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細胞内における糖タンパク質のフォールディング・選別輸送・分解といったプロセスにおいて，糖鎖はタンパク質部分の 品質
を表示するタグとしての役割を果たしている．本稿では，さまざまな糖鎖認識分子（細胞内レクチン）の働きを通じて糖タン
パク質の細胞内運命が決定される仕組みに関するわれわれの知識の現況を解説する．
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生命現象を分子から個体まで視覚的に理解する方法として発光イメージングが注目されている．発光イメージングは細胞から
個体まで，生体情報を長時間にわたり計測できる優れた手法である．本文ではわれわれの研究成果を交え発光イメージングの
特徴からプローブの評価，そして現実の細胞，個体イメージングのポイントについてまとめる．

総説



海産無脊椎動物由来溶血性レクチンの糖認識と
溶血活性発現機構
Carbohydrate-Recognition and Hemolytic Mechanism of the Hemolytic Lectin from Marine Invertebrate

畠山智充

HATAKEYAMA, T.

CEL-III は海産無脊椎動物グミ（Cucumaria echinata）から単離された Ca2 - 依存溶血性レクチンである．X 線結晶構造解析より，
CEL-III は 2 つの糖結合ドメイン（ドメイン 1/2）と会合性ドメイン（ドメイン 3）から構成されていることが明らかになった．
このタンパク質は赤血球膜上の特異的糖鎖へ結合した後，コンフォメーション変化を生じて膜内でオリゴマーから成る膜孔を
形成する．ここでは，CEL-III の糖認識とその自己会合機構との関係についてこれまでに得られた知見を紹介する．
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生物物理学会の会員の中には大学教員の方も多くおられると思
うが，生物物理学を学部教育の中でどのように扱われているので
あろうか．私の所属する東京工業大学生命理工学部生命工学科で
は，生物物理学という科目は存在しないのであるが内容的にいち
ばん近いものとして物理化学の講義がある．来年度から新しい教
員にこの講義に加わっていただくのを機会に，数ヵ月前教科書の
見直しを検討した．この教員を含め担当者 5 人のうち 4 人は生物
物理学会の会員である．従来は，定評ある化学者向けの物理化学
の教科書を使用してきたのであるが，当然これだけのメンバーが
集まれば

もう少し生物寄りの物理（化学）を教えたいよね

と

いうことになる．最近では，これら旧来の教科書も生物関係の項
目を設けつつあるが，やはり取ってつけた感が否めない．一方，
バイオサイエンスのための…

とか

生命科学のための…

と

いった教科書が出版されているが，これらはどちらかといえば生
物側の人が物理化学をやさしく学ぶための本というニュアンスで
ある．
これまで生物物理学を志す人は（あるいは結果としてここにた
どり着いた人は）
，物理化学や生化学の教科書などをいろいろつ

教科書問題

まみ食いして，自分のスタイルを確立してきたのだと思う．ある

巻／頭／言

ドが多彩で面白いのだということになる．確かに，これは一理あ

著名な先生にいわせれば，だから生物物理学会はバックグラウン
ると私も思うわけであるが，優秀な人をこの分野に引き込むため
に最先端の話題や生物物理的見方を盛り込んだような学部学生向
けの教科書があってもよいと思うのである．たとえば，最近では
生体分子の機能発現の研究は， 構造

から

熱ゆらぎ

の解明

へ重点を移そうとしているように思える．このような情報は若い
人に十分刺激的だ．
会員の方はご存知と思うが，一昨年，
「生物物理学ハンドブッ
ク」という本が刊行された．この本は生物物理学という学問領域
全体を俯瞰したり，研究者が辞書的に使うには便利であるが，教
科書のスタイルはとっていない．その理由として，生物物理学が
いまだに発展途上にあることが 序 に述べられている．しかし，
誕生して間もないバイオインフォマティクスが矢継ぎ早に教科書
を出してくるのを見ていると若干の危機感を感じざるを得ない．
やはり，教科書とはいわないまでも，生物物理的見方を教える本
がほしいと思う今日この頃である．
櫻井

実，Minoru Sakurai

東京工業大学・バイオ研究基盤支援総合センター
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解説

糖鎖認識を介した糖タンパク質の細胞内運命の
決定機構
神谷由紀子，加藤晃一

自然科学研究機構

岡崎統合バイオサイエンスセンター

Growing evidence indicates that the processing of asparagine-linked oligosaccharides is coupled with the quality control
of glycoproteins in cells. Namely, the intracellular lectins operating as molecular chaperones, cargo receptors, and ubiquitin ligases recognize partially trimmed intermediates of high-mannose-type glycans and thereby govern the intracellular processes of folding, transport, and degradation of carrier polypeptides. These intracellular lectins have unique
mechanisms to check folding states of glycoproteins and to sense the subcellular environmental conditions. This review
provides an overview on our current knowledge of the structural and molecular basis for glycoprotein-fate determination
in cells through sugar recognition by the lectins.
glycoprotein / intracellular lectin / folding / transport / quality control / N-linked oligosaccharide

1.

2.

はじめに

真核生物を構成するタンパク質の半数以上は糖鎖に

N 型糖鎖のプロセシング

細胞内レクチンが認識する糖鎖は，タンパク質の

よる修飾を受けた糖タンパク質として存在しているこ

品質

を表示するタグとしての役割をもっている．

とが予想されている ．糖鎖は，タンパク質の溶解性

糖タンパク質を構成する糖鎖の主要なものは，アスパ

や安定性を規定しているばかりでなく，タンパク質の

ラギン残基の側鎖アミノ基に結合している N 型糖鎖

分子の機能部位の構築にあずかり，さらには他の分子

と，セリンまたはトレオニン残基の側鎖ヒドロキシル

との相互作用を通じて細胞間のコミュニケーションや

基に連結した O 型糖鎖であるが，タンパク質の品質

ウィルス感染などの生体認識を司っている．糖鎖と結

管理プロセスの荷札としての役割を担っていると考え

合するタンパク質（糖鎖の生合成や分解にあずかる酵

られているのは N 型糖鎖である 2), 4)．図 1 は，N 型糖

素や抗体は除く）はレクチンと総称される．糖鎖によ

鎖のプロセシング過程を示している．N 型糖鎖の共通

る生体制御は多くの場合，レクチンによる糖鎖の認識

の前駆体は 3 つのグルコース残基，9 つのマンノース

1)

残基，2 つの N-アセチルグルコサミン残基から構成

を介して実現されている．
近年，細胞内におけるタンパク質のフォールディン

された高マンノース型糖鎖で，これが小胞体内腔で新

グ・輸送・分解などのプロセスに，糖鎖が重要な役割

生ポリペプチド鎖上のコンセンサス配列 Asn-X-Ser/Thr

．こうし

に転移される．この前駆体糖鎖は，D1，D2，D3 と

た糖タンパク質の運命の決定は，細胞内に存在するさ

いう 3 本の枝を有している．3 つのグルコース残基は

まざまなレクチンの糖鎖認識を通じて規定されてい

D1 の枝（D1 アーム）の末端に連結しており，糖鎖

る．これらの細胞内レクチンは小胞体内腔の分子シャ

がポリペプチド鎖に転移したのち，グルコシダーゼ I

を演じていることが明らかとなってきた

2), 3)

ペロン・小胞輸送における積荷受容体・ユビキチンリ

と II（Glc’ase I および II）の作用で末端から順次切除

ガーゼの基質認識サブユニットなどの役割を演じてお

されていく．また，マンノース残基はマンノシダーゼ

り，細胞内におけるタンパク質社会の秩序維持におい

（Man’ase）の作用によって逐次切除されていく．こう

て主要な貢献を果たしていると考えられるにいたって

した過程の間に糖タンパク質は，正しい 3 次元構造を

いる．

獲得し，小胞体からゴルジ体へと輸送されると考えら
れている．ゴルジ体においてもマンノース残基のさら

Structural and Molecular Basis for Intracellular Glycoprotein-Fate Determination through Sugar Recognition
Yukiko KAMIYA and Koichi KATO
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences
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なる刈り込みが生じた後に，ガラクトースなどの転移
が起こり，最終的に多様な糖鎖構造を有する糖タンパ
ク質へと成熟する．一方，小胞体内腔で正しい 3 次元
構造を形成することができなかった糖タンパク質は，
細胞質へと輸送されてユビキチン化をうけ，最終的に
26S プロテアソームによって分解処理される．細胞内
レクチンはこうしたプロセシング過程の途上に生じる
さまざまな高マンノース型糖鎖の構造を認識して相互
作用することにより，それらを担うポリペプチド鎖の
運命を決定していると考えられている．

3.

小胞体における糖タンパク質のフォールディング

小胞体内腔における糖タンパク質のフォールディン
グは分子シャペロンであるカルレティキュリン
（CRT）およびカルネキシン（CNX）によって補助さ
れている 5)．これら 2 つのシャペロンは相同性があり，
いずれも球状の糖鎖認識ドメイン（CRD）とそこか
ら突き出たプロリンに富んだアーム状の領域（P ドメ
インとよばれる）からなっている（図 2b）6)．先に述
べたグルコース残基のトリミング過程においては，
D1 アームの末端にグルコースが 1 残基だけ結合して
い る 中 間 体 を 生 じ る が，CRT と CNX は い ず れ も
CRD を介してこうしたモノグルコシル化糖鎖を担う

図1
N 型糖鎖のプロセシング過程．N 型糖鎖の前駆体は 3 本の枝（D1，
D2 および D3）をもつ Glc3Man9GlcNAc2 糖鎖である．高マンノー
ス型糖鎖はその構造上の異なる部位で異なるメッセージを担い，
担体タンパク質の運命を決定している（a）．N 型糖鎖のプロセシ
ングと，糖タンパク質の立体構造形成・輸送・分解といった細胞
内運命の決定はカップルしている（b）．

ポリペプチド鎖を選択的に捕捉することが知られてい
る 2), 3), 5)．
これらのシャペロンはいずれも P ドメインのヘア
ピン構造の末端部でプロテインジスルフィドイソメ

図2
分子シャペロンによる糖タンパク質のフォールディング補助機構．糖タンパク質は，CRT/CNX-ERp57 複合体および UGGT との相互作用を繰
り返すことを通じて正しい立体構造を獲得する（a）．CNX(PDB code:1JHN) と ERp57 の立体構造モデルを（b）に示した．
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ラーゼ（PDI）ファミリーに属する酸化還元酵素であ

タンパク質は輸送小胞に積まれて小胞体からゴルジ体

．

へと運搬される．糖タンパク質の選別・輸送は CRD

ERp57 は PDI と同様に，ジスルフィド結合の生成・

を有する一群の I 型膜タンパク質によって担われてい

切断・再生成を通じてポリペプチド鎖の立体構造形成

ると考えられている 2)．これらの CRD はコンカナバ

を補助すると考えられている．このことから，フォー

リン A に代表されるマメ科（Leguminous）レクチンと

ルディング不全の状態にある糖タンパク質の糖鎖を

相同性の高い  サンドウィッチ構造を有することから

CRT/CNX が捕捉し，ポリペプチド鎖の立体構造形成

L 型レクチンとよばれている．哺乳類では ERGIC-53，

を ERp57 が実質的に補助しているというモデルが考

VIP36， お よ び そ の ホ モ ロ グ で あ る VIPL の 3 種 の

る ERp57 と 相 互 作 用 す る 性 質 を 有 し て い る

2), 4), 5)

えられる（図 2a）．ただし CRT/CNX が糖鎖のみなら

L 型レクチンが存在することが知られている．これら

ずポリペプチド鎖と相互作用してシャペロン活性を発

は細胞質側に局在を規定するシグナル配列を有してい

揮していることを示唆する報告もある．

る．これにより ERGIC-53 と VIP36 は COPI 小胞およ
び COPII 小胞を構成する成分と相互作用して小胞体，

先に述べたように，CRT と CNX はタンパク質の
フォールディング不全をそこに提示されているモノ

ゴルジ体の間を往き来している．一方，VIPL は小胞

グルコシル化糖鎖というタグを通じて認識している

体に留まっており，そこでは ERGIC-53 と相互作用し

と考えられる．タンパク質のフォールディング状態

ていると考えられている（図 3a）
．
筆者らは，糖鎖ライブラリーとレクチンを固定化し

と糖鎖構造はいかなる仕組みで連関しているのであ
小胞体内腔には D1 アームの末端のマン

たカラムを用いた相互作用解析によってこれらの L 型

ノース残基にグルコースを 1 残基だけ転移する作用を

レクチンの糖鎖認識の特異性を解明した 8), 9)．興味深

もつ酵素（UDP-グルコース：糖タンパク質グルコース

いことに，VIP36 と VIPL はグルコース残基が除去さ

転移酵素：UGGT）が存在している．すなわち D1 アー

れてなおかつ 3 残基のマンノースを保持した D1 アー

ムの末端のグルコース 1 残基については，Glc’ase II に

ムを有する糖鎖に対して選択的な結合能を有すること

よる除去と UGGT による再転移というサイクルが存

が 判 明 し た． す な わ ち， こ れ ら の L 型 レ ク チ ン は

在し，こうしたサイクルの中において糖タンパク質

CRT/CNX と UGGT によるフォールディングのサイ

は CRT/CNX との結合と離脱を行なっていると考えら

クルから離脱した糖タンパク質を選択的に捕捉してい

れている．

ると考えられる．一方，ERGIC-53 は D1 アームの末

ろうか？

UGGT は，糖タンパク質が天然型の立体構造を形

端のグルコース残基の有無によらず 6 つ以上のマン

成している場合や完全にアンフォールド状態にある場

ノース残基を有する糖鎖に対して非選択的かつ低親和

合にはそれらを基質として認識せず，部分的に立体構

性の結合を示すことも明らかとなった．ERGIC-53 は

造が崩れている糖タンパク質に対してのみグルコース

内腔領域のシステイン残基およびコイルドコイルを介

転移活性を示す（図 2a） ．本酵素は分子全体の約

して 6 量体を形成しており，VIPL が捕捉した非グル

80% を占める N 末端ドメインと糖転移酵素ファミリー

コシル化糖鎖を受け渡されている可能性がある 8)．

5)

結晶構造に基づいた VIP36 と高マンノース型糖鎖

に属する C 末端側の触媒ドメインからなっており，
それらは柔軟なリンカーで連結されている．2 箇所の

の複合体モデル 10) によると，D1 アームがグルコシル

N 型糖鎖結合部位を有するエキソ-(1,3)--グルカナー

化された場合には，グルコース残基と Glu98 との間で

ゼをモデル糖タンパク質とした変異体実験から，N 末

立体障害を生じるため，VIP36 はこの糖鎖を受け容れ

端ドメインは標的糖タンパク質上の露出した疎水性領

ることができないと予想される（図 3b）
．これに対し

域を探査し，C 末端ドメインは糖鎖結合部位にあたる

て，グルコシル化の識別能を有していない ERGIC-53

N-アセチルグルコサミン残基の露出度を感知すると

においては，VIP36 の Asp261 に対応するアミノ酸残

報告されている 7)．これによって UGGT は糖タンパ

基がグリシンに置換されており，そのため糖鎖結合ポ

ク質の

ケットは浅く広くなっている 11)．VIP36 の Asp261 を

フォールディングセンサー

としての機能を

グリシンに置換した変異体は，ERGIC-53 と同様に

発揮していると考えられている．

D1 アームがグルコシル化された糖鎖であっても許容

4.

して結合する 8)．このことから，VIP36 は糖鎖結合部
積荷受容体による糖タンパク質の選別・輸送

位にかさ高いアスパラギン酸残基を配置することに

Glc’ase II と UGGT によるグルコース残基の切除・

よって，グルコースが切除された D1 アームを選択的

再結合のサイクルを経て正しい立体構造を獲得した糖

に捕捉していると考えられる．VIPL においても糖鎖
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図3
積荷受容体による糖タンパク質の選別・輸送機構．VIPL に捕捉された糖タンパク質は MCFD2-ERGIC-53 複合体へと受け渡され，小胞体から
ゴルジ体へと順行輸送される．立体構造形成が不完全なままゴルジ体へと輸送されてしまった糖タンパク質は VIP36 によって小胞体へと差
し戻されると考えられる（a）．MCFD2(PDB code:2VRG)，ERGIC-53(PDB code:1R1Z)，VIP36(PDB code:2DUR) の立体構造（b）．

結合に関わるアミノ酸残基が VIP36 との間で保存さ

ジ体内腔の pH 条件下で糖鎖結合能が至適となるベル

れていることから，同様の結合様式でグルコースが切

型の pH 依存性を示す．両者の糖鎖結合の pH 依存性

除された糖鎖を選択的に結合しているものと考えられ

の違いは，糖鎖結合の周辺に位置するリシン 1 残基の

る．このように L 型レクチンは糖鎖結合部位のわず

有無に規定されている 8)．VIP36 の糖鎖認識の特異性

か 1 アミノ酸残基の置換によって D1 アームの脱グル

と pH 依存性，細胞内小器官における分布と pH の対

コース化の識別能を獲得している．

応を考慮すると，本レクチンはゴルジ体から小胞体へ

ところで，L 型レクチンが積荷受容体として機能す

と糖タンパク質を逆行輸送して，その品質管理を司っ

るためには，細胞内環境の差異を感知して糖タンパク

9)
．このよう
ているものと考えられる（後述）
（図 3a）

質を適切に積みおろしをする必要がある．小胞体，ゴ

に L 型レクチンは，もっぱら細菌やウィルスからの

ルジ体，トランスゴルジ網の典型的な pH は，それぞ

生体防御を生業とする（すなわち異物糖鎖を捕まえる

れ 7.2，6.4，5.4 と異なっていることが報告されてい

役割のみが期待されている）マメ科レクチンとは異な

る．ERGIC-53 は小胞体内腔の pH 条件下で糖鎖に対

り，標的糖鎖のグルコシル化や細胞内の pH 環境を感

して高い親和性を有するが，pH の低下に伴って糖鎖

知する精緻な仕組みを糖鎖結合部位の中に備えている

に対する結合能が低下する．これは，糖鎖結合部位に

ことが明らかとなってきている（図 3b）
．
L 型レクチンは積荷糖タンパク質のポリペプチド鎖

位置するヒスチジン残基がプロトン化することによっ
てその近傍にある Ca2 が離脱し，ひいては糖鎖結合

部分を認識しているのであろうか？

部位の高次構造が崩壊するためであると考えられてい

送にあずかる積荷糖タンパク質としては，これまでリ

ERGIC-53 が輸

．こうした pH 依存性は，ERGIC-53 が小胞体に

ソソーム酵素であるカテプシン C および Z，血液凝

おいて積荷となる糖タンパク質を捕捉し，ゴルジ体に

固因子 V と VIII が知られている．カテプシン Z の変

至る順行輸送の過程でそれらを遊離するという目的に

異体を用いた実験から，ERGIC-53 は積荷糖タンパク

適っている．VIPL と VIP36 の CRD は 70% のアミノ

質の特定の部位に結合した高マンノース型糖鎖とその

酸配列上一致度を示しているが，VIPL が ERGIC-53

近傍に位置する  ヘアピンループ構造をともに認識

と同様の pH 依存性を示すのに対して，VIP36 はゴル

するというモデルが提唱されている 13)．こうしたモ

る

12)
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チーフの形成はカテプシンが天然型の 3 次元構造を

と排出される．そこではユビキチン―プロテアソーム

獲 得 し て い る か 否 か に 依 存 し て い る こ と か ら，

システムの働きにより不良品糖タンパク質の分解処理

ERGIC-53 は積荷糖タンパク質の品質をチェックし

が行なわれる．この過程は小胞体関連分解（ERAD）

てその輸送を司っている可能性がある．一方，血液凝

とよばれる．
小胞体内において，フォールディング不全の糖タン

固 因 子 V と VIII の 輸 送 に は ERGIC-53 の み な ら ず，
MCFD2 とよばれるタンパク質が必要であることが知

パク質が CRT/CNX と UGGT による更正システムか

られている 14), 15)．MCFD2 は血液凝固因子欠損症の原

らドロップアウトして最終的に ERAD へと運命づけ

因遺伝子産物として同定された EF ハンドモチーフを

られるのはどのような仕組みによるのであろうか？

有する Ca 結合性のタンパク質である．このタンパ

この問題に対する明確な解答はこれまでに得られてい

ク質は，Ca2 依存的に ERGIC-53 と複合体を形成する

ないが，糖鎖のマンノース残基の非可逆的な切除が

ことにより，血液凝固因子 V，VIII に対して高い親和

フォールディング補助システムからの脱落を促すとい

2

性を獲得することが報告されている

16)

． こ の 際，

う考え方がある 2), 4), 5)．たとえば，D1 アームのマン

MCFD2 は積荷糖タンパク質のポリペプチド鎖との特

ノース残基が切除された糖鎖は，もはや UGGT の基

異的な相互作用を通じてその選別・輸送に寄与してい

質になり得ないため CRT/CNX によるフォールディン

る可能性も示唆されている．最近，MCFD2 の 3 次元

グの補助をうけることができないと考えられる．先に

，本タンパク質と

述べたように，VIP36 はゴルジ体から小胞体へと糖タ

ERGIC-53 の複合体形成を通じた積荷輸送のメカニズ

ンパク質を差し戻す際に，糖鎖の D1 アームと結合す

ムの解明に向けて今後の研究の進展が待たれる．

ることによりシスゴルジマンノシダーゼの攻撃から保

構造（図 3b）が報告されたが

17)

ところで，細胞を薬剤で処理することによって引き

護していると考えられる．これにより糖タンパク質は

起こされるストレス条件下において ERGIC-53 の発現

小胞体に差し戻された後，UGGT と CRT/CNX によ

は誘導されること 18) から，本レクチンは小胞体スト

るフォールディング補助のサイクルに再度組み込まれ

レスという非常事態に非選択的に糖タンパク質を小胞

ることが期待される．一方，D2 および D3 アームの

体から退避させる役割を演じている可能性がある．ま

マンノース残基が除去された糖鎖については CRT の

た，立体構造が不完全なまま小胞体からゴルジ体へと

親和性が低下し 8)，UGGT によるグルコースの転移反

搬出されてしまった糖タンパク質は，分泌経路を先に

応も受けにくくなることが知られている 5)．したがっ

進むことができず，小胞体へと差し戻されるという

て，Man’ase による糖鎖のトリミングは，更正可能な

ポスト小胞体品質管理

糖タンパク質の賞味期限を決めるタイマーの役割を果

機構が存在することが提唱

たしている可能性がある（図 4）
．

されている．この機構の一部は，Hsp70 ファミリーに
属する分子シャペロン BiP のように，C 末端に KDEL

小胞体中の Man’ase としては，D2 アーム末端のマ

配列（Lys-Asp-Glu-Leu）を有するタンパク質とその受

ンノース残基を優先的に切除する ER ,-Man’ase I の

容体タンパク質（KDEL レセプター）との相互作用に

存在が古くから知られている．最近，EDEM とよば

よって担われている．VIP36 もストレスによって誘導

れるマンノシダーゼ様タンパク質が，,-Man’ase 活

，また BiP と複合体を形成しているという報告

性を発揮することを通じて ERAD を促進しているこ

．こうしたことから，VIP36 はポスト小胞体

とが示唆されている．EDEM は CNX と相互作用して

品質管理機構における糖タンパク質の逆行輸送に寄与

いることが報告されており，この複合体がフォール

され

18)

がある

19)

していることが示唆されている

2), 9)

．このように，

ディング不全の糖タンパク質の救済か，あるいは廃

L 型レクチンは単に糖タンパク質を積荷として輸送す

棄処分かという運命の分岐に関与している可能性が

るだけでなくではなく，その品質管理に積極的にかか

ある 2), 4)．
最近，PDI ファミリーに属するジスルフィド還元酵

わっていると考えられる．

素 ERdj5 が ERAD において重要な役割を演じている

5.

