能であるため，平衡（a, c）に働きか

大で 4.8 倍に向上することを示し（図 2），SEP タグを

けることで，（Aggregation 1, 2）の両者を抑制できると

付加したタンパク質の溶解性は，タグ中の親水性アミ

考えられる．

ノ酸残基数に対して指数関数的に向上することが明ら

現在，われわれはアルギニンやリジン以外のペプチ

かにされた．また，円偏光二色性測定を用いてタンパ

ド系タグを付加した BPTI 変異体の溶解性を解析し，

ク 質 の 2 次 構 造 含 量 を 調 べ た と こ ろ，SEP タ グ が

任意のアミノ酸配列からなるペプチドの溶解性を，そ

BPTI 変異体の構造・熱安定性にほとんど影響を与え

のアミノ酸配列から計算する熱力学モデルの開発を進

ないことが示され，トリプシン阻害活性においても

めている．また，本手法は BPTI のような塩基性タン

SEP タグが影響しないことを検証した．SEP タグを

パク質に限らず，酸性タンパク質の溶解度も向上でき

NMR 試 料 の 高 濃 度 化 に 応 用 し た と こ ろ，22 mg/ml

ることを最近解明した．

（3.8 mM）の高濃度条件では，タグを付加していない

4. おわりに

タンパク質の試料は凝集し，1H-15N HSQC スペクト
ルのピーク形状は不均一で解析不可能であった．とこ

タンパク質の溶解性は，タンパク質を解析する上で

ろが，タグを付加することで，試料の凝集問題が改善

重要な性質である．本稿では，凝集を熱力学的な系と

され，ピーク形状が均一なスペクトルを得ることがで

して捉え，現在までの溶解度向上法についての議論を

きた（図 3）
．ピーク形状への効果に加え，S/N 比の

試みた．溶解法の 1 つとして，われわれが開発したア

高いスペクトルを短時間に得ることも可能になった．

ミノ酸の性質を最大限に利用して，目的タンパク質の

さらに，1 ヶ月以上冷蔵保存した NMR 試料のスペク

構造や安定性にほとんど影響を与えずに溶解性を著し

トルはまったく変化しておらず，SEP タグ溶解性向上

く向上させる SEP タグ法を紹介した．今後，SEP タグ

図3
溶解性向上タグの付加による NMR スペクトル（HSQC）の改善：左は BPTI-22（3.8 mM）の HSQC スペクトルのクロスピークの形が不均一で
ブロードになっていることから解析不可能ということが分かる．右は，BPTI-22 の C 末に 5 つのアルギニンを付加した変異体 BPTI-22-C5R
（3.8 mM）の HSQC スペクトル．両スペクトルの測定条件やデータ解析のパラメータはすべて同じである．写真はそれぞれの NMR サンプ
ルを示す．
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の利点を利用して，封入体などの生体内特有の凝集現

Lawrence, M. S., Phillips, K. J. and Liu, D. R. (2007) J. Am. Chem.

10)

Esposito, D. and Chatterjee, D. K. (2006) Curr. Opin. Biotechnol.

11)

Sassenfeld, H. M. and Brewer, S. J. (1984) Bio/Technology 2, 76-81.

Soc. 129, 10110-10112.

象の解析に新たな糸口を提供できると期待している．
謝

9)

17, 353-358.

辞
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多様なゲノムデータの統合的クラスタリング解析
志賀元紀，瀧川一学，
馬見塚拓

京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター

ティは，サブネットワーク（クラスター）の密集度を

1. はじめに

測るものであり，代謝ネットワークから遺伝子をクラ
近年のゲノム科学の発展に伴い，DNA マイクロア

スタリングするために使用できる 3), 11)．著者らは，モ

レイを代表とするハイスループット計測技術が開発さ

ジュラリティと発現パターンの類似性の両方を反映す

れた．これは，細胞内の膨大な数の遺伝子の活性を同

る新しい確率モデルによるクラスタリング法 13) を開

時に計測でき，網羅的な遺伝子解析を可能にする優れ

発しており，本稿において，この手法を紹介する．

た技術である．マイクロアレイの解析では，解析対象

2. 遺伝子発現の確率的なモデル

になる遺伝子の数が膨大なため，計算機を用いた解析
技術が使用されている．本稿で扱う遺伝子機能の同定

2.1 ネットワーク構造の確率モデル

を 目 的 と す る ク ラ ス タ リ ン グ 解 析 に お い て は，

統計学的に問題を扱う場合，物理現象を確率的な

k-means や階層型クラスタリングなどの手法が使用さ

モデルで記述し，そのモデルの仮定のもとで未知の

れる．これにより解析時間が短縮されたものの，観測

事象を推定する．したがって，解析精度を保証する

値に含まれる雑音の抑制などの課題が残されている．

ためには，より正確な確率モデルを仮定することが

さて，ヒトゲノム計画を代表とする国際戦略を発端

必要とされるが，どういった確率モデルが背後にあ

として，多種多様なゲノム情報が採取され，データ

るかを確認せずに既存手法を応用するケースがしば

ベースとして世の中に提供されている．たとえば，核

しば見られる．

酸配列情報のデータベース Genbank ，遺伝子機能の

た と え ば， 遺 伝 子 の ク ラ ス タ リ ン グ お い て，

2)

データベース Gene Ontology(GO)1)，代謝情報の豊富

k-means が頻繁に使用されるが，その背後にある確率

さが特徴的な統合データベース Kyoto Encyclopedia of

モデルは，図 1a に示すように，すべての遺伝子が独

Genes and Genomes(KEGG) があり，その他にもさま

立に発現するものである．しかし，代謝経路上で隣接

ざまなゲノム情報が容易に入手可能である．

する遺伝子発現量パターンの相関が実験結果より示さ

7)

そこで，発現量のみではなく，こうした既知のゲノ

れており，したがって，k-means で仮定されるモデル

ム情報の利用が機能同定の精度向上に対して有効と考

は不正確である．

えられ，GO の情報により遺伝子間の距離関数を修正

この問題に着目し，われわれの研究では，KEGG の

する k-means5)，GO の情報を事前知識にする確率モデ

代謝経路情報より遺伝子ネットワークを構築し，図 1b

ルを使用する手法 10)，代謝ネットワークにおける最

に示す確率的なモデルを構築した．これは，代謝経路

短経路長を使用する手法

上で隣接する遺伝子は独立でなく相互作用するため，

4)

などの解析精度の優れた

手法が開発されている．一方，著者らは，代謝ネット

より正確な確率モデルである．

ワークのモジュラリティ構造に着目した．モジュラリ

ここで，人工データを用いて，モデルの正確性と

Clustering Analysis for Combining Multiple Genomic Data
Motoki SHIGA, Ichigaku TAKIGAWA and Hiroshi MAMITSUKA
Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto University
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リティ構造とは，各要素（ノード）に機能等の分類が
割り当ている場合，異なるクラスターに属するノード
間のエッジ数より，同じクラスターに属するノード間
のエッジ数が多いという性質であり，
VD(Z) 

K

 l k  Z

d k Z  2 



- –  -------------
  ---------- 2L 
L

k=1

(1)

