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高等植物は，自身の体が傾いて相対的な重力方向が変化したとき，その変化を認識し，生長方向を調節することができる．こ
の反応（重力屈性）により，根は地中に，茎は上方に向かって伸びる．植物はどのように重力方向の変化を認識しているのだ
ろうか．本解説では，おもに植物の重力感受メカニズムに焦点をあてて解説する．
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結果は実験構造を再現し，動的な構造ゆらぎがべき乗分布に従うこと明らかにした．
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百年前，優秀な子供は「末は博士か大臣か」と賞されていた．
たしかにあったはずなのだ，博士が大臣より先に称せられる時代
が．それが数十年前には，
「足の裏に付いた米粒」
（取らないと気
持ち悪いけど，取っても食べられない）といわれるようになり，
今やなんと「高学歴のワーキングプア」である．
私はちょうど 20 年前にドクターを取ったが，その年にバーク
レーに共同実験に行き，当地ではドクターの学生に授業料がない
だけでなく，ふつうに研究をするだけで生活費も出してもらって
いることに驚いた．一方，向こうの学生からみると，私が「ドク
ターコースといえども学生だから授業料を払うのは当然」と受け
取っていることにたいへん驚いたようで，ビールのジョッキを浮
かせたまま「それなのになぜ，君はドクターコースへ進んだ
の？」と不思議そうに問われたことを昨日のように思い出す．私
は下手な英語で必死に説明したが，残念ながら彼を納得させるこ
とはできなかった．
「もう遅いよ」
，そのときの感想である．
日本はどうやらずっと，ドクターの学生には冷たい国であった
らしい．この国はユネスコの高等教育世界宣言を批准していない

ドクターを取ると
いうこと
巻／頭／言

数少ない国の 1 つであることや高等教育にかける予算の少なさな
どは自分がラボをもってから知った最近のことである．このよう
な時代風潮を反映してか，自分の学生にはドクター進学を勧めな
いという先生も増えているように思う．
このような厳しい現実の中，生物物理を志して博士課程に進学
した若手の皆さんに巻頭言の場を借りてエールを送りたいと思い
ます．
まずもって，ドクターコースへようこそ．学部や修士を出て企
業で研究を行うひととドクター進学者との違いはその自立性にあ
り，自らの脚で立って研究に取り組むことを決めた君の決意を先
輩研究者として歓迎します．何より生物物理は面白いよね．自分
の研究が百年先に役立つことを信じて，邁進してください．上の
文章を読んで不安になったかもしれませんが，資源のないこの国
の未来は科学技術が担っており，君たちが不幸になったら日本の
将来はありません．君らに「覚悟」は必要ですが，必ず環境はよ
くなるはずです（自立した研究者として企業への道ももっと開か
れるべきですね）
．君の先生は君がドクターに進むことについて
何といいましたか？

私は 5 年でドクターを取らせるのは先生の

責任だと思っていますが，君の先生はどうですか？

活気ある生

物物理のドクター取得者がいつまでも活気を失わないためにはど
うすればよいか，これは君だけの問題ではありません．
神取秀樹，Hideki Kandori
名古屋工業大学大学院工学研究科
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解説

高等植物における重力感受の分子機構
中村守貴，田坂昌生，森田（寺尾）美代
奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科

Higher plants reorient their growth direction by sensing the organ tilt relative to the direction of gravity (gravitropism).
Historically famous “the starch statolith hypothesis” has explained how plants sense their organ tilt, that is, starch accumulating amyloplasts with high density sink like stones along the gravity vector in the cell, and then trigger subsequent
signalings. Recent molecular genetic studies suggest that the sedimentation of amyloplasts is not a spontaneous event
but is controlled by actin filaments and vacuolar membranes. This review mainly focuses on the mechanisms of gravity
perception involving the amyloplasts movement and following signaling events during gravitropism.
gravitropism / gravity perceptive cell / amyloplasts / vacuolar membrane / actin microfilament / sgr (shoot gravitropism)

1.

屈曲方向も逆転する．このような器官内の細胞伸長に

環境応答機構としての重力屈性反応

差を生じさせるのは，植物ホルモンの 1 つであるオー

芽生えた場所で，一生を移動することなく過ごす植

キシンの濃度が器官内の重力側と反対側で不等分布を

物は，常に変化する外部環境に曝されながら生きてい

形成することによると考えられている．最近の研究で

る．植物を取り巻く環境要因には光，水分，気温，病

は，オーキシンの極性輸送にかかわる因子が不等分布

原菌，そして重力などさまざまなものがある．植物は

形成に重要な役割を果たすことが示されている．ま

このような外部環境の変化に対応するために，さまざ

た，オーキシン情報伝達にかかわる多くの遺伝子が細

まな環境要因の変化を認識（インプット）し，情報を

胞伸長を制御することで屈曲反応に関与することも示

処理・統合して個体としての応答（アウトプット）を

されている．このオーキシンの不等分布形成と応答に

行なう．

ついては他に優れた総説があるので，ここではこの程
度の解説にとどめ，詳細は参考文献 1)-3) を参照してい

高等植物は一般的に重力方向に対して根は下方向

ただきたい．

に，茎などの地上部は上方向に屈曲する重力屈性反応
を示す ．この重力屈性反応において，インプットと

それでは，重力方向の変化という情報はどこでどの

アウトプットは何だろうか．地球上の物体には常にほ

ようにインプットされ，オーキシン濃度に偏りが生

ぼ 1G の重力が作用する．植物は重力ベクトルをイン

じ，器官の屈曲というアウトプットにつながるのだろ

プットして，たとえば根が地中に向かって伸びるよう

うか．重力屈性研究の歴史は 19 世紀にまでさかのぼ

に，生長方向を維持している．また，風や動物の衝突

り，その現象についてはよく記述されてきた．近年の

などによって植物の体が倒れたとき，つまり重力ベク

シロイヌナズナをはじめとする変異体を用いた分子遺

トルから体が傾いてしまったとき，植物は相対的な重

伝学の発展から，分子レベルでの解明も着実に進んで

力方向の変化を新たにインプットし，アウトプットと

いる．本稿では，おもにモデル植物であるシロイヌナ

して器官を屈曲させる．根でも茎でも円柱状の器官が

ズナの分子遺伝学から得られた新たな知見をもとに，

重力の方向に応じて曲がるが，これは器官の重力側に

具体的にどのように情報がインプットされるのかに焦

ある細胞と，逆側にある細胞の伸長に差が生じる偏差

点を当てて解説する．

1)

生長に起因する．つまり，根と茎では器官内で重力に
対してよりよく伸長する細胞の分布が逆転するために
Molecular Mechanisms of Gravity Perception in Higher Plants
Moritaka NAKAMURA, Masao TASAKA and Miyo MORITA T.
Graduate School of Biological Sciences, Nara Institute of Science and Technology
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2.

はコルメラ細胞が重要であることが示された．また，

高等植物はどの部位で重力方向の変化を
感受するのか？

個々の細胞を選んでレーザー照射を行なった実験か

シロイヌナズナにおいて根・胚軸・花茎がおもな重

ら，2 層目のコルメラ細胞が最も重力屈性への貢献度

力方向の変化に応答する器官である．また近年，葉柄

が高いということも示された 5)．このような研究結果

も重力に対して応答することが示唆されている 4)．シ

はコルメラ細胞が根において重力感受細胞として機能

ロイヌナズナはこれらそれぞれの器官に特殊な細胞

することを強く示唆している．

（重力感受細胞）をもつことで重力方向の変化を感受
していると考えられている．

2.2

地上部（胚軸，花茎）の重力感受の場所

19 世紀末に根端の細胞において重力方向に沈むデ

シロイヌナズナの胚軸や花茎は外側から表皮，皮

ンプン粒が観察されたことから，このデンプンを多量

層，内皮，維管束組織を含む中心柱という同心円状

に蓄積した色素体であるアミロプラストが重力方向の

の構造をとっている（図 1）．さまざまな植物におい

変化の認識にかかわるという仮説が提唱された．した

て，維管束組織を取り囲む組織はデンプン鞘組織と

がって細胞学的には，このような重力方向に沈むアミ

よばれる．この組織は，デンプンを蓄積したアミロ

ロプラストを含む細胞が重力感受を行なう細胞と考え

プラストを含むことが古くから知られており，重力

られてきた．この節では各器官の重力感受細胞につい

感受細胞として機能することが示唆されていた．シ

て解説する．

ロイヌナズナにおいてはこのデンプン鞘は内皮細胞
層に相当し，この内皮細胞内には重力方向に沈降す

2.1

根の重力感受の場所

るアミロプラストが存在する．残念ながら，内皮細

シロイヌナズナの根は，先端から根冠，根端分裂組

胞層はコルメラ細胞とは異なり複数の細胞層の内部

織，伸長領域，分化領域という構造をとっており，先

に存在することから，根と同様の手法で重力感受細

端部に存在する根冠には縦方向に四層の層構造をなし

胞としての機能を示すことは困難であった．しかし，

ているコルメラ細胞が含まれる（図 1）．このコルメ

近年の分子遺伝学的研究から，内皮細胞が地上部の

ラ細胞にはアミロプラストが存在することから，コル

重力感受細胞であることが示唆された．花茎の重力

メラ細胞が重力感受細胞であると考えられていた．

屈 性 能 を 完 全 に 欠 損 し た 変 異 体 shoot gravitropism 1 /

レーザーを用いてコルメラ細胞を破壊した個体では重

scarecrow (sgr1 / scr)，sgr 7 / short root (sgr7 / shr) では，花

力屈性能が低下した．このことから，根の重力屈性に

茎，胚軸，根において正常な内皮細胞層が失われて

図1
シロイヌナズナの重力感受細胞として機能する内皮細胞（花茎）とコルメラ細胞（根）．シロイヌナズナの花茎は外側から表皮，皮層，内皮，
中心柱と同心円状の構造をとる（上）．重力感受細胞である内皮細胞はアミロプラストを含み，またその容積の大部分を中心液胞が占める
（右上）．シロイヌナズナの根は分化領域，伸長領域，根端分裂組織，根冠からなる（下）．重力感受細胞であるコルメラ細胞は根冠部に存在
し，アミロプラストを含んでいる．また，液胞膜はアミロプラストとは接していない（右下）．
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い た．SGR1 / SCR, SGR7 / SHR は 共 に GRAS フ ァ ミ

変異体の色素体（アミロプラスト）の運動の中に，イ

リーに属する転写因子で，これらは根・胚軸・花茎

ンプットに必要とされる要素が存在すると考えること

において内皮細胞層の形成に関与すると考えられる．

ができる．将来的にこの点を明らかにすることは，重

これらの変異体は花茎と胚軸において重力屈性反応

力感受メカニズムを理解する上で非常に重要ではない

を完全に失っていたが，根において正常な重力屈性

かと筆者らは考えている．

反応を示した．これらのことから，根と地上部では
重力感受細胞が異なり，内皮細胞は地上部でのみ重

4.

力感受細胞として機能することが示唆された 6)．

アミロプラストの動態制御機構

アミロプラストが重力感受細胞内でどのような状態
で存在しているかを見てみよう．平衡石とよばれるこ

3.

重力感受細胞内でのアミロプラストの役割

3.1

とから，アミロプラストは重力感受細胞内で重力方向
に沈降したまま留まっていると考えがちだ．しかし，

デンプン平衡石仮説

重力感受細胞内でアミロプラストはどのような役割
を果たしているのだろうか？

実際は細胞内をダイナミックに動き回りながら重力方

現在，根と地上部の共

向 に 偏 っ て 存 在 し て い る こ と が 示 さ れ て い る 9)

通の重力感受のための仕組みとして「デンプン平衡石

（図 2）
．この結果は，アミロプラストが受動的に静的

仮説」が提唱されている．この仮説では，アミロプラ

に沈降しているのではなく，アミロプラストに付随し

ストがデンプンの蓄積により比重が重くなったこと

た何らかの因子や，アミロプラストのごく近傍の細胞

で，感受細胞内で平衡石として機能でき，重力方向の

内環境によって，アミロプラストの動態がダイナミッ

変化に伴って新たな重力方向へ沈降すると考えられて

クに制御されていることを推測させる．実際，最近に

いる．さらには，このアミロプラストの沈降能が重力

なって，アミロプラストのごく近傍に存在する液胞や

方向の変化のインプットに重要な役割を果たすと考え

アクチンフィラメントがアミロプラスト動態に関与す

られている．

ることが示唆されてきた（図 2）
．

野生型の重力感受細胞内には多数のアミロプラス
トが存在しており，その大部分が細胞の重力方向側，

4.1

アミロプラスト動態と液胞機能

つまり下部に沈降している．シロイヌナズナの pgm

花茎重力屈性異常変異体として単離された sgr2, sgr3,

(phosphoglucomutase deficient) 変異体はデンプン生合成に

sgr4 / zig では，アミロプラストが重力方向に沈降して

関与するホスホグルコムターゼをコードする遺伝子

いない．SGR2 はホスホリパーゼ A1 様タンパク質で

に変異をもち，色素体内にデンプンを蓄積すること

あり，このタンパク質は液胞を含むオルガネラ膜上

ができない．この結果，アミロプラストが十分に細

に 局 在 す る． そ し て，Qa-SNARE の SGR3 / SYP22 /

胞の下部へ沈降せず，根と地上部の重力屈性能は低

AtVAM3 と，Qb-SNARE の SGR4 / ZIG / VTI11 はトラ

．この結果は，アミロプラストへのデンプ

ンスゴルジネットワークから液胞への小胞輸送経路

ンの蓄積が，重力方向の変化の感受に必要なアミロ

に関与することが示唆されている．したがって，こ

プラストの重力方向への沈降に貢献していることを

れらの変異体におけるアミロプラスト沈降異常の原

示している．

因は小胞輸送に依存した液胞機能の欠損が原因であ

下する

7), 8)

ると考えられた．実際に，花茎内の液胞とアミロプ
3.2

pgm 変異体から見えてくる新たな課題

ラストを観察すると，野生型の内皮細胞内では液胞

一方で，pgm 変異体では細胞の下部にアミロプラス

が細胞内の体積の大部分を占めており，アミロプラ

トが沈降していないにもかかわらず，重力屈性能は完

ストは液胞膜に取り囲まれて細胞質中に存在するこ

全には失われず，特に花茎ではやや低下する程度であ

とが明らかになった．そして，これらの変異体では

る．この事実は，色素体へのデンプンの蓄積は重力方

アミロプラストが液胞膜に取り囲まれておらず，細

向の変化を感受することそのものには必須とはいえな

胞周辺に押し付けられたような状態で細胞質中に存

いことを示している．また，同時にこの変異体は，た

在していた 10)-12)．これらの結果はアミロプラストの

とえデンプンを蓄積していない色素体（アミロプラス

重力方向への移動には正常な液胞が存在することが

ト）であっても，弱くともインプットの引き金を引く

必要であることを示唆する．

ことができることも示している．したがって，細胞の

しかし一方で，これらの変異体の根では重力屈性反

下部に沈降せずに動き回っているように見える pgm

応に異常を示さなかった．このことから，根において
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図2
内皮細胞内のアミロプラスト動態と，アミロプラストを取り巻く細胞内環境．（a）重力方向を保持した状態での花茎内皮細胞内のアミロプ
ラスト動態，赤丸で示すような 1 つの粒が 1 つのアミロプラストで，1 分ごと，計 5 分のタイムラプスイメージを表している．g は重力方向．
（b）（a）で表したイメージ内のアミロプラストの軌跡を表している．1 つの色は 1 つのアミロプラストと対応．g は重力方向．（c）花茎内
皮細胞内の液胞膜のようす，液胞膜はアミロプラストを取り囲んでいる．液胞膜は Vam3-GFP で可視化．赤；アミロプラストの自家蛍光，
緑；液胞膜．（d）花茎内皮細胞内のアクチンフィラメントのようす，アクチンフィラメントはアミロプラストを取り囲んでいる．アクチン
フィラメントは GFP-mtalin で可視化．赤；アミロプラスト自家蛍光，緑；アクチンフィラメント．

は液胞の機能は重力屈性に関与していないと示唆され

リン B 処理すると重力屈性反応は阻害されず，むし

る．この考え方は野生型であっても根のコルメラ細胞

ろ促進されることが示された．そして，重力方向を変

では液胞の占める体積がそれほど大きくはなく，ま

化させた後のアミロプラストの重力方向への移動もラ

た，アミロプラストが液胞膜に取り囲まれていないこ

トランキュリン B 処理により促進されることが示さ

とからも推測される（図 1）．

れた 9)-14)．感受そのものにアクチンフィラメントが関

これらの研究結果からは，地上部においてアミロプ

与すると想定した前述のモデルと，これらの結果は矛

ラストと接する液胞が重力受容を可能にする細胞内環

盾している．そしてこれらの結果は，むしろアクチン

境の 1 つとして重要な役割を果たすことが示された．

フィラメントがアミロプラストの重力方向への沈降に
対して阻害的に働いている可能性を示唆している．

4.2

アミロプラスト動態とアクチンフィラメント

もっとも，このような阻害剤を植物個体に作用さ

シロイヌナズナ花茎の内皮細胞や，トウモロコシな

せ，アミロプラスト動態や器官屈曲をアウトプットと

どの根のコルメラ細胞では，アクチンフィラメントが

して評価する解析では，阻害剤の重力感受細胞への影

アミロプラストを取り囲んでいるようすが観察され

響と他の組織への影響を分離することができない．つ

．また，花茎の内皮細胞内のアミロプラストの

まり，阻害剤がいつ，どこで，どのように重力屈性反

ダイナミックな運動はアクチンフィラメント依存的で

応のプロセスを阻害しているか解らない．そのため

あることが示されている 9)．これらのことは，重力方

に，阻害剤を用いた実験系のもつこのような限界に留

向の変化のインプットにアクチンフィラメントがかか

意しつつ，重力感受細胞内におけるアクチンフィラメ

わっていることを推測させる．

ントの動態，アクチンフィラメントとアミロプラスト

た

9), 13)

重力感受メカニズムの仮説の 1 つとして，沈降する

の関係性，あるいは，アクチンフィラメントと G- ア

アミロプラストがアクチンネットワークを引っ張るこ

クチンのリモデリングなどに着目して研究を進めるこ

とによって感受に必要なシグナリングをオンにするの

とが必要となるだろう．

ではないかというモデルが提唱された．しかし，最近
の研究からアクチンの重合阻害剤であるラトランキュ
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ARG1 のホモログや相互作用因子などの関連因子を解

5.

アミロプラスト動態を引き金としたシグナリング

析していくことが重要となるだろう．

前述のように，重力方向の変化のインプットには重
力方向へ移動するアミロプラストの運動が重要である

5.2

地上部（胚軸，花茎）における化学的シグナル

と考えられる．このような物理的な運動は化学的なシ

植物体全体にアポエクオリンを発現させた形質転換

グナルに変換されると考えられるが，感受細胞内では

体の芽生えを用いた研究から，胚軸と葉柄において重

どのような変化が引き起こされるのだろうか．この節

力方向変化に依存した細胞内カルシウム濃度上昇が検

では感受にかかわる可能性が示唆されている化学的シ

出されている 20)．しかしながら，この上昇が重力感受

グナルについて紹介する．

細胞内で生じたものかどうか，また，感受に必要な化
学的変化であるかについては示されておらず，これら

5.1

については今後の課題である．

根における化学的シグナル

タバコのコルメラ細胞では，アミロプラストのごく

カルシウムシグナリングに関連する分子としてイノ

近傍に存在する特殊な ER 構造（nodal-ER）が，アミ

シトール 1,4,5 トリリン酸（InsP3）の関与が推測され

ロプスト沈降後の重力感受にかかわっているのではな

ている 21)．最近，この InsP3 の重力屈性における役割

いかという考えが出された 15)．そして，ER がカルシ

を明らかにするため，InsP3 を特異的に加水分解する

ウム貯留の機能をもつことや，カルシウムが多くの生

ヒト由来の酵素を全身に発現させた形質転換体を用い

物種でシグナル伝達に関与することから，ER が関連

た解析がなされた．この形質転換体では InsP3 の存在

した細胞内カルシウムイオンの濃度変化が感受後の化

量は大きく減少したが，地上部と根における重力屈性

学的シグナルではないかと考えられた．しかしなが

能は，わずかな低下にとどまった 22)．この結果は，

ら，重力刺激後のコルメラ細胞，伸長領域など，根の

InsP3 レベルの低下が重力屈性に影響を与えたことを

いずれの領域においてもカルシウム濃度の有意な変化

示しているが，その影響は非常に弱い．また，InsP3

は現在のところ検出できていない ．

レベルの低下が感受細胞内で起こるシグナリングに影

16)

最近，根の重力方向を変化させた後，コルメラ細

響を与えたのか，あるいは重力屈性反応の他のプロセ

胞の細胞壁内，および細胞質で pH に変化が生じるこ

スに影響を与えたのかは明確でない．

とが観察された 17), 18)．これらの解析によると，重力
屈性反応に重要である第 2 層，第 3 層のコルメラ細胞

6.