ことが報告された 20)．この酵素は小胞体環境下で強
不良品糖タンパク質の小胞体から細胞質への排出

力な還元力を発揮しており，ミスフォールドタンパク

小胞体において分子シャペロンの介助の甲斐なく正

質のジスルフィド結合を切断することによって，それ

しい立体構造を獲得できなかった糖タンパク質は品質

らがディスロコンチャネルを通過することを円滑化し

管理システムよって

とみなされ，小胞体か

ていると考えられる．また，本酵素は EDEM および

らディスロコンとよばれるチャネルを通じて細胞質へ

BiP と相互作用することが知られており，複合体全体

不良品
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図4
不良品糖タンパク質の小胞体から細胞質への排出機構．立体構造形成を達成できないうちに Man’ase によって不可逆的にマンノース残基が
切除された糖タンパク質は，フォールディングの補助システムから脱落し，分解の場である細胞質へと導かれる．

としてミスフォールドタンパク質を認識して ERAD

糖タンパク質の糖鎖とポリペプチド鎖の連結部分を

へと運命づけるシステムを形成している可能性がある

認識して結合することが結晶構造解析および NMR 解
析の結果から明らかになっている 26), 27)．一般に，天

（図 4）
．

然型の立体構造を有する糖タンパク質においては，

ディスロコンチャネルは多数のタンパク質からなる
超分子複合体を形成しているが，酵母においてはその

糖鎖とポリペプチド鎖の連結部分はそれを取り巻く

構成タンパク質の 1 つである Hrd3p が Yos9p と相互作

アミノ酸残基との分子内相互作用により外部から遮

．Yos9p はマン

蔽されている．したがって，Fbs1 は非変性状態にあ

ノース 6 リン酸レセプターと相同性の高いドメインを

る糖タンパク質に対して相互作用することは困難で

有しているレクチン様のタンパク質である．哺乳類細

あり，ERAD の標的となるフォールディング不全の

胞 に お い て は Yos9p の オ ル ソ ロ グ と し て OS-9 と

（すなわち糖鎖とポリペプチド鎖の連結部が露出し

XTP3-B が存在し，やはりディスロコンチャネルを構

た）糖タンパク質に対してのみ親和性を示すものと考

成要員として糖タンパク質の ERAD を促進している

えられる．また，一部の Fbs1 は SCF を形成しない遊

ことが報告されている 23), 24)．

離の状態として存在しており，変性状態にある糖タ

用していることが知られている

21), 22)

ンパク質が細胞質において凝集することを抑制して

6.

いることが示唆されている 28)．

ユビキチン―プロテアソーム系における
糖タンパク質の分解処理

ところでプロテアソームの分解標的となる糖タンパ

ディスロコンチャネルを通じて細胞質へ排出された

ク 質 は 細 胞 質 に お い て Peptide : N-glycanase (PNGase)

糖タンパク質は，ユビキチンリガーゼの作用により分

の作用によってあらかじめ糖鎖を除去される必要があ

解タグであるユビキチン鎖を付加され，これを認識す

る．なぜなら，プロテアソームの活性部位は複合体内

るタンパク質分解マシーナリーである 26S プロテア

部の狭い基質通路の中に位置しており，かさ高い糖鎖

ソームによって最終的に処分される．

は基質が取り込まれる際に妨げとなるからである．

ユビキチンリガーゼの中には標的分子の糖鎖に結

PNGase も脱糖鎖反応に際して同様に標的糖タンパク

合性を示すレクチン活性を有するものも存在する．

質上で露出した糖鎖−ポリペプチド鎖連結部に作用す

たとえば SCF 複合体（Skp1，Cullin1，Rbx1 および基

る．したがって SCFFbs1 と PNGase は標的上で同一の部

質認識部位にあたる F-box タンパク質からなる複合体

位に関して競合しており，Fbs1 存在下では PNGase に

型ユビキチンリガーゼ）の 1 つである SCF

Fbs1

は最も

よる脱糖鎖反応は抑制されることが示されている 27)．

構造生物学研究が進んでいる糖鎖認識ユビキチンリ

このことから，SCFFbs1 は糖鎖−ポリペプチド鎖連結

ガ ー ゼ で あ る（図 5a，b） ． こ の 酵 素 を 構 成 す る

部に結合することによって PNGase による攻撃から糖

F-box タ ン パ ク 質 で あ る Fbs1 の CRD は 10 個 の  ス

鎖を保護しつつ，標的糖タンパク質上にユビキチン鎖

トランドと 2 個の  へリックスからなるレクチンド

を形成していると考えられる（図 5a，c）
．おそらく，

メインを有しており，そのループ部分を用いて標的

PNGase は標的糖タンパク質上にユビキチン鎖が形成

25)
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図5
ユビキチン―プロテアソームシステムによる不良品糖タンパク質の処理機構（a）．SCFFbs1 は Fbs1 サブユニットの一端で糖鎖―ポリペプチド鎖
連結部位を認識する．Fbs1(PDB code:2E31)，SCF complex(PDB code:1LDK)，Nedd8(PDB code:1XT9)（b）．PNGase は CRD で標的糖タンパク質
の糖鎖を捕捉し，糖鎖−ポリペプチド鎖連結部位を触媒ドメインの活性中心付近に配向させるものと考えられる．触媒ドメイン (PDB
code:1X3Z)，PUB ドメイン (PDB code:2CCQ)，CRD(PDB code:2I74)（c）．

されたことを感知した後に脱糖鎖反応を遂行するもの

通じてそれらのメッセージは発露される．細胞内レク

と考えられる．

チンはその解読を通じて，糖鎖の担体たるタンパク質
の運命を決定している．糖鎖が担う生物学的メッセー

7.

ジは，その 3 次元構造を通じて体現されているに相違
おわりに

ないが，内部運動の自由度に富む糖鎖の水和やゆらぎ

以上述べたように細胞内における糖タンパク質の運

を含めた立体構造と分子認識機構の解明は一筋縄では

命決定にかかわるレクチンは，これまで広く研究が進

いかず，今後の生物物理学の重要課題の 1 つである．

んでいる細胞外レクチンと共通の立体構造的特徴を有
しているものの，分子認識の機構という点ではユニー

謝

辞

クな特徴を備えている．すなわち，細胞内レクチンは

本稿で紹介した研究成果の一部は，戦略的創造研究

周囲の pH 環境を感知する仕組みや，タンパク質の

推進事業（JST）
，文部科学省・日本学術振興会科学研

フォールディング状態を識別するために，標的糖タン

究費補助金の支援によって得られたものです．ここに

パク質の糖鎖とポリペプチド鎖を（直接的に，あるいは

謝意を表します．

他のタンパク質との連携を通じて間接的に）2 重に認識
追

する仕組みを兼ね備えており，それらの構造基盤を解

記

明することは構造生物学の問題としても大変興味深い．

ごく最近，Yos9p が D3 アームの末端のマンノース

一方，これらのレクチンの認識対象となる 3 本の枝

1 残基が切除された糖鎖を認識することを通じて糖タ

をもつ高マンノース型糖鎖は，その各パーツが異なる

ンパク質を ERAD へと導いていることが報告された

メッセージを内含している（図 1）．そして，小胞体

（Quan, E. M., Kamiya, Y., Kamiya, D., Denic, V., Weibezahn,

内腔というきわめて特殊な環境下において時間的・空

J., Kato, K. and Weissman, J. S. (2008) Mol. Cell , 870-

間的な制御のもとに進行する糖残基の段階的な切除を

877）
．
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発光タンパク質による光イメージング
秋元秀俊1，安東頼子1，近江谷克裕1,2
1

北海道大学大学院医学研究科

（兼）産業技術総合研究所
2

Imaging is an essential approach to understanding the physiological systems of organism. Luminescence imaging based on luciferase
technology reveals biological phenomena from molecule to body by light. In this manuscript, we describe the characteristics of luminescence probes and lead to the world of a luminescence imaging.
Bio-photonic imaging / bioluminescence / luciferase / luciferin / probe / photoprotein

間である．蛍光プローブは分子サイズから細胞サイズ

1. 発光プローブによる光イメージングを始める前に

まで，そして短時間の生命活動の解析に優れている

1990 年代，緑色蛍光タンパク質 GFP がタンパク質

が，励起光をあてるため細胞損傷による長時間の蛍光

由来の蛍光体として注目され，遺伝子レベルで各種プ

イメージングは不向きである．また，励起光が入らな

ローブが作られたことから蛍光イメージングの世界は

い個体深部のイメージングには工夫が必要である．一

急激な拡がりを遂げた．この蛍光イメージングの進歩

方，発光イメージングは光強度の不足から 1 分子のイ

とともに，発光タンパク質による光イメージングにも

メージングはたいへん難しいが，化学反応である発光

注目が集まりつつある．これは蛍光イメージングで得

プローブは励起する必要がないので個体イメージング

られない生命情報を得る手法として認知されつつある

に制約を受けず，また，光をあてないので日オーダー

ことによる．

の長時間イメージングに力を発揮する．

従来，発光タンパク質は遺伝子発現解析や ATP 計
測として，1 細胞を相手にするのでなく，細胞集団を

2. 発光イメージングの基本はルシフェラーゼの特性

相手にするバイオツールの世界で活躍していた．これ
は，発光強度の不足や計測機器の限界から分子イメー

2.1

発光タンパク質プローブの基本

ホタルに代表される光る生物には，ルシフェリン，

ジングの手法として不適格と考えられてきたためであ
る．しかしながら，種々の発光タンパク質や発光・蛍

ルシフェラーゼが存在するが，発光生物より冷水抽出

光融合タンパク質プローブの開発などによる強度の向

されるタンパク質のうち，ルシフェリンと反応して光

上，高感度の冷却 CCD カメラを搭載した計測機器な

を生み出す酵素をルシフェラーゼ，そして発光生物よ

どの進歩から，発光イメージングの可能性が大きく広

り有機溶媒や熱水で抽出される有機化合物のうち，ル

がった．発光イメージングは，特にマウス個体の観察

シフェラーゼと反応して光を生み出す化合物をルシ

や長時間にわたる細胞観察に威力を発揮，蛍光イメー

フェリンと定義する．多くの発光タンパク質プローブ

ジングでは得にくい情報が得られる．2 つのイメージ

はルシフェラーゼ由来である．蛍光と発光の基本的な

ング手法の併用は生命情報を時間軸と空間軸の広がり

違いは，前者は蛍光物質が励起光によって活性化され

の中で理解する上で重要な情報を与える．

励起状態となる点に対し，後者は化学反応によって生
成した物質が励起状態となる点である．光は共に励起

2 つのプローブを特徴付けるのは解析対象と解析時
Bio-Photonic Imaging using a Bioluminescence System
Hidetoshi AKIMOTO1, Yoriko ANDO1 and Yoshihiro OHMIYA1,2
1
Hokkaido University, Graduate School of Medicine
2
National Institute for AIST, Research Institute for Cell Engineering
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表1
代表的な発光反応のまとめ
ルシフェリン

発光タンパク質生物由来

発光量子収率

発光ピーク（nm）

分泌性

分子量（kDa）

アメリカ産ホタル
ルシフェラーゼ

0.41

562

非分泌型

60

ウミシイタケ
ルシフェラーゼ

0.05

480

非分泌型

36

セレンテラジン

発光クラゲ
イクオリン

0.18

465

非分泌型

21

セレンテラジン

ガウシア
ルシフェラーゼ

―

480

分泌型

20

ウミホタルルシフェリン

ウミボタル
ルシフェラーゼ

0.3

460

分泌型

61

ホタルルシフェリン
ウミシイタケルシフェリン
（セレンテラジン）

状態から基底状態に戻るときに発する．また，どちら

酵素反応で必要とする補因子も多種多様であるなど，

の光の色も励起状態と基底状態のエネルギーギャップ

生物発光のシステムは驚くほど多様である．

に依存する 1)．
表 1 に発光イメージングに活用可能な生物発光の

2.2

発光タンパク質プローブのインビトロ評価

仕組みをまとめてみる．ポイントは，1）酵素反応の

さまざまなルシフェラーゼがレポータアッセイや光

生物発光でも，発光量子収率は高くても 0.41 程度で

イメージングに用いられている．表 2 に市販されて

ある．発光量子収率とは発光基質 1 分子あたり 1 光子

いる発光甲虫のルシフェラーゼをまとめてみる．ホタ

放出する確率であるが，これは後述する．2）発光色

ルルシフェリンを基質とするホタルを含む発光甲虫由

は青（460 nm 前後）から黄色（560 nm 前後）が多い．

来ルシフェラーゼにはさまざまなものがある．

但し，発光甲虫の赤色ルシフェラーゼなら最大発光波

図 1a は米国産ホタルの絶対値発光スペクトルであ

長が 630 nm である．また，種々のルシフェリンアナ

る．pH 7.5 以上では黄緑色発光を示すが，それ以下

ログも作られ，短波長側では 380 nm の光を発するも

の pH では徐々に発光色は赤色に変化する．pH によっ

のもある．一方個体イメージングにおいて近赤外光が

て発光色が変わることは以前から知られていたが，絶

1 つの課題であるが，天然にこの波長のものは見つ

対値発光スペクトルを測定することにより，従来考え

かっていない．3）発光タンパク質の中には細胞内に

られてきた黄緑色発光と赤色発光に対応する発光成分

留まるものと分泌するものがあり，タンパク質の寿命

が pH 化学平衡的にその比率を変化するのではなく，

も多様である．4）分子量も 20-60 kDa であるが，発

560 nm にピークをもつ発光成分の減少により発光色

光性の渦鞭毛藻では 130 kDa になるものもある．5）

が変化することが明らかとなった．図 1b は発光量子

表2
市販されている甲虫由来ルシフェラーゼ遺伝子の特性のまとめ
由来生物

遺伝子略称

分子量（kDa）

発光ピーク（nm）

遺伝子の購入先

アメリカ産ホタル

Luc()，Luc2

61

562

プロメガなど

クリックビートル
（ジャマイカ産）

CBGluc

60

613

プロメガ

クリックビートル
（ジャマイカ産）

CBRluc

60

537

プロメガ

クリックビートル
（ブラジル産）

ELuc

61

540

東洋紡績

鉄道虫

SLR

61

630

東洋紡績など

イリオモテボタル

SLO

60

580

東洋紡績など

イリオモテボタル

SLG

60

550

東洋紡績など
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図1
（a）北米産ホタルの絶対値発光スペクトル pH 依存性．（b）北米産ホタルの発光量子収率 pH 依存性（バッファー，○：Tris，▲：GTA，X：
Glycylglycine）．（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）

収率の pH 依存性である 2)．pH 8-8.5 で最も高い値を

体や細胞内で発現したルシフェラーゼの発光強度，発

示し，その値は 0.41  0.07（この場合の値の不確かさ

光スペクトルや安定性（細胞内寿命）などを評価し総

は約 18%）である．pH が低くなるにつれ値が低くな

合的に理解する必要がある．

り，pH 5.8 付近で発光が観測されなくなる．以上の
結果は室温で行なわれた測定で得られたものである

発光イメージングの実際

3.

が，温度に依存して発光スペクトルが変化する．室温
では pH7 では黄色発光が観測されるが，高温では赤

3.1

細胞発光イメージング

色発光になる．また，反応溶液に少量の Zn , Cd ,

L-L 反応を利用した細胞光イメージングは，1 細胞

Hg などの重金属を入れると赤色発光が観測され

レベルから組織を対象とした研究まで，幅広く活用さ

る 3)．発光活性が最も高くなるのは，pH 7.8 付近であ

れている．その多くは，細胞内の標的遺伝子の発現を

り ，最適温度は 23-25C であると報告されている ．

測定するレポータアッセイである．すなわち，標的と

よって発光活性は発光量子収率の他に反応速度，ルシ

する生体分子のプロモーター下流にレポータとなるル

フェラーゼのターンオーバーなどに依存する．

シフェラーゼ遺伝子を連結したベクターを作製し細胞

2

2

2

4)

5)

に導入すると，標的分子の転写開始と同時にルシフェ
2.3

発光タンパク質プローブのインビボ評価

ラーゼ遺伝子の転写と翻訳も開始され，その結果，遺

in vivo 個体・細胞のイメージングにおいて，発現し

伝子発現量の変動を光でイメージング化することが可

たルシフェラーゼの量を定量的に見積もることは容易

能になる．図 2a は体内時計を制御する遺伝子のプロ

ではない．in vitro の場合は水溶液中におけるルシフェ

モーター活性を可視化する甲虫ルシフェラーゼ由来の

リン−ルシフェラーゼ反応（L-L 反応）による発光を

発光プローブを導入した細胞群である．数日間にわ

観測しているが，in vivo の場合は反応場は細胞質内と

たって 1 細胞内の遺伝子発現の変動をイメージング化

いうことになり，より複雑な環境になる．たとえば，

できる（図 2b）
．つまり，発光プローブの特徴として

細胞中に多量に存在するピロリン酸は L-L 反応を阻害

ルシフェリンを含む培養液中で細胞または組織を培養

する ．また細胞内で発現させた甲虫ルシフェラーゼ

することで，生体分子の時間的・空間的機能動態を長

の発光活性は室温（25C）と比較して 37C の方が高

期間連続して観察することができる 8)．また，ルシ

くなる傾向にあるが ，これは，23-25C で最も高く

フェラーゼに局在シグナルを付けることでペルオキシ

なる in vitro での温度依存性とは異なる．このように，

ゾームや細胞質のイメージングができる（図 2c, d）
．

in vitro におけるルシフェラーゼの発光特性は個体・細

一方，星野らはウミシイタケルシフェラーゼと蛍光タ

胞イメージングにおいて，そのまま適応できない．個

ンパク質の融合体を作成，ルシフェラーゼから発した

6)

7)
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じめて行う対象を解析する場合，アーチファクトによ
る間違った解釈を避けるために，標的分子の機能動態
を生化学的に抑えることが重要である．
3.2

個体発光イメージング

発光による個体イメージングの多くは，ルシフェ
ラーゼ遺伝子を導入した細胞株（悪性腫瘍など）を作
製し，ヌードマウスの生体表層部（皮下や脳など）へ
移植，あるいは静脈から注入した後，腫瘍化あるいは
集積する細胞を追跡する際に使われている．静脈投与

図2
細胞発光イメージングの例．（a）体内時計遺伝子プロモーター活
性を可視化す発光プローブを導入した哺乳類細胞群，（b）1 細胞
内の遺伝子発現の変動を経時的イメージング，（c）甲虫ルシフェ
ラーゼによるペルオキシゾーム局在イメージング，（d）甲虫ルシ
フェラーゼによる細胞質イメージング．（本図は，冊子体ではモ
ノ ク ロ， 電 子 ジ ャ ー ナ ル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/ ではカラーで掲載）

に関しては，生体表層部に集積するタイプの細胞株が
理想的であるが，肺や骨に集積するような細胞株で
あってもその発光を観察することができる 7), 10)．発光
を使った個体イメージングの登場によって，それまで
目視に頼っていた腫瘍形成の判断が，以前より早い段
階で簡便に行えるようになった 11)．このことは腫瘍
が形成される前のステージ，たとえば転移などのイ

光を蛍光タンパク質にエネルギー移動させ発光強度を

メージングを可能にした 12)．また発光イメージング

最大で 4 倍にまで増強させることに成功，本プローブ

を使えば，抗腫瘍効果を示す薬剤の判定も簡便に行う

を細胞核内の DNA に集積するヒストンタンパク質と

ことができる．

融合させることによって，生体分子の細胞内局在を観

われわれの実験例であるが発光 TG マウスを用いて

察した例もある ．

移植の評価を行っている．図 3a はルシフェラーゼ遺

9)

ただし，生細胞中において生体分子は，転写産物の

伝子を発現するマウスの皮膚組織を野生型マウスに移

調節や分解，産生タンパク質の修飾・分解など，さま

植し，腹腔内投与によってルシフェリンを投与後，そ

ざまな調節を受けるため，必ずしもレポータ遺伝子の

の発光値を経時的に測定した結果である．移植の評価

転写産物量がそのままターゲット分子の活性量に比例

を光によって確認することができる．ここで注意して

するとはかぎらない．したがって，イメージングをは

ほしい点は，ルシフェリン投与から 20 分後に最大の

図3
個体イメージングにおける発光強度の経時変化．移植した組織の発光イメージング画像全体像（a）とその発光強度の変化（b）および数値
化しプロットしたもの（c）（時間はルシフェリン投与後の経過時間）．（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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発光値となり，5 分後の値に比べれば約 2-2.5 倍の値と
なる点である（図 3b, c）
．また投与するルシフェリン

3)

Seliger, H. et al. (1964) Proc. Natl. Acad. Sci. 52, 75-81.