と定義される．ただし，Z  (z1,…,zN) はクラスターラ

図1
隠れ確率場（a）隠れ変数が独立である場合，
（b）隠れ変数が相
互作用する場合．

ベル，lk(Z) はクラスター k に含まれるノードのエッ
ジ数，dk(Z) はクラスター k に含まれるノードの次数

の総和（クラス内エッジ数とクラス間エッジ数の和）
，
また，L は全エッジ数である．
解析精度の関係を調べる．図 2 に示したモデルは，

図 4 に，ネットワークのノードをクラスタリング

画像処理の研究でしばしば使用され，隣接する画素

した結果を示した．黒色と白色で各クラスターを表し

の輝度が類似することを記述する隠れマルコフモデ

た．図 4a のほうが，同じクラスターのノード間の

ル（HMaF）である．ここで扱う問題は，図 2b のよ

エッジが多く，異なるクラスター間のエッジが少ない

うな雑音を含む画像から，雑音のない画像図 2c を推

ためにモジュラリティが高い値になる．一方，図 4b

定する画像復元である．この問題に対し，HMaF を仮

ではモジュラリティが低くなる．

定して解いた結果を図 3a に示し，独立なモデルを仮

例のようにグラフ構造を用いるノードのクラスタリ

定した結果を図 3b に示した．このように，正確な確

ングは，コミュニティ検出やグラフ分割とよばれ，遺

率モデルを仮定することで，より正確に真の画像を

伝子機能の同定のために使用される 11)．この問題を

推定できる．

解くには，膨大な計算コストを要するので，近似的な
解法が用いられる．

2.2 ネットワークのモジュラリティ構造

図 1 のような画像の確率モデルは，単純な格子状
ネットワーク構造であった．しかし，実世界に存在す
る多くのネットワークは，もっと複雑な構造であり，
近年，その性質がさかんに研究されている．そして，
代謝経路から構築される遺伝子ネットワークにおい
て，スモールワールド現象，スケールフリー性，階層
的構造，モジュラリティ構造などの性質が明らかにさ

図3
画像復元の例（a）隠れマルコフ確率場を使用した結果（b）隠れ
変数が独立なモデルを使用した（k-means）の結果．

れている 3), 11)．本研究では，遺伝子機能の分類に直接
関係があるモジュラリティ構造に注目する．モジュラ

図2
（a）画像復元のための隠れマルコフ確率場（b）観測画像（雑音
あり）（c）真の画像（雑音なし）．

図4
2 つのクラスターからなるネットワーク（a）モジュラリティが高
い（b）モジュラリティが小さい．
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2.3 隠れモジュラー確率場

Input: X, Z(0), (0)
Output: Z,
1: Z  Z(0),   (0)
2: while J is not converge do
3: while Z is not convergence do
4: Permute numbers {1,…, N} at random.
5: for n (in the permuted order) do
zn(t)  argminjOn J(n,j)(Z(t1))
6:
7: end for
8: end while
9: (t1)  argmin DX(X, Z(t); )
10: end while

本研究では，モジュラリティを反映する確率場モデル
1 P(Z)  -------------exp{VD(Z)},
CD   

(2)

をもとにした隠れモジュラー確率場（HMoF）を
P(X) 

 P(X Z ; )P(Z)

(3)

Z

提案している．ただし，X は遺伝子発現量を表す数値

図5
われわれの提案する HMoF を使用したクラスタリングアルゴリズ
ム．ただし，On は，ノード n の近傍ノードの集合とする．

ベクトルデータ， は確率モデルのパラメータであ
り，また，発現量の確率モデル P(X Z ; ) には，正規
分布や von Mises-Fisher 分布（球面状の正規分布）など
を使用できる．この確率モデルでは，発現量が確率モ
デル P(X Z) に適合し，かつ，ネットワークのモジュ

する．ステップ（2）において，クラスターラベルの

ラリティ構造を反映しており，遺伝子発現量の解析に

な更新をできる．本研究では，その差分 J が注目す

適した確率モデルである．

るノードの局所的な情報だけ計算できることを示して

更新前の J と更新後の J の差分 J を調べれば，最適

おり，これを用いることで，非常に効率のよいアルゴ

3. クラスタリングのアルゴリズム

リズムを構築した．以上の記述をもとに，著者らが開
発したアルゴリズムを図 5 に擬似コードでまとめた．

直接観測できない隠れ変数がある確率モデルのパラ
メータとクラスターラベルを学習するためには，確率

4. 実データの解析例

モデルの負の尤度 log P(X) を最小にする EM (Expectation-Maximaization) 法が使用される．EM 法により，

われわれの開発した手法を用いて，実データを解析

学習アルゴリズムを導出すると，最小化すべき目的関

した結果を述べる．解析した遺伝子発現データは，

数は，遺伝子発現量のコスト DX(·) と遺伝子ネット

Hughes らのデータセット 6) である．このデータセッ

の線形和

クラスタリングのよさを調べるためにしばしば使用さ

トは，300 種類もの膨大な実験結果を収集しており，

ワークのコスト（モジュラリティ VD(·) の符号反転）

れる．クラスタリングの精度を定量的に測るため，
GO より構成できるクラスターと提案法より出力され

J  (1  )DX(X, Z; )  VD(Z)

たクラスターの間の正規化平均相互情報量（NMI）14)

となる．ただし， は 0    1 を満たす．したがっ

MI  X Y  NMI: ---------------------------------H X  H Y 

て，目的関数 J は，  0 のとき発現量のみに依存し，
逆に，  1 と設定したときネットワークのみに依存

(4)

を使用した．ただし，MI(X, Y): H(X)  H(Y)  H(X, Y)，
n
n
n
n
H(X): iX ―i log ―i ，H(X, Y): iXjY ―ij log ―ij ，ま
N
N
N
N
た，ni は，クラスター Xi に含まれる遺伝子数，また，

する．
EM 法では，パラメータ  とクラスターラベル Z の
更新を交互に繰り返すことで目的関数 J を最小化す

nij は，クラスター Xi および Yj に含まれる遺伝子数で

る．しかし，ネットワーク構造をもつ確率モデルの場
合，パラメータ  を固定し，目的関数 J を最小にする

ある．NMI は，2 つクラスタリング結果の類似性を

ようなクラスターラベル Z を新たに割り当てる組み

調べるために，情報理論の視点から定義されている．

合わせ最適化問題は，NP 困難である．この問題に対

ここでは，NMI が高い値になるほど，出力されたク

し， 近 似 的 解 法 で あ る ICM (Iterative Conditional

ラスターが GO のアノテーションに類似することを

Modes) 法を使用する．

示す．
クラス数 K  10, 15, 20 および重みを 0    1 とし

ICM 法は，以下の 2 つの手続きを目的関数 J が収束
するまで繰り返す．（1）すべてのノードを無作為に順

た場合の NMI を図 6 に示した．また，比較のため，

序付ける．（2）決定された順番に従い，目的関数 J が

グラフ分割ソフトウェア p-METIS8) および k-METIS9)