の細胞質でアルカリ化が起こることが示された．ま

まとめ

た，このアルカリ化は pgm 変異体では検出できなかっ

本稿ではおもに，重力方向の変化の認識に着目し

たことから，アミロプラスト沈降後にかかわる反応

て解説してきた．近年の分子遺伝学的，細胞生物学

であると示唆された．そして，根と胚軸の重力屈性

的研究から，重力感受細胞内においてアミロプラス

に 異 常 を も つ 変 異 体 と し て 単 離 さ れ た arg1（altered

トが重力方向に移動することが重力受容に重要であ

response to gravity 1）変異体でも，コルメラ細胞内のア

ることがより明確に示された．その一方で，アミロ

ルカリ化が観察されなかった．このことから，ARG1

プラストが「石」として受動的に沈むのではなく，

がコルメラ細胞内での細胞質 pH 変化に関与すること

その動態の制御が重力方向への移動にとって重要で

が示唆された．ARG1 は Hsp40 に保存される J ドメイ

あることも示された．また，重力刺激後に変化する

ンをもち，小胞体やゴルジ体，エンドソームなどの

イオン性シグナルを捉えたことは重力屈性研究に

内膜系に付着しているタンパク質である．また，ア

とって大きな進歩といえる．しかし，この変化と重

クチンフィラメントとの相互作用も示唆されている．

力屈性反応との因果関係はまだ明確とはいえず，今

しかし，タンパク質の具体的な分子機能は明らかに

後の解析が必要である．そのために，アミロプラス

されていない

19)

．

ト動態解析と細胞内環境の変化を同時観察すること

これらの研究結果から，pH 変化が重力屈性反応の

と，これらのイメージング技術と分子遺伝学を融合

一連の過程の中で引き起こされる変化の 1 つであるこ

させて研究していくことが重要となるだろう．さら

とは確かであろう．しかし，この pH 変化が感受に必

に近年，トランスクリプトーム，プロテオームによ

要とされる化学的シグナルであるのかについては結論

る逆遺伝学的な解析や，ケミカルジェネティクスの

できない．今後，pH にかかわる分子実態の同定や，

ような新たなスクリーニング系が重力屈性にも取り

ARG1 の分子機能と pH 変化との関係性，あるいは，

入れられている．今後，これらと変異体を利用した
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分子遺伝学を組み合わせていくことで，重力屈性反
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Yamamoto, K. and Kiss, J. Z. (2002) Plant Physiol. 128, 669-681.

応の分子機構の全体像の理解につながることを期待
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Zheng, H. Q. and Staehelin, L. A. (2001) Plant Physiol. 125,
252-265.

したい．
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エタノールアミンリン脂質をターゲットとするペプチド毒素，
シンナマイシン，
デュラマイシンのストラテジー
岩本邦彦1，牧野麻美2，小林俊秀1,2
1
2

理化学研究所基幹研究所小林脂質生物学研究室
INSERM-RIKEN Lipidomics Unit and UMR 870 INSERM / INSA-Lyon

Cinnamycin (Ro09-0198) and duramycin are toxins of 19 amino acid cyclic peptides derived from Streptomyces species that specifically
bind ethanolamine phospholipids such as phosphatidylethanolamine (PE) and phosphatidylethanolamine plasmalogen. Since PE preferentially distributes in the cytoplasmic leaflet of the plasma membrane, the strategy of the toxin seems inefficient. However, the toxins use
tricks to exhibit the toxicity.
phosphatidylethanolamine / lipid asymmetry / flip-flop / lipid specific toxin / lipid probe / membrane curvature

結合には影響を与えない 8)．シンナマイシンの PE へ

シンナマイシンとデュラマイシン：
エタノールアミンリン脂質特異的毒素

の結合定数は 107 〜 108 M1 と報告されている．シン
ナマイシン，デュラマイシンともに PE の sn-1 位のエ

コレラ毒素，ストレプトリシンなど脂質を受容体と

ステル結合がエーテル結合に変わったエーテル脂質や

する毒素が知られている．シンナマイシン（cinnamycin, Ro09-0198）とデュラマイシン（duramycin）は放
線菌が分泌する環状ペプチドである 1), 2)．2 つのペプ
チドはアミノ酸 1 残基だけが異なり，シンナマイシン
の 2 位のアルギニンがデュラマイシンではリジンに置
き換わっている（図 1）．シンナマイシン，デュラマ
イシンはランチビオティックといわれる一群の化合物
に属する 3)．ランチビオティックはランチオニンなど
の特殊アミノ酸を含み，抗菌活性を有することが知ら
れているが，シンナマイシン，デュラマイシンは動物
細胞に対しても毒性を発揮する．シンナマイシンはホ
スファチジルエタノールアミン（PE）に特異的に結
合し，PE 依存的に膜を壊すことが，人工膜 4) や赤血
球 5) を用いて報告されている．一方デュラマイシンは
PE 以外にモノガラクトシルジグリセリド（MGDG）
に結合することが報告されている 6) が，われわれの結
果では MGDG への結合は見られなかった 7)．シンナ

図1
A；シンナマイシンとデュラマイシンの構造．シンナマイシンでは
X はアルギニン，デュラマイシンではリジンである．Ala-S-Ala は
ランチオニン結合（B），Abu（2- アミノブタン酸）-S-Ala は 3- メ
チルランチオニン結合（C）を示す．

マイシンの PE への結合には PE の極性基と少なくと
も 1 本の脂肪酸鎖が必要である 5), 8)．脂肪酸鎖 8 以下
では結合は弱くなるが，脂肪酸鎖を 8 より長くしても

Strategy of Cinnamycin and Duramycin, Peptide Toxins that Target Ethanolamine Phospholipids
Kunihiko IWAMOTO1, Asami MAKINO2 and Toshihide KOBAYASHI1,2
1
Lipid Biology Laboratory, RIKEN
2
INSERM-RIKEN Lipidomics Unit and UMR 870 INSERM / INSA-Lyon
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ビニルエーテル結合をもったプラスマローゲン脂質に

ン標識したシンナマイシン結合を観察したものだが，

． シ ン ナ マ イ シ ン と PE と の 結 合 は

結合は経時的に増加しているのがわかる．この際シン

1 : 1 であることが 1H NMR 9) と熱分析 10) の結果から示

ナマイシンの結合だけでなく PS に結合するアネキシ

されている．なおシンナマイシン，デュラマイシンど

ン V の細胞への結合も時間を追って増加している．

ちらもシグマから購入できる．

この結果はシンナマイシンが結合することにより細胞

も結合する

4), 7)

質側の脂質が細胞表面に露出してくることを示してい

シンナマイシン，デュラマイシンは脂質の膜の
PE を外側に露出させる

る．リポソームを用いたわれわれの結果はシンナマイ

生体膜では脂質は非対称に配列しており，スフィン

マイシンは「自身がレセプターである PE を細胞表面

ゴ脂質は主として形質膜の外側に，PE やホスファチ

に移行させる」ことにより毒性を発揮する，ことがわ

ジルセリン（PS）は細胞質側に分布すると考えられて

かる．細胞は常に少量の PE を細胞表面に露出してい

シンが人工膜においても膜の PE 量に依存して脂質の
再編成を誘起することを示している 20)．つまりシンナ

いる ．脂質をレセプターとするいくつかの毒素が報

るが，多くの PE は細胞質側に存在している．シンナ

告されているが，それらはスフィンゴ糖脂質（たとえ

マイシンの結合により細胞質側の PE が細胞表面に露

，シガ毒素は

出し，これにより，より多くのシンナマイシンが細胞

11)

ばコレラ毒素はガングリオシド GM1

12)

糖 脂 質 Gb3 ） や ス フ ィ ン ゴ ミ エ リ ン（ラ イ セ ニ

に結合する．これは，後述するように膜脂質の大規模

ン 14), 15)，プロロトリシン 16)），コレステロール（スト

な再編成を伴っている．同様のことがデュラマイシン

レプトリシン O ， トキシン

についても観察されている 7)．

13)

17)

18)

など）などに特異

的に結合する．これまでに PE に特異的に結合するこ
とが報告されているのは，われわれの知る限りシンナ

シンナマイシン，デュラマイシンは
膜の曲率を変化させる

マイシン，デュラマイシンの 2 つのペプチドのみであ
る．細胞質側の脂質をターゲットとすることは毒素の

シンナマイシン，デュラマイシンは PE を含む膜に

ストラテジーとして一見非効率的に見える．事実シン

図3は

ナマイシン，デュラマイシンは低温では，細胞分裂の

どのような変化を引き起こすのだろうか？

ような特殊な場合を除いては，細胞膜にほとんど結合

シンナマイシン，デュラマイシンを PC リポソーム，

しない ．しかし興味深いことに 37C では結合は時

および PE を含む PC リポソームに加えたときの膜の

．図 2 は HeLa 細胞へのビオチ

形態を電子顕微鏡で観察したものである 7), 20)．PE が

19)

間を追って増加する

20)

図2
シンナマイシンによる PE とホスファチジルセリンの細胞表面への露出．上段はシンナマイシン（PE）の細胞表面への結合，中段はアネキシ
ン V（PS）の結合を示す．バー；10 m．
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PE 研究のツールとしてのシンナマイシン，
デュラマイシン
PE に特異的に結合することから，シンナマイシン
は細胞内での PE 動態の解明や，PE の細胞内機能に関
する研究に利用されてきた．シンナマイシンが PE を
標的として毒性を発揮することを利用し，出芽酵母を
用いたスクリーニング系から，脂質 2 重層間での PE
の非対称分布形成機構に関与する因子として Ros3p が
取得された 21)．Ros3p はヒトにいたるまでさまざまな
図3
シンナマイシン，デュラマイシン処理によるリポソームの形態変
化．上図：PC リポソーム（PE）および PC/PE（1 : 1）リポソーム
（PE）にシンナマイシンを作用させたときのネガティブ染色像．
右図の黒い点はシンナマイシンの分布を示す金粒子．下図：デュ
ラマイシン添加前後での PC/PE（9 : 1）リポソームのネガティブ染
色像．バー；100 nm．模式図はデュラマイシン添加後の X 線小角
散乱パターンのモデルフィッティング．デュラマイシンの結合に
よって，人工膜はチューブ状構造へと変化する．

生物種に保存されるタンパク質であり，脂質動態に作
用する P 型 ATPase と結合し，その活性を制御するこ
とで PE の動態に作用することが示唆されている 22)．
また，毒性の低いシンナマイシンの改変体を用いる
ことにより，細胞分裂時の分裂溝において PE が細胞
膜外層に露出することが観察されている 19), 23)．出芽
酵母細胞膜においても，分裂溝に該当する部分，出芽
時の芽の先端，接合突起の先端といった特異的な領域

存在するとシンナマイシン，デュラマイシンにより膜

で PE の露出が起こる 24)．バクテリアにおいても分裂

の構造はチューブ状へと劇的に変化する．PE を含む

面での PE の露出が観察されている 25)．これらの結果

リポソームにデュラマイシンを加えたときの X 線小

は，細胞極性と密接に関連した部位の細胞膜外層に

角散乱のパターンに対し，フィッティング解析を行っ

PE が多く存在していることを示唆している．近年，

たところ，脂質 2 重層構造を維持した中空状のチュー

シンナマイシンの改変体を分裂期の動物細胞に用いた

ブ構造であることが示唆された （図 3）．フィッティ

詳細な解析から，分裂溝での PE の局所的な分布変化

ングから推定されるチューブの直径は 20 nm 弱であ

が，低分子量 GTPase の RhoA や，その下流エフェク

り，電子顕微鏡像ともよく合致する．小角散乱の結果

ターであるホスファチジルイノシトール 4- リン酸 5-

は，このチューブ構造は通常の脂質 2 重層に比べ疎水

キナーゼを介することで，アクチン細胞骨格を制御し

性領域の電子密度が高く，ペプチドが疎水性領域まで

ていることが示唆された 23), 26)．最近，デュラマイシ

入り込んでいることが示唆された．リン脂質だけでは

ンも PE プローブとして利用されている 27), 28)．

7)

20 nm 弱という高曲率の構造を取りにくいが，ペプチ
ドが脂質 2 重層に入り込むことでこのような小径を可

おわりに

能にしていることが示唆される．
シンナマイシン，デュラマイシンの PE への結合に

非特異的に膜に作用するペプチドは数多く知られて

は膜の曲率も重要な役割を果たしている ．流動性の

いるが，特定の脂質を認識するペプチドはあまり知ら

低い脂質からなるリポソームでは，デュラマイシンは

れていない．シンナマイシン，デュラマイシンは PE

曲率の低い膜には結合せず，曲率の高い小径の膜に結

を特異的に認識する非常に興味深い環状ペプチドであ

合する．デュラマイシンの代わりにシンナマイシンを

る．膜の内層に多い PE をターゲットとすることは毒

用いた場合でも，同様の結果となった．この結果とシ

性の発現という点では不利と考えられるが，これらの

ンナマイシン，デュラマイシンによる膜の形態変化を

ペプチドは PE を表面に露出させることでこの問題を

考え合わせると，
「シンナマイシン，デュラマイシン

解決している．膜の変化がどのような分子メカニズム

は膜の曲率を変化させることで自身が膜に結合しやす

によって起こるのかは，今後の研究を待たなくてはな

い環境を作る」といえる．つまり，シンナマイシン，

らない．

7)

デュラマイシンは「細胞質面に存在する PE を露出さ

PE に特異的に結合することからシンナマイシン，

せると同時に膜の曲率を高くすることで自身の結合を

デュラマイシンは PE を標識するプローブとして用い

促進する」毒素であるといえる．

られる．脂質のプローブとして使える特定の脂質を認
識するタンパク質，ペプチド，化合物は限られてい
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タンパク質のミニマルデザイン：
スーパーシニョリンの構造とゆらぎ
本田真也

産業技術総合研究所

生物機能工学研究部門

On the ideology of minimalism, we have designed a micro-protein consisting of only 10 amino acids. The molecule, CLN025, exhibits a
-hairpin structure in both crystalline state and aqueous solution. Thermal unfolding is shown to be reversible and can be fitted as a twostate transition. Molecular dynamics simulation starting from an extended conformation leads to a funnel-shaped surface and scale-free
network, being the structures located at the bottom and the hub similar to the experimental ones. Considering these consequences, we
proposed the concept of “ideal protein” as a way to clarify the differences between “protein” and “peptide”.
Micro-Protein / Protein Folding / Crystallography / Potential Energy Surface / Folding Pathway Network / Power-Law Distribution

がすべて NMR 法で試されており，NMR データの解

緒言

1.

釈の任意性を看過できぬとする一部の見解を反映して

“Less is more.” ― L. Mies van der Rohe

いる．筆者らは，このような批判は不当との立場か

ミニマリズムは，60 年代に米国で登場した視覚芸

ら，反証として微小タンパク質の結晶化が不可避と考

術分野の創作概念で，肥大化した過去の様式から冗長

え，10 残基の CLN025（スーパーシニョリン）を新た

を極限まで削ぎ落とすことで，最も基本的な美の構造

に設計し，この結晶構造を決定した 10)．本稿では，溶

を追求しようとした ．その運動は，音楽，建築，文

液構造と分子動力学（MD）計算の解析結果を合わせ

学におよび，さらに言語学や社会システム論にまで影

て紹介し，そこから帰納されるタンパク質の理想性に

響した ．タンパク質分子もアミノ酸残基を構成単位

ついて議論する．

1)

2)

とする造形物である．また，現在われわれが目にして
いる分子の姿は，進化の過程でさまざまな冗長を抱え

CLN025 の設計と構造

2.

込んだ肥大化様式であるともいえよう．ならばミニマ

CLN025 はシニョリンの配列をリデザインしたもの

リズムの戦略は，タンパク質の本質的実体の解明にお
いても有効な手段となるに違いない 3)．

である．シニョリンを設計した際は両末端を最適化の

タンパク質の下限サイズに関しては，20 年前は構

対象としなかったので，今回この 2 残基を物理化学的

造エネルギー論の考察から 50 残基程度と推定されて

または情報論的知見を用いて他のアミノ酸に置換し

い た が 4)，WW domain や villin headpiece subdomain の

た．設計した複数の変異体を合成し，おのおのの構造

40-35 残基の構造が報告されると もっと小さい分子

安定性を調べたところ，ほとんどが安定化されてい

でもフォールドするのではないかと試みられるように

た．中でも CLN025 の変性過程は可逆で 2 状態転移様

5)

な っ た． 結 果，12 残 基 の Trpzip ，20 残 基 の Trp-

であり，変性温度はシニョリンより 28 度も高く 70C

cage 7)，10 残基のシニョリン 8)，12 残基の HP7 9) が今

であった．また，0C における fold 状態のモル分率は

世紀に入って相次いで創製され，微小タンパク質とい

99% と見積もられた．これは，約 2 割の unfold 状態

う新たな研究領域の形成を促した．しかし一方で，

が平衡共存しているシニョリンと比べ，大きく異なる

poorly structured peptides などと揶揄されることも間々

点である．

6)

あった．これは，これらの微小タンパク質の構造決定

CLN025 の結晶化条件は天然タンパク質と同様の手

Protein Minimalism: Designing on the Edge of Simplicity
Shinya HONDA
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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法で探索し，得られた単結晶を用いて分解能 1.1 Å の

ンシー原理 11) および最小フラストレーション原理 12)

結晶構造を決定した（図 1）．主鎖はシニョリンと同

を転用し，これらを属性ではなく定義として用いてい

じ  ヘアピン構造で，水和水を介した水素結合，塩

る．この物質科学的定義ならば，対象配列の天然非天

橋，CH- 相互作用などによる安定化機構が示唆され

然，実在不在にかかわらず，ポリペプチドの物理的状

た．このヘアピン構造は，NMR で決定した溶液構造

態のみでその認否を判断きる．
「水酸基をもった炭化

においても維持されており，結晶化過程で生じた受動

水素」をアルコールと定義することで，現実に合成可

的なものでないことも確認された．溶液中で CLN025

能か否かにかかわらず，対象物質がアルコールなのか

は，主鎖間の水素結合がつくる  シート面の両側に

を判断できるのと同じ論理である．なお，ここでいう

側鎖の相互作用クラスタを形成する．一方，シニョリ

理想とは，理想気体や理想溶液と同意で，タンパク質

ンでは片側にしかなく，これが大きな安定性向上の理

の理想的なふるまいを意味する．実際の気体や液体が

由と考えられた．水溶液中で自発的にフォールドし，

理想気体や理想溶液の定義と完全には一致しないよう

協同的構造転移を示し，かつ結晶化する鎖状分子とし

に，自然界のタンパク質も理想タンパク質の規定する

て CLN025 は最小と思われる．

状態と一致しないかもしれない．しかし，理想的な状
態を定義することによってはじめて理想と現実の差異
を記述することが可能になる．以上の論考を前提とす

理想タンパク質

3.