4)

Green, A. A. and McElroy, W. D. (1956) Biochem. Biophys. Acta. 20,
170-176.

の濃度によって発光値は簡単に変動する．ちなみに，

5)

投与方法を静脈注射で行った場合には，約 5 分でピー

McElroy, W. D. and Seliger, H. H. Mechanism of bioluminescent
reaction. Light and Life, pp. 219-257. The Johns Hopkins Press.

．したがって，個体

6)

Gandelman, O. et al. (1994) J. Biolumin. Chemilumin. 9, 363-371.

の発光イメージングを行う際には，ルシフェリンの投

7)

Zhao, H. et al. (2005) J. Biomed. Opt. 10, 041210

8)

Welsh, D. K. and Kay, S. A. (2005) Curr. Opin. Biotechnol. 16,

クを迎えることが知られている

13)

与方法や濃度並びに投与してから測定するまでの時間

73-78.

など，毎回同じ条件で行うことが再現性の高い画像を

9)

Hoshino, H. et al. (2007) Nat. Methods 4, 637-639.

得るためには重要である．よって，実験開始前にルシ

10)

Togel, F. et al. (2008) Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 295, F315-321.

フェリンの体内動態や排出速度について調べておくこ

11)

Zhang, G. J. et al. (2008) Nat. Protoc. 3, 891-899.

12)

とも肝要である．またルシフェリンの動態についても

Imamura, T. and Hanyu, A. (2008) Clin. Calcium 18, 460-465. Review. Japanese.

臓器毎に異なることが知られている．たとえば，マウ

13)

スに投与したルシフェリンの濃度を脳と肺とで比べる

Keyaerts, M. et al. (2008) Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 35,
999-1007.

と，肺のほうが 2-5 倍も高い 14), 15)．これらのことから，
個体間で同一の臓器を比較することは問題ないが，同

14)

Lee, K. H. et al. (2003) Nucl. Med. Commun. 4, 1003-1009.

15)

Berger, F. et al. (2008) Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, In press.

一個体の臓器同士では直接比較はできない．

おわりに

4.

In vitro，in vivo，ex vivo を結びつける技術として発
光イメージングの活用が今後ますます重要になろう．
特に発光イメージングに期待されることの 1 つは個体
イメージングであろう．その 1 つの答えは「生体の窓」

近江谷克裕

とよばれる波長領域 650-900 nm の近赤外光を用いた
生体深部イメージングであり，われわれも挑戦中であ
る．一方，発光イメージングの汎用性を高めることも
重要な課題であろう．本論で指摘したように，実際に
手を動かすことで得られる生体情報の蓄積が必要不可
欠である．よって皆さんに使っていただくことが肝要
であろう．これらの蓄積により発生や再生の分野にお
いても発光イメージング技術の活用が大いに進むであ
ろう．
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総説

海産無脊椎動物由来溶血性レクチンの糖認識と
溶血活性発現機構
畠山智充

長崎大学工学部応用化学科

CEL-III is a Ca2-dependent hemolytic lectin isolated from the sea cucumber Cucumaria echinata. X-ray crystallographic analysis
revealed that CEL-III is composed of two ricin-like carbohydrate-binding domains (domain 1/2) and an oligomerization domain
(domain 3). After binding to the specific carbohydrate chains on erythrocyte membrane, CEL-III undergoes conformational change,
which leads to formation of membrane pores composed of its oligomers. Carbohydrate-recognition mechanism of CEL-III and its
relationship with self-oligomerization mediated by domain 3 are discussed.
lectin / carbohydrate / calcium / oligomerization / ricin

のうち，C 型レクチンファミリーはアミノ酸 120 残基

はじめに

1.

程度からなる C 型糖認識ドメインを含む動物レクチ

生体内には，さまざまな糖鎖とそれらを認識する糖

ンであり，糖結合部位に存在する Ca2 を介して外来

結合タンパク質すなわちレクチンが分子間・細胞間認

異物表面の糖鎖を認識し，自然免疫などの生体防御に

識に重要な働きをしている．レクチンは，元来，植物

重要な役割を果たしているものが多い．海産無脊椎動

種子中から単離された血球凝集素であり，血液型判

物からも，さまざまな Ca2 依存性レクチンが単離さ

定，組織染色，糖鎖の精製・構造解析などのための有

れているが，筆者らは，九州北部の比較的浅い海底

用なツールとして利用されてきたが，近年では高等哺

（水深数十 m 程度）において，近年大量発生している

乳動物を含め広い生物種において重要な役割を担って

棘皮動物グミの体液より 4 種類の Ca2 依存性レクチ

いることが明らかになってきた．

ン（CEL-I 〜 CEL-IV）を見いだした 3)．これらのレク

筆者らは，海産無脊椎動物から数種類の Ca レク

チンは，いずれもガラクトース（Gal）および N- アセ

2

チンを単離して，その構造と機能を調べてきたが，そ

チルガラクトサミン（GalNAc）含有糖鎖を認識し，

の 中 で 棘 皮 動 物 ナ マ コ 類 に 属 す る グ ミ（Cucumaria

活 性 に 10 mM 程 度 の Ca2 を 必 要 と す る． こ の う ち

echinata）の体液中に，強い溶血活性や細胞毒性を示

CEL-II については，比較的存在量が少ないために詳

すレクチン CEL-III を見いだした．本稿では，CEL-III

細な構造は不明であるが，CEL-I（32 kDa）と CEL-IV

の糖認識と溶血活性発現機構について，これまでに得

（68 kDa）については，C 型糖認識ドメインがそれぞ
れ 2 個または 4 個ジスルフィド結合を介して会合した

られた知見をもとに紹介したい．

C 型レクチンである．一方，CEL-III（47.5 kDa）につ
いては，通常のレクチンとは異なり，ヒトやウサギな

グミレクチンの特徴

2.

どの赤血球に対して強い溶血作用を示す溶血性レクチ

動物レクチンは，その構造類似性をもとに数種のグ

ンであった．この溶血作用は，CEL-III が赤血球膜表

ループ（ファミリー）に分類されている．なかでもよ

面糖鎖に結合後，膜内でオリゴマー化することによっ

く知られているのが， ガレクチン

とよばれるガラ

て低分子物質を通過させるポアを形成し，その結果生

クトース特異性レクチン 1) と C 型レクチン とよば

じる細胞内外の浸透圧差によって引き起こされること

れる Ca 依存性レクチン

が明らかになった．また，溶血後の赤血球膜に結合し

2

2)

のファミリーである．こ

Carbohydrate-Recognition and Hemolytic Mechanism of the Hemolytic Lectin from Marine Invertebrate
Tomomitsu HATAKEYAMA
Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Nagasaki University
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ていた CEL-III をウェスタンブロッティングによって

識にも直接関与している．Ca2 が糖認識に直接関与す

検出した結果から，CEL-III オリゴマーは約 270 kDa

るというのは C 型レクチンと共通しており，CEL-III

であり，おそらく 6 量体としてポアを形成しているも

がリシン型のレクチンであるにもかかわらず，C 型レ

のと推定された ．このような細胞膜中でのオリゴ

クチンと類似した糖認識機構を有するものであること

マー化や細胞内部からの低分子物質の漏出は，赤血球

が明らかになった 10)．

4)

のみならず培養細胞に CEL-III を作用させた場合にも

一方，ドメイン 3 は 8 本の  ストランドからなる

認められ，培養細胞に対しても細胞膜にポアを形成す

 サンドイッチと，ドメイン 1 とドメイン 2 の間のく

ることによって毒性を示すことが明らかとなった 5)．

ぼみに収まるような形で位置している 2 本の  へリッ

CEL-III は Ca 依存性レクチンであるにもかかわら

クス（H8/H9）から構成される新規の構造であった

ず，そのアミノ酸配列中に C 型糖認識ドメイン様の

（図 1b）．この H8/H9 領域は，ちょうど図 1a に示す

配列は含まれておらず，むしろトウゴマ（ヒマ）種子

疎水性領域に相当するものであるが，疎水性アミノ

由来の強毒性レクチンであるリシンの糖結合サブユ

酸と親水性アミノ酸が交互に現れる特徴的な配列を

ニット（B- 鎖）との配列類似性が N- 末端側 3 分の 2

有していることから（図 2a），細菌由来のポア形成毒

の領域に見いだされた．リシン B- 鎖には，2 つの糖

素（pore-forming toxin）の膜貫通領域との類似性が示

結合ドメインが存在しており，このことから CEL-III

唆された 11)．ポア形成毒素の代表として知られる黄

の N- 末端側 3 分の 2 の領域も 2 つの糖結合ドメイン

色ブドウ球菌由来の  ヘモリシンは，水溶液中で通

（ド メ イ ン 1/2） を 形 成 し て い る も の と 考 え ら れ た

常はモノマーとして存在しているが，標的細胞に結

2

（図 1a） ．一方，C- 末端側 3 分の 1 の領域（ドメイ
6)

ン 3）については，これまでに知られているタンパク
質との類似性は認められなかったが，その配列の一部
に疎水性の高いアミノ酸残基が集中していたことか
ら，標的細胞膜内でのオリゴマー化に重要なドメイン
で は な い か と 推 察 さ れ た． 実 際，CEL-III を プ ロ テ
アーゼで限定加水分解すると，これら 3 つのドメイン
がフラグメントとして得られたが，生成したドメイン
3 フラグメントの多くは溶液中で自発的にオリゴマー
化したことから，ドメイン 3 がオリゴマー化領域であ
ることが確認された 7)．

3.

CEL-III の立体構造と細胞膜孔形成機構
X 線結晶構造解析の結果から，CEL-III は一次構造

から予想された通り，明瞭に区別できる 3 つのドメイ
ンから構成されていることが確認された（図 1b）8)．
ドメイン 1 とドメイン 2 は，リシン B- 鎖 9) と同様，
- トレフォイル（クローバー型）構造をとっていたが，
この構造においては，それぞれのドメインに擬似 3 回
対称に配置されたおもに  ストランドからなる 3 つ
のサブドメインが存在している．リシン B- 鎖の場合，

図1
CEL-III のドメイン構造（a）と CEL-III/GalNAc 複合体の結晶構造（b）．
（a）CEL-III の N- 末端側 3 分の 2 には，リシン B- 鎖との類似性を
示す 2 つの糖結合ドメイン（ドメイン 1/2）が位置し，C- 末端側
3 分の 1 には，疎水性領域（アミノ酸残基 322 − 349）を含む自
己会合性ドメイン（ドメイン 3）が存在する．（b）ドメイン 1/2
は擬似 3 回軸をもつ - トレフォイル構造からなり，Mg2 と Ca2
を含む．ドメイン 3 は  シートおよび 2 本の  へリックス H8/H9
からなる．（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）

金属イオンは含まれていないが，CEL-III については，
擬 似 3 回 軸 の 中 心 に Mg2 が 存 在 し， ま た 合 わ せ て
6 つのサブドメイン（1，1，1，2，2，2）のう
ち，1 を除く 5 つのサブドメインにもそれぞれ Ca2
が結合していた（図 1b）．これらの Ca2 は，糖結合
部位においてその構造を安定化するとともに，糖の
OH 基と配位結合を形成することにより特異的糖の認
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図3
標的細胞膜上での推定ポア形成機構．CEL-III はドメイン 1/2 の 5
つの糖結合部位で標的細胞膜表面の Gal/GalNAc 含有糖鎖と結合し
た後に，ドメイン 3 を解離し，膜内で 6 量体としてポアを形成す
る．H8/H9 領域の二次構造変化によって膜貫通  バレル構造が生
成することが考えられる．右端の図については，ドメイン 1/2 は
2 分子のみ表示している．

発表データ）．このことも，ドメイン 1/2 とドメイン

図2
CEL-III ドメイン 3 の H8/H9 領域（a）と黄色ブドウ球菌 - ヘモリ
シンの膜貫通  バレル形成領域（b）のアミノ酸配列．疎水性ア
ミノ酸残基を丸で囲んでいる．両者とも 1 残基おきに，親水性と
疎水性のアミノ酸残基が現れている． ヘモリシンの場合，点線
で示す残基同士が水素結合して  シートを形成している．H8/H9
領域は，本来  へリックスであるが， ストランドを形成した際
の構造として示している．

3 の解離およびそれに続く H8/H9 領域の水溶液中へ
の露出が溶血活性発現に重要であることを示唆して
いる．
では，このような H8/H9 領域の溶媒中への露出は
どのようにして誘起されるのだろうか．高 pH，高塩
濃度の水溶液中（たとえば 1 M NaCl 存在下の pH 10
緩衝液中）で，ラクトースやラクツロースなどの  ガ

合すると自己会合し 7 量体を形成する．またこの際

ラクトシド構造を有する 2 糖類と結合すると，CEL-

には，図 2b に示す通常折りたたまれた 2 本の  スト

III は水溶液中でもオリゴマー化することが明らかに

ランドが大きく構造変化し，標的細胞膜内で 14 本の

なっている 15)．このことから，細胞表面糖鎖との結

 ストランドからなる両親媒性  バレル構造をもつ細

合が CEL-III の立体構造変化の引き金となっている可

．このことから，CEL-III

能性が考えられた．X 線結晶解析によって決定された

についても標的細胞膜内でオリゴマーを形成する際

CEL-III と糖との複合体の構造を見てみると，GalNAc

に H8/H9 領域が大きく構造変化して，6 量体からな

などの特異的糖の結合によって，サブドメイン 2 お

る両親媒性の膜貫通  バレル構造を形成する可能性

よび 2 の糖結合部位周辺のアミノ酸残基の位置が大

が示唆された（図 3） ．実際，CEL-III の限定加水分

きく変化することがわかった（図 4a）
．特にサブドメ

解後に得られたドメイン 3 のオリゴマーは，円二色

イン 2 の糖結合部位に位置する Glu184 や Asn186 は

性（CD）スペクトルから  シート含量が著しく増加

GalNAc との結合に伴って大きく側鎖の位置を変化さ

していることが確認され，もともとは  へリックス

せ，それによって主鎖も約 1 Å 程度移動する．サブド

胞膜内ポアを形成する

12), 13)

8)

であった H8/H9 領域が  シートに構造変化したこと

メイン 2 の糖結合部位はドメイン 3 の H8/H9 領域

が推察された．さらに H8/H9 領域の配列をもつ合成

に立体構造上近いこと，また図 4b に示すように，糖

ペプチドについても，水溶液中で  シートを形成す

との結合による主鎖構造の変化は，サブドメイン

．こ

2/2 よりむしろドメイン 3 において大きいことから，

れらの結果から，いったんドメイン 1/2 とドメイン 3

糖との結合が間接的にドメイン 3 の構造変化を導き，

の間が解離し，H8/H9 領域が水溶液中に露出すると，

H8/H9 領域の溶媒への露出を促進している可能性は

 へリックスから  シートへ構造を変換するとともに

充分に考えられる．現在，GalNAc よりも CEL-III の

膜内での自己会合ならびにポア形成へと進行するの

オリゴマー化を促進しやすいラクトースとの複合体結

だろうと考えられる．最近筆者らは，ドメイン 1/2 と

晶の作製を試みており，CEL-III/ ラクトース複合体の

ドメイン 3 の間での相互作用に関与しているアミノ

構造が明らかになれば，CEL-III のオリゴマー化機構

酸残基を部位特異的変異によりアラニン残基に置換

がより詳細に明らかになるものと期待される．

ることが CD スペクトルから確認されている

14)

してドメイン間の相互作用を弱めると，溶血活性や
オリゴマー化が著しく上昇することを見いだした（未
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示すものと推定される．アイカワタケレクチンのポア
形成ドメインは，CEL-III のドメイン 3 との構造類似
性はないが，両者に共通するのは長い  シートを中心
に構成されていることであり，これが細胞膜を貫通す
るのに有利な構造になっているものと思われる．

おわりに

5.

CEL-III の溶血活性には，ドメイン 1/2 による標的
細胞表面糖鎖への結合と，それに続くドメイン 3 の細
胞膜内での自己会合というダイナミックな構造変化が
必要である．このような細胞膜表面上での構造変化
は，ポア形成毒素以外にも多くのタンパク質性毒素に
共通する特徴であるが，その詳細については不明な点
が多い．現在，筆者らの研究室では，特異的糖との結
合により生成した水溶性オリゴマーの X 線結晶構造解
析および X 線小角散乱解析を行っている．これらの結
果から CEL-III オリゴマーの構造とその形成機構が明
らかになれば，細菌毒素の作用発現機構解明にも有用
な知見を与えるものと考えられる．また，CEL-III の
 シート形成を伴う自己会合はプリオン病やアルツハ

図4
GalNAc の結合に伴うサブドメイン 2 および 2 でのアミノ酸側
鎖の動き（a）と CEL-III 全体の主鎖構造の動き（b）．（a）GalNAc
との結合により，サブドメイン 2 および 2 における糖結合部位
アミノ酸の位置が大きく変化している（矢印の方向）．（b）アミ
ノ酸残基番号に対して， 炭素の位置の変化をプロットしている．
（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）

イマー病などのコンフォメーション病の発生メカニズ
ムとも類似する点が多く，タンパク質の構造変化に基
づく疾病との関連においても興味ある対象である．
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- グルタミルトランスペプチダーゼ
複数のタンパク質が複合体を形成して生物学的
な機能を発揮することは，いたって普通のことで
ある．同一遺伝子産物が組みになってホモダイ
マーを形成し，サブユニット界面に活性部位を形
成することもしばしば見うけられる．異なる遺伝
子産物が組みになることも，もちろん多い．いず
れの場合でも，それぞれのサブユニットがある程
度構造を形成してから，お互いに相互作用し複合
体を形成するのであろう．
ここにあげるグルタチオン合成過程の反応を触
媒する大腸菌由来 - グルタミルトランスペプチ
ダーゼ（- グルタミルトランスフェラーゼ）は，
立体構造形成とヘテロダイマー形成が同時に起こ
るタンパク質である．ヘテロダイマーであるにも
かかわらず，2 つのサブユニットは 1 つの遺伝子
に由来する．1 つの遺伝子由来の 1 本のポリペプ
チドが，まずは立体構造を形成して単量体のタン
パク質を形成する．立体構造形成後に，自分自身
で Glu390 と Thr391（矢印の部分）の間を切断し，
ヘテロダイマーに変身する．Thr391 はこの酵素の
活性部位でもあり，自己切断をしないと，活性部
位がうまく形成されないようである．ほ乳類由来
の - グルタミルトランスペプチダーゼでも，ヘテ
ロダイマー形成過程は同じである．このヘテロダ
イマーの構造をモノマーとして眺めると，左右に
 へリックスがかたまり，中央に 2 枚の  シート
がある  の 4 層構造と捉えることができ，と

くに珍しい構造ではない．ヘテロダイマーとして
みると，それぞれのモノマーは，何だか中途半端
な立体構造になってしまう．ヘテロダイマーの形
成と活性部位の形成が，このような過程で進むよ
うになったのはなぜなのか，まったく不思議であ
る（PDB1) ID: 2dbu2)）．
1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H.
(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
2) Okada, T., Suzuki, H., Wada, K., Kumagai, H.
and Fukyama, K. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 103, 6471-6476.
(J. K.)
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トピックス

回転モーターF1の分子内協同作用
―ハイブリッド変異体を用いて―
有賀隆行

1.