小さくなるように，1 つずつクラスターラベルを更新

の結果を重ねて示した．図 6 より，われわれの開発
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て，遺伝子ネットワークの各ノードにクラスターに
対応する色を付けて表示した．  0 のとき，クラス
ターラベルがネットワーク上に散乱しているが，逆
に，  1 のとき，クラスターラベルはネットワーク
上で同じクラスが密集することがわかる．さらに，
より詳細を調べるために，図 7 の左上の領域を拡大
して，図 8 に表示した．図 8b と c を比較することに
よ り， オ レ ン ジ の ノ ー ド 数 の 増 加 を 確 認 で き る．

図6
（Weight）を変動させた正規化相互情報量（NMI）．クラスター
数 K は，
（a）K  10，（b）K  15，
（c）K  20．

図 8b で示されるオレンジのノードは，実は，KEGG
の Folate biosynthesis pathway に関係する遺伝子であり，
  0.2 の結果，つまり，2 種類のデータを統合した

法 は， 重 み   0.2 の 場 合 に 最 も 優 れ て い る． し た

手法がよりよい結果を与えると考えられる．このよ

がって，発現量のみを使用した場合（  0）
，および，

うに，われわれの開発した統合的なクラスタリング

ネットワークのみを使用した場合（  1）より，発

手法では，発現量またはネットワークの片方のみで

現量とネットワーク情報を統合した場合（0    1）

は，クラスタリングが難しい微妙な遺伝子に対して

に優れた結果を得られる．

も有効である．

クラスタリングの詳細を調べるため，図 7 におい

図7
代謝ネットワーク上の遺伝子をクラスタリングした結果。クラスタ数 K  20．重みはそれぞれ（a）0，
（b）0.2 and（c）1．（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）

図8
図 7（a）0，
（b）0.2 and（c）1 における左上の領域を拡大した図．
（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）
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6)

5. おわりに

Hughes, T. R., Marton, M. J., Jones, A. R., Roberts, C. J.,
Stoughton, R., Armour, C. D., Bennett, H. A., Coffey, E., Dai, H.,
He, Y. D., Kidd, M. J., King, A. M., Meyer, M. R., Slade, D.,

われわれの開発した手法は，発現量のクラスタリン

Lum, P. Y., Stepaniants, S. B., Shoemaker, D. D., Gachotte, D.,

グ解析に，遺伝子ネットワークを取り入れることで，

Chakraburtty, K., Simon, J., Bard, M. and Friend, S. H. (2000) Cell

解析精度の向上を実現している．しかしながら，開発

102, 109-126.
7)

した手法には，学習における初期値依存性の問題や計

Kanehisa, M., Goto, S., Hattori, M., Aoki-Kinoshita, K. F., Itoh,
M., Kawashima, S., Katayama, T., Araki, M., Hirakawa, M. (2006)

算コストのさらなる削減などの解決すべき問題が残さ

Nucleic Acids Res. 34, D354-357.

れている．著者らは，これらの課題に対して既に取り
組んでおり，文献 12) において発表している．興味が

8)

Karypis, G. and Kumar, V. (1998a) SIAM Journal on Scientific Com-

9)

Karypis, G. and Kumar, V. (1998b) Journal of Parallel and Distrib-

puting 20, 359-392.

ある読者は，こちらを参照されたい．

uted Computing 48, 96-129.

本研究で使用した KEGG の代謝パスウェイのネッ
トワークは，文献情報から人手により入力された正確
な情報である．その正確性は，図 6 のクラスタリン

10)

Pan, W. (2006) Bioinformatics 22, 795-801.

11)

Ravasz, E., Somera, A. L., Mongru, D. A., Oltvai, Z. N., and

12)

Shiga, M., Takigawa, I., and Mamitsuka, H. (2007) Proceedings of

Barabasi, A. L. (2002) Science 297, 1551-1555.

グ結果（  1）からもわかる．これに対して，ハイ

the Thirteenth ACM SIGKDD International Conference On Knowledge

スループットな手法で観測されたタンパク質相互作用

Discovery and Data Mining (KDD 2007), pp. 647-656, August

ネットワークは，非常に雑音が多いことが知られる．

2007, San Jose, CA, USA, ACM Press.

そこで，こうした雑音の多いネットワークを入力とし

13)

Shiga, M., Takigawa, I. and Mamitsuka, H. (2007) Proceedings of the

た場合に対して，解析精度を維持する手法を開発する

Fifteenth International Conference on Intelligent Systems for Molecular

必要がある．

Biology (ISMB/ECCB 2007), (Bioinformatics, 23, 2007), i468-i478,
July, 2007, Vienna, Austria.

また，ゲノム情報は，ネットワーク情報以外に，

14)

塩基配列や関連タンパク質情報など多種多様にあり，

Zhong, S. and Ghosh, J. (2003) Journal of Machine Learning Research 4, 1001-1037.

これらの情報を統合する手法の構築が今後の課題で
ある．
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ライフサイエンス分野の
統合データベースについて
中村春木
大阪大学蛋白質研究所

日本国内で最近作られている「ライフサイエンス統

含む問題点の指摘や整理がまず行われました．そし

合データベース（http://dbcls.rois.ac.jp/）
」をご存知で

て，箱物の「センター」を 1 つ作ればよいのか？

しょうか？

大学共同利用機関法人情報・システム研

一的なデータベースなのか分散的なのが必要なのか？

究機構（機構長・堀田凱樹）内に，平成 19 年 4 月に

そもそも，データベース整備という継続的な事業をど

「ライフサイエンス統合データベースセンター（Data-

こが主体となって進めるべきなのか？という組織論や

base Center for Life Science: DBCLS）」が設立され，活動

研究戦略にも議論がおよび，最終的にデータベースセ

を始めています．

ンターを設立すべきである，という結論が出されまし

この事業とセンター組織ができたいきさつについて
は他の報告書

1)-3)

統

た．この委員の半数以上が生物物理学会の会員であり

に詳しく述べられているのですが，

ました．

2005 年 2 〜 3 月ごろから新聞や政府のバイオテクノ

一方，総合科学技術会議が音頭を取って進められ

ロジー戦略会議において，日本国内にゲノムプロジェ

た，文部科学省，経済産業省，農林水産省，厚生労働

クトなどで生産された多くのバイオ関連情報をバラバ

省の 4 省による科学技術連携施策群の 1 つとして，大

ラなままに置いておかず整備を行って，独自性をもっ

久保公策先生（現・国立遺伝学研究所教授）を代表者

たアジアの中核となるデータベースセンターを作るべ

とする「生命科学データベース統合に関する調査研

きである，という問題提起がなされたことが，具体的

究」も，2005 年 10 月から始まりました．この 3 年間

な発端だと思っております．

の調査研究により，日本国内で開発・整備されてきた

この問題提起に基づいて，郷通子先生（現・お茶の

ライフサイエンス分野のデータベースの状況と問題点

水女子大学長）を主査とする「データベース整備戦略

が，広く深く調査されました 4)．

作業部会」という実質的なセンター設立についての討

このような調査活動に基づき，DBCLS が高木利久

議を行うワーキンググループが文科省の中に設置さ

東 大 教 授 を セ ン タ ー 長 と し て 発 足 し， 予 算 的 に は

れ，17 名 の 委 員 が 6 回 に わ た っ て 議 論 を 行 い，

2007 年度から 2010 年度までの 4 年間にわたる文部科

2006 年 5 月に前述した報告書

が発表されています．

学省の公募による受託研究「ライフサイエンス分野の

私もこの作業部会の委員として議論に参加しました．

統合データベース整備事業」によって，DBCLS を中

この作業部会では，米国の NCBI（National Center for

核拠点とし，東京大学，東京医科歯科大学，京都大

Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/）

学，九州工業大学，国立遺伝学研究所，理化学研究

や 欧 州 の EBI（European Bioinformatics Institute, http://

所，産業技術総合研究所を分担機関とした統合データ

www.ebi.ac.uk/）がすでに整備されている現状で，日本

ベース・プロジェクトが始まっています．

1)