れば，CLN025 のエネルギー曲面を知るだけで，これ

「微小タンパク質はタンパク質ではない．なぜなら

が理想タンパク質か否かを判断できる．

小さすぎるからである」という批判も少なくない．こ
のような主観的議論が繰り返される原因は，タンパク

4. CLN025 のフォールディングシミュレーション

質が分類学的な存在で，いまだその物質科学的定義が
存在しないことにある．たとえば「生体内にあるポリ

ポテンシャルエネルギー曲面を描くには，平衡状態

ペプチド」という枚挙的な規定では，残基の欠失置換

における CLN025 の動的構造分布を明らかにすればよ

や融合化によって作成した変異体をタンパク質とよべ

い．しかし，これにはサブナノ秒オーダーの時間分解

ない．もし恐竜の化石内に未知の遺伝子配列が確認さ

能とサブナノメートルオーダーの空間分解能が必要に

れても，火星の氷の中にポリペプチドが発見されたと

なるので，実験的に計測するのは現時点では難しい．

しても，タンパク質とよべない．経験知のみに依存す

そこで，計算機を用いた模擬実験により動的構造分布

る規定では，新規物質や未知物質に対して無力になる

を推定した．MD 計算は，explicit water の条件で，変

のは当然であろう．

性構造を初期値として 1 マイクロ秒行った 10)．また，

そこで，筆者らは「理想タンパク質」なる新概念を

比較のため同じ残基組成で配列順の異なるペプチド

導入した ．これは「任意の構造空間において谷が単

shuffled-025 についても同様の計算を行った．CLN025

10)

一で滑らかな漏斗状のポテンシャルエネルギー曲面を

は約 50 ns でフォールドし，その後アンフォールド／

有するポリペプチド」と定義される．ここでは，タン

フォールドを数回繰り返した．shuffled-025 は特定の

パク質の重要な特徴として理解されているコンシステ

構造に留まることなく，ランダムコイル状態を示し
た．次いでそれぞれの MD 構造を，MD 計算とは独
立に求めた構造空間にマップした．この空間は，タン
パク質の代表セグメント構造 13) を主成分分析するこ
とで得られる多次元軸で定義されている．構造空間を
独立に用意したのは，protein universe 内の局在を把握
し，かつ異なる分子の計算を同一の系で比較するため
である．その結果，shuffled-025 が広い領域にまばら
に散在するのに対し，CLN025 は構造空間内の特定の
領域に集中するようすが示された（図 2）
．最も集中
した位置は結晶構造に一致し，その点を中心として溶

図1
CLN025（スーパーシニョリン）の構造 10)．結晶構造 ( 分解能 1.1 Å，
R 値 8.8%) と電子密度図（1）を重ねて表示．アミノ酸配列は
YYDPETGTWY．

液構造を囲む形で分布している．これより，MD 計算
が実験値を再現する精度の高いシミュレーションであ
ること，描かれたエネルギー曲面は単一の深い谷を有
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図2
CLN025 のポテンシャルエネルギー曲面 10)．（a）等高線表示．結
晶構造（○）と溶液構造（＋）をあわせて射影．（b）3D 表示．

すること，谷の周辺は滑らかな漏斗状となっているこ
と，すなわち CLN025 は理想タンパク質にきわめて近
い分子であることが明らかになった．

5.

CLN025 の構造ゆらぎ

「結晶化」だけならアミノ酸 1 個でも実現する．
「固
有の立体構造」というならフラーレンでも形成する．
これらとタンパク質の決定的な差は何か．その答えが
エネルギー曲面の形状である．「谷が単一で滑らかな
漏斗状」であるからこそ，ときには破壊的といえるほ
図3
CLN025 の構造ゆらぎ．（a）フォールディング経路網 10)．各ノー
ドの位置をストレス最小化法で再配置したもの．ノードの大きさ
とリンクの太さは頻度を表す．（b）MD 構造の Zipf 則分布 10)．ノー
ド の 頻 度  と 順 位 R を 両 対 数 プ ロ ッ ト し た も の． 点 線 は shuffled-025 の分布．（c）PDB を分類して得た代表セグメント構造
（L  9）の Zipf 則分布 13)．

どの大きな構造変化を伴いながらも再び本来の固有構
造に戻れるのである．タンパク質特有の構造ゆらぎは
この曲面形状に裏づけられている．
局所的なゆらぎは実験的に明らかにすることができ
る．CLN025 の場合も結晶構造と溶液構造の間に有意
の変位が，協同的な主鎖のねじれや側鎖の反転として
観測された．しかし，大域的でまれなゆらぎを実験的

可逆性がおおむね成立していることを表している．

に原子レベルで明らかにすることは容易ではない．そ

物理学においてゆらぎは，ある物理量の空間的また

こで，5 万個の MD 構造をクラスタリングして 519 個

は時間的平均値からの変動を指し，その大きさは分散

の代表構造に集約し，これらの遷移を結んでフォール

で表されることが多い．しかし，多次元軸で規定され

ディング経路網を導いた 10)（図 3a）．この図により，

るタンパク質構造の平均値とは何か，その変動は正規

CLN025 の構造ゆらぎを尤度を含めて包括的に捉える

分布とみなせるのか，明確ではない．そこで，上図を

ことができる．たとえば，最安定構造は最多のリンク

用いてネットワークトポロジーの解析を行ったとこ

をもつハブノードに対応し，種々の過渡的構造からの

ろ，種々のべき乗則の関係が見いだされた．これは，

複数経路が存在する．構造空間の広い範囲で 2 位と 4

CLN025 のフォールディング経路網がスケールフリー

位の側鎖が接触しているのに対し，2 位と 9 位の側鎖

性とスモールワールド性を包含していることを示して

の接触は最安定構造の近傍のみで観察される．さら

いる．同様の傾向は，クラスタリング法などの相違に

に，9 位と 10 位の側鎖の非天然型接触を経由して最

もかかわらず他のタンパク質でも認められた 14)．これ

安定構造にいたる経路とこれを迂回する経路がそれぞ

らが構造ゆらぎのロバストな特徴であることがわか

れ存在する．なお，この図において各リンクは双方向

る．べき乗分布において，平均値は存在せず分散は無

で与えられるが，その遷移頻度の比はほとんどのリン

限大となる．旧来の指標化では構造ゆらぎを必ずしも

クで 1.5 倍以下であった．これは，計算機中で微視的

適切に表現できないのかも知れない．さらに興味深い
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のは，この性質が shuffled-025 や他のランダム配列 14)

しい理解のための最良のアプローチであると思うから

でも確認されたことである．他方，非共有結合性相互

だ．今回は思いっきり抽象論を楽しんだ．次回は実用

作用を考慮しない棒球モデルは異なった性質を示

的な個別課題に取り組もうと考えている．

す ．スケールフリー性とスモールワールド性はタン
15)

パク質だけでなく，ポリペプチド鎖に共通の性質のよ

謝

辞

本稿で紹介した内容は，産業技術総合研究所の秋葉

うである．
CLN025 と shuffled-025 の違いは，代表構造の出現

俊彦，加藤有介，澤田義人，関嶋政和，石村美雪，大

頻度と順位の両対数プロットで現れた（図 3b）．この

石郁子，渡邊秀樹，小田原孝行，原田一明各氏との共

直線関係はジップ則ともいわれ，CLN025 の場合，各

同 研 究 の 成 果 あ り， そ の 一 部 は NEDO（新 エ ネ ル

ノードの頻度（まれな構造かありきたり構造か）や各

ギー・産業技術総合開発機構）から資金助成を受け

リンクの頻度（まれな遷移かありきたり遷移か）と順

た．ここに感謝の意を表す．

位との間に直線関係が認められた．上段を含めて整理
文

すると，頂点と辺のみから構成される平面的なネット

1)
2)

ワークにおいては，タンパク質とランダム配列の間に
質的な差は認められない．しかし，ノードやリンクの
ポテンシャル付き

ネットワーク 16) で見比

3)

DeGrado, W. F. et al. (1989) Science 243, 622-628; Head-Gordon,
T. and Brown, S. (2003) Curr. Opin. Struct. Biol. 13, 160-167.

べると異なってくるのだ．この結果は，エネルギー曲
面の形状こそがタンパク質を判別する識別子であると
した先の議論に呼応している．特にハブノードの周囲

4)

Privalov, P. L. (1989) Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 18, 47-69.

5)

Macias, M. J. et al. (1996) Nature 382, 646-649; McKnight, C. J.
et al. (1997) Nature Struct. Biol. 4, 180-184.

では顕著な差が観察され，CLN025 の最安定構造の周

6)

Cochran, A. G. et al. (2001) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98,
5578-5583.

辺が「谷が単一で滑らかな漏斗状」であることが，こ
のようなフォールディング経路網を形作る十分条件に
なっていると考えられる．なお，PDB の登録データ

7)

Neidigh, J. W. et al. (2002) Nat. Struct. Biol. 9, 425-430.

8)

Honda, S. et al. (2004) Structure , 1507-1518; 本田真也 (2005)
蛋白質 核酸 酵素 , 427-433; 本田真也 (2005) 化学と工業
, 940-943.

を網羅的に分類することで得られる部分セグメント構
造の分布も Zipf 則にしたがう（図 3c）13)．エネルギー

9)
10)

曲面の形状に依存して決定される特定配列の過渡的構
造の動的多様性と文脈に依存して決定される種々の部
分配列の天然構造の静的多様性が相似の関係を有して

Andersen, N. H. et al. (2006) J. Am. Chem. Soc. 128, 6101-6110.
Honda, S. et al. (2008) J. Am. Chem. Soc. 130, 15327-15331.

11)

Go, N. (1988) Annu. Rev. Biophys. Bioeng. 12, 183-210.

12)

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

いることは注目に値する．

6.

J. マイヤー (2005) ミニマリズム，ファイドン，東京．
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism; Roth, T. P.
(2002) The Ethics and the Economics of Minimalist Government,
Edward Elgar, Northampton.

頻度を法線方向に考慮した立体的なネットワーク，す
なわち

献

13)

Sawada, Y. and Honda, S. (2006) Biophysical J. 91, 1213-1223.

14)

Rao, F. and Caflisch, A. (2004) J. Mol. Biol. 342, 299-306; Hori, N.
et al. (2009) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 73-78.

結語

15)

Ravasz, E. et al. (2007) arXiv:0705.0912v1

16)

Toroczkai1, Z. and Bassler, K. E. (2004) Nature 428, 716.

「理想タンパク質の概念は新たなパラダイムとなる
であろう」これは原著論文 10) の査読者のコメントで
ある．一方，
「何をタンパク質とよぶかという議論は
なんら実用的な意味をもたない．概念の記述は削除せ
よ」という別の査読者からの指摘もあった．対応には
苦慮したが，評価が分かれるのはあらかじめ予想して
いたことでもあった．それは，生物物理学が抽象化思

本田真也

考と具象化思考が拮抗する境界領域だからである．一
方を強調すれば常に他方を問われる．ただしここで，
両価値観の優劣を競うつもりはない．複眼的思考が正

本田真也（ほんだ しんや）
産業技術総合研究所生物機能工学研究部門研究グ
ループ長
1985 年早稲田大学理工学部卒，工技院繊維高分
子材料研究所研究員，同生命工学工業技術研究所
主任研究官，2005 年より現職．東京大学大学院
新領域創成科学研究科客員准教授兼務
研究内容：タンパク質設計
連絡先：〒 305-8566 茨城県つくば市東 1-1-1 中
央第 6
E-mail: beta-hairpin@ni.aist.go.jp
URL: http://unit.aist.go.jp/brf/brf-breed/ci/

総説



目次に戻る
生物物理 49（3），130-131（2009）

トピックス

トレハロースが鍵を握る昆虫の極限乾燥耐性
古木隆生1，奥田

1.

隆2，黄川田隆洋2，櫻井

1

東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター

2

農業生物資源研究所乾燥耐性研究ユニット

実1

きの蘇生率は 90% に達する．トレハロース以外に糖

はじめに

は検出されていない．

生物の体の 60 〜 70% を占める水は，生命の営みに

Quick サンプル：常温にて半日程度で急速に乾燥させ

とって必須のタンパク質，核酸，および細胞膜の構造

た幼虫．トレハロースは蓄積されず，蘇生不可．

と機能を維持する役割を担っている．このため，生物

なお，これら両サンプルの含水率は 3% であり，タ

が極度の脱水状態に陥ると多くの場合は死にいたる．

ンパク質および脂質の含有量に差はない．

しかし，ある種の生物は，10 年以上水が欠乏し干か

トレハロースは ,-1,1,- グリコシド結合という他の

らびても，蘇生可能な状態で代謝活動を完全に停止し

糖にはない特異的な結合をもつ（図 1a）
．筆者らは，

（乾眠という）
，再び水に巡り合うまでの逆境を生き抜

4)
をトレハロースの
これに由来する赤外吸収（992 cm1）

くことができる．乾眠現象を示す最も大型かつ高等な

プローブとして用い，フーリエ変換顕微赤外吸収分光

動物は，ネムリユスリカ（節足動物）の幼虫（体長

法によって Slow サンプルのトレハロース分布を調べた．

3 〜 5 mm 程度）である．これは，アフリカ中西部半

その結果，この糖は乾燥幼虫の体内全域にわたってほ

乾燥地帯の岩盤表面の窪みにできた水溜りなどに生息

ぼ均一に分布することがわかった（図 1c）
．ネムリユス

する．乾季には岩盤表面と共に幼虫も干上がってしま

リカの体内でトレハロースの合成が行われるのは脂肪

うが，次の雨季に水が張ると幼虫は吸水して生命活動

体というヒトの肝臓に相当する組織のみである 5) が，

を復活する．この現象は半世紀ほど前に，Hinton 1) に

脂肪体はこの昆虫の特定部位に偏在するわけではなく，

よって報告されたが，その後詳しく解明されることは

しかもネムリユスリカはトレハロースを特異的に細胞

なかった．しかし，近年になって，ネムリユスリカの

の内外に輸送する膜貫通型トランスポータを備える 6)．

幼虫をある条件で乾燥させると体内にトレハロースと

3.

いう二糖類（図 1a）が大量に合成・蓄積されること

幼虫個体のガラス化と蘇生

が，農業生物資源研究所の奥田隆らのグループによっ

筆者らは，これら乾燥幼虫の巨視的な状態を特徴づ

て明らかにされた ．さらに最近，筆者らは，乾燥し

けるため，示差走査熱量（DSC）測定を行った．その

たネムリユスリカ幼虫のどこにトレハロースが蓄積さ

結果，Slow サンプルは約 70C を転移終点とするガラ

れ，またそれが物理的にどのような状態になっている

ス状態であることがわかった 3)．また，このような幼

のかを物質科学の手法を用いて調べ，同幼虫が示す乾

虫の熱耐性を調べたところ，70C を大きく超えない

眠現象に秘められた物理化学的なメカニズムを解明す

限り高い蘇生率を示した 3)．実際にネムリユスリカの

ることに成功した 3)．本稿では，その概要を紹介する．

幼虫が生息する乾燥地帯岩盤の表面温度は，乾季には

2)

2.

60C に達することもある．今回の結果は，この過酷

トレハロースの体内分布

な環境でネムリユスリカ幼虫が生存可能であることの

本研究では，以下 2 種類の乾燥幼虫を調製し，両者

物理化学的な背景を示している．

の特性を比較検討した．

さて，ここでいうガラスとは，窓ガラスなどのガ

Slow サンプル：常温で 1 日毎に相対湿度を段階的に下

ラスと物理的に同じ意味（無定形固化）である．一般

げ（100% → 76% → 5%），その結果，体内に乾燥体

にこのような物質は，ガラス転移温度を超えると，

重の約 25% におよぶトレハロースを蓄積した乾燥幼

高い粘性をもちながらも流動性のあるラバーとよば

虫．これは，常温乾燥保存しておけば水に戻したと

れる状態へと変化する特徴を有し，ガラスの加工は

Trehalose Plays a Key Role for the Desiccation Tolerance of an Insect
Takao FURUKI1, Takashi OKUDA2, Takahiro KIKAWADA2 and Minoru SAKURAI1
1
Center for Biological Resources and Informatics, Tokyo Institute of Technology
2
Anhydrobiosis Research Unit, National Institute of Agrobiological Sciences
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dant) タンパク質が重要な役割を担うことが報告され
ている 7)．興味深いことに，ネムリユスリカ幼虫でも
乾燥時にこの種のタンパク質が発現する 8)．現在，筆
者らはその分子科学的な特徴（機能，構造，物性）の
研究を鋭意進めている．
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図1
トレハロースの分子構造（a）と Slow サンプルの（b）光学顕微
鏡像，（c）トレハロース分布像．（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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図2
水代替物質トレハロースによる乾燥保護機構．

この現象を利用したものである．Slow サンプルでは，
体内全体に分布するトレハロースがガラス状のいわ
ばカプセルを形成することによって，細胞膜，タン
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パク質および核など生体組織を構成する各成分の分
子構造およびそれらの集合体としての秩序が維持さ
れたままネムリユスリカ幼虫の代謝活動は停止した
ものと考えられる．
4.

おわりに

Slow および Quick サンプルの温度可変フーリエ変
換赤外吸収スペクトルを詳しく解析した結果，乾燥幼
虫の体内に蓄積したトレハロースは，失われた水和水
の代わりに細胞膜と水素結合し，またこのことによっ
て細胞膜は常温で液晶状態を保持していることが判明
した 3)．以上の結果を総合すると，ネムリユスリカ幼
虫による乾眠分子機構として今回得られた抽像は図 2
のようになる．
乾燥に強い植物のガラス化においては，スクロース
の よ う な 糖 と 共 に 所 謂 LEA (Late embryogenesis abun
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アロステリーの分子機構：MWCかあるいはKNFか？
―理論モデル計算によるアプローチ
岡崎圭一1，高田彰二2

1.

1
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2
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い R 状態に平衡がシフトする．それに対して，KNF

はじめに

モデルでは，リガンドが結合すると各サブユニットご

タンパク質は細胞内で，酵素反応，物質輸送などの

とに構造変化が起こる．今日では MWC / KNF モデル

働きをする際，さまざまな調節分子によって制御され

の考え方は拡張され，マルチサブユニットタンパク質

てうまく機能を発揮している．この調節分子は，イオ

に限らず 1 つのタンパク質の結合と構造変化の基礎理

ンなどの小分子であったり，タンパク質などの高分子

論になっている（それぞれは population-shift / induced-

であったりするが，総称してリガンドとよばれる．そ

3), 4)
．population-shift モデルでは，
fit モデルとよばれる）

して，このリガンドによる制御の分子機構が，一般的

リガンドなしでタンパク質は 2 状態の間で平衡になっ

にアロステリーとよばれるものである．アロステリー

ていて，リガンドが選択的に結合型構造に結合するこ

とはギリシャ語で「他の」を意味する allos と「空間」

とで平衡をシフトさせる．また，induced-fit モデルで

あるいは「形」を意味する stereos からなる言葉である

は，まずリガンドが結合してからその相互作用で構造

が，ある部位へのリガンド結合が別の部位での働き

変化を引き起こす．実際の系では，population-shift モ

（基質親和性，酵素活性など）を制御するということ

デルは抗原・抗体形成や基質の酵素への結合でよく観

である．X 線結晶構造解析などからよく知られている

察されるのに対して，induced-fit モデルはタンパク・

とおり，多くのタンパク質はリガンドなしとありとで

DNA 複合体形成などでよく観察される 5)．

構造を変化させ，その構造変化が別の部位の働きに影

3.

響を及ぼす．リガンド結合に伴うタンパク質構造変化

相互作用の強さ・距離がメカニズムを変える

ここで私たちが注目したのは，何がこの 2 つのモデ

こそがアロステリック制御の本質である．
MWC / KNF モデルから population-shift /
induced-fit モデルへ

ル，population-shift / induced-fit の違いを決めているの

歴史的には，アロステリーの研究はマルチサブユ

めに，まず，タンパク質の構造変化とリガンド結合を

ニットからなるタンパク質の協同性に対する興味から

エネルギー地形の観点から考える（図 1）
．構造変化

始まった．特に，ヘモグロビン（4 つのサブユニット

を起こすタンパク質のエネルギー地形には 2 つの谷

からなり，各サブユニットに 1 つの結合サイトがあ

（1 つはリガンド非結合時に安定な開構造（O）
，他は

2.