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻

造的に非対称な 3 つのヌクレオチド状態，すなわち，

はじめに

ATP 結合状態，ADP 結合状態，そしてヌクレオチドフ

生体分子モーターは，主として ATP を加水分解す

リー状態をそれぞれ取っていた 4)．Boyer はまた，こ

る過程で得られる化学エネルギーを力学的な仕事へ

れらの酵素反応の協調した働きには中央の  サブユ

と変換するタンパク質分子機械である．確率的に起

ニットの回転がかかわっていると予想し，実際にその

こる等方的な化学反応から，どのように一方向性の

回転が野地・安田らによる直接観察で証明された 5) こ

運動が生み出されるかという仕組みを理解するため

とをうけ Walker らと共に 1997 年度のノーベル化学賞

には，その複雑な分子機構―分子内部で行われてい

を受賞した．しかしながら，F1 の回転がどういう機構

るサブユニット間での協調した働き―を逐一知るこ

で起こるのか，すなわち，回転する酵素の内部で行わ

とが不可欠である．しかしながら，分子内部で行わ

れていると予想されるサブユニット間での協調した働

れる化学反応そのものを直接観察することは非常に

きについては，さまざまなモデルが提唱されていたも

困難である．そこで本稿では，回転モーターである

のの，直接的な実証はいまだされていなかった 6)．

F1 を対象として，部分的に変異を導入するハイブリッ

3.

ド変異体を用いることでその協調した働きを間接的

3 つの酵素活性部位である  サブユニット間での

に観察する手法と，それにより明らかにされた逐次
的な回転機構を紹介する ．

協調した働きを明らかにするためには，個々の  サ

1)

2.

協調した働きを知るために

ブユニットの役割を詳細に調べる必要がある．そこ

回転モーター F1

でわれわれは，1 つあるいは 2 つの  サブユニット

FoF1-ATP 合成酵素は膜貫通ドメインである Fo でのプ

にのみ変異を導入するハイブリッド F1 の手法を独自

分解を行っている 2)．この酵素は 3 つの触媒部位への

異体を導入したハイブリッド F1 の回転観察の結果を

ロトン輸送と共役して，F1 部分において ATP の合成・

に開発した 1)．本稿では，その変異として E190D 変

基質結合に対する強い正の協同性と，ATP 加水分解の

報告する．この 190 番目のグルタミン酸残基は，水

負の協同性をもつことが古くから知られていた．この

分子を介して結合 ATP の  リン酸と相互作用をして

ような酵素としての振る舞いを説明するため，Boyer

いることから，ATP の加水分解に直接作用している

は 3 つの触媒部位が役割を交代しながら順番に ATP

と予想されていた 4)．これまでの野生型の F1 の回転

を合成・分解する「交代結合説」を提唱した 3)．1994

観察によって，1 つの ATP 加水分解反応が 120 の回

1

年に Walker らのグループによって明らかにされた F1*

転に対応しており，そこでは（1）0 の位置で ATP の

の結晶構造では，3 つの  および  サブユニットが交

結合を待ち（ATP 結合待ちの停止），（2）ATP が結合

互に円筒状に配置された 33 リングの中央を  サブユ

す る と 90 回 転 し，（3）ATP 分 解 反 応 の た め に 約

ニットのコイルドコイル部位が突き刺す形状をとって

1 ms 停止（ATP 分解の停止）し，（4）引き続いて基

おり， サブユニットに位置する 3 つの酵素部位は構

質解離と対応していると予想される約 1 ms の停止
（第 3 の停止）をし，（5）残りの 30 度回転を行うこ

*1 FoF1-ATP 合成酵素の部分複合体である F1 は，それ自身で ATP
加水分解活性をもつために，F1-ATPase ともよばれている．本稿で
利用している好熱菌（T. Bacillus PS3）由来の F1 のサブユニット組
成は本来 33 であるが，333 複合体のみで ATP 加水分解反
応を行う本質的な機能をそなえているため，特に指示しない限り
33 を F1 とよび，本稿で紹介する研究にもそれを用いている．

とが明らかになっている 7)．一方で E190D 変異を
すべてに導入した変異体（F1(3  E190D)）では，（1）

ATP 結 合 の 時 定 数 は kon  3.1  106 M1s1 と， 野 生 型

（2）
（kon  2.6  107 M1s1）の約 10 倍遅くなっており，

Concerted Mechanism of Rotary Motor F1, Using Hybrid Enzymes
Takayuki ARIGA
Department of Applied Physics, The University of Tokyo
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ATP の結合とともに 80 回転し，（3）ATP 分解過程の

マーと F1 の量比が小さいほど発見確率の大きくなる

回転特性こそが目的とする F1(1  E190D) 由来のもの

ために約 320 ms 停止し，（4）約 20 ms の第 3 の停止

であり，他の望まないハイブリッド F1 は発見頻度が

を行なったのち，（5）約 40 回転することで 120 の
ATP 加水分解サイクルを終了する 8)．これら 3 つの停

小さくなる．その分布を統計的に検証することによっ

止時間（ATP 結合待ち，ATP 分解，そして第 3 の停止）

て，分子種の判別を可能とした．よって以後の回転観
察では，目的とするハイブリッド F1 のみを選別し解

は，それぞれが野生型のそれとは大きく異なってい

析を行った．また，F1(2  E190D) は野生型の  モノ

た．それゆえ，この E190D 変異体を個々の  サブユ

マーを変異体の F1(3  E190D) に導入することで得た．

ニットのそれぞれの反応の素過程を見分けるための標

こうして得られたハイブリッド F1 の回転を図 2 に

識として利用することが可能となる．
4.

示す．高濃度 ATP（10 mM）において，F1(1  E190D)

ハイブリッド F1 を用いた回転観察

では，1 つの長い停止と，その約 120 後ろで短い停

ハイブリッド F1 の作成手法を図 1a に示す．ヒス

止をする非対称なステップ状の回転が観察された

チジンのタグを C 末端に付加した E190D モノマー

（図 2a）
．それぞれの停止の時定数は 312 ms と 21 ms

を，回転観察のために  サブユニットをビオチンでラ

であり，これらの値は変異体 F1(3  E190D) の ATP 分

ベルした野生型の F1 と混合する．このとき，2 M の

解および第 3 の停止の時定数と一致していた．このと

尿素というゆるやかな変性剤をもちいることで，各

き，それぞれの停止が連続した 1 つのステップではな

サブユニットの構造を保存しつつサブユニット間の
結合を解離させることができる．その後変性剤を除
去して得られる再構成体は，E190D の変異を 1 つ
，2 つ（F1(2  E190D)）， あ る い は
（F1(1  E190D)）

3 つ（F1(3  E190D)）導入されたものの混合物となっ

てしまうのだが，ヒスチジンタグのアフィニティカラ

ムを用いた精製ではこれらを分離することは原理的に
不可能である．そこで，得られた再構成体の回転を顕
微鏡下で観察した（図 1b）
．すると，1 回転中に 1 つ，
2 つ，あるいは 3 つの長い（約 320 ms）停止をもつ特
性の異なった回転が観察された．この 3 種の特性が観
察されるおのおのの確率は，モノマーの E190D 変異
体と野生型 F1 を混合したときの量比に依存したポアッ
ソ ン 分 布 で 記 述 で き る 1)． す な わ ち，E190D モ ノ

図1
（a）ハイブリッド F1(1  E190D)
ハイブリッド F1 の精製と回転観察．
の再構成の概念図．（b）ハイブリッド F1 の回転観察．非特異的結
合によりスライドガラスに固定された F1 の  サブユニットに，ア
ビジンでコートされた直径 200 nm の 2 個ビーズを結合させる．
ビーズの回転は位相差顕微鏡と高速 CCD カメラを用いて 1 秒間
に 1000 コマで観察した．（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2
ハイブリッド F1 の回転．（a）F1(1  E190D) の回転の軌跡．長い停
止の位置（約 80）を矢印で，短い停止の位置（約 200）を矢尻
で示した．挿入図は回転ビーズの角度分布．（b）F1(2  E190D) の
回転の軌跡．1 回転毎に，2 つの長い停止（矢印）と 1 つの短い
停止（矢尻）を繰り返すようすが観察された．（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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く 120 離れた別個のステップとして観察されている

の停止は，それぞれ約 1 ms の時定数しかもたないた

という結果は，1 つの E190D に由来する ATP 分解の

め，今回の 200 nm 径のビーズを用いた観察系では粘

停止と第 3 の停止が，2 つの別々の ATP 加水分解サイ

性抵抗による時間分解能の低下により観察することが

クルで起こっていることを示唆している．

で き な く な っ て い た． 逆 に そ の 効 果 に よ っ て，

それに対して，変異を 2 つ導入した F1(2  E190D)

E190D 由来の停止が 3 つ別々の 120 回転で行われ

では，1 回転中に 1 つの短い停止と 2 つの長い停止が

ているさまを観察することができたわけである．この

約 120 おきに現れていた（図 2b）．長い停止（1）と

ように，1 つの  サブユニットが 3 つ別々の 120 回

短い停止は，それぞれの時定数が 377 ms と 15 ms で

に関与しているという事実は，120 回転に相当する

あり，変異体 F1(3  E190D) の ATP 分解と第 3 の停止

1 つの ATP を加水分解する過程において，3 つすべて

の時定数と一致していた．一方で，長い停止（2）は

の  サブユニットでの異なった素反応が寄与してい

400 ms と 12 ms の逐次反応からなる頻度分布をもって

ることを示している．こうして，F1 の 3 つのサブユ

いた．このような F1(2  E190D) の特性は，長い停止

ニット間での協調した働き，すなわち非対称で逐次的

と短い停止からなる F1(1  E190D) の特性を，120 位

な回転機構の存在を，はじめて示すことができた 1)．

相をずらして 2 つ重ね合わせた形と合致しているよう
に見える．この結果は，F1(2  E190D) の 2 番目の長

い停止に含まれる2つの時定数は2つ別々の
(E190D) 変異体サブユニットに由来したものであ
り，両者の協調した働きの存在を示している．
ここまで，ハイブリッド F1 の回転を高濃度の ATP

存在下で見てきたが，この条件で観察できる停止は加
水分解由来の停止のみである．そこで次に，1 つの
E190D 変異導入の影響が，ATP 結合待ちの停止にど
う 表 れ る か を 確 認 す る た め に，ATP 低 濃 度 で の
F1(1  E190D) の回転を観察した．紙面の都合で図は
割愛するが，変異体由来の ATP 結合定数は野生型の
約 1/10 であるため，ATP 濃度を下げるにしたがって
E190D への ATP 結合待ちに対応する回転の停止が観
察され，その停止位置は加水分解による長い停止の約
160 後ろであることが確認できた．以上の結果をま
と め る と，F1(1  E190D) に 1 つ だ け 導 入 さ れ た

E190D 変異体サブユニットによる影響として，ATP

待ちの停止位置を 0 と定義すると ATP 分解は約 200，
第 3 の停止は約 320 と，1 回転中に別々の 3 ヵ所で
停止が起こることが明らかになった．
これまで述べてきた F1(1  E190D) の回転を模式的

に示したのが図 3a である．この図では ATP の濃度を
〜 M と設定することで，野生型  サブユニットでの
ATP 待 ち が 数 ms で あ る の に 対 し て，E190D で の

図3
回 転 モ デ ル の 模 式 図．（a） ハ イ ブ リ ッ ド F1(1  E190D) の 回 転．
1 つだけ導入された (E190D) の影響として，ATP 結合が 0，ATP
分解が 200，そして第 3 の停止が 320 と，3 つ別々の ATP 加水
分解サイクルで観察された（太線）．3 つの  サブユニットでの寄
与が 120 位相をずらして順番に起こっているようすは，3 つの酵
素部位での逐次的な機構の存在を示す．（b）回転ステップと加水
分解の素過程を対応させたモデルの 1 例．1 つの ATP 加水分解反
応に対応する 120 回転の中で，3 つ別々の  サブユニットによる
別々の素反応が順番に回転に寄与している．（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）

ATP 結 合 待 ち は 数 十 ms と し て 表 わ さ れ て い る．
F1(1  E190D) 中の 1 つの E190D サブユニットに由

来する停止は，0 で ATP が結合し，200 で ATP が分
解され，320 で第 3 の素反応が行われるように観察
された．また F1(2  E190D) での回転観察より，他の

2 つ の 野 生 型  サ ブ ユ ニ ッ ト で は，120 あ る い は

240 位相をずらしつつ，同様に反応が進んでいると
考えられる．このとき，野生型  サブユニット由来
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5.

による力学的な運動を取り出す仕組みだけでなく，細

逐次的な回転機構と反応の素過程

胞内でのシグナル伝達や多様な形態の形成など，生体

ハイブリッド F1 の回転観察を通じて，3 つすべて

内でのさまざまな働きにおいての普遍的な問題として

示すことができた．しかしながら，それぞれの停止

1 つの分子の運動を直接観察できるようになってか

がどのような酵素反応の素過程に対応するかという

ら 10 年強が経過して，分子内部の構造変化やサブユ

問題が依然残されている．とりわけ，ここまで第 3 の

ニット間での協調した働きをも直接観察できる時代が

停止とよんできた素反応については明確な解答が得

やってきた．1 つの化学反応の素過程を直接観察でき

ら れ て い な い． 最 近， リ ン 酸 濃 度 依 存 的 な 回 転 ス

る時代がくるのも，そう遠くない未来かもしれない．

のサブユニットが協調して働く逐次的な回転機構を

残されている．

テップの観察により，この第 3 の停止がリン酸の解離
に対応しているとの報告がなされた 9)．しかしなが

謝

辞

ら，本稿でわれわれが提示した 3 つの触媒部位での逐
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な議論は紙面の都合もあり別稿にゆずる

10)

．いずれ

にせよ，現在われわれのもつ知見からはその答を結
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化学反応の素過程を見分けるための手段として，回転
機構とその逐次的な酵素反応を理解するための不可欠
なツールとなると期待している．
6.

おわりに

生体分子は，水分子の激しい熱運動にさらされた環
境下において確率的に進む化学反応を源としてさまざ
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光合成反応中心スペシャルペアの電子
非対称性の構造的起源

量子化学計算とバイオインフォマティクスによるアプローチ
山﨑秀樹，鷹野

1.

優，中村春木

大阪大学蛋白質研究所

はじめに

光合成反応中心（RC）とよばれる膜タンパク質中
で起こる電荷分離過程は，生命にとって必須の過程で
ある．さまざまな実験解析の成果からこの過程の分子
メカニズムが明らかになりつつある 1)．X 線結晶解析
から RC の 3 次元構造について，膜貫通部位は 5 回膜
貫通ヘリックスをもつ 2 つのサブユニット（L，M）

図1
反応中心の X 線構造（a）と量子化学計算による SP のスピン密度
（b）．球の体積は各原子のスピン密度に対応する．（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）

からなり，その中にスペシャルペア（SP）などの色素
が擬 2 回対称に配置されていることが明らかになって
いる（図 1）2)．しかし色素の対称的な配置にもかか
わらず，電荷分離はクロロフィル（Chl）のダイマー
である SP を電子供与体として，L 側の色素群のみで

る．量子化学計算は電子状態を記述できる反面，計算

起こる．この非対称で高効率な電子移動のメカニズム

コストが莫大になるため小分子の計算に限られてい

については，従来から多くの研究が成されてきた．し

た．1990 年代にはタンパク質を 2 つに分け，精密な

かし非対称性の起源はタンパク質が作る「場」による，

電子状態の記述が不可欠な部分（たとえば色素や酵素

という文学的な説明に留まっていた．

活性部位など）は量子化学で，それ以外は分子力学な
どによりモデル化する手法が用いられはじめ，現在，

電子核 2 重共鳴法による紅色光合成細菌 Rhodobacter
(Rb.) sphaeroides 由来 RC 野生株のスペシャルペアカチ

標準的手法となりつつある．今後はより高精度・大規

オンラジカル（SP ）のスピン密度分布

は，SP の L

模な計算が可能となり分子生物学の原子レベルでの詳

側サブユニットと相互作用する Chl (SPL) と M 側サブ

細な解明が期待されている．一方，バイオインフォマ

ユニットと相互作用する Chl (SPM) に 67 : 33 の割合と

ティクスでは，大量の生物科学データの蓄積とそれら

非対称的である．紅色細菌 Rhodopseudomonas (Rh.) viri-

データ解析による新たな知見の発掘を目的とし急速に

dis や 光 化 学 系 II 酸 素 発 生 系 を も つ 藍 藻 Thermo-

発展している．



3)

synechococcus (T.) elongatus など同じタイプ 2 RC でも同

本研究では，まず SP のスピン密度分布を密度汎関

様の非対称性が確認されている．本研究では，これら

数法に基づく量子化学計算で解析した 4)．タンパク質

タイプ 2 RC の SP の電子非対称性について，量子化

環境は分極連続体近似（PCM）や点電荷近似を用い

学計算からその非対称の原因を明らかにし，バイオイ

た．次に，観測された結果がさまざまなタイプ 2 RC

ンフォマティクスを用いてその一般性を調べたので報

でも成立するかどうか，さまざまな種の RC 構造を比

告する．

較するため，構造と配列のアラインメントを行った．



2.

前者は構造を重ね合わせることにより，空間的に同一

量子化学計算とバイオインフォマティクス

位置を占めるアミノ酸を種間で特定することができ

近年，量子化学の生物学への応用が急激に進んでい

る．後者は立体構造が解かれた種は限られているの

The Structural Origin of the Electronic Asymmetry of the Special Pair in the Photosynthetic Reaction Center: Quantum Chemical and Bioinformatics Approaches
Hideki YAMASAKI, Yu TAKANO and Haruki NAKAMURA
Institute for Protein Research, Osaka University
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で，アミノ酸配列を用いてより多くの種で比較するた

Rb. sphaeroides 由来 RC の SP の電子非対称性の起源は，

を用いて解析を行った．
3.

結論と今後の展開

5.

めに行った．前者には GASH5) を，後者には ClustalW

Chl 分 子 自 身 の 周 辺 部 に あ る Mes，Phyt 基 の 配 向 が

Rb. sphaeroides 由来 RC の電子非対称性

SPL と SPM で異なることに起因していた．タンパク質

SPL 側のスピン密度（L）は，タンパク質の寄与を

の作る環境がその効果を増強していることが明らかに

まったく考えない真空中の場合 59%，マグネシウム

なった．その他のタイプ 2 RC と比較すると，その配

に配位する His を含めると 60%，タンパク質環境を

向の L，M 差は少数の例外を除き共通であった．周囲

PCM（誘電率＝ 4），点電荷モデルで加えるとそれぞ

の保存されたアミノ酸残基と SP との相互作用によっ

れ 63%，61%，両方加えると 66% となった．以上か

て，それらの配向が決定されていると考えられる．

ら，SP 自身の構造に由来する電子非対称性があるこ

さまざまな変異体での電子非対称性は，実験的に

と，タンパク質環境はその非対称性を増強する効果が

L が 22 〜 83% と大きく変わることが報告されており，

あることがわかった．さらに，タンパク質環境を考慮

タンパク質環境の重要性が示唆されている．今後は，

すると，より実験値（67%）に近い値が得られた．次

タンパク質環境が色素の電子状態をどのように制御し

に，構造に由来する非対称性の起源を調べるために，

ているのか，さらに詳細な研究を進めていきたい．

Chl 分子の周辺部にあるさまざまな側鎖（アミノ酸側
文

鎖でなく Chl 自身の側鎖）に着目した．側鎖を 1 つ

1)

1 つ水素原子に置き換えたモデルでの計算から，側鎖
のうちのメチルエステル（Mes）基とフィチル（Phyt）

2)

基が電子非対称性に影響し，それらはカルボニル基の
配向が SPL と SPM で差があることに起因することがわ

かった．以上より Mes 基と Phyt 基の配向の L，M で

3)

の違いが，電子非対称性の起源であると考えられる．
4.

電子非対称性の一般性

上記知見の一般性を検証するため，Mes，Phyt 基の

4)

配向の L と M における違いについて Rb. sphaeroides に
加え他のタイプ 2 RC の Rh. viridis，T. tepidum，T. elon-

5)

gatus の X 線結晶構造 14 個について調査した．その結

献
Michel-Beyerle, M. E., eds. (1996) The Reaction Center of Photosynthetic Bacteria: Structure and Dynamics. Springer-Verlag, Berlin.
(a) Deisenhofer, J., Epp, O., Miki, K., Huber, R. and Michel, H.
(1985) Nature 318, 618. (b) Stowell, M. H. B., McPhillips, T. M.,
Rees, D. C., Soltis, S. M., Abresch, E. and Feher, G. (1997) Science
276, 812.
(a) Lubitz, W., Lendzian, F. and Bittl, R. (2002) Acc. Chem. Res. 35,
313. (b) Lendzian, F., Lubitz, W., Scheer, H., Hoff, A. J., Plato, M.,
Trankle, E. and Mobius, K. (1988) Chem. Phys. Lett. 148, 377. (c)
Rigby, S. E. J., Nugent, J. H. A. and O’Malley, P. (1994) J. Biochemistry 33, 10043.
(a) Yamasaki, H., Nakamura, H. and Takano, Y. (2007) Chem.
Phys. Lett. 447, 324. (b) Yamasaki, H., Takano, Y. and Nakamura,
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Standley, D. M., Toh, H. and Nakamura, H. (2005) BMC Bioinformatics 6, 221.