国内に新たにデータベースセンターを作る意味がある

具体的には，日本国内のデータベース・カタログを

のか，という素朴ではあるものの本質的な問いかけを

まとめて国内データベースへのアクセスのための窓口

Foundation of Data Base Center for Life Science
Haruki NAKAMURA
Institute for Protein Research Osaka University
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となるポータル・サービス，それら異なる種々のデー

浜バイオ大学とお茶の水女子大学とが，人材育成事業

タベースを対象とした横断的な一括検索サービス，日

をすでに実施しております．

本国内の学会情報や年会発表要旨の検索サービス，そ

このように順調に滑り出した統合データベースです

の他のオリジナルなサービスが，すでに開発・公開さ

が，課題も山積みです．私が責任者となって運営して

れています ．また，医科学データベースとして患者

おります生体高分子立体構造のデータベースである

情 報 を 秘 諾 し た 臨 床 医 学 の デ ー タ に つ い て も，

6)
PDBj（Protein Data Bank Japan, http://www.pdbj.org/）
，

2008 年 4 月以降に公開が予定されています．

遺伝研においてゲノムや DNA 塩基配列情報を収集し

5)

一方，データベース開発には，図書館の司書のよう

てきた DDBJ（DNA Data Bank of Japan, http://www.ddbj.

な役割をもった専門家が必要であり，データの整理と

nig.ac.jp/）3)，日本のデータベースとして国際的に最も

意味付けを行うアノテーション作業には，生物学の知

多く利用されている実績がある KEGG（Kyoto Encyclo-

識とコンピュータ操作，情報科学の理解も必要とされ

7)
pedia of Genes and Genomes, http://www.kegg.jp/）
の3つ

ます．このようなスキルをもつ人材は，日本国内では

の基盤データベースが，今後，どのように DBCLS と

これまでほとんどおらず，キャリア・パスも不明なた

連携し統合していくのか，文部科学省以外の省庁の

め，まずその人材育成も必要とされます．そのため

データベースをどのように統合できるのか，そして，

に，参画機関として DBCLS の事業に加わっている長

データベース戦略立案を行うべくその必要性が強調さ
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れている headquarters 組織をどのようにするか，など

人間 1 人の寿命には限りがあり，1 人の科学者が達

多くの問題が残っているのが実情です．特に，DB-

成できる研究にも限度があります．しかし，人類とい

CLS を運営するための経費は 2010 年度までは確保さ

う「種」としての寿命は，文化やその研究内容が世代

れているものの，競争的資金であるため，永続的な運

や地域を超えて継続されることによって，長期に渡っ

営には新たな枠組みの運営を今後は考慮する必要性に

て広域に保たれます．データベース事業は，口述伝承

迫られています．

から文字を竹や紙に記述するという長い歴史の果て

ところで，近年のオントロジー工学の進歩はめざま

に，コンピュータやインターネットという 20 世紀後

しく，これから 5 〜 10 年のうちに，さまざまな生化

半に勃発した in silico 技術という今までにないきわめ

学・分子生物学・構造生物学・情報生命学の実験や研

て効率的な手段によって，まさに文化・科学を世代・

究のプロトコルと個々のステップの結果までもが，標

地域を超えて伝えていく作業に他ならないと考えてい

準化・体系化された形で，インターネット上に公開さ

ます．その意味で，単に国家としての戦略を立てると

れる時代が来ると思っています．今でも，ほとんどの

いう意味だけでなく，人類の一員として何らかの形で

ジャーナルでは，詳細な Methods や Results は Supple-

参画したいと思っておりますし，生物物理学会の会員

mentary materials として出版社の Web page からフリー

の皆様にも，データベース利用者としての立場だけで

で配布されています．今は，それぞれフォーマットが

なく，個々の実験・研究の成果を加えるという意味で

異なる英語テキストでの記述のみですが，じきに，標

のデータベース開発者としても，統合データベース事

準化された（コンピュータが理解できる形で，多言語

業に興味をもっていただきたく思っております．

で）フォーマットとなり，実験プロトコルがサンプル
結果付きでフリーにダウンロードされ，個人の実験

文
1)

ノート（おそらくコンピュータに入った形での）のコ

献
文部科学省科学技術・学術審議会，研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会データベース整備戦略作業部会「報

ンテンツの 1 つとして利用されることになると思われ

告書

ます．今でも，教科書はあまり売れないのですが，実

我が国におけるライフサイエンス分野のデータベー

ス整備戦略のあり方について」(2006).

験プロトコル集はよく売れるものだそうですので，需

2)

高木利久 (2007) 蛋白質 核酸 酵素 , 1388-1393.

要が高いことは間違いありません．

3)

五條堀孝 (2008) 蛋白質 核酸 酵素 , 2006-2011.

4)

大久保公策 (2007) 蛋白質 核酸 酵素 , 1027-1031.

5)

川本祥子，坊農秀雄 (2008) 蛋白質 核酸 酵素 , 281-287.

6)
7)

中村春木 (2007) 蛋白質 核酸 酵素 , 1897-1905.
Kanehisa, M. et al. (2008) Nucl. Acids Res. 36, D480-D484.

逆に，個人が行った実験や研究結果の 1 つ 1 つのス
テップが記載された（コンピュータ中の）
「実験ノー
ト」あるいはそれを抽出しまとめたものについては，
希望さえあれば常にインターネットを通じて発信され
ることになり，ジャーナルだけでなく学会年会要旨集
の Supplementary として詳細データについてリンクを
張ることが，きわめて近い将来に普通の姿になるかも

中村春木（なかむら はるき）
大阪大学蛋白質研究所教授，附属プロテオミクス総合研究セン
ター長 / 情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベー
スセンター客員教授
連絡先：〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 3-2
E-mail: harukin@protein.osaka-u.ac.jp
URL: http://www.pdbj.org/ および http://www.protein.osaka-u.ac.
jp/rcsfp/pi/