であろうかということである 5)．この問いに答えるた

る）の協同的酸素結合のメカニズムに注目が集まり，

結合時に安定な閉構造（C）にそれぞれ対応）があり，

有名な Monod らによる MWC モデル 1) や Koshland ら

その 2 つの谷の間の遷移が構造変化である．それに加

による KNF モデル が提唱された．この 2 つのモデ

えて，リガンド結合に伴ってエネルギー地形はダイナ

ルの大きな違いは，各サブユニットの構造変化の仕方

ミックに変化する．つまり，リガンド非結合状態（U）

にある．各サブユニットはリガンドとの親和性の低い

では開構造が安定なエネルギー地形（図 1 上）であ

状態と高い状態をもつと仮定する．MWC モデルで

るが，リガンド結合状態（B）では閉構造が安定なも

は，リガンドの有無にかかわらず 4 つのサブユニット

の（図 1 下）になる．このような状況をシミュレー

全体として親和性の低い T（tense）と高い R（relax）

ションするためにまず，タンパク質の構造変化を多谷

の 2 状態の間で平衡になっていて，リガンド結合に伴

モデル 6) 上の分子動力学（MD）で表現した．これは

2)

Molecular Mechanism of Allostery: MWC or KNF Model?—Approach by Theoretical Model Calculation
Kei-ichi OKAZAKI1 and Shoji TAKADA2
1
Department of Molecular Science and Material Engineering, Graduate School of Science and Technology, Kobe University
2
Department of Biophysics, Division of Biological Science, Graduate School of Science, Kyoto University
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図2
構造変化（）と結合エネルギー（Vbind）に対する 2 次元自由エネ
ルギー面．（a）短距離力の場合，（b）長距離力の場合．自由エネ
ルギー F を色の濃淡で，代表的なトラジェクトリを黒線で示す．
文献 5 の図を改変．

て新しい問題である．長い間主流であった induced-fit

図1
結合によるダイナミックなエネルギー地形．UO / UC は非結合開 /
閉状態，BO / BC は結合開 / 閉状態を表す．文献 5 の図を改変．

モデルに対して 21 世紀に入ってからは population-shift
モデルが脚光を浴びてきた．しかし両者はともに，結
合と構造変化，一方が他方に先んじるという極論でも

フォールディング研究で使われてきた郷モデルを拡張

ある．最近，池口らは統計物理の線形応答理論の枠組

したものである．さらに，確率的に結合サイトにリガ

みで，
（アンサンブル平均として）両方が並行して進

ンド結合ポテンシャルを加える過程をリガンド結合と

むモデルを提案した 7)．本稿の見方は，1 分子をとっ

みなし，それをモンテカルロ（MC）法で実現した．

てみれば induced-fit か population-shift かどちらかの経

このとき，結合速度はリガンド濃度に比例し解離速度

路を通り，どちらを通るかの確率は相互作用の性格に

はリガンド結合エネルギーに依存するとした．そし

よって変わる，という描像になっている．

て，リガンド結合エネルギーの 2 つのパラメーター：

ここでは比較的簡単な状況を仮定した粗視化モデル

相互作用の強さと相互作用距離を変化させることでメ

計算を行ったが，現実の系はもっと複雑かも知れな

カニズムにどのような影響があるのかを調べた．

い．たとえば，まずタンパク質が自発的なゆらぎに

シミュレーションにおいて，非結合開（UO）状態

よって準安定な部分閉構造になり，リガンドが結合す

から結合閉（BC）状態に到達するのに，UC を経由す

ることで完全な閉構造を安定化するといったような，

る（population-shift 経路を意味する）か BO を経由す

population-shift と induced-fit が組み合わさったメカニ

るか（induced-fit 経路）を調べた．構造変化を横軸と

ズムが現実的かもしれない．また，個々の例に関し

結合強度を縦軸にとって 2 次元上に自由エネルギー面

て，そのメカニズムと生体内での機能がどのように関

を描くと，相互作用が短距離力の場合は population-

連しているのかは興味があるところである．

shift の経路が主要となるエネルギー地形を示すのに対
して，相互作用を長距離力にしていくと induced-fit の

文
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4.

献

7)

は旧く


池口満徳，木寺詔紀 (2006) 生物物理 46, 275-278.

目次に戻る
生

岡崎圭一

物

物

理

Vol.49 No.3（2009）

岡崎圭一（おかざき けいいち）
神戸大学自然科学研究科大学院生（D3）
研究内容：アロステリー，分子モーターなどのシ
ミュレーション研究
E-mail: okazaki@theory.biophys.kyoto-u.ac.jp
高田彰二（たかだ しょうじ）
京都大学理学研究科准教授
研究内容：生体分子シミュレーション
連絡先：〒 606-8502 京都府京都市左京区北白川
追分町
E-mail: takada@biophys.kyoto-u.ac.jp
URL: http://theory.biophys.kyoto-u.ac.jp

トピックス



目次に戻る

用
語
解
説

コンシステンシー原理
Consistency principle
タンパク質の天然構造は多数の相互作用の総和に
よって安定化されるが，分子全体の総エネルギー
の最小点において個々の相互作用エネルギーも最
小であるという考え方．格子モデルシミュレー
ションの研究を通じて，80 年代前半に郷信弘に
よって導入された．タンパク質の普遍的な物理学
的特性である，自発的，可逆的，協同的，相転移
的フォールディングを説明できる．
（127 ページ）
（本田）
最小フラストレーション原理
Principle of minimum frustration
フラストレーションとは磁性体内のスピン配向の
局所的不整合性を指す物理学用語であるが，80 年
代後半に Bryngelson と Wolynes は，これを転用し，
フラストレーションが最小であることがタンパク
質配列の特徴であると表現した．これは相互作用
の矛盾が最小であるという意味であり，本質的に
コンシステンシー原理と同意である．これらの概
念は，90 年代になって Onuchic らによって提唱さ
れた漏斗モデルに昇華した．（127 ページ）（本田）
スケールフリー性，スモールワールド性
Scale-free, Small world
ネットワークの構造的特長を表す性質で，前者は，
ノードにつながるリンクの数の分布（次数分布）
がべき乗分布になることをさす．分布が著しく非
対称で，分布を特徴付ける平均的な尺度が存在し
ないことからスケールフリーとよばれる．後者は，
任意のノード間のリンク数が全ノード数に比べて
著しく小さいことをさす．平均 6 人を仲介するだ
けで全米の住人が知人関係になることを見いだし
たミルグラムの実験を端緒とする．これらの性質

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

は，インターネットやタンパク質間相互作用ネッ
トワークなど，社会学，経済学，情報工学，生物
学などの幅広い分野で確認されている．
（128 ページ）
（本田）
ジップ則
Zipf’s law
英単語の出現頻度解析で発見された経験則で，た
とえば，the，I，say の出現順位は，平均的な英文
において大抵 1，10，100 番目となるが，それら
の出現頻度は 0.1，0.01，0.001 と等比数列で示さ
れる．このような関係は，都市の人口，地震の規
模，遺伝子の発現量などでも観測され，現在は，
英単語に限らず，k 番目に大きい要素の全体に占
める割合が 1/k に比例する場合の経験則を指す．
このとき，両対数プロットで頻度と順位は傾き
1 の直線になる．（129 ページ）
（本田）
MWC モデル
Monod-Wyman-Changeux model
Monod らによって提唱された，マルチサブユニッ
トからなるタンパク質のアロステリーを説明する
モデル．このモデルでは，タンパク質全体として
リガンド親和性の低い T（tense）状態と親和性の
高い R（relax）状態の間で平衡になっていて，リ
ガンド結合が進むにつれて R 状態に平衡がシフト
する．（132 ページ）
（岡崎ら）
KNF モデル
Koshland-Nemethy-Filmer model
Koshland らによって提唱されたモデルで，MWC
モデルと並び有名であり，比較されることが多い．
MWC モデルとの大きな違いは，各サブユニットが
リガンド結合に伴って，独立に構造変化すること
ができるという点である．
（132 ページ）（岡崎ら）
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り組めばよいであろうか？

藍藻の生物時計

1.

2.

藍藻は生物時計を備えた単細胞生物である．その時
計遺伝子は 1998 年に発見され 1)，回転の

回

にち

Kai タンパク質の X 線小角散乱

X 線小角散乱実験では，タンパク質溶液に X 線を照

なんで kai と名付けられた．

射し，それらの相互作用によって生じる散乱 X 線強

その後，研究の舞台は kai 遺伝子群がコードする

度の角度分布を計測する．X 線小角散乱の長所は，生

Kai タンパク質（KaiA，KaiB，KaiC）へと移された．

理的な溶液条件で生体分子の形状解析ができること，

生化学的な研究から，KaiA が KaiC をリン酸化する機

温度・pH といった測定条件が容易に変更できること，

能をもち，逆に KaiB は KaiA を阻害することで KaiC

そして系の時間発展を追跡できる点にある．Kai タン

を 脱 リ ン 酸 化 さ せ る こ と が 解 明 さ れ た． そ し て

パク質の離合集散を研究する際，ダイナミクス計測は

2005 年，3 つの Kai タンパク質と ATP を試験管内で

必須の要素となる．

混合すると，KaiC がリン酸化型と脱リン酸化型の状

一方，X 線小角散乱には空間分解能が制限されると

態を可逆的に往来し，その往来周期が藍藻細胞内と同

いう短所が存在する．溶液中のタンパク質分子は入射

様に約 24 時間であることが発見された 2)．

X 線に対して等確率的に任意方向を向いており，それ

この研究成果は，次の 2 点において重要な意味をも

らすべての散乱が平均化されて検出器に記録される．

つ． 第 一 に， 高 等 生 物 で は 転 写・ 翻 訳 に よ る 負 の

この粒子（空間）平均により詳細な構造情報が失われ，

フィードバックが振動の発生源であると広く受け入れ

検証可能な空間分解能は数十 Å にまで落ち込む（小

られているが ，それらをまったく要しない生物時計

タンパク質もしくはドメイン程度の大きさ）
．しかし，

が存在すること示した．さまざまな分子種で構成され

結晶構造が個別に解明されている Kai タンパク質の場

る哺乳類の生物時計に対し，わずか 3 つのタンパク質

合，X 線小角散乱で決定した複合体の分子形状に既知

からなる藍藻の発振回路はシンプルな美しさを秘めて

の結晶構造をあてはめることで，相互作用の切り替え

いる．第二に，生物時計が試験管内で再構成されたこ

機構に迫ることができる．

3)

とで，生物物理学や構造生物学を武器に時計の本質へ

3.

斬り込むことが可能となった．

Kai タンパク質の離合集散

構造解析の進展は著しく，今日までに，個々の Kai

2 分子間の相互作用を検証するため，一定量の KaiC

タンパク質について X 線結晶構造が明らかとされて

に KaiA もしくは KaiB を滴定しつつ，X 線小角散乱測

いる（PDB ID，KaiA: 1R8J，KaiB: 1WWJ，KaiC: 2GBL

定を行った 5)．入射 X 線と同方向に散乱された X 線の

など） ．しかし，個々の静的な描像から時計が動く

強度（原点散乱強度）は，系の重量平均分子量に比例

メカニズムを解明す るにはいたっていない．KaiA:

し，複合体の組成や分子量について重要な知見を与え

KaiC 複合体や KaiB:KaiC 複合体の構造を解明できれ

る． 原 点 散 乱 強 度 の 滴 定 曲 線 を 解 析 す る こ と で，

ば，それらからリン酸化と脱リン酸化の切り替え機構

KaiB:KaiC 複合体（Kd = 0.12 M）が KaiA:KaiC 複合体

4)

（Kd = 4.7 M）よりも約 40 倍安定であることが明らか

が読み取れると期待される．しかし一方で，KaiC の

となった．

リン酸化状態が振動するのであれば，Kai タンパク質
複合体もまた常に一定の状態になく，離合集散しなが

解離定数と反応機構をもとに，散乱データセットか

ら組成・形状を変化させるはずである．どのように取

ら複合体の散乱曲線を抽出し，その低分解能構造を構

Real-time SAXS Observation of Assembly and Disassembly Dynamics of Cyanobacterial Circadian Clock Proteins
Shuji AKIYAMA
Nagoya University, Japan / PRESTO, JST, Japan / RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute, Japan
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築した（図 1）
．KaiC は球状の頭部と短い尾部で構成
され（図 1a，青色），KaiA は尾部の付け根近傍に位
置していた（図 1a，橙色）．KaiC 単独の X 線結晶構
造によると（2GBL），尾部は KaiC の C2 ドメインと
よばれる領域と連結されている（図 1a）．よって KaiA
は，KaiC の C2 ドメインから尾部にいたる広い界面を
利用して結合すると解釈できる．また，C2 ドメイン

図1
X 線小角散乱により決定された Kai タンパク質複合体モデル．（a）
KaiA:KaiC 複合体．（b）KaiB:KaiC 複合体．（b）図中，リボンモデ
ルは小角散乱モデルに当てはめた既知の X 線結晶構造を表す．（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）

にはリン酸化を受けるアミノ酸や ATP 分子が局在す
る．よって，KaiA が C2 ドメインに結合し，構造変化
を通じて KaiC のリン酸化を促進すると解釈できる．
興味深いのは，KaiC に対する結合位置が KaiA と
KaiB で類似している点である．KaiC に対する親和性
は KaiB のほうが優位であるため，KaiA:KaiC 複合体に
KaiB が接近し，結合していた KaiA と取って代って
KaiB:KaiC 複合体となり，反応がリン酸化から脱リン
酸化へ切り替わると解釈できる．
次に，3 種類の Kai タンパク質と ATP を混合し，散
乱パターンの時間変化を 3 日にわたって記録した 5)．
散乱曲線は劇的な変化を示し，原点散乱強度からも明
確な振動現象が確認された（図 2，○）．各時刻におけ
るリン酸化型 KaiC の割合（図 2，□）との比較から，
脱リン酸化の過程で高分子量の Kai 複合体が形成され

図2
Kai タンパク質の重量平均分子量（○）と，KaiC のリン酸化状態
（□）の関係．図中，実線は正弦関数を利用した近似曲線を表す．
青 色 破 線 は KaiA 複 合 体（2 量 体） と KaiB 複 合 体（4 量 体） が
1 個ずつ，青色点線はそれぞれが 2 個ずつ離合集散するモデルの
I(0) を 表 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）

ることが読み取れる．
先行研究の結果も参照しつつ，原点散乱強度とリン
酸化状態の両パラメータを満足するような反応モデル
を構築した 5)．実験データを矛盾なく説明することが
で き た の は，KaiA 複 合 体（2 量 体） と KaiB 複 合 体
（4 量体）がそれぞれ 2 個ずつ離合集散するというモ
デルであった（図 2：青色点線）．この結果は，振動ダ

よりも高次の複合体を捕捉し，その基底散乱曲線をも

イナミクス中の Kai タンパク質が，滴定実験で補足さ

とに Kai タンパク質の離合集散を解明することである．

れた 1 対 1 複合体（図 1，図 2：青色破線）よりも高

文

次の複合体を形成していることを示す．
4.

1)
2)
3)
4)
5)

今後の展望

複合体の組成が，平衡状態と振動ダイナミクスで異
なったことは予想外の結果であった．両者が同じであ

献
Ishiura, M. et al. (1998) Science 281, 1519.
Nakajima, M. et al. (2005) Science 308, 414.
Bell-Pedersen, D. et al. (2005) Nature Rev. Genet. 6, 544.
Johnson, C. H. et al. (2004) Nat. Struct. Mol. Biol., 11, 584.
Akiyama, S. et al. (2008) Mol. Cell 29, 703.

れば，時間発展のデータセットを Kai タンパク質や複
合体の散乱曲線（基底散乱曲線）の線形結合として表
わすことで，各化学種の濃度変化が決定できると期待
していた（離合集散系の可視化）．
いまだ最終目標には到達していないが，散乱パター
ンの時間変化を詳細に分析することで，振動過程に蓄

秋山修志

積する複合体の組成について見通しが立った．今後の
課題は，KaiC のリン酸化状態などを調節して 1 対 1
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生体分子機械・キネシンによる微小管の
コークスクリューモーション
矢島潤一郎

1.

学習院大学理学部物理学科

も含まれるのである．この成分がトルクとして働く．

はじめに

従来の微小管の回転の観察には，微小管の端に大き

細胞のさまざまな生命活動は，生体分子機械ともよ

な非対称の構造体（軸糸から得られた湾曲した微小

ぶべききわめて巧妙な仕組みをもつ多くのタンパク質

管 2), 5) や，端が偶然折れ曲がった微小管 3), 4) など）を

が関与している．キネシンは ATP の加水分解の化学

結合させ，これらが回転の目印として利用された．こ

エネルギーを運動に変換する代表的な分子機械の 1 つ

の目印つきの微小管がガラスに付着した多数のキネシ

であり，細胞分裂や小胞器官の輸送など広範な細胞機

ンの上を滑るとき，2 次元平面に投影された目印の向

能を担っている ．

きの変化によって，微小管が回転するようすがわかっ

1)

分子機械・キネシンの運動機能の仕組みは，生体か

たが，間接的な観察であった．

ら単離・精製したキネシンを使用し顕微鏡下で運動性

3.

を測定する方法（In vitro motility assay）により研究が

回転運動の直接観察

行われてきた．キネシンは，基質フィラメントタンパ

単頭キネシンによる微小管の滑り・回転運動を直接

ク質である微小管と特異的に作用し，微小管の滑り運

観察するには，微小管の回転の邪魔にならないサイズ

動を引き起こす（直進力発生装置）．さらに，一部の

の小さな目印を微小管側面につけ，その目印の動きを

や別の分子機械・軸糸ダイニン による

3 次元で追跡すればよい．そこでわれわれは，生体分

微小管の滑り運動は，その長軸の周りを回転する動き

子機械により駆動されて滑り・回転運動する微小管の

を伴う（トルク発生装置）．

振る舞いを，微小管に結合した量子ドットを小さな目

キネシン

2)-4)

5)

分子機械による直進力発生装置としてのメカニズ

印として 3 次元で観察するシステムを構築した

ムの解明を目指した研究は，これまでに精力的に行

6)
．図 1b に示すように，もともと 1 つであっ
（図 1）

われてきたが，トルク発生装置としての研究は，定

た量子ドットの像は，顕微鏡内に挿入したプリズムに

量的実験の困難さにより然程進んでいない．そこで

より 2 つに分割され，カメラに投影される．溶液中で

われわれは分子機械による微小管の回転運動を定量

量子ドットの高さが変わると，像の重心位置は x 方向

的に解析することが可能な実験系を構築し，トルク

に相対的に変化するため，2 次元平面での位置情報に

発生装置としての仕組みを解明するための研究を

加え，従来では得ることができなかった高さ（z）の

行っている．生体分子機械による化学―力学変換の動

位置情報も精度よく得ることができた（詳しくは文

作原理を直進と回転を包括した形で明らかにするこ

献 6 を参照されたい）
．この光学システムを用いて，

とが最終目標である．

単頭キネシンによって滑り運動している微小管に結合

2.

した量子ドットを xyz 方向にナノメートルの精度でイ

トルク発生装置としての分子機械キネシン

メージングしたところ，微小管のきりもみ状（コーク

分子機械・キネシンは，生体内で 2 量体や 4 量体と

スクリュー様）の動きを直接観察することに成功した

して機能するが，運動をうみだす最小構成要素は実は

（図 1c）
．この微小管の回転はおよそ 300 ナノメート

1 量体（単頭キネシン）であることが知られている．

ル前進するごとに 1 回転し，左巻きであることがわ

ガラス基板に結合し複数の単頭キネシンが微小管と相

かった．溶液中の ATP や塩の濃度，ガラス面に付着

互作用すると，棒状の微小管は回転しながら滑り運動

したキネシンの数，微小管の長さを変えても微小管の

を行う 4)．この単頭キネシンが発生する滑り力には，

回転速度と前進速度の相関はほぼ一定であり，300 ナ

微小管の長軸に平行な成分だけではなく，垂直な成分

ノメートルというピッチは，実験に用いた単頭キネシ

Corkscrew Motion of a Sliding Microtubule Driven by Kinesin Molecules
Junichiro YAJIMA
Department of Physics, Gakushuin Univeristy
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数のキネシンファミリーにおいて共通であり，キネシ
ンファミリー共通のトルク生成のメカニズムが存在す
る可能性がある．
おわりに

4.