果，配向の L，M 差はその他の種でもタイプ 2 RC で
共 通 で あ っ た．Rh. viridis と T. elongatus の Mes 基 の 配
向は例外であった．次に構造アラインメントにより
Mes，Phyt 基周囲のアミノ酸残基を 4 種のタイプ 2 RC
で調査した．その結果 4 種の RC と Mes，Phyt 基近傍
のアミノ酸の構造はよく一致した．Mes，Phyt 基の配
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向は周囲のアミノ酸側鎖との相互作用により制御され
ていることが見て取れた．さらに 18 種のタイプ 2 RC
の配列アラインメントから，Mes，Phyt 基周囲のアミ
ノ酸は少数の例外を除き物理化学的性質が同じアミノ
酸で保存されていることが確認された．
以上から，タイプ 2 RC の電子非対称性の起源は
Mes，Phyt 基の配向の L と M による違いであり，そ
の配向は周囲の保存されたアミノ酸により制御されて
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はタイプ 2 RC で共通であった．Mes 基には例外的配
向があることもわかった．
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マイクロ技術による人工脂質膜の再構築と
機能計測
鈴木宏明

1.

大阪大学大学院情報科学研究科

に壊れやすく，再現性の面で問題があった．微細加工

はじめに

技術で形成した直径数十マイクロメートル以下の精密

細胞膜の構造や機能を人工的に再構成する試みは，

な微細孔に脂質平面膜を形成する研究は 2000 年前後

1960 年代のリポソームの発見から 1970 年代の脂質平

からはじまった 3)．膜面積をより小さくすれば，機械

面膜を用いたイオンチャネル研究を経て，以後さまざ

的安定性が増し，かつ電気的膜容量によるノイズも低

まな方法論が確立されてきた．モデル生体膜で実験を

減できる 4)．それでもなお，平面膜形成は前述の刷毛

する利点として，生細胞では存在しえない条件を設定

塗り法や Langmuir-Blodgett 法を踏襲しており，再現性

可能で，目的の特徴を純粋に再現・抽出して調べられ

の大幅な向上は報告されていなかった．

るということがあげられる．脂質 2 重膜は，脂質分子

筆者らは，2003 年から微細加工孔とマイクロ流路

が水中で自己組織化して再構成されるが，精密な制御

システムを組み合わせた脂質平面膜の形成に関する研

機構が存在しないため，通常は大きさや形状に大きな

究を開始し 5)，ハイスループット化に向けた技術開発

多様性が生じる．したがって，人工脂質膜を用いて精

に取り組んだ．システムの模式図および平面膜形成手

密な定量機能計測を行う際に，それらをいかに「再現

順を図 1a に示す．この方法の特徴は，マイクロ流路

性よく」構築できるか，という点は非常にクリティカ

を通して脂質溶液やバッファを微細孔部分に送液する

ルである．

ことにより，分配される溶液量が均一化されることで

フォトリソグラフィを基本とする微細加工技術によ

ある．脂質溶液分配後に薄膜化が自発的に進行する

り，マイクロメートルサイズの構造や金属配線などを

が 6)，脂質層の初期厚さが薄いほど薄膜化が迅速に進

任意のデザインに加工できる．細胞や細胞組織の大き

む．これを実現するためには，より膜厚の薄い絶縁材

さと同程度の構造ができるため，前述の分子自己組織

料に微細孔を加工し，かつマイクロ流路構造を集積化

化過程において精密な物理的環境を提供することによ
り，比較的均一な脂質膜構造が得られる．以下，微細
加工技術を利用した人工脂質平面膜の再構成技術に関
する筆者らの取組みを紹介する 1), 2)．
2.

平面脂質膜の高効率再構成法および電気生理計測

イオンチャネルを脂質平面膜に再構成し，生理的機
能を計測する方法は 1970 年代に確立された．平面膜
は，容易に膜の両側へ電極を配置できるため，電気生
理計測に適している．この方法により，アセチルコリ
ン受容体や K チャネルなど，さまざまなチャネルの

図1
（a）マイクロ流路を利用した平面脂質 2 重膜形成法．まず，上側
のチャンバをバッファで満たす．次に，脂質溶液およびバッファ
を順番に下側流路に流す．微細孔が脂質溶液で覆われるが，孔の
形状が均一であるため，脂質溶液の分配量が一定となる．薄膜化
が進むと，平面脂質膜が形成される．（b）パリレンシートに形成
した直径 30 m の微細孔．（c）アラメチシンチャネルの 1 分子計
測 7)．（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）

機能が研究された．これらの報告では，先端を尖らせ
た棒をテフロン膜に押し付け反対側の膨らみを剃刀で
削り取って作製した直径 50-150 m 程度の微小穴に，
バッファ浴中で脂質分子を溶解させた有機溶媒（脂質
溶液）を塗布して脂質平面膜を形成していた（刷毛塗
り法）
．しかし，脂質膜は厚さが 5-10 nm 程度で非常

Reconstruction and Functional Measurement of Artificial Lipid Membranes using Micro-Technologies
Hiroaki SUZUKI
Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University
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する必要があった．筆者らは，パリレン（poly-para-xy-

と，蛍光により検出できるという仕組みである．筆者

lylene）という高分子材料に微細孔構造をドライエッ

らは，脂質膜の押し付けにより蛍光ビーズがチャンバ

チング加工し，直径 20-30 m，深さ 10 m 程度の貫

内に封入され蓋を形成できていること，また，エバ

通孔構造を実現した ．最新の成果では，このポリ

ネッセント励起光によってチャンバの内部のみを励起

マーシートを光造形樹脂で挟み込むハイブリッド光造

できることを示した．今後，分子膜輸送の高感度計測

形法により，96 ウェルフォーマットの脂質 2 重膜チッ

を実現するためには，輸送膜タンパク質の平面脂質膜

プを試作・テストしたところ，44 個の計測ウェルで

への再構成法や，押し付けた膜の安定性，またチャン

モデルイオンチャネルの 1 分子レベルの開閉を確認で

バからの基質分子の漏れだしの評価など多くの課題を

きた ．これは，脂質平面膜を用いた膜タンパク質関

解決する必要がある．

7)

8)

連薬剤ハイスループットスクリーニングシステムの実

3.

おわりに

4.

現へ向けて，大きな一歩であると考えている．

分子の自己組織化による脂質 2 重膜の再構成過程

平面脂質膜を用いた膜輸送計測への取組み

を，再現性よくかつ自在に制御する技術は，生体膜に

イオンチャネルの他にも，細胞膜には多様な分子

関連した基礎科学やバイオテクノロジーが発展するた

（生体高分子や薬剤など）を選択輸送する膜タンパク

めに必要不可欠である．これまでに，さまざまな方法

質があり，これらの機能を精密に計測するための汎用

論や Proof-of-Concept の報告（われわれの研究も例に

的技術が求められる．筆者らは，このような膜輸送計

漏れないが）がなされている一方で，簡便な人工脂質

測プラットフォームとして，図 2 に示す平面脂質膜

膜制御技術が浸透していない．今後，汎用的なモデル

マイクロチャンバシステムを提案している ．井出

生体膜プラットフォーム技術が発展し，また筆者らの

9)

ら

6)

と 同 様 の 手 法 で 形 成 し た 脂 質 2 重 膜（直 径

研究がその一助となることを願っている．

100-200 m）を，基板上に形成したマイクロチャンバ
アレイ（直径 5-10 m）に押し付けることにより，脂

謝

辞

質膜で蓋をされた微小空間を形成する．たとえば膜タ

本研究は，筆者が東京大学生産技術研究所に在籍

ンパク質が基質分子を輸送し，チャンバ内に蓄積する

時，竹内昌治博士，野地博行博士および B. Le Pioufle
博士との共同研究により行った．また，大阪大学の井
出徹博士に脂質 2 重膜形成および電気生理計測法を教
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図2
（a）分子膜輸送計測のための平面脂質膜マイクロチャンバシステ
ムの模式図．平面膜を通過して輸送された基質分子は反対側のマ
イクロチャンバ中に蓄積し，検出される．（b）マイクロチャンバ
に脂質 2 重膜を押し付けた際の透過顕微鏡写真．（c）直径 200 nm
の蛍光ビーズをマイクロチャンバ中に閉じ込めた．ビーズはチャ
ンバ中に留まってブラウン運動をするため，脂質膜により蓋が形
成されていることが確認できる．（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）
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分子機械系におけるゆらぎと応答の
エネルギー論
原田崇広

1.

東京大学大学院理学系研究科 / 福井大学大学院工学研究科

ともできるとしよう．応答関数 R(t) は，時間変化す

はじめに

る微小な外力 f(t) に対する粒子の速度の応答を特徴づ

生物物理学の研究において，マクロな現象論，とり

ける量で，以下のように定義される．

わけ熱力学や線形応答理論などの定量的な現象論の役

t

x(t)  vs  R(t  s)f(s)ds
4

割と意義については，議論を待たないだろう．熱力学

(1)

は，熱平衡状態にある系およびその間の遷移を扱う枠

この式をもとに，外力に対する粒子の速度の応答を

組みであり，また線形応答理論は小さな外力によって

測定することによって，応答関数 R(t) を決定するこ

平衡状態からわずかに擾乱された系の振る舞いを記述

とができる．

する理論である．こうした現象論には，実験的に測定

これらは，粒子の物理的性質を特徴付ける上で基本

可能な量同士の定量的な関係を与える，という重要な

的な量である．特に，粒子が外界からエネルギーの注

特徴があり，これが理論に予言能力を与えている．生

入を受けておらず系が平衡状態にある（当然 vs  0 と

命現象を扱う場合でも，対象をうまく限定すればこれ

なる）場合には，次のような関係が成立することがよ

らの理論はなお有用であり，これまでにも多くの場面

く知られており，揺動散逸定理とよばれている．

で用いられてきた 1)．

C̃()  2kBTR̃ ()

その一方で，生命現象は種々のタンパク質分子機械

(2)

ただし，環境の温度を T，ボルツマン係数を kB と

から細胞・組織にいたるまで，本質的に平衡から遠く
ない現象も数多く存在する．熱力学や線形応答理論の

し た． ま た，C̃() は C(t) の フ ー リ エ 変 換 で あ り，
R̃ () は R(t) のフーリエ・ラプラス変換の実部であ

ような定量的な現象論を平衡から遠く離れた系にまで

る．式 (2) により，系が平衡状態にあれば，相関関数

拡張することは，非平衡統計物理学における積年の未

と応答関数は粒子の性質に関して，本質的に同じ情報

解決問題であるが，それが可能になれば，生物物理学

を与えることになる．ここでは式 (2) のような関係を

においても実験データを整理し，新しい法則を見いだ

揺動応答関係とよぶ．

離れた過程の集積であり，従来の理論ではとらえきれ

すための重要な指針となる．本稿では，非平衡系に対

3.

する定量的現象論の構築を目指して，著者らが最近

それでは，系が平衡状態から外れた場合にはどうな

行った研究の進展を述べる．
2.

揺動応答関係の破れ

るだろうか？

ゆらぎと応答の関係―線形応答理論

たとえば，今考えている粒子が，レー

ル上を運動する分子モーターであるような場合，粒子

上述したように，線形応答理論は平衡からわずかに

は ATP 加水分解反応により生じるエネルギーを消費

擾乱された系の振る舞いを記述する．ここではまず線

し続けている非平衡系である．このような場合に

形応答理論を簡単に概観するため，簡単な例として，

は，一般に式 (2) のような関係は成り立たないことが

1 次元空間上をブラウン運動する微粒子を考えよう．

知られており，実際にさまざまな種類の分子モーター

粒子の変位を x(t) と書く．われわれはこの系につい

について，式 (2) の等式が破れていることが実験的に

て， 粒 子 の 平 均 速 度 vs  x(t) や 速 度 の 相 関 関 数

も知られている 2)．図 1 は，例として，分子モーター

4

C(t)  x(t)x(0) などを測ることができるだろう．さ

のモデルとしてよく解析されているフラッシングラ

らに，粒子に微小な外力を加えて，応答を測定するこ

チェットモデル 3) について，式 (2) の両辺をそれぞ

4

4

Energetics of Fluctuations and Responses for Molecular Machines
Takahiro HARADA
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ていることがわかる．この関係式は，ここで述べた簡
単なモデル以外にもさまざまな系に拡張可能なことが
わかっており 4)，またコロイド分散系と光学トラップ
を用いた人工的な非平衡系については，実験的にも成
立することが確認されている 5)．
ここで重要なことは，式 (4) の関係が力 F(x,) の
関数形などの詳細には依存せずに成り立つことであ
る．この性質のおかげで，実験的に相関関数や応答関
数などを決定すれば，詳細なモデルを仮定することな
く，分子機械のエネルギー消費率を見積もることが可

図1
揺動応答関係の破れ．フラッシングラチェットモデル 3) について，
式 (2) の右辺および左辺を周波数に対してそれぞれプロットした．

能になり，分子機械のエネルギー入出力を議論する際
に，有用な道具になり得る．この関係式を用いて，分
子モーターのエネルギー効率を見積もる実験が，鳥谷

れプロットしたものである．低周波数側で式 (2) の両

部らによって進められている 6)．

辺が一致しないことがわかる．このように，系が平衡

まとめと今後

4.

状態にあれば成立するはずの関係式が，系が非平衡状
態になって有限のエネルギー散逸率 J が発生すると破

今後，式 (4) をさまざまな分子機械の入出力関係の

れるのである．それでは，系のエネルギー散逸率と揺

評価に応用していくことで，エネルギー効率などにつ

動散逸関係 (2) の破れとの間にはどのような関係が存

いて新しい観点から議論できると期待される．また単

在するのであろうか？

一分子のみならず，分子機械の複合系 2) や細胞レベ

筆者らはこの問題に答えるために，粒子の運動が次

ルのダイナミクスへの応用も興味深い．

のようなランジュバン方程式に従う場合を考察した．
x(t)  F(x(t),(t))  f(t)  (t)
4

近年，非平衡統計力学に関する基礎的な研究の進展
が生物物理学にも重要な寄与をする例が増えつつあ

(3)

る 7)．こうした研究が生物物理学に新しい地平を開く

ここで  は粘性係数，F(x,) は粒子がレールとの相

ことを期待している．

互作用によって受ける力を表す．この力は粒子の内部
状態など（(t) と書いた）に依存していてもよい．

謝

(t) は環境から受ける熱ノイズを表す．力 F が保存
力でない場合には，外界からエネルギーが供給されて

ものです．

いることになるが，このとき粒子の運動は詳細釣り合

文

い条件を満たさず，系は非平衡状態になる．式 (3) の
んに研究されてきた 3)．
このモデルについて，筆者らは速度の相関関数や応
答関数を計算し，エネルギー散逸率との関係を調べ
た．その結果，次のような関係が一般的に成り立つこ
とがわかった 4)．
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1)

ような方程式は，分子モーターのモデルとしてもさか

J
d

2

―
―
  vs   [C̃()  2kBTR̃ ()] 2

辞

本研究は東京大学の佐々真一氏との共同研究による

(4)

この式と式 (2) を見比べると，式 (4) の右辺は式
(2) の破れの度合いを全周波数領域にわたって積分し
たものになっている．これは実験的に測定可能な量で
あるが 2)，式 (4) は，この量が系のエネルギー散逸率
原田崇広

を粘性係数で割ったものに等しいことを主張してお
り，実験的に測定可能な量の間の定量的な関係を与え
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翻訳後修飾が制御するSOD1タンパク質の
活性化と凝集のメカニズム
古川良明

1.

理化学研究所脳科学総合研究センター

では呼吸鎖から生じる活性酸素濃度が高く，細胞質か

SOD1 タンパク質の活性化メカニズム

ら輸送された SOD1 はミトコンドリアにおける酸化
ストレスを軽減するために重要な役割を担っている．

Cu,Zn-superoxide dismutase（SOD1）はおもに細胞質
に存在し，スーパーオキサイド（O2 ）の不均化を触


2.

媒する抗酸化酵素である．活性型 SOD1 はホモ 2 量

翻訳後修飾不全と神経変性疾患

体として存在し，各サブユニットには活性中心である

SOD1 は家族性の筋萎縮性側索硬化症（ALS）の病

銅イオンと構造的役割をもつ亜鉛イオンが結合してい

因遺伝子の 1 つとしても知られている．SOD1 は 153

る（図 1）
．精製したアポ型 SOD1 に銅・亜鉛イオン

アミノ酸残基からなるが，約 100 種類の点変異が ALS

を加えると容易に活性型ができることは昔から知られ

の原因になることが報告されており，家族性 ALS の

ていた．しかし，細胞内には遊離の銅・亜鉛イオンの

病理学的構造物として変異 SOD1 からなる封入体が

数が限りなくゼロに近いため ，活性化のメカニズム

観察される．しかし，100 種類以上もの ALS 変異がな

は in vitro と in vivo において異なるはずである．そこ

ぜ共通して SOD1 タンパク質の凝集につながるのか

1)

で，Johns Hopkins 大学の Culotta らは SOD1 ノックア

議論の的であった．タンパク質の凝集を促進する一

ウト酵母と同じ表現型を示す酵母変異体に着目し，銅

般 的 要 因 と し て 構 造 の 不 安 定 化 が あ げ ら れ る が，

イオンをアポ型 SOD1 に特異的に供給するタンパク

SOD1 は 8M 尿素存在下でも活性を呈するほど安定な

質 CCS を発見した ．金属イオンの他にも，SOD1 の

タンパク質である．この高い構造安定性は翻訳後修

3)
．S-S
活性化には分子内 S-S 結合が必須である（図 1）

飾に伴い獲得されることを踏まえると 5)，修飾のない

結合を形成できない SOD1 変異体では，銅・亜鉛イ

状態が最も凝集しやすいと推測される．事実，翻訳

オンを結合するにもかかわらず活性はない ．SOD1

後修飾のないアポ・S-S 結合還元型のみがアミロイド

の存在する細胞質は還元的雰囲気下にあり，S-S 結合

線維様の不溶性凝集物を形成する（図 1）7)．さらに，

の形成・維持には一般に不向きである．詳細は原報 3)

ALS を引き起こす数多くの変異体では亜鉛イオンとの

にゆずるが，興味深いことに，CCS は還元的雰囲気

結合親和性が低下し，一部の変異体では細胞内にお

下でも銅イオンのみならず分子内 S-S 結合も SOD1 に

け る S-S 結 合 型 の 割 合 も 減 少 し て い た 7)． つ ま り，

導入することができる．

ALS 変異は翻訳後修飾のいずれかを阻害する効果を有

2)

3)

金属イオン結合・S-S 結合形成といった翻訳後に生

しており，変異 SOD1 ではアポ・S-S 結合還元型の割

じる修飾は SOD1 の活性発現を制御するだけではな

合が増加するために線維状凝集が亢進すると考えら

い．非常に強固な 2 量体（Kd 〜 1.0  10

10

M ）であ

れる．実際，培養細胞内に CCS を過剰発現させると，

1

る活性型 SOD1 から金属イオンが解離し分子内 S-S 結

変異 SOD1 において銅イオン結合・分子内 S-S 結合形

合が還元すると，速やかに単量体化する ．翻訳後修

成を含めた翻訳後修飾過程が促進され，凝集を抑制

飾のない単量体 SOD1 は生体内でアンフォールドし

できることがわかった 7)．さらに，SOD1 線維状凝集

5)
，おそらくポリペプチド鎖の状
やすく（Tm 〜 42C）

物に酸化ストレスが加わると，S-S 結合が SOD1「分

態でミトコンドリア外膜を透過しミトコンドリア膜間

子 間」 で 導 入 さ れ る こ と も 筆 者 は 見 出 し て い る

スペース（IMS）へと輸送され，IMS に存在する CCS

（図 1）．変異 SOD1 を発現させた ALS モデルマウス

により活性化される．つまり，翻訳後修飾に依存した

の脊髄（ALS のおもな病変部位）に，S-S 結合でクロ

SOD1 の 4 次構造変化は，SOD1 が細胞質から IMS へ

スリンクされた不溶性の SOD1 多量体が確認される

と輸送される際に重要な制御因子として働く ．IMS

ことから 8), 9)，変異 SOD1 の分子間 S-S 結合形成は筆

4)

6)

Post-translational Modifications Regulate Activation and Aggregation of Cu, Zn-superoxide Dismutase
Yoshiaki FURUKAWA
RIKEN, Brain Science Institute
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図1
SOD1 の結晶構造（上）と活性化・凝集のメカニズム（下）．E,ESH はアポ・S-S 還元型 SOD1 を，Cu,ZnS-S は銅・亜鉛イオンを結合し S-S 結合
をもつ活性型 SOD1 を表す．E,ESH 状態の SOD1 内に示した白い丸は銅・亜鉛イオンの結合サイトに何も結合していないことを示し，Cu,ZnS-S
では銅・亜鉛イオンが各々の白丸に結合している．（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）

者らが発見した家族性 ALS の新たな病理学的特徴の

いる．また，多くの実験結果は金子貢巳テクニカルス

1 つであるといえる．

タッフの技術的協力によるものである．

今後の展開

3.

文
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グである．しかし，亜鉛イオンはさまざまなタンパク
質の構造安定性を維持するために必須であることから
も，その細胞内動態や SOD1 による獲得機構を明ら
かにすることで，神経変性疾患のみならず多くの病気
の病理解明に寄与できると筆者は考える．
謝

辞

本研究は Thomas O’Halloran 教授（Northwestern 大学）

古川良明

の指導のもとで開始し，現在は貫名信行グループディ
レクター（理化学研究所）とともに研究を発展させて



古川良明（ふるかわ よしあき）
理化学研究所基礎科学特別研究員（貫名信行グ
ループディレクター）
2002 年京都大学大学院工学研究科博士課程修了
（森島績教授）．日本学術振興会特別研究員・海外
特別研究員としてNorthwestern大学（Prof. Thomas
O’Halloran）でのポスドクを経て，現職．
研究内容：神経変性疾患に見られるタンパク質凝
集メカニズムの解明
連絡先：〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
E-mail: furukawa@brain.riken.jp

目次に戻る
生物物理 49（2），092-093（2009）

トピックス
新進気鋭
シリーズ

DNA・ペプチドのバイオミネラリゼーション：
材料工学への新展開
梅津光央

1.