しれません．これら実験・研究データの置き場所とし
て，継続性があり信頼性が高い public なアーカイブが
当 然 必 要 で あ り，DBCLS に は， こ の よ う な 将 来 の
「データ爆発」に対する適切なまとめ役としての役割
も期待しています．
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チロシナーゼと ORF378
しみやそばかすは，お肌の大敵である．しみそ
ばかすができることに関与するタンパク質と，冷
蔵庫で眠っている野菜が茶色くなることに関与す
るタンパク質とが，同じタンパク質であると知っ
たらどんな思いがするだろうか．チロシナーゼ
（モノフェノールモノオキシゲナーゼ）は，モノ
フェノールを o- キノンに変換する反応を触媒する
酵素である．農学および化粧品開発において重要
視されているチロシナーゼの立体構造は，なかな
か決定することができなかった．しかし，ORF378
とよばれるタンパク質との複合体によって，やっ
と立体構造を決定することに成功した．チロシ
ナーゼと ORF378 の遺伝子は放線菌でオペロンを
構成しており，細胞内で一緒に働くと考えられて
いた．
ここに示す絵において，右上がチロシナーゼ，
左下が ORF378 の立体構造である．図の中にある
球は銅イオン．チロシナーゼの活性部位には，銅
イオンが 2 個存在する．ヘリックスから延びてい
る 5 個のヒスチジン残基の側鎖と，ループから延
びている 1 個のヒスチジン残基の側鎖とに，こ
れらの銅イオンが配位している．この部分にモノ
フェノールが接近し，分子酸素から酸素原子 1 つ
をとりこんで，o- キノンが合成される．ORF378
は，活性部位付近でチロシナーゼと相互作用して
いる．ORF378 は，チロシナーゼに銅イオンを運
び込むタンパク質のようである．ORF378 の立体
構造は，あちらこちらがよく見えていない．その
ため，左のループ部分に表示が切れている箇所が
ある．結晶の中でこのループ部分を構成する原子
が多彩な位置に存在したため，これらの原子によ
る X 線の反射が明確に現れなかったのであろう．
チロシナーゼの立体構造，特に活性部位付近の構

造は，軟体動物の血液中で酸素を輸送するヘモシ
アニンの立体構造とよく似ており，類似性は共通
祖先由来がゆえと考えられている．酵素と酸素輸
送タンパク質とが同じ祖先タンパク質から進化し
てきたことには，驚かされる．それよりももっと
驚くのは，しみそばかすの原因タンパク質が，軟
体動物の血液となっていることかもしれない．チ
ロシナーゼは神経系の病気との関連も指摘されて
きている．この立体構造情報が，それらの病気の
原因解明と治療につながってくれることを願って
やまない（PDB1) ID: 2ahl2)）
．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Matoba, Y., Kumagai, T., Yamamoto, A.,
Yoshitsu, H. and Sugiyama, M. (2006) J. Biol.
Chem. 281, 8981-8990.
(J. K.)
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遺伝暗号を拡張した人工タンパク質合成系の開発と応
用

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエン

ス研究科

芳坂研究室

当研究室では，これまで独自に開発してきた 4 塩
基コドンによる非天然アミノ酸のタンパク質への部

支 部 だより

位特異的導入技術を利用して，タンパク質の解析や
機能改変のための新規手法の開発を行なっている．

北陸地区からのたより

この技術では，CGGG などの 4 塩基コドンを，それ
に相補的な 4 塩基アンチコドンをもち非天然アミノ
酸を結合させた tRNA によって読み取られることに
よって，望みの位置に非天然アミノ酸を導入したタ
ンパク質を発現させることが可能である（図 2）．現
在は特に，タンパク質間相互作用の解析や，FRET を
用いたタンパク質の立体構造変化の解析に有用な，

北陸地区では支部活動を行っていませんので，今

蛍光標識非天然アミノ酸の導入技術の開発を進めて

回は北陸地区で活発に研究をされている研究室の中

いる（参考文献：生物物理 2007, 47(2), 124-128）．ま

から，4 研究室の研究室紹介をさせていただきたいと

た，この技術を多くの研究者の方に利用していただ

思います．これを機会に北陸地区の交流を深めてい

けるように，ベンチャー企業と共同で製品化・事業

ければ幸いです．（北陸地区編集委員）

化にも積極的に取り組んでいる．さらに，4 塩基コド
ンのような生物がもつ意外な潜在能力を利用して，

金沢大学理学部物理学科

生物物理学研究室：安藤敏

新しい手法の開発も試みている．研究室には大学院

夫（教授）
，内橋貴之（准教授）

大学ゆえに多様なバックグラウンドをもつ大学院生

安藤研究室は 2 名の教員と 3 名のポスドク，15 名

が集まっており，日夜勉学と実験に励んでいる．

程の学生で構成されています．大きく分けて 2 つの

（芳坂貴弘）

テーマで研究をしており，1 つはモータータンパク質
であるミオシンⅤの運動機能解明に向けて，蛍光顕微

新しい研究室〜平塚研究室〜紹介

鏡による 1 分子観察を中心とした生化学的手法で研

産総研（上田研）から東大生研（竹内研）を経て，

究を行っています．これまで，ミオシンⅤのプロセッ

2006 年 10 月より北陸先端科学技術大学院大学に移

シブ運動の実証や，カルシウム調節機構における特異

りました．文科省推進の「若手研究者の自立的研究環

的 IQ モチーフの同定などの成果をあげてきました．

境整備促進」プログラムのうち，北陸先端大の「ナノ

もう一方のテーマは高速原子間力顕微鏡の開発とタン

テク・材料研究者養成の人材システム」の一環で採用

パク質観察への応用研究です．高速 AFM の開発は

さ れ， 独 立 し た 研 究 室 を 与 え ら れ ま し た． 現 在，

1995 年以来進めており，2001 年にはタンパク質 1 分
子の映像を 1 画像 80 ms で撮れるようになりました
（図 1）．最近ではミオシン V がアクチンフィラメント
に沿ってハンドオーバーハンド機構で歩行するようす
や， シ ャ ペ ロ ニ ン GroEL と ES の 結 合 過 程・ 解 離 と
いったいくつかの興味あるタンパク質系の機能動態の
撮影に成功しています．現在，さらなる高速化とタン
パク質の相互作用を乱さない低深襲性を目指し，JSTCREST「タンパク質のナノダイナミクス高速撮影装置
の開発」などの研究プロジェクトを推進しています．
近い将来，さまざまなタンパク質系でこれまで憶測す
るしかなかったタンパク質の振る舞いを直視できるよ
うになり，その機能発現メカニズムの解明に大いに役
立つと期待しています．

図1

（内藤貴之）


高速 AFM を操作する学生さん
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図 2 4 塩基コドンを用いた非天然アミノ酸のタンパク質へ
の導入