リニア分子モーターのトルク発生装置としての発見
からはや 20 年が経つが，その分子メカニズムの具体
的な描像は一向に見えてこない．そもそも運動の最小
構成要素である単頭キネシンにおいてさえも，その直
進力発生装置としての分子メカニズムが完全に理解さ
れていない事実を考えれば，これは当然であるといえ
よう．他の生体分子機械における，運動のメカニズム
を解明しようとする数々の研究にならい，1 分子での
力発生過程・構造変化について詳細に調べてゆく必要
がある．生体分子機械は，トップダウン的に作り上げ
られた工学的機械とは決定的に異なる化学―力学変換
のメカニズムをもつ．直進作動と回転作動の研究は，
このメカニズム解明の鍵となる可能性がある．
謝

辞

本稿で紹介した研究は，西坂崇之教授（学習院大・
物理）
，水谷佳奈氏（学習院大）
，Robert Cross 教授（マ
リーキューリー研究所）との共同研究の成果であり，
深謝いたします．
文
図1
単頭キネシンによる微小管のコークスクリューモーションの直接
観察．（a）実験の模式図．（b）3 次元の位置を検出する光学系．
（c）微小管が滑り回転運動をしているときの量子ドットの 3 次元
プロット．微小管の直径は約 25 ナノメートルで微小管に結合し
た量子ドットが左巻きの螺旋を描いているのがわかる．（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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ンに固有の性質であることがわかった．また，この
ピッチは微小管の基本らせん構造とは異なり，単頭キ
ネシンが微小管の構造を辿るように微小管を滑らして
いるのではないようである．さらに面白いことに，こ
の 300 ナノメートルという値は，単頭にした kinesin-1

矢島潤一郎

（微小管のプラス端に移動し小胞を輸送する），単頭に
した kinesin-5（細胞分裂時に紡錘体形成にかかわる）
，
kinesin-14（マイナス端に移動するキネシン）など，複
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理論／実験 技術

表面増強赤外分光法
（SEIRAS）
が拓く
膜タンパク質の構造変化解析
安宅憲一

Bielefeld University, Department of Chemistry

のであろうか？

はじめに

赤外分光法でタンパク質を直接測定

した場合，そのうちに存在する 3N-6 個（N はタンパ
タンパク質の機能計測において，究極の計測手法と
はどのようなものだろうか？

ク質内の原子の数）という膨大な数の分子振動が重な

まず分子・原子レベル

り合い，そのすべての振動を帰属することは実質上不

の構造情報を与え，高い時間分解能（フェムト〜ピコ

可能である．そこで，機能発現前（参照スペクトル）

秒）をもち，単一分子の計測が可能なくらい高感度

と発現後（試料スペクトル）との間で差を測定し，機

で，さらに in vivo で非破壊的に測定できればいうこ

能発現時に起こった構造変化のみに由来する振動を抽

とはない．著者が考える

とはこのよう

出する．これならば，すべてのタンパク質内の振動を

なものであるが，もちろんこんな計測手法は実際には

帰属するよりもずっと少なく，さらに，赤外分光法の

存在しない．実在する物理化学計測手法は，それぞれ

もつ高い時間分解能を組み合わせれば，この構造変化

に長所短所をもっている．著者が専門としている振動

のようすを動的に捉えることができる．ここでタンパ

分光法にしても，フェムト秒近い高時間分解能をも

ク質内の構造変化由来の赤外シグナル強度は通常タン

ち，原子・分子レベルの構造情報を与えてくれるが，

パク質全体から来る絶対吸収強度の 1-10% 程度であ

感度という点では多くの問題を抱えている．

る．赤外分光法は決して感度の低い計測法ではない

この振動分光法を

究極

究極の手法

に一歩近づけてくれそう

が，それでも上述のような差スペクトルを計測するに

な手段として，表面計測法と生体分子計測の融合があ

は高濃度のタンパク質溶液を必要とする．これを，単

る．実は（話は逆で），著者はもともと表面計測のほ

分子膜程度（通常ピコモル/cm2）の微量で測定するに

うが専門であり，数年前までは生物の分野に関しては

は，通常の赤外測定法ではかなり難しい．ここで赤外

まったくの素人であった．あるきっかけでタンパク質

測定法の感度がもう 1-2 桁上がれば，計測できる系の

の機能計測にたずさわることになり，多くの表面解析

選択肢が飛躍的に増えてくるであろう．たとえば，感

手法が生体分子の計測に非常に有効ではないかとい

度向上によって膜タンパク質など本来単分子で存在す

う感触を得た．固体表面という 2 次元的に制限された

るものを，より細胞内の環境に近い状態で in vitro 計

場に吸着した微量の分子を対象とすることから，表面

測を行うこともできるはずである．SEIRAS は，金属

計測手法には分子，原子レベルで高解像度かつ高感度

表面のもつ特異的な性質を利用して，この

な計測法が多数存在する．もし表面計測法の特性が生

を獲得する手段の 1 つである．

物学上の問題と適合すれば，新たな生体分子計測手法

1-2 桁

表面増強赤外吸収（SEIRA）のメカニズム

としての可能性を見いだすことができるかもしれな
い．本稿では著者が長年研究・開発を行ってきた「表

SEIRA はナノメートルオーダーの微粒子構造をもつ

面増強赤外分光法（Surface Enhanced Infrared Absorption

金属薄膜上（金，銀，銅，白金など）に吸着した分子

Spectroscopy: SEIRAS）」とよばれる表面計測法をタン

の赤外吸収強度が通常の数十-百倍増強される現象で

パク質機能計測に応用したことで拓けてきた可能性に

ある．金，銀などの自由電子金属は数十ナノメート

ついて述べてゆきたい．

ルオーダーの微粒子状になると，可視域に表面プラ

を説明する前に，タンパク質機

ズモン由来の吸収が現れる．薄膜上では微粒子同士

能計測における赤外分光法の問題点とはどのようなも

が密集し，プラズモン吸収は共鳴効果によってブ

さて， 表面増強

A New Feature for Functional Study of Membrane Proteins Opend by SEIRAS
Kenichi ATAKA
Bielefeld University, Department of Chemistry, Biophysical Chemistry (PC III)
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ロードになり赤外領域まで延びてくる．このプラズ
モンによる金属薄膜の吸収が吸着分子の赤外振動周
波数と一致すると，薄膜の誘電率が大きく変調され
る．このため分子振動の波長で金属薄膜の吸収が大
きく減衰し，見かけ上，分子振動が増強されたよう
な効果が得られる 1)．
「表面増強」の名が示すように，増強効果は基板金
属薄膜の表面で起こる（近接場効果）．プラズモン吸
収と分子振動のカップリングは金属表面から指数関数
的に減少するため，赤外吸収の増強の有効範囲は表面
から約 10 nm の所に限られる．この特性により金属
表面に吸着した分子のシグナルを選択的に捉えること
ができるのである．
もう 1 つの顕著な性質として，SEIRAS には基板表
面に対して垂直方向の双極子をもつバンドが選択的に
増強される

表面選択律

が存在する．表面プラズモ

ンによって誘起され表面電場は局所表面に対して常に
垂直方向に生じている．この表面電場は同方向の分子
双極子とカップリングするが，これと直交するものと
はカップリングしないためスペクトルに現れてこな

図1
（a）SEIRAS 測定の実験セットアップ，（b）可溶化タンパク質の金
属基板表面への吸着（上）と脂質 2 分子膜内への再構成（下）
（c）
タンパク質に標識したアフィニティータグと化学修飾金属基板の
間の特異的相互作用を利用した単分子膜の構築．His-tag/Ni-NTA
（左）と sterptavidin/biotin（右）相互作用．

い．この結果は，赤外反射偏光測定（p 偏光）を行っ
たときと同じ効果を与えるため，この特性を用いれば
表面に吸着した分子の配向を推測することができる．
SEIRAS の実験セットアップ

図 1a に SEIRAS の実験セットアップを示す．シリ

SEIRA 活性なタンパク質吸着層の作成

コンのような高屈折率をもつプリズムの反射面に厚さ
数十-百ナノメートルの金属薄膜を真空蒸着，スパッ

SEIRAS の計測において金属基板上へのタンパク質

タリングまたは無電解メッキ法 により作成する．こ

単分子層の作成は重要なキーポイントとなる．著者の

の金属薄膜にサンプルを吸着させ，全反射赤外吸収測

興味の対象はおもに膜タンパク質にあるので，ここで

定（Attenuated total reflection: ATR）の条件で測定を行

は特に膜タンパク質を金属表面に固定化する方法につ

えば SEIRA スペクトルを得ることができる．ATR 光

いて述べるが，同様の方法論は水溶性タンパク質でも

学配置は，測定中もサンプル溶液を自由に交換した

通用する．膜タンパク質は細胞膜内において，脂質 2

り，光照射や電気化学的なセットアップの導入などが

分子膜内に構成された

簡便に行えるなどの利点がある 3)．

する．この条件を満たすタンパク質層の構築に，著者

2)

ここで重要な点は，サンプルが金属薄膜表面に

高配向

な単分子として存在

吸

らはアフィニティークロマトグラフィーの手法を模し

することである．SEIRAS ではサンプルが表面近

た や り 方 を 用 い て い る（図 1b, c）4), 5)． ま ず，Ni-

傍の数ナノメートルの所に固定化されていないと効果

nitrilotriracetic acid（Ni-NTA）を金属基板表面に化学修

が得られない．しかしタンパク質の性質によっては容

飾する．一端に Ni-NTA をもち，間にアルキル基など

易に金属表面に吸着しない，または吸着しても金属と

のスペーサーを挟んで反対の端にチオール基をもつ分

着

の相互作用によって失活してしまう可能性がある．こ

子を金属基板上に露出させると，チオール基が金属と

うした場合，金属表面を分子修飾によって改質し，タ

（擬似的な）共有結合し，自己集合的に単分子膜を作

ンパク質がよりマイルドな条件で表面に固定化される

り出す．ここに，His-tag を標識したタンパク質を露

ようにする必要がある．

出すると，His-tag と Ni-NTA の特異的な相互作用によ
り，タグの位置が基板表面に向かうような高配向な吸
着を誘引する．膜タンパク質は界面活性剤などにより
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SEIRAS による膜タンパク質の機能計測

細胞膜から分離し水溶液中に可溶化してから吸着させ

497 nm の LED 光を照射して SR II を励起した状態と

る．可溶化された膜タンパク質は，溶液中に高濃度の

の間の差スペクトルを測定した．1764 cm1 にアスパ

界面活性剤が存在しないと不安定であるので界面活性

ラギン酸 D75 の C  O 伸縮振動に帰属されるバンド

剤を脂質膜に置換し，タンパク質を脂質 2 分子膜内に

が観測される．このバンドは光励起によってレチナー

再構成させる．この置換には透析膜を使う方法もある

ル・シッフベース（RSB）から D75 へのプロトン移動

が，バイオビーズを用いるとより簡便にできる．

により，側鎖の COO- が COOH 基へと変化したこと

脂質 2 分子膜内に再構成された膜タンパク質単分子

を示すマーカーバンドである．0.2 V より負の電位領

膜は可溶化されたタンパク質の単分子膜と比較して

域では，電位がより負になるに従い，このバンド強度

非 常 に 安 定 で あ る． 後 述 す る sensory rhodopsin II

が減少している．このバンド強度の減少は，電位が負

（phoborhodopsin）の安定性について両者を比較したと

に行くに従い RSB から D75 へのプロトン移動に対す

ころ，光照射の実験を繰り返した場合，可溶化された

るエネルギーバリアーが高くなり，0.3 V 付近ではプ

サンプルは界面活性剤の存在下でも 25 回の照射の繰

ロトン移動は抑えられていることを示している．系の

り返しでシグナル強度が初回照射時の約 60% に失活

開回路電位は約 0.2 V に位置し，これがゼロ電荷電位

したのに対して，脂質膜内に再構成されたサンプルは

とほぼ等しいと仮定すると，これより正の電位では電

同じ光照射の条件の元で 100 回以上照射しても 90%

極表面がプラスに，負の電位ではマイナスに帯電し，

以上のシグナル強度を保っていた ．

電場ベクトルの方向はおのおの図 2b, c に示したとお

6)

SEIRAS による膜タンパク質の機能

りになる．電位が 0.2 V より負の領域ではプロトン移

差 スペクトル

動の方向と，電場の双極子の向きが逆になる．電位が
膜タンパク質の輸送または受容体としての性質を考

より負になるに従い，抵抗する双極子は大きくなり，

える上で重要な因子の 1 つとして，膜間電位差があ

プロトン移動は抑制される．電位が 0.2 V より正の領

る．膜間電位差が膜タンパク機能に関与する典型的な

域ではプロトン移動の方向が電場の双極子と同方向に

例としては，イオンチャンネルのように直接膜間電位

あるため，電位が変化してもプロトン移動は抑制され

を感知してチャンネルの開閉をコントロールしている

ない．しかし，より正の電位（0.4 V）では 1764 cm1

ケースがあげられる．膜間電位差の影響を計測する手

のバンドはその積分強度は 0.2 V からほとんど変化が

法として，パッチクランプが知られている．パッチク

ないが，波形がブロードになっている．これは強い電

ランプは電気化学的な手法により高感度に膜間の電気

場の影響によって D75 回りの水素結合が不均一化し

信号の流れを感知できることから，膜間電位差による

た影響と考えられる．

チャンネルの開閉などを単一分子のレベルで解析する
ことができるが，構造情報に乏しいため，こうした機
能発現がタンパク質内のどのような構造変化に由来す
るのかを解明することは難しい．もしパッチクランプ
のもつ電気化学的な測定能と，SEIRAS のもつ構造解
析能力を組み合わせれば，膜間電位の影響を考慮した
膜タンパク質の分子・原子レベル機能解析が可能とな
るはずである．そこで図 1a のように金基板薄膜を電
極として用い，表面上に吸着したタンパク質単分子膜
に電気化学的に電圧を印加し，電場の影響下にある構
造情報を得ることを試みた．
この例として，古細菌 Natronomonas pharaonis 由来の
sensory rhodopsin II（SR II）の光反応に対する膜間電位

図2
（a）さまざまな電極電位（vs. NHE）における SR II 単分子膜の光
応答時の SEIRA 差スペクトル．（b）光励起によるレチナール・
シ ッ フ ベ ー ス か ら ア ス パ ル ギ ン 酸 75 へ の プ ロ ト ン 移 動 過 程．
 0.2 V の領域ではプロトン移動は電場ベクトル（太い矢印）と
同方向に起こる．（c） 0.2 V の領域では電場ベクトルの方向がプ
ロトン移動と逆になるため，この過程は抑制される（文献 7 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）

差の影響について検討した結果を紹介する 7)．SR II は
光刺激によってシグナル伝達を誘起するが，膜間電位
によってこれが制御されることがパッチクランプの結
果より報告されている 8)．図 2a にさまざまな電極電
位における SRII 単分子膜の光応答時の SEIRA スペク
トルを示す．暗状態で参照スペクトルを測定し，波長
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興 味 深 い 点 は，1600 cm1 付 近 の ア ミ ド 領 域 と

まだ発展の途についたばかりである．今後，多様なタ

1544 cm の基底状態レチナールに帰属されるバンド

ンパク質の性質に応じて新たな利用法が現れるに違い

は電位に対して依存性を示していないことである．赤

ない．表面計測法を生体分子に応用するには，固体表

外分光法は，局所的な水素結合状態の変化に対してバ

面のもつ特異性を十分に留意しなくてはならない．そ

ンドのピーク位置が敏感に反応する．レチナールやア

れゆえ，多少取り付きにくい部分もあるが，それだけ

ミドのバンドが電位依存性を示さないことは，光励起

に生物学への応用可能な多くの魅力的な計測手法が存

によるタンパク質の骨格構造やレチナールの変化が電

在する．例をあげれば，和周波発生や 2 次高調波発生

場の影響を受けていないことを示唆している．これら

のような非線形分光法の応用や，固体単結晶を基板に

から推測されるのは，RSB から D75 へのプロトン移

用いたタンパク質 2 次元結晶の作成など，生物学と表

動の過程が 1 種の膜間電位のセンサーとなっているこ

面科学の融合は多くの可能性を秘めている．

1

とである．プロトンのように明確な電荷をもつ粒子は
文

電場の影響を受けやすい．レチナールやタンパク質の

1)

骨格構造の変化は電場いかんにかかわらず光シグナル
へのプロトン移動のような荷電粒子の動きが膜間電位

2)

差によって生じる電場を感受して，全体のシグナル伝
以上に述べたように，SEIRAS を用いることによっ
と

電場

Miyake, H., Ye, S. and Osawa, M. (2002) Electrochem. Commun. 4,
973-977.

達に対する制御を行っていると考えられる 9)．
光

Osawa, M. (2002) In Handbook of Vibrational Spectroscopy,
(Chalmers, J. M. and Griffiths, P. R., eds.), pp. 785-799, Chichester,
Wiley.

に対して常に一定の応答する一方で，RSB から D75

て，従来法では困難であった

献

3)

Ataka, K. and Heberle, J. (2007) Anal. Bioanal. Chem. 388, 47-54.

4)

Ataka, K., Richter, B. and Heberle, J. (2006) J. Phys. Chem. B 110,
9339-9347.

という

5)

複数のパラメーターを制御しながら SRII の反応機構

Ataka, K., Giess, F., Knoll, W., Naumann, R., Haber-Pohlmeier,
S., Richter, B. and Heberle, J. (2004) J. Am. Chem. Soc. 126,
16199-16206.

を検討することができる．特に膜間電位とタンパク質
内の局所的な構造を対比させて検討できる計測手法は
少ない．SEIRAS はこれを可能とする数少ない計測手

6)

Nack, M. (2008) Diploma Thesis.

7)

Jiang, X., Zaitseva, E., Schmidt, M., Siebert, F., Engelhard, M.,
Schlesinger, R., Ataka, K., Vogel, R. and Heberle, J. (2008) Proc.

法である．

Natl. Acad. Sci. USA 105, 12113-12117.

ここで注意したいのは電極表面に吸着したタンパク

8)

Schmies, G., Engelhard, M., Wood, P. G., Nagel, G. and Bamberg,
E. (2001) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 1555-1559.

質に対して印加される電位はパッチクランプのそれと

9)

は異なる点である．電極にサンプルが固定化された場

Bombarda, E., Becker, T. and Ullmann, G. M. (2006) J. Am. Chem.
Soc. 128, 12129-12139.