東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻 / 学際科学国際高等研究センター

はじめに

近年に見る遺伝子・タンパク質工学の急激な発展に
より，バイオテクノロジーが有機・無機を問わずさま
ざまな領域へ侵食している．材料分野への展開は，材
料工学ではもともと医療応用を指向したバイオマテリ
アル分野として歴史があったが，昨今の材料のナノ化

図1
YOYO で染色した -DNA（塩基対濃度 225 bpM）を塩化パラジ
ウム濃度（a）0 M，（b）450 M，（c）1.13 mM の条件で蛍光顕微
鏡撮影．

技術が遺伝子・タンパク質工学技術と融合し，新しい
展開が行われている．著者らは，DNA 工学・ペプチ
ド工学・無機材料工学の 3 分野を守備範囲に DNA・
ペプチド・タンパク質分子のもつ自己秩序化能を用い
たナノマテリアルアセンブリの研究を行ってきてお
り，今回はその中で，DNA とペプチド分子を用いた
ナノユニットのアセンブリ研究を紹介する．
2.

DNA グロビュール構造を利用した金属ナノ粒子
アセンブリ 1)

図2
塩化パラジウム濃度 1.13 mM 条件でアスコルビン酸還元した後
の 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 撮 影．（a）-DNA な し，（b）-DNA 濃 度
225 bpM．

DNA の特徴として，非常に選択性の高い相補的な
結合機能の他に，高分子電解質の特性がある．DNA
は負電荷を帯びたポリマーであり，その表面にカチオ
ンを濃縮する性質がある．さらに，DNA は通常ひも

は，平均粒子径が約 20 nm で粒径分布の広い粒子が

状だが，カチオン 濃 度 が 増 加 す る こ と に よ りグロ

凝集した形状で得られたのに対して，-DNA が存在

ビュール構造とよばれる渦上構造を形成する．われわ

し，かつ，DNA がグロビュール転移を起こすパラジ

れは，この DNA のカチオン濃縮機能とグロビュール

ウム濃度で還元をすると，DNA のグロビュール構造

構造転移を利用して金属ナノ粒子をアセンブリできる

を鋳型として約 5 nm のパラジウムナノ粒子がマリモ

と考え，小型水素センサーへの応用として注目されて

のように集合した，粒径が約 70 nm のアセンブリ集

いるパラジウムに関して，DNA- パラジウムハイブ

合体が得られた．現在までに，この均一なマリモ構造

リットアセンブリ体の作成を試みた．

体は，DNA のグロビュール構造や還元速度を変化さ

図 1 に塩化パラジウム添加による -DNA の構造変

せることによって，形成体の構造も変化することがわ

化を蛍光顕微鏡で撮影した結果を示す．塩化パラジウ

かっており，また，パラジウムが水素を吸蔵すると体

ム添加前では，-DNA はひも状の構造をしているの

積が膨張する特性を利用した水素センサーの機能を確

に対し，塩化パラジウムの濃度を増加させていくと，

認するまでにいたっている．

パラジウム濃度 1.13 mM を境にして -DNA がひも状

3.

から球状構造へグロビュール転移していく現象が観測

バイオミネラリゼーションを利用したマテリア
ルナノ構造体の作成 2)

される．著者らはこのグロビュール転移する条件で金

珪藻や磁性細菌などは，室温・中性水溶液という

属還元剤としてアスコルビン酸を加えて Pd を還元し

非常に穏やかな条件でナノレベルでのナノ無機クラ

てみた（図 2）
．すると，-DNA の非存在下において

スターアセンブリ（バイオミネラリゼーション）を

Biomineralization based on DNA and Peptide: A Novel Approach in Material Engineering
Mitsuo UMETSU
Department of Biomolecular Engineering, Graduate School of Engineering, Center for Interdisciplinary Research, Tohoku University
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行っており，ただ単にイオンからミネラルを鉱化さ
せるだけでなく，遺伝情報に従い，正確に無機結晶
成長を制御し，至適な骨格構造をナノからセンチレ
ベルまで構築している．近年，ファージ提示法など
分子進化工学的手法を用いて，非生体材料の無機材
料に特異的に結合するペプチドが発見されており，
さらに，それらはバイオミネラリゼーション機能を
有するものがあることも報告されている 3)．その中で
著者らは，12 残基のペプチドを提示したファージラ
イブラリーを用いて酸化亜鉛に対して試験管内選択
を行い，酸化亜鉛にのみ選択的結合を示すペプチド

図3
ZnO1 ペプチド添加後の水酸化亜鉛ゾル．（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）

（ZnO1 ペプチド：EAHVMHKVAPRP）の選択に成功し
ている．ここではそのペプチドを用いた室温での酸
化亜鉛鉱物化について紹介する．
酸化亜鉛は水酸化亜鉛のゾル状態を加熱乾燥し脱水
反応させることによって得ることができる．著者ら
は，その水酸化亜鉛のゾル状態に ZnO1 ペプチドを添
加してみた．すると，その直後から水酸化亜鉛のゾル
は急速に沈降し 1 日後にはペプチドを添加していない
ものに比べゾル沈降濃縮相の体積が半分以下になった
が，最終的には酸化亜鉛は合成されなかった．そこ
で，ZnO1 ペプチドの求核性を上げるために，ペプチ
ド末端にシステインを付加させた ZnO1’ ペプチドを

図4
ZnO1’ ペプチドより形成した酸化亜鉛沈殿物の走査型電子顕微鏡
画像

合 成 し 水 酸 化 亜 鉛 ゾ ル に 添 加 し た． そ う す る と，
ZnO1 ペプチドと同様にゾルが濃縮したが，さらに 3
日経過後には容器底部に粒子状の酸化亜鉛の沈殿が観
測された（図 3）
．この沈降濃縮も酸化亜鉛の合成も，

藤牧男教授，阿部浩也准教授，大原智准教授にご協力

ペプチドを構成しているアミノ酸を添加しても起こら

を頂きました．ここに感謝致します．

ない．アミノ酸が，ZnO1’ ペプチドのアミノ酸配列に
文

並ぶことによって，はじめて酸化亜鉛合成機能が生ま

1)

れ，室温の環境で酸化亜鉛が合成される．

献
Hatakeyama, Y., Umetsu, M., Ohara, S., Kawadai, F., Takami, S.,
Naka, T. and Adschiri T. (2008) Adv. Mater. 20, 1122-1128.

さらに興味深いことに，沈殿物の形状を電子顕微鏡

2)

により観察したところ，約 20 nm の酸化亜鉛ナノ粒

Umetsu, M., Mizuta, M., Tsumoto, K., Ohara, S., Takami, S.,
Watanabe, H., Kumagai, I. and Adschiri, T. (2005) Adv. Mater. 17,

子が規則的にフラワー型モチーフを形成していること

2571-2575.
3)

が確認された（図 4）．これは，バイオミネラリゼー

Sarikaya, M., Tamerler, C., Jen, A. K.-Y., Schulten, K. and Baneyx, F.
(2003) Nature Mater. 2, 577-585.

ションによりこれまで報告されなかった構造体を作成
できることを示唆している．今後，ペプチド・タンパ
ク質が自己組織化したワイヤー構造などを鋳型とし，
バイオミネラリゼーションによって電磁気特性をもつ
無機構造体の形成を行うなど，材料工学的に至適な構
造形成へ繋げたい．
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微細加工技術を利用した生体膜モデルの構築と
リン脂質の分子運動評価
並河英紀，瀧本

麦，村越

北海道大学大学院理学研究院化学部門

敬

め，まず Cr を 2 nm 蒸着し，その後 Au を 10 nm ほど

1. はじめに

蒸着している．図 1a, b には網目型 Au 構造体の AFM
リン脂質 2 重膜は細胞膜の構成要素であり，細胞内

像を示したが，このようなライン状障壁は膜骨格など

と外界との物質輸送やシグナル伝達を司る各種タン

ネットワーク型拡散障壁のモデル系となる．ここでは

パク質の足場となる重要な存在である．2 重膜の平面

各コンパートメントのサイズが 2 m のものを示して

方向においてはブラウン運動などの分子拡散性を示

おり，コンパートメントの四辺にある長さ d の開口部

すが，これは構成する分子群の組成や周囲環境に依

（金属が蒸着されていない部分）にて隣接コンパート

存し変化する 1)．このような各種因子と分子拡散性と

メ ン ト 間 で の 分 子 の 相 互 拡 散 が 行 わ れ る． ま た

の相関を明確化するため，人工的に固体基板上に構

図 1c, d では，正方形型の Au 構造体が規則的に配置

築した 2 重膜がモデル細胞膜として実験に使用されて

されている．網目構造と同様に，分子は開口部を介し

いる．

て相互拡散する．EBL では正方形以外にもさまざまな

しかしながら，人工 2 重膜と細胞膜とでは膜内分子

形状の金属構造体が作成できる．先のネットワーク型

拡散（側方拡散運動）性に決定的な違いがある．たと

障壁とは異なり，このような矩形構造障壁は細胞膜内

えば，細胞膜内のリン脂質分子は数十―数百 nm 程度

非流動性ドメインを模倣した拡散障壁としての役割を

の微小な部屋（コンパートメント）に閉じ込められ，
一定の確率で隣接するコンパートメントに飛び移る
ホップ拡散を行うことが単一分子観察法から明らか
になっている 2)．これは細胞膜の膜タンパク質などの
ネットワークが拡散障壁として作用しているためで
あるが，多彩な分子が複雑に配置されたこれら細胞
膜内ネットワークを固体基板上に再構築することは
非常に困難である．そこで本稿では，微細加工技術
を利用して金属構造体を構造障壁として導入し，コ
ンパートメント化されたリン脂質 2 重膜を細胞膜のモ
デル系として構築し，そこでの分子拡散性を単一分
子観察法から検討し細胞膜系と比較する一連の実験
手法を紹介する．
2. コンパートメント化された 2 重膜の構築
2.1

金属構造体基板の作成

金属構造体の構築には高い空間分解能と自在な構造

図1
（a, b）網目型および（c, d）正方形型 Au 構造体基板の AFM 像．（a）
と（c） は 2 次 元 像，（b） と（d） は 3 次 元 像 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）

設 計 が 容 易 な 電 子 線 リ ソ グ ラ フ ィ ー（EBL; electron
beam lithography）を用い，ガラス基板上に構築した
（図 1）
．ここでは，ガラス表面との密着性を高めるた
Single Molecule Observation in Lipid Bilayer at Confined Space
Hideki NABIKA, Baku TAKIMOTO and Kei MURAKOSHI
Division of Chemistry, Graduate School of Science, Hokkaido University
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果たすことができる．もちろん，目的に応じてネット

いスポットと Au 構造体の相対的な配置が同じである

ワーク型障壁と矩形障壁とを任意の比率，任意の位置

ことがわかる．また，図中矢印で示した部分では構造

に構築することも可能である．

体の間隙から 2 重膜が前方へ進み出るようすも撮影さ
れており，展開膜がガラス露出部を選択的に成長して

2.2

いることがわかる 4)．このような挙動は，開口長 d が

金属構造体基板への 2 重膜の担持法

一般に，固体基板への人工 2 重膜の構築にはベシク

数十 nm 程度の基板においても，また網目状構造体基

ルフュージョン法や Langmuir-Blodgett 法などが用いら

板・矩形構造体基板のいずれの基板においても発現す

れる．しかしながら，本系のようなマイクロからナ

ることが確認されている．また，自発展開膜は時間と

ノサイズ領域の構造物が存在する場合，これらの手

伴に展開速度が遅くなり，最終的に停止する．展開停

法では構造体間にて架橋しガラス部位を完全に被覆

止後から各種実験を行うことで，自発展開によるマク

した状態を構築することは困難である．そこでわれ

ロ流動の影響のない状態での実験が可能となる．展開

われは，脂質 2 重膜の自己組織的かつ自発的なマクロ

が停止するまでの時間は，あらかじめ基板に析出させ

流動現象である自発展開現象（脂質分子の水和過程）

る脂質分子凝集体の総量に依存して数分―数時間の間

を利用した 3)．

で制御が可能である．

自発展開過程では，まず，脂質分子を適当な溶媒

以上のように，本手法を利用することで，金属構造

（クロロホルムなど）に溶解させ，2 重膜を形成させ

体によりコンパートメント化された人工 2 重膜が容易

たい領域の近傍に滴下する．溶媒を乾燥させると，そ

に構築できることがわかった．種々の微細加工基板と

の跡には脂質分子凝集体が析出している．次いでこの

の組み合わせにより，ネットワーク型やドメイン型な

基板を電解質水溶液に接触させると，脂質 2 重膜が自

ど各種細胞膜内拡散障壁を模倣した細胞膜モデルシス

発的に脂質分子凝集体から成長しはじめ，ベシクル

テムの構築が可能である．

フュージョン法などと比較して欠陥が非常に少ない固

3. 単一分子観察による分子拡散性評価

体基板支持脂質 2 重膜が得られる．
この自発展開現象を Au 構造体基板上にて発現させ

3.1

単一分子観察の実験例

た よ う す を 図 2a に 示 し た．2 重 膜 形 成 に は egg-PC

前述の図 2 の実験では，蛍光顕微鏡での展開膜の

(L--phosphatidylcholine from egg yolk) を用い，蛍光顕

観察のため色素は 0.5 mol% 程度添加されている．し

微鏡での可視化のために色素標識脂質分子 NBD-PE

かしながら，単一分子追跡実験を行うためには脂質分

(1-palmitoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)

子に対する添加濃度を 106 mol% 程度に下げて行う必

amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-phosphoethanolamine) を

要がある 5)．このような分子組成条件でクロロホルム

0.5 mol% 添加している．写真の左半分はガラスのみ

溶液を調製し，全反射レーザーを用いて自発展開脂質

の領域，右半分は構造体が構築されている領域であ

2 重膜の顕微鏡観察を行うと，個々の色素標識脂質分

る．写真左手より自発展開している 2 重膜は，構造体

子は孤立した輝点として観察される．個々の輝点の動

領域へ流入すると膜内に規則的な暗いスポットを示

きを追跡することで，軌跡を描くことができる．たと

す．図 2b には構造体側を成長する 2 重膜先端部分の

えば図 3 には，正方形型 Au 構造体基板上に構築した

拡大図と，これと同じスケールで示した構造体基板の

脂質 2 重膜内を拡散する輝点の軌跡を示してある．

AFM 像を示した．両者を比較すると，2 重膜内の暗

Au 構造体の散乱光も観測されるため，構造障壁と拡
散軌跡との相対的位置関係が明瞭にわかる．拡散する
色素標識脂質分子は，各コンパートメント内にしばら
く滞在した後に隣接するコンパートメントへ開口部を
介して移るホップ拡散をしていることがわかる．この
ようなホップ拡散は正方形型構造体だけではなく，網
目型構造体においても観察された．以上の結果は，
Au 構造体が分子の拡散障壁として機能していること
を示していると同時に，コンパートメント間において

図2
（a）Au 構造体基板を自発展開する脂質 2 重膜の蛍光顕微鏡写真．
（b）（a）最下段の写真の白破線領域の拡大図と基板の AFM 像．
拡大図中の白矢印は，構造体の間隙を通り抜ける瞬間の自発展開
2 重膜を示している．

連続的な脂質 2 重膜が形成していることを示してい
る．
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〜

r2 の線形的な増加と一定な D() 値が特徴的であり，
これは分子がブラウン拡散に従っていることを示して
いる．この領域では分子の拡散長が短く構造障壁への
衝突の影響がほとんどないため，各コンパートメント
内でのブラウン運動を観察していることになる．
一方，領域 II では r2 の傾きが緩やかになると同時
〜

〜

に D() が減少した．D() の減少は構造体への衝突
頻度の増加に由来し，コンパートメント内への分子閉

図3
（a）Au 構造体基板上にて拡散する色素修飾脂質分子の拡散軌跡と
（b）用いた基板の AFM 像．図中の破線は単位コンパートメント
を示す．

じ込め効果により正味の拡散長が減少したためであ
〜

る．さらに高  の領域 III では再び一定の D() を示
すようになった．この領域では各コンパートメントの
開口部から隣接するコンパートメントへ分子が脱出す

3.2

データ解析〜 MSD 解析とホップ拡散

るホップ拡散が有意に発生するようになっている．コ

こ の よ う な 単 一 分 子 の 拡 散 性 は， 平 均 2 乗 変 位

ンパートメント間でのホップ拡散は，ブラウン運動と

（MSD; mean square displacement） に よ り 解 析 さ れ る．

同様に等方的かつ時間発展性を有する現象であり，マ

MSD では，ある時間間隔  における分子の変位量（r）

クロ的な視点からはブラウン運動と同じ振る舞いを示

，こ
の 2 乗を各軌跡の全行程に関して平均化し（r2）

す．その為，拡散係数は  に対して一定の値をとる．

れを  に対してプロットする．たとえばランダムなブ

図 4 で示された 3 段階的な拡散様式変化はホップ

ラウン拡散の場合，r  は  に比例する．

拡散に特有のものであり，人工的に構築した系におい

2

ても細胞膜に見られるホップ拡散を再現することに成
r24D

功したといえる 5)．さらに解析を進めると，たとえば

(1)

領域 II から III への移り変わりの  値よりホッピング
ここで，D は拡散係数であり，拡散性の絶対値を決

確 率 を 算 出 す る こ と が 可 能 と な り， 図 4 に お け る

定付ける因子である．一方，構造障壁などの存在下で

0.4 sec での遷移はホッピング確率 15 〜 25% とし

は，r2 の  依存性には (1) 式で示される線形性から

て与えられる 7)．この値は，400 nm の開口部を各辺

逸脱する時間領域が現れ，abnormal diffusion exponent

に有する一辺 2 m のコンパートメントの幾何学的開

() が導入された次式で記述される ．

口率である 20% とよい一致を示しており，2 重膜内

6)

r24D

(2)

この式を変形すると，
〜

r24(D1)4D()

(3)

となり，さらに拡散係数に着目すると以下のように変
形される．
r2
〜
D() ― 
4

(4)

〜

ここで D() は  に依存した拡散係数となり，これ
が一定値となる時間領域ではブラウン拡散が支配的で
あると見なすことができる．
図 4 には，コンパートメントサイズ 2 m，間隙長
400 nm の網目型構造体基板上を拡散する分子の MSD

図4
網目型 Au 構造体基板上で観測された拡散軌跡に対する（a）MSD
〜
および（b）D() プロット．

〜

ならびに D() の  依存性を示した．点線で区分した
ように，3 つの異なる領域で構成される．領域 I は
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の分子拡散に対して金属構造体が設計通りの障壁とし

Murakoshi, K. (2005) J. Am. Chem. Soc. 127, 16786-16787. (b)

て機能していることが示された．ホッピング確率はコ

Nabika, H., Iijima, N., Takimoto, B., Ueno, K., Misawa, H. and
Murakoshi, K. (2009) Anal. Chem. 81, 699-704.

ンパートメントサイズや開口長で異なり，また，構造

5)

体の形状（網目型・矩形型・混合型）によっても異な

(a) Takimoto, B., Nabika, H. and Murakoshi, K. J. Phys. Chem. C,
in press. (b) Nabika, H., Motegi, T. and Murakoshi, K. e-J. Surf. Sci.

る．これらの因子に対するホッピング確率の系統的な

Nanotechnol., in press.
6)

依存性を人工モデル系で検討し細胞膜系と比較するこ

Saxton, M. J. and Jacobson, K. (1997) Annu. Rev. Biomol. Struct. 26,
373-399.

とで，細胞膜内障壁ネットワークの描像を得る一助に

7)

なると期待される．

Saxton, M. J. (1995) Biophys. J. 69, 389-398.

5. おわりに

脂質 2 重膜の自発展開現象と微細加工技術により作
成した金属構造体基板との融合は，従来法では困難で
あったコンパートメント化された脂質 2 重膜の人工的
構築を可能とした．EBL の微細加工技術を応用するこ

並河英紀

とで多彩な構造障壁を構築することが可能であり，
ネットワーク型やドメイン型など，模倣の対象とする
細胞膜構造障壁に応じて柔軟に構造設計を行うことが
可能である．また，本系にて単一分子追跡を行うこと
で，構造障壁存在下でのリン脂質分子の運動ダイナミ
クスを系統的に評価することが可能であることも明ら
かとなった．
文
1)

献
Guo, L., Har, J. Y., Sankaran, J., Hong, Y., Kannan, B. and
Wohland, T. (2008) ChemPhysChem 9, 721-728.

2)

Fujiwara, T., Ritchie, K., Murakoshi, H., Jacobson, K. and
Kusumi, A. (2002) J. Cell Biol. 157, 1071-1081.

3)

(a) Nabika, H., Fukasawa, A. and Murakoshi, K. (2006) Langmuir
22, 10927-10931. (b) Nabika, H., Fukasawa, A. and Murakoshi, K.