図3

やっと研究室の立ち上げも一段落し，研究成果を

カリウムチャネルの開閉に伴う分子構造変化

福井大学医学部分子生理学領域

ジャンジャンだす？という段階です．

研究室のメインテーマはイオンチャネルの構造機

北陸（石川）は自然に恵まれ，新鮮な食材が多く美

能相関です（老木成稔・教授，清水啓史・助教，岩本

味しい食事には事欠きません．また，ちょっと能登

真幸・助教）．イオンチャネルは神経系のみならずあ

まで足を伸ばせば豊かな自然を楽しめ，毎週末魚介

らゆる細胞において情報伝達を担う分子で，その変

採取に出かけるほど北陸の生活を楽しんでおります．

異・異常は神経疾患・不整脈・糖尿病など多くの疾

北陸先端大に赴任してから開始した研究について

患の原因となります．われわれは，チャネルがどの

少し紹介したいと思います．産総研では，バクテリ

ような分子レベルの仕掛けで機能しているのか，生

アを動力源とした微小回転モーターや，モータータ

物物理学的観点から検討しています．たとえば，変

ンパク質と微小パターンを組み合わせたマイクロ輸

異導入したチャネルを流れる電流からその物理化学

送素子など，生体運動に着目した生物工学的な研究

的特性を抽出し，イオン選択性やイオンを通す穴の

をしてきました．その方向性は変わりありませんが，

開閉の分子機構につなげようと試みています．近年，

ここではその応用の可能性をさらに広げていきたい

X 線 1 分子追跡法という新しい測定法を適用し，チャ

と考えています．ご存じのように生体運動は多種多

ネル 1 分子の開閉に伴う分子構造変化（図 3）を実時

様な生命現象に関与しており，これらの現象から多

間で可視化することに成功しました（Cell 2008, 132,

くのことを学べます．現在は特に魚類の色素細胞に

67-78）．このように，従来の電気生理学実験と新し

注目しています．ある種の魚は周囲の環境に合わせ

い手法を組み合わせ，チャネル分子の構造変化・機

てその体色を変化させますが，これは色素細胞内の

能の統一的理解を目指しています．

モータータンパク質が色素顆粒を輸送することに

もう 1 つのテーマはタンパク質の構造変化と凝集

よって起こる現象です．この細胞システムを人工的

過程の解明です（今野卓・准教授）．近年の研究の中

にガラス基板上などに作成できれば，モータータン

心は，アルツハイマー病やプリオン病などの難治性

パク質で駆動する光学素子（ディスプレイ）を作製で

変性疾患にかかわるタンパク質のミスフォールディ

きるはずです．現在，試行錯誤しながらこれに挑戦

ングとそれに続くアミロイド凝集です．われわれは，

しており，一歩一歩完成に近づいています．また，

ペプチドデザインの手法で凝集性分子の分子間力を

微小回転モーターに関しても引き続き研究を行って

人 工 的 に 制 御 し つ つ， 分 子 科 学， 理 論 化 学， コ ン

います．次の野望はモータータンパク質で動くマイ

ピュータシミュレーションなどの進んだ手法を併用

クロロボットの作製．モータータンパク質という小

して，凝集過程の原理的解明を目指し，その知見を

さなすてきなおもちゃで大いに楽しんでいます．

さらに，疾患の診断・治療，アミロイドを用いたナ

（平塚祐一）

ノ材料の開発へつなげる研究を，他大学との密接な
連携のもとで進めています． （今野



卓・岩本真幸）
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掲げ，3 つの階層のそれぞれでお 1 人ずつ先生をおよ
びし，系統的に最先端の研究について講義していただ
きます．また，分科会 1−3 では同時刻に 2 つの講義
が平行して行われます．そこで今回は，分科会 1−3
を縦割りにして 2 つのテーマを決め，それぞれで理

若 手 の 声

論や実験など異なるアプローチをなさっている先生を
およびし，さまざまな面からより深く学習出来るよう

若手の会「第 48 回夏の学校」のお知らせ

に構成しました．一方の分科会 4 では，それとは異
なる領域の先生をお 2 人お招きする予定です．また
閉会講演では，お茶の水女子大学学長の郷通子先生を
およびすることが決まっております．さらに昨年好評
でした，学生による口頭発表やポスター発表も引き続
き夕食後に行う予定です．今後は，以下の「生物物理
若手の会 HP」からお伝えいたしますのでどうぞご覧

「第 48 回夏の学校」in 東京・八王子

下さい．

はじめまして．生物物理若手の会，関東支部代表の

生物物理若手の会 HP: http://bpwakate.net/

柳澤実穂です．皆さま，いかがお過ごしでしょうか．
今年，2008 年は「第 48 回夏の学校」を東京都八王

【メインスタッフ】

子にてわたくし柳澤を校長，西方公郎さんを副校長と

現在一緒に準備をしている関東支部のおもなスタッ

して開催することが決まりましたことを，この場をお

フを，その役割と共にご紹介いたします．

借りしてご報告いたします．

副校長と広告担当：西方公郎（横浜市大・木寺研 D3）

毎年開かれている夏の学校も，今年で第 48 回目と

Web 担当：西

羽美（東工大・太田（元）研 D3）

なりました．生物物理という言葉のイメージに捕われ

会場担当：栗川知己（東大・金子研 D1）

ることなく，全国から生物物理に興味をもつ学生や若

分科会担当：谷本博一（東大・佐野研 D1）

手研究者が集まり，実りある講義や議論，交流が行わ

会計担当：秋葉寿光（中央大・田口研 M2），

れることを期待して，日々準備に励んでおります．こ

田村美恵子（東大・菅原研 M2）

れまでに決まりました夏の学校の詳細について，以下
にお知らせいたします．

残念ながら紙面の都合上，準備に携わっている全員
をご紹介することはできませんが，実際には関東支部

【日時】

だけでなく全国の支部から多くの方々が支援して下

2008 年 7 月 19 日（土）―22 日
（火） 3 泊 4 日

さっています．特に，校長であるわたくし柳澤が留学

【場所】

のため開催直前まで日本にいないことを理解し応援し

東京都八王子セミナーハウス

て下さり，そして昨年の夏の学校が終わった直後から

〒 192-0372 東京都八王子市下柚木 1987-1

準備を開始して下さった上記メンバーにこの場をお借

JR 八王子駅からバスで 25 分，京王線北野駅か

りしてお礼申し上げます．本来ならば，私ではなく副

らバスで 15 分

校長である西方さんが校長を名乗るべきなのですが，

HP: http://www.seminarhouse.or.jp/

彼のご好意で私が校長を名乗っております．われわれ
スタッフと夏の学校に全国から参加して下さる皆さま

【タイムスケジュール】
7/19

開会講演

が，共に有意義で楽しく記憶に残る第 48 回夏の学校

7/20

7/21

7/22

分科会1

分科会4

閉会講演

分科会2

メインシンポ

分科会3

〃

となるよう，これからも努力致しますので，どうぞよ
ろしくお願い致します．
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科理学専攻
今井研究室博士課程 2 年 柳澤実穂
yanagi@sweetcream.phy.ocha.ac.jp