合，電位差は電極表面上の電気化学 2 重層（ヘルムホ
ルツ層）内の電圧降下により与えられる．電圧降下の
大きさは電極からの距離に依存するため，サンプル両
端にかかる電位差を正確に見積もることは難しい．
よって，電気化学的に与えられている電位の大きさ
が，実際にサンプルにかかっている電位差とは必ずし
も一致しないこと留意する必要がある．
まとめ

安宅憲一

以上に SEIRAS のタンパク質機能計測への応用例を
あげてきた．しかし，SEIRAS の生体分子への応用は
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―酸化ストレス感受や聴覚増幅などに働くセンサー分子を例として―
三尾和弘1,2，小椋俊彦1,3，丸山雄介1，佐藤主税1,2
産総研・脳神経情報研究部門
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3
科学技術振興機構・さきがけ研究員
1

2

について，酸化ストレスを感受する TRPM2 チャネル

1. はじめに

や，内耳で聴覚増幅を司るプレスチンの解析結果を交
タンパク質構造解析を取り巻く環境は，ここ 10 年

えながら紹介する．

で大きく変わりつつある．わずか数マイクロリット

2. 膜タンパク質の電子顕微鏡撮影

ルの試料で結晶化スクリーニングが可能なロボット
の登場や解析ソフトウェアの整備，世界各国でのナ

膜タンパク質は細胞膜から取り出された状態では不

ショナルプロジェクトなどにより，タンパク質デー

安定で，容易に変性してしまう．安定に抽出するため

タベース（PDB）の登録数もすでに 5 万件を超えてい

には臨界ミセル濃度（CMC）以上の界面活性剤を用

る（2009 年 1 月現在）．近年では構造変化のスナップ

いて，疎水領域を包み込むような形で可溶化する．

ショットや機能制御タンパク質との共結晶など，よ

構造解析に用いるためには変性をなるべく抑えた状

り難解な構造の解明に向けたチャレンジも果敢に進

態で純度を高めていかなければならない．われわれは

められている．一方その陰で膜タンパク質や巨大複

通常，抗体を使ったアフィニティー精製と分子量で分

合体など，重篤な疾病の原因解明や生理機能の理解

画するゲルろ過クロマトグラフィーを組み合わせた

に不可欠であるにもかかわらず，結晶化の難しさゆ

2 〜 3 段階のマイルドな精製系を構築し，よい結果を

えに解析から取り残されているタンパク質も少なか

得ている．最終ステップのゲルろ過精製はもち越した

らず存在する．

混入物を除くためだけではなく，多量体構造から解離

De Rosier と Klug は，電子顕微鏡で撮影した 2 次元

したサブユニットや部分変性により異なる移動度を示

の画像を元にそこから 3 次元構造を再構築できること

す分子を除くためにも有効である．また各精製ステッ

を示した ．この技術はその後単粒子解析法へと発展

プで負染色電子顕微鏡観察を行い，粒子の均一性や分

し，核酸とタンパク質の複合体で高コントラスト画像

子パッキング状態の確認を行っている 10)．

1)

が得られるリボソーム分子や，対称性が高く計算上メ

精製したタンパク質溶液は，タンパク密度の低い場

リットのある球状ウイルス分子，らせん対称分子への

所へのウラン染色液の沈着を観察する負染色電子顕微

応用がさかんに行われるようになった ．現在ではソ

鏡法，あるいは緩衝液に浮遊したまま瞬間凍結させて

フトウェアの開発やコンピュータ処理能力の向上に伴

直接観察するクライオ電子顕微鏡法で撮影して解析用

い，正 20 面体構造をもつ球状ウイルスのキャプシド

粒子像を得る（図 1）
．前者は高コントラストな粒子

では原子分解能に迫る 3 Å 台後半の分解能が得られつ

像が得られるためデータとして扱いやすいが，染色液

2)

つある

3), 4)

．

の不均一な沈着によるアーティファクトや乾燥による

われわれの研究室では特に膜タンパク質を始めとす

タンパク粒子の変形などにより分解能が限られる．後

る難結晶性タンパク質の構造解析に向けて，単粒子解

者のクライオ電子顕微鏡法では自然な状態のまま観察

．単粒子解析技術

できるメリットがあるが，得られる画像はきわめて低

析法の技術開発を推進している

5)-9)

Single Particle Analysis of Membrane Proteins
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図1
膜タンパク質試料の調製．TRPC3 チャネルの精製例を示す．挿入した電気泳動ゲルは，左から SDS-PAGE，糖鎖除去による分子量低下
（36 kDa のバンドは PNGaseF），グルタルアルデヒド架橋で生じた 4 量体構造を示すバンド．電子顕微鏡写真では粒子の位置を丸で示した．
（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）

コントラストであるため粒子画像の拾い上げ・解析に

を計算し，平均画像の位置を修正することで徐々に構

多くの時間を要する．

造をよくしてゆく．その際，再投影像と平均画像との

3. 単粒子構造解析法

類似性を示す相関係数を指標とする．具体的には平均
画像の移動にランダム性をもたせて，新たに作られた

精製したタンパク質を電子顕微鏡で観察すると，そ

構造からの再投影像と平均画像との相関係数が，前の

れぞれの粒子はランダムな位置と方向をもっている

構造で得られた値よりも高くなる移動は可とする．一

（図 2，上段）
．最初にそこからタンパク質粒子画像を

方，低くなる移動は，擬似的な温度係数に従い確率的

拾い上げ，次に分子の 3 次元投影方向が似た画像同士
を相互の回転と平行移動により重ね合わせる．これを
平均化することで背景のノイズを低下させ，S/N 比が
高い 2 次元平均化像を得ることができる（図 2，2 〜
3 段）
．それらを参照画像として再び元画像の位置合
わせに用い，さらに新たな平均化画像を生み出す．こ
れらのサイクルを繰り返して平均画像の収束を確認し
た後，それぞれの 3 次元角度（オイラー角）を決定し
て立体構造の構築を行う．得られた初期 3 次元構造か
ら再投影像を作成して，それを参照画像として元画像
の重ねあわせによる平均化を行い，その結果から新た
な 3 次元構造の構築を行う．このような画像重ねあわ
せ，3 次元再構成を構造が安定化するまで繰り返し，
構造モデルを完成させる（図 2，下段）．
われわれはこれまで，単粒子解析法の高速化と精度
向上をめざして粒子自動拾い上げプログラムや粒子分
類プログラムの開発を行ってきた．また平均画像から
粒子の撮影角度を推定するためには，従来は 2 次元画
像情報を 1 次元データへと変換する，中央断面定理に
基づくシノグラム法が用いられてきた．最近われわれ
図2
単粒子構造解析法の概要．（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）

は，simulated annealing（SA）アルゴリズムを用い
た角度推定方法を開発した 11)．この方法では，最初球
の表面にランダムに配置した平均画像から 3 次元構造
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に移動の可否を決定し，温度係数を低下させながら移

TRPM2 は細長いベル形構造をしており，大きく膨れ

動を繰り返すことにより最適解を求めてゆく．SA を

た細胞内ドメインが特徴的であった（図 3a）
．

導入することで，解析途中では解が改悪方向にも移動

本構造をクライオ電子顕微鏡画像から構築された

する可能性を残しながら解析を行うことにより，解析

TRPC3 9) と比較すると，TRPM2 分子には細胞質端に飛

がローカルミニマムに捕まらずにグローバルミニマム

びだした突起が認められ，NUDT9-H ドメインと推測

に到達させることが可能となった．本方法では 1 次元

された．この場所は膜貫通領域のイオンゲートとは離

データへの変換を行わないため 2 次元情報の損失が起

れているため，チャネルの開閉には大掛りな立体構造

こらず，対称性の低い分子の 3 次元構造構築への障壁

変化が必要と思われた．また全体的に膨らんだ構造は

も大幅に下げることができた．

TRPC3 チャンネルにも見られる．一般的に TRP チャ
ネルは複数の刺激を同時に感受するセンサーとして働

4. 構造解析の実例

くが，この膨らんだ構造がさまざまなリガンドと結合
TRP（transient receptor potential）チャネルはショウ

するための 3 次元スペースを作り出しているのかもし

ジョウバエの光受容体異常を引き起こす trp 遺伝子の

れない．本解析で得られた TRPM2 の分解能は 2.8 nm

ホモログとして発見され，ヒトでは 30 種類近くもの

程度であるが，クライオ電子顕微鏡画像を用いた単粒

遺伝子群を形成する．それらは温度感受や酸化ストレ

子構造解析により，より詳細な構造解明が期待される．

ス，浸透圧，味覚等々，さまざまなセンサー的役割を

単粒子構造解析で得られる情報は低分解能の分子内

担う．それぞれの特異的刺激に応じて開口し，細胞内

密度であり，残念ながらそれぞれがアミノ酸配列上の

へ Ca2+ などのイオンを流入する．

どこにあてはまるかの高分解能な情報は得られない．

われわれは最近，TRP superfamily の中でも酸化スト

そこで抗体を用いて立体構造上の各ドメインを特定す

レスセンサーとして働く TRPM2 チャネルの 3 次元構

る技術について，われわれが最近報告したプレスチン

造を，負染色電子顕微鏡画像を用いて解析した 12)．

の構造解析 13) を例に解説する．

TRPM2 は双極性障害（躁うつ病）やアルツハイマー

プレスチンは内耳コルティ器に存在する外有毛細胞

病の発症とも関係が深いことが報告されている．この

の細胞膜に密に発現している 12 回膜貫通型分子で，

タ ン パ ク 質 は 分 子 内 に ADPRase 酵 素 活 性 ド メ イ ン

膜電位変化で生じる自身の構造変化により 20 kHz に

（NUDT9-H ドメイン）を有し，そこにリガンドが結

も及ぶ速さで細胞長振動を起こさせる．その振動を通

合することによってチャネルが開閉する．構築された

じて，入ってきた音シグナルを 100 倍にも増幅させる

図3
センサー膜タンパク質分子の解析．（a）酸化ストレスを感受する TRPM2 チャネル．上から，予想される分子の膜貫通・ドメイン構造（実
際のチャネルは本配列の 4 量体），解明された 3 次元構造，解析データ．スケールバーは 200 Å（b）外有毛細胞の細胞膜に高密度で存在し，
音増幅に働くプレスチン．抗体を用いた分子標識で細胞内領域を特定した．（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）
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ことができる．実際，本遺伝子の変異による難聴患者

3)

Yu, X., Jin, L. and Zhou, Z. H. (2008) Nature 453, 415-419.

や，ノックアウトマウスにおける聴覚障害が確認され

4)

Zhang, X., Settembre, E., Xu, C., Dormitzer, P. R., Bellamy, R.,
Harrison, S. C. and Grigorieff, N. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci.

ている．アミノ酸配列の C 末端に付けた FLAG タグに

USA 105, 1867-1872.

対する抗体を用いて細胞内領域を特定した（図 3b）
．
さらにその Fab のみに金粒子ラベルしたプローブを用
い，抗体結合位置をより明確に示した．本実験では未
反応の抗体が観察の邪魔にならないように，ゲルろ過

5)

小椋俊彦，三尾和弘，佐藤主税 (2005) 蛋白質 核酸 酵素 ,
1284-1291.
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and Sato, C. (2007) J. Biol. Chem. 282, 36961-36970.
Mio, K., Kubo, Y., Ogura, T., Yamamoto, T., Arisaka, F. and Sato, C.

カラムで複合体のみ分離，観察している．いずれもプ
8)

レスチン分子の広いほうの端を認識した．さらにこれ
らの結合粒子を多数集めて平均化することにより，抗

9)

体結合部位を統計的に示すことも可能である．

10)

5. まとめ

11)
12)

単粒子構造解析は，結晶化が困難であっても数 g
の精製タンパク質をもとに構造解析が可能な，汎用性

13)

の高い手法である．われわれは本プロセスの全自動化

(2008) J. Biol. Chem. 283, 1137-1145.

を推し進めており，自動的な染色・撮影・画像処理を
組合せることで，タンパク質構造自動解析システムを
構築することが可能と思われる．また薬物やリガンド
による構造変化もサンプル作成時に付加するだけで解
析が可能である．今後は結晶化が困難な超分子複合体
や構造活性相関の解析など，さまざまな応用が期待さ
れる．
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S/N 比
Signal to noise ratio
有効な信号成分とノイズ成分との比率．この値が
大きいほどノイズの少ない良好な信号であること
を表す．生体試料は電子線障害を受けやすいため
に低電子線量で撮影を行う．そのため S/N 比が低
く，画像処理が重要となる．
（144 ページ）
（三尾ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

シミュレーテッドアニーリング
Simulated annealing
鉄などの焼きなまし過程を模した解析法で，鉄が
高温に熱せられた後，徐々に冷却すると安定な結
晶状態の鉄ができるように，熱運動の概念を利用
してローカルミニマムからうまく脱出させ，グ
ローバルミニマムに到達させる方法．
（144 ページ）
（三尾ら）

目次に戻る
生物物理 49（3），147-150（2009）

談
話
室

日本学術会議とは何か？
永山國昭1，栗原和枝2
1

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
東北大学多元物質科学研究所

り，会員とほぼ同じ手続きで決定されるが，再任が可

1. 組織と役割

能であり，任命者は学術会議会長となる．

日本学術会議は，内閣総理大臣所轄の（すなわちそ

最高議決機関である総会，運営に関する事項の審議

の経費は国庫負担である）機関である．内閣府所轄の

を行う幹事会のほか，3 つの部会（人文科学，生命科

類似組織として総合科学技術会議があり，きわめて紛

学，理学・工学）および 30 の分野別の委員会，組織

らわしい．両者の差は，前者が「政府から独立した機

運営のための 4 つの委員会，そのほか重要課題の審議

関」として日本の全科学者を代表するところにある．

のための課題別委員会を組織し活動している．

民主的なボトムアップ機関である学術会議は，2009 年

会員選考の手続き変更が，2005 年改革の最大の眼

1 月で 60 歳を迎えるが，その職務は下記のように設

目であった．以前は選挙が行われたが，学協会をベー

立当初から一貫している．

スとした利益代表的色彩が強くなりすぎ，新方式（会

科学に関する重要事項を審議し，その実現を図る

員，連携会員推薦）となった．この改革に呼応し，各

こと．

学術の研究連絡委員会が分野別委員会に変わり，研究

科学に関する研究の連絡を図り，その能率を向上

連携委員も連携会員と名前を変えた．改名の精神は，

させること．

したがって会員，連携会員は学術分野を代表すること

た だ し， 学 術 会 議 組 織 は，2005 年 10 月 第 20 期

であって，学協会を代表するものではないということ

（3 年 1 期）をスタートするにあたり，専門による部

である．

の構成や会員の選出方法が変革された．現在の組織は

現在の定常的組織運営は幹事会で行われており，会

図 1 に示す通りである．

長（金澤一郎）と組織担当副会長（大垣眞一郎）
，政

学術会議は，理学，工学，医学，農学から法学，経

府関係担当副会長（鈴村興太郎）
，国際活動担当副会

済学，人文科学とすべての学術分野を包括する世界に

長（唐木英明）
，第 1 部会正副会長および幹事 2 名，

も類似例を見ない学術団体であり，現在 82 万人を代

第 2 部会正副会長および幹事 2 名，第 3 部会正副会長

表するといわれている．学術会議会員は，210 名の定

および幹事 2 名の計 16 名より構成されている．分野

数があり，6 年任期であり 3 年ごとに半数改選され，

別委員会の下にはさらにより詳細な各学術分野を代表

再任はできない．選出は会員，または連携会員による

する分科会があり，生物物理学分科会は第 2 部（生命

推薦をもとに選考委員会が候補者を選び，総会で承認

科学）の基礎生物学／応用生物学合同委員会の傘下に

後，総理大臣が任命する．定年が 70 歳なので，空き

ある．

ポストは常時補欠会員で残任期間を埋める．会員と連
携して職務を遂行するのが 2000 名弱の連携会員であ
What is the Sceience Council of Japan?
Kuniaki NAGAYAMA1 and Kazue KURIHARA2
1
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, Natioal Institutes of Natural Sciences
2
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
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図1
日本学術会議組織図（日本学術会議 HP より）

どう位置付けていくかの指針作りと行動の中にある．

2. 現実の活動

具体例としては，図 1 に示す課題別委員会の課題名

20 期新学術会議から学術会議の 2 つの職務は図 2

がそれらを体現しており，地球規模の問題，生命倫理

に示す 4 つのミッションに明確化された．

問題，世代問題と射程は広く長い．また，国際的活動

「政府への政策提言」，「科学者間ネットワークの構

も従来にも増して重きが置かれている．この 4 本目の

築「社会とのかかわり」と「国際的役割」である．新

柱について詳述しよう．

生学術会議の心意気は，科学技術に対する政策提言に

図 3 に示すように，まず国際学術団体への貢献が

関しては総合科学技術会議と「車の両輪」となること

ある．この場合，貢献とは具体的には拠出金負担と対

をめざし，また分野間を越えて「科学」を社会の中で

応する分科会が行う活動支援である．各学術分野の国
際連合としては，国際物理学連合（IUPAP）国際天文

図2
日本学術会議の役割（日本学術会議 HP より）

図3
日本学術会議の交流活動（日本学術会議 HP より）
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学連合（IAU）などがあり，それらの内 48 団体に日

本人が一般教養としてもつべき科学的教養のスタン

本学術会議は加盟している．ちなみに国際純粋応用生

ダードを示したもので，画期的である．これを具体的

物物理学連合（IUPAB）への日本の加盟団体は，日本

に浸透させるための施策は，たとえば科学技術振興機

学術会議（SCU）IUPAB 分科会である（年 6,000 ドル

構（JST）などの執行部隊の協力を必要とするだろう．

送金）
．

また，20 期から一般市民へのサイエンスカフェも主

次に各国アカデミーとの交流があり，多くの国のア

催している．

カデミーと交流協定を結んでいる．こうした学術団体

3. 日本学術会議の歴史と展望

別，国別組織を全体的にまとめるものとして国際学術
会議（ICSU，100ヵ国のアカデミーと 30 国際学術連

1949 年 1 月設立の前年 7 月，日本学術会議法が公

合加入）
，アジア学術会議（SCA），G8 学術会議があ

布された．下記の法律前文を見ると，戦争直後の日本

り，それらにおいても日本学術会議は主導的役割を

を平和な科学技術立国とするという意気込みが伝わっ

負っている．

てくる．

国際会議・シンポジウム開催に関しても，国内で開

『日本学術会議は，科学が文化国家の基礎であると

催される学術関係国際会議のうち特に重要な会議を国

いう確信に立って，科学者の総意の下に，わが国の平

内の学術研究団体と共同して開催し，資金的援助を

和的復興，人類社会の福祉に貢献し，世界の学会とて

行っており，最近では 2002 年に京都で開かれた IU-

いけいして学術のシンポに寄与することを使命とし，

PAP 主導の国際生物物理学シンポジウムも学術会議と

ここに設立される．
』
第 1 条で内閣総理大臣所轄と国庫負担が唱われ，第

の共同開催である．

2 条で科学者の代表機関として科学の向上発達，行政，

さらに国際学術協力事業についても広い立場から参
画しており，その中で規模と歴史から見て，地球圏・

産業および国民生活への科学の浸透を唱っている．先

生物圏国際研究計画（IGBP）が殊色であり，1992 年

に述べた 2 つの職務は，第 3 条に規定されている．そ

以降約 25 回のシンポジウム研究会に支援を与えた．

の後約 10 回程の改正が行われたが，2005 年改革に向

科学者間ネットワーク構等に関しては，分野別委員

けた変更が最も大きなもので，新生学術会議とするた

会が定常的機構を果たしているが，新制度では，従来

めの全面的改正であった．学術会議会員選出法は，2

の登録学術研究団体制度および広報協力学術研究団体

度変わっている．初期の立候補・公選制は，1984 年

が廃止され日本学術会議と各団体との間で緊密な協力

学協会推薦制に，2002 年会員直接推薦制に変わった．

関係をもつことを目的とし「日本学術会議協力学術研

学術会議が政策提言機関として十分な力を発揮した

究団体」が平成 17 年 10 月に設けられている．現状で

のは，1970 年代までだっただろう．国内の多くの国

は必ずしも各学協会との間に強い連携をもっていな

立研究所は，すべて学術会議の諮問なしに建てられな

い．この点については，次節の歴史のところで述べた

かった．しかし，規模の大きな学協会が，強い力を発

い．その他地区会議（7 ブロック）も引き続き設けら

揮する構造をもちはじめ，科学者コミュニティ全体の

れ地区フォーラムなどの活動を行い，産学官連携にも

総意とは遠くなるなど負の面も見えはじめ，2005 年

新たに力を入れようとしている．

改革にいたっている．

政策提言に関しては，総合科学技術会議とは異なる

新生学術会議が学協会とのデカップリングを行った

立場から報告答申を行っており，「科学者コミュニ

ことは種々の問題も起こしており，今新たな関係構築

ティが描く未来の社会」（2007 年）や「生殖補助医療

も模索されている．しかし，新生学術会議の理念は時

をめぐる諸問題に関する審議」
（2006 年）などがある．

代を反映した的確なものに見える．最後に 2008 年発表

特に 21 期は，
「日本の展望―学術会議の提言」を作成

された「日本学術会議憲章」を示し，学術会議の将来

し，科学者の視点からの社会の在り方を提言する予定

を読者の手にゆだねたい．この憲章は，学術会議会員

である．

ならびに連携会員の総意に基づく対外的契約書である．

世論啓発は，いわば科学技術の国民的理解を求める

4. 生物物理学分科会

活動だが，執行機関をもたない学術会議には不得手な
領域といえる．公開講演会，シンポジウムを開くが一

旧学術会議の生物物理研究連絡委員会は，新学術会

般市民の参加は少ない．20 期の成果としては，日本

議では生物物理学分科会と IUPAB 分科会の 2 つに分

人のための科学を息長く社会に浸透させるため「科学

離した．前者は第 2 部基礎生物学／応用生物学合同委

リテラシー」全 8 冊の報告書を作成した．これは，日

員会の傘下にあり，国内での生物物理学活動について
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研究連絡，各種施策提言，各種報告書作成を行う．後