4)

(2008) Phys. Chem. Chem. Phys. 10, 2243-2248.
(a) Nabika, H., Sasaki, A., Takimoto, B., Sawai, Y., He, S. and

並河英紀（なびか ひでき）
北海道大学大学院理学研究院助教
2002 年 9 月神戸大学大学院自然科学研究科博士
後期課程中途退学，博士（理学），同年 10 月よ
り現職．
研究内容：脂質 2 分子膜を媒体とした分子操作，
金属ナノ構造体の光物性
連絡先：〒 060-0810 北海道札幌市北区北 10 条西
8 丁目
E-mail: nabika@sci.hokudai.ac.jp
URL: http://barato.sci.hokudai.ac.jp/~matchem/
index.html
瀧本 麦（たきもと ばく）
北海道大学大学院理学院博士後期課程 3 年
2007 年より日本学術振興会特別研究員
研究内容：微小空間での分子運動ダイナミクスの
実験的検討
連絡先：同上
村越 敬（むらこし けい）
北海道大学大学院理学研究院教授
1986 年北海道大学理学部化学第二学科卒業，92
年北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了
（理学博士），同年大阪大学工学部助手，98 年大
阪大学大学院基礎工学研究科助教授，2003 年か
ら現職．1998 年 -2005 年 JST さきがけ研究員（兼
任）．
研究内容：表面科学，電気化学
連絡先：同上
E-mail: kei@sci.hokudai.ac.jp
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第4回アジア・オセアニア光生物学会議
（AOCP）
の学会見聞録
塚本寿夫

大阪市立大学・大学院理学研究科・生物地球系専攻

筆者は，2008 年 11 月 24 日から 26 日の日程でイン

感じました．ホテルに着いた後，散歩がてらホテルか

ド国バラナシ Varanasi（Banaras）において開催された

ら 1 歩出ると，すぐに客引きのタクシー運転手と喜捨

4th Asia Oceania Conference on Photobiology（AOCP）に参

を求める人と日本人に興味津々（？）の子供などに囲

加して参りました．この国際会議は，光生物学にかか

まれてしまい，スター気分もといたいへん気疲れしま

わる話題について，アジア・オセアニア地域の研究者

した．

間で発表・議論することで，この研究分野のさらなる

会議の開催地である Banaras Hindu University はバラ

発展を図るために 2 年に一度行われています．これま

ナシの町外れにあり，その広大なキャンパス内は，街

での 3 回の会議は，日本・韓国・中国の順に開催され

中とは対照的に，たいへん静かで緑豊かでした．

てきました．今回は，Banaras Hindu University の Halder

会議のようす

教授を代表とするインド人研究者を中心とした organizing committee によって運営されました．以下会議のよ

開会式の後，アジア・オセアニア光生物協会の前会

うすやインドで得た知識などを記したいと思います．

長 で あ る Pill-Soon Song 教 授（韓 国 Chonnam National
University）の研究発表が行われ，サイエンスプログラ

インド・バラナシのようす

ムが始まりました．

開会の 2 日前にバラナシ国際空港に到着しました．

これまで筆者は，インドの研究者の研究発表を見る

国際空港といいましても，その規模は日本の小空港程

機会がありませんでしたが，今回の経験から，インド

度でして，すべての入国審査手続きを 3 人で行ってい

の研究者のプレゼンの特徴をいくつか知ることができ

ました．空港からは，Halder 教授が手配してくださっ

ました．そのいくつかを紹介しますと，飾り文字が好

た出迎えの車でバラナシ市街に向かいました．バラナ

き：日本の学会発表でブロック文字や複雑なアニメー

シの車道は，信号・横断歩道がない片道 1 車線に，牛

ションを見ることはあまりありませんが，インドの研

（時速 1 キロ，宗教的な理由により誰も手出ししな

究者はけっこう多用していました．文章中で文字の色

い）
，人（時速 4 キロ），自転車（時速 10 キロ），オー

を変える：インドの研究者の多くはスライドの中に長

ト三輪（時速 20 キロ），バス（時速 40 キロ），自動車

い文章がある場合，文章の途中で色を変えることが好

（時速 70 キロ！）がひしめいているという恐ろしい状

きなようです．最初は重要な箇所の色を変えているの

況でした．それでもなぜか事故が起こらないことが不

かと思いましたが，そうではなく，ほぼ気の向くまま

思議でしたが，危険防止のため車は常にクラクション

に変えているようでした．また，インドでは日本とは

を鳴らして走行しており，その騒音はたいへんなもの

異なり（？）大学の先生はたいへん尊敬されているよ

でした．また，街には人があふれており，特に子供の

う で し て， 高 名 な 先 生 に 質 問 す る 際 に は， 最 初 に

数がとても多く，社会の未来への活力のようなものを

「Sir」を付けることが印象に残りました．ただし，尊

Report of 4th Asia Oceania Conference on Photobiology (AOCP)
Hisao TSUKAMOTO
Department of Biology & Geosciences, Graduate School of Science, Osaka City University
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り，有名な寺院や大学にある博物館を見学したりする
イベントもあり，サイエンス以外の面でのインドも体
験することができました．
インドと日本の研究事情の比較

本会議において垣間見たインドの研究事情を，日本
のそれと比較してみたいと思います．
まずはじめに感じたのは，女性研究者が多いという
こ と で し た． 本 会 議 に は 会 場 で あ る Banaras Hindu
University のファカルティの方々が多数参加しておら
れましたが，ファカルティに占める女性の割合は，日

図1
開会式のようす

本の大学の標準を大きく超えているように思われまし
た．また，女性の学生の方々も多く参加していまし

敬はしていても質問自体は厳しいものであることも多

た．次に，英語の会話能力が高いと思いました．もち

く，筆者は学会で質問することをためらいがちですの

ろんこれには歴史的な背景が大きく影響しているとは

で，勉強になりました．また，インドにおける（少な

思いますが，英語での会話能力は，研究の発展を助け

くとも光生物学分野の）研究は，ある生物学的現象を

るのではないかと推測します．インドの学生はかなり

解析するというよりは，自分たちが構築した測定機器

「インド訛り」の英語を話すように感じられましたが，

類で生物学的事象あるいはそのモデル系を解析すると

ファカルティの方々の訛りは，かなり軽くなっている

いうスタイルが多いように思われました．

と思いましたので，英語力は，研究者養成の過程でト
レーニングされているのだと思いました．

会議でのセッション

最後に

筆者は，北海道大学の加茂直樹教授がオーガナイザ
を，京都大学の七田芳則教授と Indian Institute of Tech-

ここまで書いたように，本会議に参加して，筆者は

nology の Anil Singh 教授が座長を務められた「Rhodop-

いろいろなことを学ぶことができ，とてもよい経験を

sins」というセッションで発表させていただきました．

積むことができました．Halder 先生をはじめ会議の運

このセッションのほかにも，あわせて 9 つのセッショ

営にかかわった方々に感謝いたします．

ンとポスターセッションがありました．各セッション

余談ですが，本会議の開催期間中に，タイのバンコ

の テ ー マ は，
「Architecture of photosynthetic energy con-

ク空港が占拠され，インドのムンバイで同時テロが起

version system from bacteria to plant」，「Blue light photore-

きました．その影響で，タイ航空利用者（筆者含む）

ceptors and signal transduction」，「Phototransduction and

やムンバイ経由で帰国予定だった方々は，インドで日

behavior」
，
「Photophysiology and biological effects of UV」
，

本行きの航空チケットを手配することを強いられまし

「Light sensing, signaling and phytochromes in plants」，

た．筆者のチケットを手配する際には，七田先生，今

「Chronobiological rhythm」，「Photochemistry and photon-

元泰先生（京都大学）
，児嶋長次郎先生（奈良先端科

anotechnology」，「Photophysics and photonanotechnology」

学技術大学院大学）
，小柳光正先生（大阪市立大学）
，

というものでした．

古谷祐詞先生（名古屋工業大学）にたいへんお世話に

筆者が拝聴したセッションの多くでは，発表時間の

なりました．この場を借りて御礼申し上げます．

制限があまり厳しくなく（これがインド式なのでしょ
うか）
，予定時刻を大幅に過ぎてセッション終了と

塚本寿夫（つかもと ひさお）
大阪市立大学大学院理学研究科博士研究員
連絡先：〒 558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本 3-3-138 大阪市立
大学理学部生物学科寺北研究室
E-mail: tsukamot@sci.osaka-cu.ac.jp
URL: http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/mphys/index.html

なっていました．結果として，研究成果を充分に議論
しあうことができ，本会議の目的を達成できていたの
ではないかと思いました．
セッションの間にはガンジス河をボートで遊覧した

談
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“第6回アジア生物物理学連合シンポジウム”
報告
永山國昭1，曽我部正博2，片岡幹雄3
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
2
名古屋大学大学院医学系研究科
3
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科

1

今回の ABA Symposium の特徴は香港神経科学会と

. はじめに

の共催で神経科学に焦点が当たったことである．その

2009 年 1 月 11 日 か ら 4 日 間， 第 6 回 ABA Sympo-

意味で神経科学関係の発表に迫力を感じた．以下セッ

sium が香港科学技術大学のキャンパスで開催された．

ショントピックスを中心に特筆すべき講演，ポスター

2006 年沖縄の日本生物物理学会年会と共催で開かれ

を紹介しよう．

た第 5 回 EABS の拡大版として，ABA（Asian Biophysics
Association; オーストラリア，インド，韓国，中国，香

基調講演：10 の基調講演があったが，すべてきわめて

港，日本，台湾）を中心に 10 ヶ国の参加を得て国際

レベルの高いものであった．特に，S. Ishiwata（日）の

色を増した．
（参加者内訳：イラン，2 名，オーストラ

筋肉最小構成単位の自励発振（SPOC）の包括的報告，

リア，5 名，中国，41 名，台湾，40 名，香港，144 名，

MH. Ya（韓）の水素―重水素交換を利用したタンパク質

イ ン ド，19 名， 日 本，52 名， 韓 国，38 名， シ ン ガ

折り畳み中間体の精密計測，R. Austin（米）の大腸菌を

ポール，4 名，アメリカ，4 名，計 349 名．）

用いた環境応答を装置化した集団遺伝学実験，GO. Bi

再生香港の新興大学の整備されたキャンパスでの催

（中）の培養細胞を用いた神経回路網の自己組織化定

し物であったことと，大会委員長 Benjamin Peng の手

量実験，R. V. Hosur（印）の先端的 NMR 法による変性

腕のおかげもあってか，運営はスムーズでプログラム

タンパク質中間体の構造研究などが印象に残った．

もよく考え抜かれたものであり，シンポジウムは大き
な成功を収めたといってよい．日本からの参加者数

イ メ ー ジ ン グ (Symposium2  S2)：S. Terakawa（日） の

は，香港以外では最多であった．次点はもちろん中

生きた動物の体内深部高分解能光イメージング手法，

国，3 番目は台湾であり，大会を通じ中国系の存在感

WK. Huh（韓）の FRET による細胞内タンパク質間相

は圧倒的だった．しかし，中華旋風という印象がな

互作用の可視化，I. Yao（日）の質量イメージングが

かったのは，香港という土地柄のせいであろうか．日

光った．

本よりはるかに欧米の風がこの地では吹いている．
生物物理新手法（MS2）
：WR. Chen（中）のナノチュー

. プログラムと各セッション報告

ブ の 光 吸 収 特 性 を 利 用 し た が ん の 光 セ ラ ピ ー，Y.

会議は 10 の基調講演と 16 のシンポジウム，および

Harada（日）の多数細胞の活動を一挙に見る細胞アレ

ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン に よ り 行 わ れ た（詳 細 は web

イ法，KC. Tsang（台）のシリコンナノワイヤーによる

(http://ihome.ust.hk/~abahk/) を参照）．

バイオセンサーが印象に残った．

Report on the 6th ABA Symposium in Hong Kong
Kuniaki NAGAYAMA1, Masahiro SOKABE2 and Mikio KATAOKA3
1
National Institutes of Natural Sciences
2
Nagoya University School of Medicine
3
Nara Institute of Science and Technology
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タンパク質のフォールディングとミスフォールディン

ドの学生や若手研究者の訴求力やコミュニケーション

グ (S3)：K. Miki（日）の Hyp タンパク質群の結晶構造

力の高さであった．これは語学力だけの問題ではない．

解析に基づく ATP 依存的な大きな構造変化の解明，V.

本学会としても，学生や若手研究者の海外発表を推進

Bhakuni（印）の ferredoxin-NADP+ 還元酵素の変性実験，

したり，年会への海外参加者を増やすなどして，語学

M. Kataoka（日）の変異体を駆使した天然変性タンパ

だけではなく研究の姿勢をも学び取る機会を増やすた

ク質モデル系の構築，オーガナイザーである I. Chang

めの積極的方策を講じなければいけないと痛感した．

（韓）の fast folding の理論解析が紹介され，活発な議

. ABA 理事会報告

論がなされた．タイトルにもかかわらずミスフォール

ABA 運営は，ABA シンポジウム開催国が次のシン

ディングに関する講演がなかったのが残念であった．

ポジウムまで責任をもつ．ABA 会長と事務局長兼経
膜生物物理学 (S10,S13)：合計 8 題のうち 5 題がイオン

理は 2006-2009 年は日本が担当し，それぞれ永山と片

チャネル，残り 3 題が膜（脂質）とペプチド／タンパ

岡が務めた．副会長は次期シンポジウムの委員長とい

ク質の相互作用に関する内容であった．興味深かった

うことで香港の B. Peng がその任をとってきた．1 月

のはイオンチャネル 5 題のうち M. Sokabe（日）
，WK.

12 日の夜の 3 時間半，ABA 理事会が開かれた．理事

Zhan（香港）
，JC. Kim（韓）らによる 3 題が機械刺激

は，各国 2 名ずつそれに議長役の ABA 会長を入れ計

受容にかかわる内容であったことである．最近のアジ

13 人全員が揃い，会食を交えながら今後の運営につ

アでのメカノバイオロジーに対する関心の急速な高ま

き話し合った．日本生物物理学会員に知ってもらいた

り（循環器病やがんとの関連を意識している）を反映

い決定事項は以下の通りである．ABA はアジア各国

したものと思われる．シンガポールでは国家プロジェ

の学生や若手研究者に発表の場を提供することを中心

クトの 1 つに取り上げられ，中国や台湾でもバイオメ

とするため，2 年に 1 回の開催とする．次回は，2011

カニクスやバイオエンジニアリング関係の国際会議が

年 1 月にインドのデリーで，第 8 回は韓国済州島で

頻繁に開催されている．脂質膜とペプチドの相互作用

2013 年に開催される．次期会長は，香港から選出さ

に関しては，JL. Zai（豪）のプラズモン共鳴と DPI 技

れることになっている．

術｛Dual Polarization Interferometry：2 面 偏 波 式 干 渉 技

. おわりに

術｝を組み合わせたアミロイドベータの集積過程の解

アジアの学術の勢いを大いに感じさせるシンポジウ

析が興味を引いた．

ムであった．特に香港の科学レベルの高さを思い知ら
神経生物学（S7, S12）
：B. Peng のシナプス信号伝達に

された．アジア諸国は欧米でも学術研究者の供給源に

おけるアセチルコリンなどの膜タンパク質の動態，R.

なっており，今後多くの経験を積んだ人材が里帰りを

CC Chang（香）の  アミロイドによる神経変生の細

し，ますます発展すると期待される．日本生物物理学

胞生物学研究が印象的．

会もこの流れを見据え，将来にわたりアジア諸国との
交流を深めることが求められている．次回 2011 年イ

ナノ生物物理学（S9）
：XY. Liu（シンガポール）の絹と

ンドの ABA シンポジウムでは，シンガポール，モン

蜘蛛の糸の構造と力学的特性，XY. Yan（中）のマグネ

ゴル，イランも仲間に入る予定であり，日本からも今

タイトナノ粒子によるペルオキシダーゼ様活性の発現

回以上の多数の参加を期待したい．

の話が興味深かった．

永山國昭（ながやま くにあき）
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター教授
連絡先：〒 444-8787 愛知県岡崎市明大寺字東山 5-1
E-mail: nagayama@nips.ac.jp
曽我部正博（そかべ まさひろ）
名古屋大学大学院医学系研究科教授
連絡先：〒 466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65
E-mail: msokabe@med.nagoya-u.ac.jp
片岡幹雄（かたおか みきお）
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授
連絡先：〒 630-0192 奈良県生駒市高山町 8916 番地の 5
E-mail: kataoka@ms.naist.jp
談

ABA トラベル賞（S15）
：ABA はアジアの若者の交流に
力点が置かれており，旅費援助の賞を今回から設置，
各国 2 つずつの枠を与え応募を募った．35 名の応募の
中から 11 名が表彰され，短い講演を行った．すべて
若々しい勢いのある講演だったが，インドの 2 人の女
性の活躍が印象的だった．このアワードシンポジウム
やポスターセッションで感じたのは，中国およびイン

話
室



目次に戻る
生

物

物

理

Vol.49 No.2（2009）

まさに生物物理研究に適した専攻だと思います．私
はこの学科・専攻の出身で（楠見明弘研究室（現京大
教授）
）
，物理と生物のどちらも学びたかったので基礎
科学科に進学しました．生命環境科学系に所属してい
る生物物理研究室には，川戸佳，黒田玲子，陶山明，
須藤和夫，豊島陽子，村田昌之，若杉桂輔，栗栖源嗣
研究室（敬称略）があり，DNA・分子モーターから神
経細胞まで幅広い分野の生物物理研究が行われてい
ます．
一方他大学と同様に，理学系研究科物理学専攻の中
にも生物物理の研究室があります．物理学専攻におけ
る生物物理学研究の歴史は東大の中でおそらく最も長
く，これまでに数多くの著名な生物物理研究者が輩出
されてきました（和田昭允著「物理学は越境する（岩
波書店）
」に詳しく記載されています）
．これまで所属
されていた若林教授，桑島教授，能瀬教授が転出され
（能瀬先生は現在兼任）
，一昨年度は生物物理関連の研
究室は佐野雅己研究室のみになっていたのですが，昨
年 4 月に樋口秀男教授が赴任されて新しい生物物理
の研究室を立ち上げておられます．

支 部 だより
関東地区からのたより

はじめに
地区委員の上村先生からのご依頼を受け，関東地区
の支部だよりを書かせていただくことになりました．
ご存じのように関東地区には支部はなく支部としての
活動は行っていません．前回関東地区の支部だよりを
執筆された石渡先生が，順番に関東地区の研究室・研
究グループめぐりを行うことで関東地区の支部だより
とすることを提案なされました．前回は石渡先生が早
稲田大学先進理工学部のご紹介をされましたので，今
回は私の所属している部局を中心に，東京大学での生
物物理学研究について私の把握している範囲内でご紹
介させていただきます．なお私の研究領域である分子
モーターに関しては，私が計画班の一員として参画し
ている特定領域研究「生体ナノシステム」が，横のつ
ながりという意味で主要な役割を果たしておりますの
で，その活動についてもこの場を借りて紹介させてい
ただければと思います．

物理工学専攻と富重研究室の紹介
東大には工学系研究科の中にも物理学の専攻があり
ます．私の所属している物理工学専攻は工学系研究科
にありながら工学指向の研究室は少なく，基礎物理の
研究を行っている研究室が大部分を占めます．研究領
域は戦略的に設定されており，現在は強相関物理と量
子光学，ソフトマターを中心に研究が進められていま
す．生物物理の研究室は 20 年以上前に美宅成樹，中
村春木両先生が所属されておられたあと久しく途絶え
ていたのですが，5 年前に私が赴任して再び生物物理
の研究教育を担うことになりました．物理学研究者の
中で研究を行っていて強く感じることは，生物物理学
はまだ物理学の枠組みの中で確固とした地位を築くと
ころまで達していないということです．生物学として
だけでなく物理学としても面白いと感じてもらえるよ
うな研究をめざしたいと思いつつ研究活動を行ってい
るところです．
私の研究室では，分子モーター特にキネシンの運動
メカニズムの研究を行っています．キネシンの研究は
構造生物学と 1 分子計測の 2 つが両輪となって進ん
できたのですが，構造解析と機能解析で得られた結果
の間にはいまだに深いギャップがあります．私の研究
室ではこのギャップを埋めて，キネシンの運動を可能
にする構造機能相関を明らかにすることをめざしてい
ます．そのためのアプローチとして最近われわれは，
FRET 法を用いてキネシンの構造変化を 1 分子レベル
で検出する方法を確立しました．この方法を使えばキ
ネシンの構造状態や構造変化を簡便に検出することが
できます．しかし厳密に構造状態を特定するほどの精