夏の学校の顔となる今年のメインシンポジウムは，
タイトルを「脳の階層構造―細胞／神経／行動―」と


目次に戻る
若

手 の

副校長挨拶

声

パネルディスカッションを中心としたり，さまざまな

皆さま，はじめまして．生物物理若手の会，関東支

形式があるようです．また夜の部として，口頭発表や

部の西方公郎です．今年開催します「第 48 回夏の学

ポスター発表を設けるのは，生物物理夏の学校の特色

校」では，校長の柳澤さんをはじめとします夏の学校

といえます．

スタッフと，また全国各支部の皆様にご協力をいただ

3）の運営スタッフに関しては，われわれが支部交

きながら，日々準備に励んでおります．どうぞよろし

替制であるのに対し，毎年全国の学生スタッフで運営

くお願いします．

している所もありました．
最後に 4）の開催条件は，日数は 2−5 泊まで，会

夏の学校交流会を通して生物物理夏の学校を見る

場は都市部もあれば温泉地もありと，さまざまでし

昨秋になりますが，関東支部役員数名は東京・江東

た．

区の国際研究交流大学村で行われましたサイエンスア

さて現在，生物物理若手の会では運営者の高齢化が

ゴラ 2007 というイベントに参加しました．科学コ

問題となっています．最大行事である夏の学校の運営

ミュニケーションを目的としたさまざまなプレゼン

も，その担当を 4 支部で回しているため，4 年に 1 度

テーションがひしめく中で，われわれ生物物理夏の学

しかスタッフをする機会がありません．実際に今年担

校とは異なる特徴をもつ他の夏の学校スタッフの発表

当する関東支部でも，前回のスタッフ経験者はすでに

を聴きました．そのイベント後に，物性若手夏の学校

PD や助教になられており（ご多忙な中サポートして

のスタッフ，嶋田義皓さんの発案で，われわれ生物物

下さる先輩方もいらっしゃいます）
，ほぼ全員が未経

理若手の会の他に，宇宙ライフサイエンスや生化学若

験です．常に新メンバーが運営する支部交替制は，改

い研究者の会，天文天体物理，原子核三者など約 6 つ

革を求めるときにはよい面もありますが，4 年の間に

の夏の学校スタッフが集まり交流会を行いました．こ

重要な情報が失われる可能性もあります．特に夏の学

の会を通して，それぞれの夏の学校について意見交換

校を運営する上で重要な予算の獲得に関して，広告費

を行い他との違いを把握することで，自分達の夏の学

を出して下さる企業の情報が次の担当支部へ十分に伝

校を客観的に捉え，その魅力を再確認することができ

わっていないのが現状ではないでしょうか．また，サ

ました．まずはじめに，われわれ生物物理夏の学校を

イエンスアゴラでお聴きした実行委員長の永山國昭先

まとめると，以下のような特色があげられます．

生のお話では，先生が生物物理若手の会で活動されて

1）参加者

いた時代には，夏の学校に 300 人もの参加者がいた

学年…大学院生中心（M:D ＝ 1:1），PD，社会人

そうです．若者はもっと元気を出さなければ，と実感

男女比率…3：1

させられたお言葉でした．すぐにこの数を集めること
は無理かもしれませんが，現在参加が少ない学部生に

2）時間割
日中…講師の先生による講義が中心

も魅力を感じられるような構成にしたり，2006 年に

夜…参加者による口頭発表，ポスター発表

宇宙ライフサイエンス若手の会と共同開催したよう
に，類似性をもつ夏の学校と部分的にでもコラボレー

3）運営スタッフ
交替制度…4 支部での支部交替制

ションすることで，達成できるかもしれません．今回
の交流で得られた数々のアイデアについて，今年生か

4）開催条件
日数…2 〜 3 泊

せるものは活用しつつ，今後実現を目指すものは引き

開催地…担当支部付近で交通の便が比較的よい所

継ぎ，常に向上し続ける生物物理夏の学校でありたい

まず 1）の参加者について他の夏の学校と比較する

と考えています．それでは，皆さまにお会いできるの

と，同じく大学院生を中心としているものの，修士の

を楽しみにしております．

比率が圧倒的に高い所がありました．また，物理系で

（※上記他の夏の学校の特徴を記載した件に関して，

は生物や化学系に比べて女性の比率が低い傾向が見ら

それぞれの夏の学校スタッフに了解を得ました．）

れました．
次に，2）の時間割については，学生が選んだ講師
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生体超分子情報科学研究室 博士後期課程 3 年

の先生による講義を中心とするわれわれのような形式
以外にも，学生全員による口頭発表を中心としたり，
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れわれ Spudich グループは現時点では 8 人の構成員か
らなりますが，全員国籍の異なる多国籍軍です．研究
室内では，基本的な遺伝子操作，タンパク質精製や結
晶化の設備の他，バクテリアの走性解析，フラッシュ

海 外 だより

フォトリシス，カロリメトリーなどがあり，他にも蛍

テキサス大学ヒューストン校
John Spudich 研究室

使わせてもらえます．

光測定，低温電顕，EPR，NMR なども周りの研究室で

Houston での暮らし
平日の昼食は大学近辺の病院のカフェテリアなどに
よく行きます．ハンバーガーやサンドイッチ，アジア
風，メキシカン，イタリアンなどの多様な料理が楽し
めます．ちなみにテキサスはメキシコ料理がおいしく，
中でも quesadilla が私の好物です．また，車で 5 分ほど
はじめに

のところにたくさんのレストランが集まった地域もあ

私もヒューストンに来てもう直ぐ 5 年経とうとし

り，割とまともな日本料理を飲食することもできます．

ており，最近はさすがに外国で暮らしているという感

メディカルセンターの周りには，動物園，日本庭園，

覚はなくなりましたが，日本の都会育ちの私にとって

自然科学博物館，美術館，アストロドームや遊園地が

お世辞にも住みやすい町とはいえません．そんな環境

あり，ヒューストンの行楽スポットの多くが集まって

ですが，気さくで親切なこの国の人たちに支えられ

います．こうして書き並べると恵まれた環境のようで

徐々にこの町に愛着を感じるようになりました．日本

すが，実は公共の交通手段があまり発達していなくて

人にとってヒューストンは宇宙飛行士を連想させる以

車がなければ移動は不便です．本数が少ないながらバ

外ほとんど知られていませんが，実は優れた研究機関

スはありますが，利用者は黒人やヒスパニックの方が

が集まった学研都市でもあります．特にテキサスメ

多いようです．また夏の暑さは厳しく，日中に出歩く

ディカルセンターは米国でも最大の規模のもので，巨

と健康を害する恐れがあります．そういう意味でもこ

大な病院と研究機関が集められダウンタウンに次ぐビ

こでは車が必需品です．ヒューストンで生活を始める

ル郡を形成しており，テキサス大学医学部ヒュースト

にあたっては，社会保険番号の取得，銀行口座の開設

ン校もその一部となっています．

などなど必要な手続きとともに，車の購入と免許証を
取得してはじめて落ち着いて日常生活を開始できると

John Spudich 研究室

いう感じです．

私の所属する Spudich 研究室は，古細菌の 1 種によ
る光走性の光受容体の研究で有名です．20 年ほど前

私の英語学習法

に，光駆動のプロトンポンプとして働くの光受容体が

英語の習得が日本を出た目的の 1 つだったわけで

化学走性の受容体の部分構造となり光走性の機能を実
現することを発見して以来この分野の研究をリードし
ています．また，相同の光受容体構造が古細菌だけで
はなく真性細菌，真核生物にも存在することを示し，
現在相次ぐ新種の発見のパイオニア的存在でもありま
す．光走性の光受容体と化学走性の受容体は，それぞ
れの分野で詳しく研究されていますが，これらの 2 つ
のタンパク質が相互作用し融合した機能を発現するメ
カニズムの解明は，将来期待される新規な機能をもっ
た人口タンパク質の創生やタンパク質の機能進化の解
明に役立つと思われます．
Spudich 教授が chair を務める Center for Membrane