第 3 項 日本学術会議は，科学に基礎づけられた情報と
見識ある勧告および見解を，慎重な審議過程を経て対外
的に発信して，公共政策と社会制度の在り方に関する社
会の選択に寄与する．

者は IUPAB (International Union of Pure and Applied Biophysics) の対応に特化した委員会である．現在この 2
委員会は合同で開催されることが多い．最近 2 年間で

第 4 項 日本学術会議は，市民の豊かな科学的素養と文
化的感性の熟成に寄与するとともに，科学の最先端を開
拓するための研究活動の促進と，蓄積された成果の利用
と普及を任務とし，それを継承する次世代の研究者の育
成および女性研究者の参画を促進する．

3 回の会合をもち，アジアにおける生物物理学の興隆
に尽力することを申し合わせた．第 21 期（2009 〜
2011）の生物物理学分科会委員は下記の通りである．
委員長は曽我部正博現会長が永山の後任として選出さ
れた。

第 5 項 日本学術会議は，内外の学協会と主体的に連携
して，科学の創造的な発展を目指す国内的・国際的な協
同作業の拡大と深化に貢献する．

石渡信一（早稲田大学理工学術院），宇高恵子（高
知大学医学部）
，岡本裕幸（名古屋大学大学院理学

第 6 項 日本学術会議は，各国の現在世代を衡平に処遇
する観点のみならず，現在世代と将来世代を衡平に処遇
する観点をも重視して，人類社会の共有資産としての科
学の創造と推進に貢献する．

研究科）
，栗原和枝（東北大学多元物質科学研究
所）
，郷

通子（お茶の水女子大学），曽我部正博

（名古屋大学大学院医学系研究科），寺嶋正秀（京都
大学大学院理学研究科），永山國昭（自然科学研究

第 7 項 日本学術会議は，日本の科学者コミュニティの
代表機関として持続的に活動する資格を確保するために，
会員及び連携会員の選出に際しては，見識ある行動をと
る義務と責任を自発的に受け入れて実行する．日本学術
会議のこのような誓約を受けて，会員及び連携会員はこ
れらの義務と責任の遵守を社会に対して公約する．

機構岡崎統合バイオサイエンスセンター），難波啓
一（大阪大学大学院生命機能研究科），原田慶恵（京
都大学物質一細胞統合システム拠点），伏見

譲

（埼玉大学工学部機能材料工学科），美宅茂樹（名古
屋大学大学院工学研究科），柳田敏雄（大阪大学大

コメント（会長，曽我部正博）
：本稿 4. 生物物理学分科会，
について若干補足する．本文では「生物物理研究連絡委
員会（通称研連）は，新学術会議では生物物理学分科会
と IUPAB 分科会の 2 つに分離した．」とある．しかし正確
な経緯は，研連が一旦廃止され，学会とのつながりを断
ち，学問分野ベースの分科会が設置された．研連は母体
学協会の意向をとりまとめて国レベルの研究プロジェク
トや研究所の設立提案，そして科学研究費の審査委員の
推薦（実質的な決定）を行ってきたが，そのパイプが断
ち切られ，特に後者の機能が失われたことに注意してほ
しい．現在科研費の審査委員は学術振興会に設置された
学術システム研究センター（http://www.jsps.go.jp/j-center/
01_establishment.html#po）のプログラムオフィサー（少数
の常勤主任研究員と非常勤の専門研究員）が行っている．
公表された審査委員の名簿を見て，必ずしも適切とは思
えないとの声をしばしば聞くので今後の改善を望みたい．
一方本学会としては，分科会を窓口として，国に要望す
る懸案事項の作成に注力する必要がある．たとえば，見
果てぬ夢として中断している「生物物理学研究所」の設
立について時宜に叶う形での再検討を要望するなどの活
動が必要と思われる．

学院生命情報機能研究科），山縣ゆり子（熊本大学
医学薬学研究部），吉川研一（京都大学大学院理学
研究科）
『日本学術会議憲章』
科学は人類が共有する学術的な知識と技術の体系であ
り，科学者の研究活動はこの知的資産の外延的な拡張と
内包的な充実・深化に関わっている．この活動を担う科
学者は，人類遺産である公共的な知的資産を継承して，
その基礎の上に新たな知識の発見や技術の開発によって
公共の福祉の増進に寄与するとともに，地球環境と人類
社会の調和ある平和的な発展に貢献することを，社会か
ら負託されている存在である．日本学術会議は，日本の
科学者コミュニティの代表機関としての法制上の位置付
けを受け止め，責任ある研究活動と教育・普及活動の推
進に貢献してこの負託に応えるために，以下の義務と責
任を自律的に遵守する．
第 1 項 日本学術会議は，日本の科学者コミュニティを
代表する機関として，科学に関する重要事項を審議して
実現を図ること，科学に関する研究の拡充と連携を推進
して一層の発展を図ることを基本的な任務とする組織で
あり，この地位と任務に相応しく行動する．

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（学術会議連携会員）
栗原和枝（くりはら かずえ）
東北大学多元物質科学研究所教授
連絡先：〒 980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1
E-mail: kurihara@tagen.tohoku.ac.jp（学術会議会員）

第 2 項 日本学術会議は，任務の遂行にあたり，人文・
社会科学と自然科学の全分野を包摂する組織構造を活用
して，普遍的な観点と俯瞰的かつ複眼的な視野の重要性
を深く認識して行動する．

談
話
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CASP8会議参加報告

中村周吾1，森田瑞樹2，本野千恵3
東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻
東京大学大学院農学生命科学研究科 アグリバイオインフォマティクス人材養成ユニット
3
産業技術総合研究所生命情報工学研究センター
1

2

2008 年 12 月，イタリアのサルディーニャ島で開催

Xu，Y. Zhang，J. Cheng が行った．また鬼塚健太郎氏

された CASP8 会議に参加した．CASP（Critical Assess-

がユニークな方法として Round Table で紹介された．

ment of Techniques for Protein Structure Prediction）は，

センセーショナルな新手法の登場は今回もなかった

隔年で開催されるタンパク質立体構造予測法の評価会

が，興味深く感じたトピックを紹介する．

といえる．主催者は，PDB に公開間近なタンパク質

ま ず「Human vs. Servers」
．問題数は毎回増えて

のアミノ酸配列を「ターゲット」として出題し，予測

CASP7 では 100 を超え「エキスパートの知見をいれ

者は，予測構造を投稿する．完全なブラインドテスト

たマニュアル予測がじっくりできない」との不満が上

である．評価者が，予測構造の答え合わせをし，優秀

がった．このため今回は，全 128 問のサブセットとし

チームを選定する．優秀チームは会議での講演や Pro-

て human 用の 57 問が用意され，また「human は精度

teins 誌の別冊に招聘される．主催者は毎回，CASP は

向上に貢献できるか」の議論が復活した．

競争にあらずと主張する（会場の参加者から，ちょっ

TBM トップの Venclovas や，前回とほぼ同じ方法に

と苦笑が返る）
．参加形態は，72 時間以内に予測を自

マニュアル予測を組み込んだ Baker など，成績上位の

動的に返すサーバと，約 3 週間の期限内に何をしてで

大半は human チームであり，とくにやや高難易度の

も 予 測 を 返 す human チ ー ム の 2 つ． 全 128 問 に 200

ターゲットに対して，人手による遠縁ホモログ同定や

を越すチームが回答した．（本野）

アラインメント選別が精度向上に有効であることなど
が 報 告 さ れ た． 一 方 で， 今 回 は じ め て サ ー バ 数 が

立体構造予測部門
（TS）
・モデル品質評価部門
（QA）

human チーム数を超えたことも注目に値する．

TS ではこれまでと同様に，正解構造を構造ドメイ

2 つ目は「TBM・FM 予測のシームレス化」
．前回

ンに分割し，既知構造テンプレートが存在しないか，

の Zhang の成功もあり，TBM でも積極的に複数テン

または誰も予測にテンプレートを使わなかったドメイ

プレートやサーバ予測構造からフラグメントを取得し

ン を FM（Free Modeling） タ ー ゲ ッ ト， そ れ 以 外 を

それらを組み合わせることで，TBM から FM までを

TBM（Template-Based Modeling）ターゲットと分類す

同じ枠組みで行う方法が以前よりも増えた．

る．評価者は，TBM 部門が J. Richardson，FM 部門が J.

3 つ目は「新規フォールドの尽き始め？」
．タンパ

Sussman であった．

ク質のフォールド数の見積もりは多くなされている

成 績 上 位 者 の 発 表 は，TBM で は C. Venclovas，H.

が，CASP8 では FM ドメイン数の割合が前回（14%）

Zhou（Skolnick 研），Y. Zhang， 梅 山 秀 明 先 生，J.

の半分以下だった．同時に，テンプレートが存在しな

Thompson（Baker 研），FM では R. Vernon（Baker 研）
，D.

がら配列からの同定が困難な場合も少なからずあるこ

CASP8 Meeting Report
Shugo NAKAMURA1, Mizuki MORITA2 and Chie MOTONO3
1
Department of Biotechnology, The University of Tokyo
2
Agricultural Bioinformatics Research Unit, The University of Tokyo
3
Computational Biology Research Center (CBRC), National Institute of Advanced Industrial Science and technology (AIST)
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とを N. Grishin が discussion の場で指摘した．潜在的

して不満の声が上がった．今後もこの方向性を維持す

なテンプレート発見に FM 予測が貢献していくのか，

るのか，方向転換を図るのか，注目している．
（森田）

下火になっている 3D-1D 的方法が再び脚光を浴びる

残基間コンタクト・ドメイン境界・
ディスオーダー領域予測と構造精密化

のかなど，今後の動向が大いに注目される．
QA の評価者は，前回と同じ A. Tramontano．予測構

これらの予測部門にも十分な評価と議論の時間が

造ごとの品質スコアを予測する QMode1 と，各残基

充てられた．これらの領域予測結果を十分に利用す

に対する正解からのずれを予測する QMode2 があり，

ることが，立体構造の予測精度向上には不可欠であ

参加チーム数は今回どちらも大幅に増加した．

る．コンタクト予測は，精度が 10-35% とまだ低い．

成績上位者の発表は，A. Elofsson，J. G. Archie（Karplus

コンタクト・ドメイン予測とも，Cheng らの好成績が

研）
，P. Benkert，J. Cheng，L. J. McGuffin が 行 っ た．

目立った．彼らは，メタサーバー・セレクター手法

CASP7 では，予測構造同士の総あたりペアワイズ比

による構造ベースの予測を行った．ディスオーダー

較を行い，似た構造が多いほど高スコアとするコンセ

予測は，全体的な精度はかなり高いと評価された．1

ンサス法が，残基環境などをスコア化する従来法より

位はポーランド GeneSilico チームのメタサーバーだっ

も高い性能を示した．CASP8 ではこの傾向がさらに

た．日本からは，産総研 Poodle チームが登壇発表し

強まり，コンセンサス法および従来法による選別とコ

た．構造精密化では，フォールドは正しい予測構造

ンセンサス法の組み合わせ法が QMode1, 2 ともに成

の座標が出題され，それをより天然立体構造へと近

績上位を占めた．これらはターゲットに対して，正解

付 け る 技 術 が 評 価 さ れ た．1 位 の Baker チ ー ム は，

に近い構造を含む，多くの予測手法による構造群が得

ループ緩和とフラグメントアセンブリのやり直し・

られることを前提としており，CASP 以外でも使える

全原子最小化を行った．上位チームは，主鎖の向上

方法（とくに QMode2 型）は，依然として改善の余

（は諦めて）よりも stereochemistry 最適化目的という印
象を受けた．

地がありそうだ．
（中村）

CASP の現状は，立体構造をあてる技術開発促進の

機能予測部門（FN）

場と感じる．あたる予測法の開発を牽引し続け，メ

タンパク質の機能を予測しようという流れは CASP6

タサーバー，さらにメタセレクターなどの技術を瞬

から始まった．CASP6，7 においては GO Term や EC

く間に広めた．また，あてること至上主義ゆえに，

number なども予測 さ せ て い た が， ほ と ん ど のター

立体構造の構築原理が解明されなくてもあたる状況

ゲットは CASP 後においてさえ機能が明らかにならず

を推進中だ．少しでもあたるほうへ，最速の方法で，

予測部門としてなり立たなかった．そこで今回はリガ

というわかりやすい風が吹いている場所だが，上位

ンド結合部位予測のみに絞られた．予測をするのは，

ランク陣を見る限り少し停滞中だ．どんな配列でも

タンパク質の立体構造が解かれたときにリガンドから

高精度で構造予測という目的達成までは，まだまだ

一定距離内に位置している残基である．評価者は M.

参戦の余地がある．（本野）

Tress が務めた．評価対象となった 18 チームの成績は
統計的に 3 つのグループに分けられ，トップグループ
に入ったのは 3 チームである（Sternberg，LEE，LEE-

中村周吾（なかむら しゅうご）
東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
連絡先：〒 113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1
E-mail: shugo@bi.a.u-tokyo.ac.jp
URL: http://www.bi.a.u-tokyo.ac.jp/
森田瑞樹（もりた みずき）
東京大学大学院農学生命科学研究科特任助教
連絡先 同上
E-mail: mizuki@iu.a.u-tokyo.ac.jp
URL: http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/
本野千恵（もとの ちえ）
産業技術総合研究所生命情報工学研究センター研究員
連絡先：〒 135-0064 東京都江東区青海 2-42
E-mail: c-motono@aist.go.jp
URL: http://www.cbrc.jp/index.ja.html
談

server）
．これらのチームはいずれも，予測した立体構
造に構造類似タンパク質を重ね合わせ，HETATM の
座標を写し取ることを基礎としていた．
この部門は「高精度な立体構造予測のための補因子
結合部位予測」という印象が強い．正解構造に結合し
ていたリガンドは，CASP7，8 ともに補因子がほとん
どを占めている（特に金属が 5 割前後）．リガンドと
いう言葉を聞いてこれらを想像する人は少ないだろ
う．会議においても，酵素の基質結合部位を正解とせ
ずその奥にあった金属結合部位を正解としたことに対

話
室
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日本生物物理学会第46回年会報告

生物物理若手奨励賞
―第4回選考経過報告―

豊島陽子1，曽我部正博2
1

平成19・20年度生物物理学会副会長・若手奨励賞担当 / 東京大学大学院総合文化研究科
2
平成20・21年度生物物理学会会長 / 名古屋大学大学院医学系研究科

まにはぜひ，なぜこれらの研究が選考されたのか，何

1. 第 4 回生物物理若手奨励賞について
（曽我部）

が面白い研究なのかをいろいろ考えていただきたいの

最近，研究に順位優劣をつける風潮が強くなってい

です．これがこの賞に期待する 2 つ目の効果です．本

ます．私はそのような流れに与する者ではありません

当は，チャレンジ賞やご苦労さん賞のようなバラエ

が，研究には面白いものとそうではないものがあるの

ティを設けて，研究の悲喜交々を共有することで学会

は事実です．丹念な研究がある一方で手抜きが目立つ

の活性化を図りたいのですが，それは今後の課題とし

ものもあります．生物物理学に比べて医学や工学には

ておきましょう．

すぐにも役立ちそうな成果が見られます．一方，とき

2. 応募件数と応募者のプロファイル（豊島）

を経てからはじめて評価される研究もあります．メン
デルや，ノーベル賞を受賞した田中博士や下村博士の

例年のとおり，年会への発表申し込みと同時に若手

研究などです．若手研究者の場合，よき指導者や研究

奨励賞の応募を受け付けましたが，当初の締切日

環境に恵まれている人もあれば，そうではない人もい

（7 月 7 日）までに 31 名の応募がありました．発表申

るでしょう．これだけ多様な背景を背負った研究の優

し込みの延長に合わせて 7 月 15 日まで締切を延長し，

劣判定は容易ではありません．それでは一体，わが若

最終的に 40 名の方に応募いただきました．応募者数

手奨励賞の意義はどこにあるのでしょうか？

1 つに

は第 1 回 64 名，第 2 回 30 名，第 3 回 56 名と推移し

は若い人たちの励みなるからだと思っています．功

てきましたが，この若手奨励賞の存在が会員に広く周

なった大先輩のすばらしい成果を聞くと，憧れと同時

知されるとともに，毎年の 5 名の受賞者のレベルの高

に自分にもこんなことができるのだろうかという不安

さと選考の激戦ぶりも認知されつつあるところと見ら

がつのります．見本にしてはやや遠すぎるのですね．

れます．

これに対して同年配の優れた成果に対しては，ライバ

12 の研究分野ごとの応募者数は，
「タンパク質の構

ル心が芽生えるのではないでしょうか．あるいは自分

造と機能」が 11 名，
「分子モーター」7 名，
「イメージ

の研究のほうが優れているという自信がわくかもしれ

ング・計測」5 名，
「タンパク質の物性」4 名，
「細胞生

ません．私がこの賞に期待しているのはそのような効

物学的課題」3 名，
「光生物」と「脳・神経」が各 2 名，
「核酸」と「生体膜・人工膜」と「生命情報科学」が

果であり，優劣をつけること自体は重要とは思ってい
ません．とはいえ，審査委員は本当に面白い研究を見

各 1 名，
「筋肉」0，
「その他」2 名，という内訳でした．

つけようとたいへんな努力を傾けています．その結果

応募者の年齢は，25 歳以下が 5 名，26-30 歳が 15 名，

には本学会の見識と威信がかかっているからです．そ

30-35 歳が 20 名でした．また，女性の応募者は 4 名

のような経過ですので，この賞をきっかけとして皆さ

（女 性 比 率 10%） で， こ れ は 会 員 の 女 性 比 率（約

Early Research in Biophysics Award—Report on the Fourth Award Selection Porcess—
Yoko Y. TOYOSHIMA1 and Masahiro SOKABE2
1
Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo
2
Department of Physiology, Nagoya University School of Medicine
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12%）よりやや少ないという状況です．複数の応募が
あった研究機関は，阪大（11 件），東大（5 件），北大
（3 件）
，京大と名大（各 2 件），理研（3 件），産総研
（2 件）でした．東北，四国，九州地区からの応募は
ありませんでしたが，海外の研究室で活躍されている
方からの応募が 4 件ほどありました．応募者の身分は
助教などの教員 7 名，研究員 25 名，大学院生博士課
程 6 名，修士課程 2 名でした．
3. 第 1 次審査（豊島）

昨年までと同様，第 1 次審査は書類による選考で，
若手奨励賞受賞者と曽我部会長
左から木村哲就氏，政池知子氏，曽我部会長，田中秀明氏，坂内
博子氏，福間剛士氏

審査員は，運営委員の中から伊藤悦朗，神取秀樹，船
津高志，山縣ゆり子，由良敬の 5 人の方にお願いしま
した．審査は，応募者の研究内容と業績，将来性を中
心に，研究分野，所属機関，出身研究室，研究環境な