東京大学における生物物理学研究
東京大学にはたくさんの生物物理の研究室があり，
それらは幅広い部局に点在しています（すべての研究
室をご紹介できませんので，詳しくは生物物理学会の
ホームページの研究室リンクをご覧ください）．東大
では学内の生命科学研究者の横のつながりを促進する
目的で，3 年前に東京大学生命科学研究ネットワーク
という組織が設立されました．おもな活動として年
1 回のシンポジウムが開催されております．学内の生
物関連の部局がすべて参加するのでポスターの数は膨
大なものになり，他部局の研究者との交流のよい機会
となっております．
東大の中で生物物理の研究室が最も多く集中してい
る部局は，総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学
系（学部は基礎科学科）です．この専攻は学問の分野
を超えた研究教育を行うことで，新たな学際領域を切
り開くような人材を養成することを目標にしており，
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で電子顕微鏡の実習を 2 日にわたって（2007 年 10 月
1–2 日）行いました．限られた時間の実習なのでこれ
だけで実際に装置を使えるようになるわけではないで
すが，試料作成や顕微鏡操作・データ解析の具体的な
手順を見て一部を実際に体験することで，どのような
実験が可能なのか，共同研究の際にどのような試料を
準備すればよいのかということがイメージしやすくな
ると思います．参加者の評判は非常によかったようで
すので，このような試みは今後も別の形で継続できれ
ばよいのではと思っております．
本特定領域ではすべての班員や国内外の分子モー
ター研究者が参加する大規模な会議とは別に，特定の
トピックをテーマとした小規模なセミナーも開催して
きました．この「小セミナー」は，特定領域内で実施
されている研究の中で新しい分野を切り開く可能性の
ある萌芽的なトピックについて話し合い，ざっくばら
んに議論を行うというのが趣旨です．これまでにダイ
ニン研究会やアクチン・ミオシンの会などが開催され
たのですが，ここでは私が参加した 2 つの小セミナー
についてご紹介いたします．1 つめの「細胞の種々の
機能制御における 3 種分子モーターの協同的役割」
（2007 年 11 月 16 日，東大）は，3 種類の分子モーター
の個々の働きではなく互いの協調性という側面をテー
マとして開かれたセミナーです．ミオシン，キネシ
ン，ダイニンの 3 種類の分子モーターが複合的に 1
つの機能にかかわっているという例が班員の研究の中
でいくつも報告されるようになってきたことをきっか
けとして，真行寺千佳子先生が中心となって企画され
たものです．この小セミナーでは分子レベルの研究者
と細胞レベルの研究者との間で積極的なディスカッ
ションが行われ，新しい分野を探っていく上での有意
義な議論ができたのではと思います．もう 1 つの「タ
ンパク質 2 分子計測ワークショップ」
（2008 年 12 月
9 日，東大）は樋口研究室の茅元司さんが中心となっ
て企画されたもので，1 分子の研究から少し階層を上
がって 2 分子間の協調を研究するための方法論を議
論する目的で開かれたセミナーです．タンパク質 1 分
子の研究はかなり成熟してきており，今後は複数分子
間の協調性の研究がより重要性を帯びてくると思われ
るのですが，それを定量的に調べるための有効な手法
はまだ確立されていないのが現状です．このセミナー
ではそれをめざした多様なアプローチが紹介され，異
なる分野の研究者が共通の問題意識をもつ上でよい機
会になったのではと思います．このような従来の切り
口とは違った視点で企画されたセミナーというのは，
異分野の研究者をつなげて新しい研究領域や方法論を
探っていく上で有効なものだと感じた次第です．

度はないので，それを補うために構造生物学の研究室
（田之倉優研究室や吉川雅英研究室）と積極的に共同
研究を行っています．そして精密な構造解析は X 線
結晶解析やクライオ電子顕微鏡で行い，それらの構造
状態をどのように遷移しているのかを 1 分子 FRET 法
で明らかにする，というそれぞれの利点を組み合わせ
たアプローチを取っています．このようなアプローチ
は構造・機能解析研究のギャップを埋め，キネシンの
連続歩行を可能にする構造基盤を明らかにするために
たいへん有効だということを最近実感しつつありま
す．なお現在取り組んでいる主要なテーマは，キネシ
ンはどうやって 2 つのモータードメインを協調させ
ているのか，その協調性の構造基盤を明らかにするた
めの研究を行っています．また分子レベルの研究とは
別に，キネシンのような機能分子が多数集まることに
よって具現してくる高次機能の創発の仕組みを明らか
にするための研究にも取り組んでいます．この分野に
は非平衡物理の観点からも面白いことが隠されていそ
うな気がしているのですが，まだそのために有効な方
法論が確立されていないので，現在はいろいろなアプ
ローチを試しつつ探っている段階です．
特定領域研究「生体ナノシステムの制御」の活動の紹介
「生体ナノシステムの制御」（平成 16 年〜 20 年度，
代表者樋口秀男）は分子，高次システム，細胞レベル
の 3 つの階層で分子モーターシステムの機能や制御
を調べる研究領域です．1 分子生理学研究者と細胞生
物学研究者が集まり，分子の働きと細胞内機能との間
をつなぐことを大きな目標にしています．領域内とく
に計画班員の間での共同研究がさかんで，現在ダイニ
ン研究において日本人研究者が世界をリードしている
のは，特定領域内での共同研究がその大きな原動力に
なっていると思います．なお「生体ナノシステム」で
は班員の横のつながりをつくるために，さまざまな活
動を行ってきました．毎年行われている全体会議や国
際会議はもちろんのことですが，本特定領域のユニー
クな試みとして「顕微鏡実習」と「小セミナー」が実
施されてきました．ここではこの 2 つの活動につい
て紹介させていただきたいと思います．なお詳しい内
容や写真は領域のホームページに掲載されています
（http://nanobio.phys.s.u-tokyo.ac.jp/NanoSystem/）
．
異分野の研究者同士での共同研究を推し進める上で
障害となるのは，自分が行ったことのない実験手法だ
と具体的にどのようなことができるのかイメージしに
くいという点だと思います．そこで本特定領域では，
さまざまな最先端の顕微鏡技術を使ったことがない班
員の方々に実際に体験していただく講習会を実施しま
した．樋口研（東北大）および真行寺研・富重研合同
（東大）で光学顕微鏡の実習を 1 日ずつ（2006 年 2 月
28 日と 4 月 15 日），広瀬研・安永研合同（産総研）

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻
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会議において指摘された支部セミナーの少なさの反省
から，今年こそは！と 1 つの支部が動くとみるみるう
ちに全国的に支部セミナーが開催され，夏以降の半年
で計 8 つのセミナー開催を達成することができました．
この勢いで今後も交流が続くことを願っております．
最後に，この 1 年間活動を支えてくださった支部
長をはじめとする若手の会のみなさん，何かにつけて
相談に乗ってくれた前＆前々会長，生物物理学会の後
援に感謝を込めて締めくくりたいと思います．どうも
ありがとうございました！
（広島大学 堀川裕加）

若 手 の 声
前会長，新会長の挨拶
若手は柳田敏雄を斬れたのか？

新会長挨拶
2009 年度若手の会会長を務めることになりました関
東支部の柳澤実穂です．私ごとですが，2008 年は 1 月
から 7 月までフランスに留学し，帰国後 2 週間で夏の
学校長を務めさせていただき，11 月末には博士論文提
出，さらに 12 月の年会ではシンポジウム発表させて
いただくという超多忙スケジュールでした．会長就任
が決まった年会での会議は，博士論文提出と年会での
発表という二重のプレッシャーから逃れた直後にあ
り，もう何でも来い！という気持ちだったのですが，
今改めて会長を務めることに責任を感じております．
歴代の若手の会会長を振り返ってみると，なんと 3
代前まで女性が続いており，夏の学校参加者の男女比
＝ 3 : 1 であることや他の若手の会の現状と比較して
も，生物物理若手の会がもつ 1 つの特徴であり，ま
た男女共同参画の最先端にいるといえるかと思いま
す．このよい流れと，前会長の堀川さんがおっしゃる
「よいと思うことを率先して行う意思」を引き継ぎ，
アクティブな若手の会となるよう努力したいと思いま
す．これまで私が支部長を努めてきました関東支部で
は，生化学若い研究者の会など他の若手の会との交流
や，日本語を母国語としない留学生との交流に力を入
れてきました．後者については今後，セミナーで使用
するパワーポイントやポスターを英語化することでよ
り活性化したいと思います．こうした幅広い交流は，
将来われわれが世界で羽ばたくための大きな糧となる
と考えています．今年はすでに，2 月 21 日に生化学
若い研究者の会との合同研究会及び交流会を，3 月
28 日には合同交流会を開くことが決まっています．
詳細は関東支部の HP に記載する予定です．
http://bpwakate.net/kanto/index.html
こうした活動を全国に広げられるよう，各支部長さ
んたちと協力して活動したいと思います．いたらない
点も多いかと思いますが，どうぞよろしくお願い致し
ます．
（お茶の水女子大学 柳澤実穂）

会長を終えて
お世話になっております．2008 年度若手の会会長
を務めさせていただきました堀川裕加です．1 年間は
あっという間でしたが，振り返ってみるといろいろ楽
しく過ごさせてもらったなぁと満足な気持ちでいっぱ
いです．
2008 年度の出来事の中でいちばん印象深かったのは
なんといっても 2 回開催することができた関西 3 支部
合同支部セミナー「実験屋とシミュレーション屋の邂
逅 2008」
，
「関西若手研究者の集い―相互理解を目指し
て―」です．このセミナーをきっかけに 3 支部とも待
望の New Face が参加してくれました（兵庫田村研，大
阪柳田研，京都加藤研より）
．みな分野の垣根なく好奇
心旺盛なメンバーなので今後の若手の会での活躍にも
期待です．そしてこのセミナーの最もよかった点は，
各自の研究内容の発表のみでなく，相互理解を深める
ために方法論の講義も取り入れたことです（データ
ベース解析，MD，FMO，中性子散乱，NMR，軟 X 線
発光 etc.）
．ほとんどの発表者，参加者が駆け出し研究
者の院生であるがゆえにしがらみも立場上の問題も少
なく，互いに自分の手法の弱点をさらけ出して議論が
できたり，どんな素人質問でも気持ちよく答えてもら
えたりと，他の手法では何ができるのかの本質を理解
し，自分の立場を確認するという，学際的研究の種を
見つけるのに大切なステップを経験できたのではない
か，また今後気軽に分野を超えた研究の相談ができる
仲間と知り合えたのではないかと期待しております．
会長のお仕事をさせていただく中で実感したこと
は，会の運営についてこうした方がもっとよいと気づ
いたことがあれば遠慮せず率先してやればいいんだと
いうことでした．問題があれば指摘が入るし，よいこ
とだと後から人がついてくる．大事なのは First Action
で，一度動きはじめたらその後は会の中も活性化して
割りと進みやすかったです．2008 年度は夏学の若手
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くみ」であって，
「階層が違ってもそのコンセプトは
一貫している」だそうです．さすが柳田先生，そう簡
単には斬らせてくれません．
柳田先生「うちの研究室は節操ないっていわれるか
も知れないけど，でもどの階層に対しても抵抗がなく
なっちゃうわけじゃないですか．だからやっぱり共通
言語は自分たちで作るっていうか，いちばん大事なの
は，そういうアンテナのセンシティビティを上げるよ
うにするかどうかやと思うねんけどねぇ．
」

若手は柳田敏雄を斬れたのか？
―柳田敏雄を斬る会 @ 福岡年会―
若手の会では 2008 年 12 月 5 日，福岡年会サテラ
イトミーティングの場をお借りして「第 5 回斬る会」
を開催しました．今回は大阪大学から柳田敏雄先生を
ゲストにお迎えし，「生物物理が目指すもの」という
メインテーマで公開討論会を行いました．柳田先生に
対し，果たして若手刺客はどこまで斬り込むことがで
きたのでしょうか？

「大脳で理解してたらあかん．感覚で理解する．
」

「生物物理の共通言語はなんですか？」

今回，全体的に「生物やってる人は…」や「物理の
人は…」という発言が目立ちましたが，そもそも「分
野の違い」に着目していること自体ナンセンスである
と感じました．
柳田先生「うちの岩根さんはまったくの分子生物学
者だけどセミナーの半分はランジュバン方程式だのワ
ケのわからない話聞かされているんだし，僕らは逆に
どのプロモータを使ったらいいかさっぱりわからん．
…でもそれってね，何年もいっしょにやってるとなん
となくわかる．その程度でいいんだから，物理も生物
も「分野が違う」なんてそんな大したことないんです
よ．大事なのはそういう環境でしょ．
」
「生物物理の共通言語」を見つけることは，
「生物」
と「物理」をつなぐ原理を見つけることと，ある側面
では同義といえるのではないでしょうか？今回の「斬
る会」を通して分野を超えてイメージを共有すること
が重要であると再確認しました．
柳田先生「僕もいろんな学会知ってますけど，やっ
ぱり生物物理がいちばんベーシックなことをやってる
から…どの階層にも行けるし，どんな解析方法にも行
けるし．いちばんいい学会なんじゃないかなぁと思い
ますけどねぇ．
」

「それは自分たちで作っていかないと．」
冒頭，
「滅多に緊張なんてしないんだけど若い方に
ヒアリングされるのははじめてなので…今日はとても
あがります．
」とおっしゃっていた柳田先生ですが，
若 手 刺 客 に ふ が い な さ を 感 じ た の か，「斬 る 会 で
しょ？ ちゃんと斬ってよ．」と余裕の笑顔．そんな
中 盛 り 上 が っ た の は「生 物 物 理 の 共 通 言 語 は な に
か？」という話題でした．
柳田先生「タンパク質の構造解いててそれで MD で
も解いて…そういう研究室も大事ですけどそれだけ
じゃなくて，生理学もやって，細胞見てる人もいると
か．実験と理論だけじゃなくて，さらに階層を越えて
研究できるのがいちばん理想やと思うんですよ．それ
を日常的に肌で感じてるような環境（研究室）を作っ
た方が…共通言語ってのはそういうとこから出てくる
と思う．
」
確かに柳田先生の研究室は 1 分子から脳まで，そ
の研究範囲はいろいろな階層をまたいでいるように見
えます．では柳田先生ご自身の研究目標は…？と聞く
とその答えは「生体内でノイズが機能に変換されるし

誌面の都合上，一部しか紹介できませんでしたが，
今回の「柳田敏雄を斬る会」の詳細は若手の会 HP に
て公開しております．是非そちらもご覧ください．
若手 HP: http://bpwakate.net/index.htm
最後に，超ご多忙の中わざわざ朝早くに京都からお
越しいただいた柳田先生，本当にありがとうございま
した．
（名古屋大学 根岸瑠美）
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少期に実際に脳内で起こることであり，また，この時
期に，自閉症などを含むさまざまな神経発達疾患も，
遺伝的もしくは環境的な要因が引き金となって発症し
ます．外界からのインプットを操作できる，初期の視
覚野発達の系は，生後に大脳皮質で起こっていること

海 外 だより

を分子レベルに落とし込んで見るモデルとしては，非
常に使い勝手がよい面があり，現在は，シナプスに局

MIT Constantine-Paton 研究室

在するタンパク質の発現をウィルスなどを用いて局所
的に制御しながら，大脳皮質神経の形態と機能をみて
います．
ラボや大学などの環境については，アメリカは物
よりも人にお金を掛けるという言葉を思い出すとき
も多いですが，実験そのものは結構やりやすいです．
なぜか日本にいたときにアメリカの大学・研究所は

MIT（マサチューセッツ工科大学）のあるボストン

殺伐としているという印象を抱いていたのですが，

は，ニューヨークよりもさらに北に位置するアメリカ

多くの場合はいたって平和的です．実際のところは，

東海岸の都市―周囲には，ハーバードを始めとする多

プラスミド・抗体・試薬だけでなく，マウス・ラッ

数の大学，全米屈指の病院群，製薬会社にバイオベン

トの手術や，イメージングなど，周囲のラボからの

チャーも数多く抱え，学術都市という名では形容しき

ヘルプがなければ，今の研究も成り立っておらず，

れない街です．

些細なことであっても，トラブルシューティングや
実験のコツなど，それは切実に助かりますし，そう

「なぜ，アメリカで研究を？」．今から振り返ると，
大学院生のときに見ていた興奮性神経伝達にかかわる

いう点では日本とあまり変わらないように感じます．

タンパク質の機能などを，生体内で生物学的に意味の

あと，ボストンの利点と思えることに，一定の地域

あるコンテキストの中で追うことができれば面白くな

に多数の大学・研究所が集まっているため，専門家

るはず，と漠然と考えていた 3 年前．研究内容に惹

が思いもかけず身近にいたり，共同研究の選択肢が

かれたラボの多くはアメリカにあり，いずれも面識が

多いことなどがあります．

なかったため，メールでポスドクのポジションが空い

研究の進め方などに関しては，周りをみてもラボ

ているかなどを尋ね，今の P.I. である Martha からよ

ヘッドによってまったく方針が異なるのを目の当た

い返事をもらい現在に至ります．こればかりはタイミ

りにします．Martha は，60 歳の誕生日祝いが 2 年前

ングも含めて，いろいろな意味で縁があったのだと思

に開かれたとは思えないくらいアクティブ，話好き，

います．

楽しいことには目のない人で，その性格がラボの研

Martha は，彼女が大学院生のときに行った 3 つ眼

究方針にもある程度反映されています．基本的には

カエルの仕事（移植した眼からの視神経が内在性の視

個人が興味をもっていることをやりたいように任せ

神経と住み分けて眼特異的な投射パターンを作り出す

て，結果をまとめる段階・面白い展開になれば一歩

性質を有すること，その回路形成の過程にはグルタミ

踏み込んでというスタンスです．すごくよい論文に

ン酸受容体などを介した神経活動が必須であることな

出会ったときなと，短期間のうちに 3 度も同じ論文

ど）から始まり，現在では，マウス･ラットの視覚回

をもって来たりします．感覚が絶対的に違うなと思

路形成およびグルタミン酸受容体の機能を中心に研究

うときはこういうときで，もう 2 回も聞いているよ

を行っています．マウス・ラットは，両目を閉じたま

と指摘しても，「それだったら早いね．」という感じで

ま生後の約 2 週間を過ごしますが，開眼に伴って大

ニコニコと話を進めていきます（いつの日か，「バツ

脳皮質視覚野では，非常に短いタイムスケール，おそ

が悪いという感情を生み出す神経回路，その分子的

らく数時間毎に，シナプスを構成するタンパク質が複

機構と社会的要因」という研究テーマに取り組みたい

合体レベルでダイナミックな変化を示します．外界か

ものです）．でもこのような何気ない日々のやり取り

らの入力に応じて神経回路が形成されるプロセス：神

もよい機会で，中途半端な気遣いなどをせずに議論

経細胞間の結合の形成と除去を繰り返しながら最適化

を交わしていく姿勢など，サイエンスにおいても有

されていく過程は，われわれヒトにおいても，特に幼

利に働くことは身につけたいと思います．言葉の問
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図 2 MIT から，キャンパスの南側を流れるチャールズ川ご
しにボストン中心部を望む．
図 1 Martha Constantine-Paton 研究室のメンバー．最前列
で座っているのが Martha．筆者右端．

す．住：家賃は高いの一言で，市内・大学近郊だと最
題を超えた考え方の違い，日本語でも瞬時にどう応

低でも月 1000 ドルは覚悟する必要があり，そのため

えてよいのかわからない場面に遭遇することもいま

ルームシェアも一般的です．街そのものはコンパクト

だ多く，今となっては，日本は「空気を読むことが可

なつくりで，地下鉄とバスなどを上手く使えば，車に

能な社会」で，共通認識に頼って楽ができたことが懐

頼らずに快適に移動・生活することも可能になるの

かしいです．面白いのは，留学経験者の方々から似

は，他の多くの都市と違なる点でしょうか．

たような話を聞いて予備知識があっても，実際に身

ひとたび馴染むと非常に面白い，いろいろな顔をも

をもって経験するのは違うもので，それなりに苦労

つ街です．メジャーリーグのボストンレッドソックス

はつきものですが，新鮮でもあります．

という―大都市の金もち球団（ニューヨークヤンキー

ボストンの日々の生活・衣食住については，衣：冬

ス）を真剣に目のかたきにする，関西人には感情移入

は氷点下から 10C 以下まで冷え込み，ときに雪深

せざるを得ない―球団の他に，さまざまなスポーツの

くなるため準備が必要となる一方，春にスギ花粉が飛

チームが人気で，結果だけでなく内容にも一喜一憂す

ばず，夏が過ごしやすいという利点も大きいです．

るボストニアンが多いです．美術館・ボストン交響楽

食：旨味発祥の国で育った人間には一大事で，食事の

団などの，半ば観光地化された場所・イベントは氷山

平均レベルは，いわずもがなです．ただ，世界各国か

の一角で文化的なレベルも高く，加えて，サマービー

らの人が住んでいるためか，多種多様な料理を楽しむ

チからスノースポーツまで四季折々の自然を楽しむこ

（怖いもの見たさに試す）ことができ，また思いのほ

とも可能です．
「ラボの中だけではよいサイエンスは

か多い味にこだわる人たちが，市内に点在する美味し

できない」という大義名分によって外に繰り出すに

い店の経営を支えているのだと思います．日本食材は

は，いろいろと選択肢の多い街でプラスとマイナスの

割りと簡単に手に入りますし，日本食も人気で，
「寿

両面がありますが，研究者も学生も移動が多い職業

司とかしゃぶしゃぶとか，日本料理は大好きなんだ」
，

柄，
「ボストンにいる間に思いっきり楽しんでおこう」

（？）などという声がよく聞かれます．とはいえ，一

という人が多いことは，とても好きです．しかしなが

緒に日本料理屋に行っても，魚の煮物や野菜のお浸し

ら，この文章を書いていられるのも，ラボ・大学をは

などは，あまり箸がつけられず，味覚・嗅覚の違いを

じめとして日米の本当に多くの人のおかげです．いろ

実感します．こういうときこそ実験です．納豆を勧め

いろな意味で充実した日々を送ろうと改めて思いつ

てみると，まさに日本語でいう

つ，筆を置かせていただきます．

な顔

苦虫を噛み潰すよう

を見ることができ，この美味しさはこちらの人

には敷居が高いかなと思いながらも，意外と，表情筋

Massachusetts Institute of Technology Constantine-Paton Laboratory

をつかさどる神経の動きは似通っていると思う次第で
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