図 1 University of Texas Health Science Center. 3 年前に路面電車
の路線が開通し，ダウンタウンに行くのは便利になりました．

Biology という部門は 11 のグループからなり，それぞ
れ独自に膜タンパク質中心に研究を行っています．わ
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すが，米国に着くなり英語しか使えず，大学の事務や
役所での手続きもネイティブな英語を怒涛のように
しゃべりまくる人たちを相手にしなければならない
し，重要な書類や連絡事項もすべて英語，リラックス
しようとテレビを見ても英語ばかりなので，さすがの
私も打ちのめされました．まさに英語の洗礼を受けた
といった感じです．これも英語がうまくなるための試
練だと思ってその後も悪戦苦闘するわけですが，語学
の習得には熟成期間が必要で，急にうまくなるわけで
はありません．一方で，一旦研究中心の生活を始める
と今度はほとんど英語をしゃべらずに生活することも
図 2 現在の Spudich 研究室のメンバー．後列右から 3 人目
が John Spudich 教授，2 人目が奥さんの Elena Spudich．右端
が私です．

可能で，そうなるとせっかく海外に出ても進歩はあま
りないかもしれません．
そういうわけで何か効率のよい英語の学習法はない
ものかと常に試行錯誤しています．幸い，私が毎日昼
食を共にしていたポスドクが日本のアニメオタクでも

になった後などでも修正点があるか徹底的に調べ最後

あり，アニメ DVD を見ることを勧めてくれました．

の最後まで修正をつづけ妥協しません．研究の協力者

米国では日本のアニメを英訳されたものが売っている

や自らも貢献度が低いと思われたときには共著者には

ので，私の個人的な趣味で宮崎アニメをいくつか購入

しませんし，一旦共著者になればとことん論文をよく

し，毎日繰り返し見続けました．最初は聞き取れない

するためにかかわってくる姿勢は米国のプロフェッ

ところもありましたが，そのうちすべてのセリフを記

サーのプロ意識であり感服します．

憶するまで聞き続けると，知らず知らずのうちに英語

このような厳しさがある一方で，彼の常に温厚で奥

感覚のある言葉として理解できるようになっていまし

さんが研究室のマネージメントをしていることもあ

た．これは非常に楽で効果のある学習法なのでお勧め

り，研究室の雰囲気は和気藹々としています．米国の

です．見ながら聞くだけの学習ですが，一旦感覚のあ

研究室のディスカッションは，学生や教授といった立

る言葉として身につくと自然にしゃべるれるようにな

場の違いに関係なく対等に行われ，納得するまで建設

ると私は実感しています．その他にも，私はよい論文

的に行われるので，コロキウムなどはいつも楽しく心

を見つけたら研究室の人たちを巻き込んで雑誌会を開

地よい気分になります．私は日本の研究室でよく激し

催します．論文を紹介するふりをしながら私の発表の

いいい争いを経験したのに比べると，こちらはまるで

練習の場として利用しています．論文もよく読むよう

天国です．

になるので一石二鳥です．海外にいれば自然としゃべ
れるようになると考えがちですが，必ずしもそうでな

おわりに

いような気がします．でも海外にいればいつでもどこ

私たち研究者は英語で論文を書き，国際学会では英

でも練習の場を作ることができます．

語では発表しなければならないにもかかわらず，日本
での英語教育は貧弱で諸外国に比べ日本の研究者はあ

論文に厳しい Spudich 教授

まりにも大きなハンディキャップを背負っているとい

ポスドクを含め若手の研究者にとって，たくさん結

えます．積極的に海外に出てたりして個人的に英語を

果を出して論文の数を稼ぐことも次のポジションを得

身につければいいという考え方もありますが，それに

るために重要ですが，Spudich 教授は小さな結果で論

してもわれわれの英語のレベルは低く，スキーの初心

文を書くことは認めてくれません．プロジェクトに少

者を上級者コースから突き落とすような感じです．わ

し進展があって纏めようとして彼とディスカスする

れわれは高い授業料を払って大学に行きますが，その

と，そこからさらに発展させなければならないことに

間に段階的に英語の訓練を受けられる機会があったら

なり，私も戸惑うこともありました．しかし，彼のポ

いいのにと考えるのは私だけでしょうか ?

リシーにしたがって書いた論文はすんなりアクセプト
になり，レヴィーワーから賞賛されることも多いのは

Biochemistry and Molecular Biology University of Texas Health
Science Center

確かなのでしっかりした論文を書くことの重要性も思
い知らされました．また，論文を投稿してアクセプト
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リーリン
よろめきながら歩く（reeling gait）マウスがみ
つかった．その後の研究で，この行動はリーリン
遺伝子の産物が大脳皮質でちゃんと機能しないと
発生することがわかった．脳の発達過程では，細
胞外タンパク質リーリンがレセプターと相互作用
することで神経細胞が正しく移動し，大脳皮質形
成がうまくいくらしい．リーリンと統合失調症と
の関係も明らかになってきている．リーリンは 3
千残基以上からなる巨大タンパク質である．巨大
タンパク質にはドメインの内部重複が多い．リー
リンでもこの経験則は成り立っている．マウスの
リーリンには，アミノ酸配列の類似性から 8 個の
繰り返し単位が見つかっている．各単位の中はさ
らに 3 個の部分にわけることができ，第 1 番目（サ
ブリピート A）と第 3 番目（サブリピート B）の
部分には，アミノ酸配列の弱い類似性がみつかっ
ている．第 2 番目は，EGF ドメインと類似のアミ
ノ酸配列をもつ．
8 個の繰り返し単位のうち，第 3 番目に相当す
る約 300 残基の立体構造が解析された．構造が解
析される前は，繰り返し単位の立体構造は明確に
3 ヵ所にわかれているだろうと考えられていた．
しかし予想に反して，3 ヵ所はお互いにしっかり
相互作用しており，1 つの球状構造を形成してい
たのである．左下がサブリピート A，左上が EFG
ドメイン，右側がサブリピート B に相当する．サ
ブリピート A がすこし小さく見えるのは，サブリ
ピート A の全長構造を解析できなかったため．サ
ブリピート A とサブリピート B の立体構造はよ
く似ているが，この絵では似ていることがわか
りにくい．サブリピートの骨格を形成する 2 段 
シートを直交させて，両サブリピートが相互作用

しているためである．動画で構造を見ると，似て
いることがわかる． シートを直交させて相互作
用するドメインは，あまり見たことがない．サブ
リピート B には，生理的に意味があるカルシウム
イオン（球）が相互作用している．サブリピート
B の 2 段  シートは左側に向かってたわんでいる
のが見て取れる．たわんだへこみ部分で，サブリ
ピート A と相互作用している．サブリピート A の
へこみ部分は外を向いている．ここがレセプター
との相互作用部位と推定されている．いずれのス
ケールの物体でも，へこんだところに物を置くの
が都合がよいらしい（PDB1) ID: 2ddu2)）．
1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Nogi, T., Yasui, N., Hattori, M, Iwasaki, K. and
Takagi, J. (2006) EMBO J. 25, 3675-3683.
(J. K.)