員には，石渡信一，宇高恵子，川戸佳，神取秀樹，木

ども考慮し，メール連絡により以下のような経過で行

寺詔紀，樋口秀男，光岡薫，山縣ゆり子，由良敬の各

われました．

氏と，若手奨励賞の担当である豊島陽子の計 10 名があ

（1）すべての応募者に，なるべく専門分野が近く，か

たりました．曽我部会長にも審査に加わっていただき

つ共同研究などで直接の関連がない審査員を 2 人

たかったのですが，招待講演の時間帯に他のシンポジ

ずつ割り当てた．

ウムが重なり，お願いすることができませんでした．
10 名の候補者による招待講演は，いずれも研究レ

（2）応募者に対して，2 人の審査員が 4 段階の評点を
つけ，合計評点が最高であった 4 名を最初の候補

ベルが高く，プレゼンテーションのまとまりもよく，

者として選出した．

また，熱のこもったものでした．特に，新たな分野や

（3）次いで評点の高かった 16 名を対象に，5 人の審

新たな手法に挑戦し，今まで困難であった研究を切り

査員全員が審査し，推薦理由とともに再度 4 段階

開いていくようすが鮮明に現れていて，若手研究者と

の評点をつけた．評点の高いほうから 6 番目は同

しての存在感をしっかりと感じました．講演後に，10

点者が 2 名あったので，上位 5 名を次の候補者と

名の審査員による評価の得点と幅広い視点からの審議

した．

により，5 名の受賞者を決定しました．昨年までと同
様，若手奨励賞には選ばれなかった招待講演者につい

（4）6 番目の 2 名について意見の交換を行ったあと，
決選投票を行い，1 名を候補者として選出した．

ても，研究内容や将来性が十分に高いことが明らかで

（5）以上のように選出した 10 名の候補者を審査員全

あり，改めてこの若手奨励賞のレベルの高さが示され

員で確認し，
「若手奨励賞招待講演者」として決

たと思います．また，受賞者には 2 名の女性が含まれ

定した．

ましたが，これは決して女性優遇措置ではなく，ご本
人の実力により選抜されたものと確信しています．

専門分野が異なる中での評価・判定，かつ応募者
の顔が見えない書類審査は，審査員にとって苦労の

12 月 4 日の懇親会の中で行われた授賞式では，5 名

多いところですが，5 人の審査員の方々には熱心な審

の受賞者が発表され，曽我部会長から受賞者 1 人ずつ

議と迅速な対応をいただきまして，7 月末から 8 月に

に「若手奨励賞」の賞状が手渡されました．例年のよ

かけての約 2 週間で，第 1 次審査を終えることができ

うに，拍手，喝采，胴上げ，記念撮影などで盛り上

ました．

がり，受賞者からは周囲の研究者への感謝の言葉や
今後の抱負などが語られました．年に 1 度，さまざま

4. 第 2 次審査（豊島）

な専門分野の会員が一堂に集う懇親会の賑わいの中

福岡年会の初日の 12 月 3 日の午後，A 会場で行われ

で，若い人々のエネルギーがみなぎり，また，祝福

た若手招待講演を対象に，第 2 次審査が行われました．

するシニアの方々のお顔にも若手の成長を喜ばれる

審査員の選任基準および選考の評価基準とも，昨年の

ようすが溢れており，生物物理学会の会員が一体と

方針（昨年の第 3 回選考経過報告〈生物物理 48 巻 1 号

なって将来を築きあげようとするパワーを感じるこ

p52-55〉をご参照ください）にしたがいました．審査

とができました．
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招待講演者および若手奨励賞受賞者（* 印）
（所属は応

プス制御機構の解明」

募時）

* 福間剛士（金大・FSO，JST・さきがけ）

石川春人（阪大院・理，スタンフォード大・化学）

「周波数変調原子間力顕微鏡によるモデル生体膜上

「二次元赤外分光法による蛋白質コンフォメーショ

に形成された水和層の分子分解能観察」

ンスイッチの直接観測」

* 政池知子（学習院大・物理）
「F1-ATPase をモデルとした 1 分子構造変化検出によ

内古閑伸之（JBIC，産総研・CBRC）

る酵素機能発現の理解」

「タンパク質の揺らぎを考慮したタンパク質間ドッ

吉留

キングシミュレーション」
川村

崇（京大・エネルギー理工）

「アポプラストシアニン折りたたみの熱力学：理論と

出（横国大院・工）

実験との定量的比較」

「固体 NMR を用いた暗順応状態バクテリオロドプ
シンの Tyr 主鎖コンフォメーションによるレチナー
謝

ル - タンパク質間相互作用の解析」

辞

若手奨励賞受賞者の写真は，福岡年会実行委員会の

* 木村哲就（カリフォルニア工科大・ベックマン研）

真柳浩太氏からご提供いただいたものです．

「蛍 光 エ ネ ル ギ ー 移 動 キ ネ テ ィ ク ス 測 定 に よ る
ACBP フォールディング機構の解明」
* 田中秀明（阪大・蛋白研）

豊島陽子（とよしま ようこ）
東京大学大学院総合文化研究科教授
連絡先：〒 153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1
E-mail: cyytoyo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
URL: http://bio.c.u-tokyo.ac.jp/labs/toyoshim/
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
URL: http://www.med.nagoya-u.ac.jp/physiol2/

「ラット肝臓由来 vault の X 線結晶構造」
西川

淳（理研・BSI・生物言語）

「多点同時記録によって抽出されたジュウシマツ
HVC 局所回路における機能的ネットワーク」
* 坂内博子（理研・BSI・発生神経生物，パリ高等師
範学校）
「量子ドット 1 分子イメージングによる抑制性シナ

談
話
室
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などの生体内で起こる化学反応です．そこで生物化
学，生物物理に関連する講演をしていただこうと考え
ました．もう 1 つは「夢にあふれる個性的なテーマ」
です．科学において最も重要なのは夢をもって研究す

支 部 だより

ることだと思います．そこで本シンポジウムでは，独
創的な夢のある研究に触れることで学生や研究者の科
学を研究するモチベーションを上げることに役立って

〜ロマンチック・バイオサイエンス〜

もらえれば嬉しいと考えました．これら 2 点をふま
え，シンポジウムのタイトルを「ロマンチック・バイ
オサイエンス」と決めました．そして，講演者とし
て，本シンポジウムでは次の 3 人の研究者にお願い
しました．いずれの方も個性的な研究をされており，
面白い経歴をおもちです．
生物物理とかかわりの深いシンポジウムを行いまし
3.「日本各地の縄文系対弥生系人口比率に迫る：物理

たので報告したいと思います．

学者の DNA 人類学への転身」
1 人目は筑波大学名誉教授の住斉先生です．住先生

1. フロントリサーチャー育成プログラム
九州大学大学院理学府では，平成 17 年度からフロ

はもともと，光物性を専門とした理論物理学者でし

ントリサーチャー育成プログラム―企画・発信する先

た．その足場から光合成の研究に移り，筑波大学を退

端学際科学者の育成―が日本学術振興会「魅力ある大

官された後は人類学者へと転身されました．故郷の飛

学院教育」イニシアティブに採択されています．この

騨高山に帰って何をするのかを考えるにあたり，何か

計画にそって，優秀な大学院生数十名を対象として，

人の役に立つ研究をしなければならないという思いが

次世代研究リーダー育成のための 5 年一貫の専攻横

あったそうです．人類学に転身する契機となったのは

断型特別教育プログラムが理学府全体をあげて設立さ

DNA を増幅させる PCR 装置の発達でした．住先生が

れています．このプログラムではそれぞれの学生に対

退官されたころ PCR 装置の進歩により，アイディア

し，少人数の専攻横断型教員チーム（アドバイザリー

の実行が容易になったことが転身に弾みをつけたそう

コミッティー）を形成し，学生に最適化されたテー

です．

ラーメード教育が実施されています．そして，アドバ

ミトコンドリア DNA は普通の染色体と異なり，母

イザリーコミッティーの指導のもと，研究活動を行い

親からしか伝わりません．このことを利用して，たと

ます．特に，従来の教育プログラムにはない研究調

えば現代人は 1 人の女性から分岐したということが

査・企画・管理・評価・成果発信の管理を一貫して行

明らかになっています．住先生はミトコンドリア

う研究マネージメント論の指導の実施により，研究マ

DNA を利用して，山岳地帯で人の動きが少ないと考

ネージメント能力を発揮する次世代の研究リーダーを

えられている飛騨高山と，平野で流動性が高いと思わ

育成することを目指しています．

れる美濃とのサンプルの違いから縄文系と弥生系の人
口比率を決定する方法論を見つけ出しました．このパ

2. 院生企画シンポジウム「ロマンチック・バイオサ

ラメータを使って，日本各地の人口比率を考えるとい

イエンス」

うお話をしていただきました．

本プログラムの一貫として，教員主導による外国人
4.「単細胞の底力」

招聘セミナーとは別に，院生が自ら企画・運営を行う

2 人目は北海道大学准教授の中垣俊之先生です．単

院生企画シンポジウムがあります．シンポジウムの企
画・運営を学生主導で行うことで，学生の企画能力，

細胞生物である粘菌を迷路上に配置しエサをスタート

運営能力，交渉力を鍛えることが期待されています．

とゴールの 2 点におくと，粘菌は最短経路を探索す

本シンポジウムでは，企画するにあたり次の 2 点

ることを発見した研究で，昨年イグノーベル賞認知科

を重要視しました．1 つは生物に関連する研究という

学賞を受賞されたことを記憶されている方も多いと思

ことです．私は理論系の研究室の学生ですが，興味の

います．
粘菌の経路探索の話から始まり，経路探索の実験を

対象はタンパク質の混み合い問題や分子認識の熱力学
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6. おわりに
講師の方々には忙しい間を縫ってきていただき，誠
に感謝しております．また，シンポジウム当日は小雨
のちらつく中にもかかわらず，多くの人に集まってい
ただきました．この場を借りてお礼申しあげます．フ
ロントリサーチャー育成プログラム担当者の田尾さん
と松尾さん，量子生物化学研究室の方々には企画の段
階からたくさんの手助けをしていただきました．あり
がとうございました．
九州大学大学院理学府では，本シンポジウムのよう
なユニークなシンポジウムを学生主導で行っていま
す．たとえば 20 年度後期には本シンポジウムの他に，

シンポジウム風景：中垣先生のご講演

次のようなシンポジウムが企画され，国内外から多く
の研究者にきてもらい，講演していただきました．

再現するようなモデルをつくり，カーナビゲーション

12 月 19 日，20 日

システムへの応用へとつながる話をしていただきまし

ランダム系物性研究の基礎と展望〜イオン伝導のダ

た．また，最短経路選択以外の粘菌の戦略についても

イナミクスと中距離構造ゆらぎ〜（担当：凝縮系科

議論していただきました．講演の最後には，イグノー

学専攻

ベル賞受賞のようすについてもお話していただきまし

尾原さん，物理学専攻

田原さん）

12 月 23 日，24 日

た．時間の都合上，粘菌のもつ記憶の話は省略されて

水圏を中心とした物質の循環と古環境の復元―今後

しまいましたが，非常に面白いトピックスですので，

の発展に向けて―（担当：地球惑星科学専攻

それについても講演していただく機会が作れればよい

さん，大木さん）

と思っています．

石川

12 月 25 日，26 日
量子色力学の相構造研究の現状と展望（担当：基礎

5.「ある生物学者の放浪：出会いの偶然と必然」

粒子系科学専攻

3 人目は大阪大学特任教授である児玉孝雄先生で

柏さん）

2 月 7 日，8 日

す．大学時代の臨海実習の話から始まり，形態学，分

九州大学生物学科院生が選ぶ「今，最も話が聞きた

類学を主体とした従来の生物学への疑問と分子生物，

い研究者 09」
（担当：生物科学専攻

生物物理への転身，院生時代に高校向けの教科書を執

平山さん）

3月7日

筆したこと，大学紛争の話などを交えて数々の人との

Kyudai International Symposium on Photo and Supra-

出会いについてお話していただきました．

molecular Chemistry（担当：分子科学専攻 江田さん）

本シンポジウムではおもに興味の移り変わりと視野
を広くもつことの意味について話していただいたの

その他にも数多くの関連セミナーが開かれておりま

で，機会があれば今回の話を起点にして，タンパク質

す．興味がある方は，今後開かれるシンポジウムに是

の構造を十分にはみることができない時代に ATP 駆

非ご参加ください．詳しくは，九州大学大学院理学府

動タンパク質の反応サイクルの熱力学パラメータを解

フロントリサーチャー育成プログラムホームページ

明した話を中心に，学術的な話に重点をおいて話して

（http://www.sci.kyushu-u.ac.jp/html/front/） を ご 覧 く

いただきたいと思っています．

ださい．
狩野康人
ykarino@mole.rc.kyushu-u.ac.jp

九州大学大学院理学府分子科学専攻
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若 手 の 声
〜第 49 回夏の学校へのお誘いと
第 3 回関西支部セミナーの報告〜

図 1 会場となる支笏湖ユースホステル．日本ユースホステ
ル協会直営第 1 号の歴史をもち，なんとお風呂は温泉です！

第 49 回夏の学校へのお誘い
私たち生物物理若手の会は，毎年「夏の学校」と称
した研究会を催しています．毎年さまざまなバックグ

られていますから，率直な意見を交わしやすく，議論

ラウンドの若手研究者が全国から集い，ともに学び，

を深めたり発表の腕を試したりするにはとてもよい機

ともに議論し，知識と交流を深めています．本年度夏

会になるはずです．もちろん，これに伴って講演の時

の学校は，下記の要領で開催することに決定致しまし

間を大きく削ってしまうわけではありません．会場で

た．

ある「支笏湖ユースホステル」は，自然あふれる国定

テーマ：細胞への挑戦〜フロンティア・スピリット〜

公園の中にあり，静穏かつ冷涼な環境で学問に勤しむ

日程：2009 年 7 月 31 日（金）〜 8 月 3 日（月）

には最適な場所であると確信しております．
詳細はウェブサイトに随時アップする予定です．参

場所：支笏湖ユースホステル

加登録もウェブサイト上で行いますので，ぜひチェッ

（北海道千歳市支笏湖温泉）

クしてください．Google で「生物物理 夏の学校」と

http://web.mac.com/logbear/syh/

入力して検索するか，下記の URL を参照してください．

スケジュール：
7/31 開会講演，ポスター発表
8/1

メインシンポジウム，ポスター発表

8/2

分科会，口頭発表

8/3

閉会講演

http://bpwakate.net/summer2009/
スタッフの紹介
今回は，3 年前に設立された新支部である北海道支
部がはじめてホストとなり，夏の学校を開催致しま
す．現在は，下記の実行委員が中心となって準備を進

本年度夏の学校では，生命の最小単位である「細

めています．

胞」に焦点をあてます．細胞レベルで起こる生命現象
は未解明な点だらけです．メインシンポジウムや分科

田村和志（D2 ／校長）
，伊東大輔（D3）
，野村真未

会では，それらの現象と，それらを紐解くための技術

（D3）
，喜多俊介（D2）
，植松利亮（M2）
，玉手宏基

を学びます．そして，参加者の広いバックグラウンド

（M2）
，塚本

卓（M2）
，永幡

裕（M2）
，宮村謙

を生かし，互いの知識を交錯させ，ブレインストーミ

一郎（M2）
，山下泰崇（M2）
（所属はすべて北海道

ングし，新たな課題や新たな技術を導きだすことが，

大学）

究極的な狙いです．この夏の学校が，いずれ生物物理

最後になりましたが，夏の学校の準備にあたり，多

の第一線を担う若手研究者同士が将来共同研究などを

くの先生方，北大 OB，企業および研究機関にご協力

始めるきっかけとなれば，私たちにとってこれ以上な

をいただいております．この場を借りて厚く御礼申し

い喜びです．

上げます．

今回は，参加者の発表にも力を入れる予定です．
1 日目と 2 日目にポスター発表のセッションを設け，

北海道大学大学院理学院生命理学専攻 博士後期課程 2 年

3 日目には口頭発表のセッションを設けます．一般の

田村和志
tam@mail.sci.hokudai.ac.jp

学会などに比べて参加者の年齢層がほぼ「若手」に限
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第 3 回関西支部合同セミナーの報告
皆さまはじめまして，若手の会兵庫支部の山本直樹
と申します．去りし 3 月 11 日に京都大学において，
京都，大阪，神戸，の 3 支部で，「タンパク質研究の
これまでとこれからを考える」というタイトルのも
と，合同セミナーを開催しました．講演者として，栗
崎以久男さん（神戸大院自然科学研究科，D3），山本
香織さん（大阪大学蛋白質研究所，PD），岡崎圭一さ
ん（神戸大院自然科学研究科，D3）および高田彰二
先生（京都大院理学研究科，生物物理教室）の 4 名
をお招きし，ご自身の研究内容を発表していただき，
さらに，後輩研究者に向けたメッセージを語っていた
図 2 セミナーの集合写真（栗崎氏＝上段右端，山本氏＝下
段右 2，岡崎氏＝下段左端，高田先生＝中段右端）
先輩研究者たちの熱いお話を聴き，後輩研究者たちはやる気
がみなぎったようです．

だきました．
もともとはタンパク質理論研究の第一線でご活躍さ
れている高田先生のお話を拝聴したい，というところ
から立ち上がった本セミナーですが，栗崎さん，岡崎
さんが学位を取得され，また山本さん，岡崎さんが

導は積極的にせよ」
，岡崎さん「研究に情熱を注ぎこ

3 月で関西を離れるということもあり，若手 3 方にも

むためには，節目節目で

メモリアル講演（!?）をしていただこうと思い，お話

何か

をお願いしました．さらに，これだけの先輩研究者が

また高田先生は「自分が本当に面白いと思い，情熱を

お話くださる機会はあまりないので，研究の話だけで

傾けることができる研究なのだから，納得がいくまで

はなく，私たち後輩研究者に研究を進めていく上での

先生と

心得的なお話もしていただきたい考え，最終的には両

遂してほしい」と，若干過激ではあるが的を射たアド

者を織り交ぜた形でのご講演をお願いしました．

バイスをくださいました．さらに，
「学生がいい結果

本当に自分がしたいことは

を考えることが重要」
，といったものでした．

ケンカ

してでも自分のやりたいテーマを完

まず研究の話では，タンパク質という大きなくくり

を出したときは本当にうれしい，が，自分が手を動か

のもと，山本さんは実験的側面からのお話を，栗崎さ

して結果が出たときの感動には及ばない．だから自分

ん，岡崎さんは計算機シミュレーション的側面からの

の手を動かせるうちにしっかり研究してほしい」との

お話をしてくださいました．先輩たちが築き上げてこ

貴重な格言をくださり，聴衆たちはドーンと胸を打た

られたご研究のお話に皆聴き入り，質疑応答の際には

れたようです．

厳しい突っ込みも見られました．また高田先生は，生

夜はきらめく古都の街に繰り出し，若手研究者たち

体分子機械と人工機械の共通点，相違点という切り口

が高田先生を囲んで懇親会を行いました．飲み放題メ

で，F1-ATPase のエネルギー変換効率の高さをガソリ

ニューの力も借りてすっかり打ち解けあった参加者た

ンエンジンと比較しながらわかりやすく説明してくだ

ちは，立場，年齢の垣根を越えて盛り上がりました．

さいました．その後，MD シミュレーションによって

ふだんはなかなか聞くことのできない先輩研究者の

得られたさまざまな生体分子機械が働くムービーを見

失敗談や成功談を，研究発表を交えて伺えるという機

せてくださり，聴衆はしばし別世界へ誘われました．

会はめったになく，よい企画だったと思います．関西

一方，後輩へのメッセージでは，これまでの研究人

3 支部としては，今後もこのようなセミナーを開催した

生を振り返ってのよかった点，反省点，それらを踏ま

いと考えています．最後にこの場を拝借して，本セミ

えた後輩研究者たちへのアドバイスをざっくばらんに

ナーの準備にご尽力くださった若手の会関西 3 支部の

話してくださり，時には笑いも起こり，時には真剣に

役員の方々に御礼申し上げます．有難うございました．

声に耳をそばだてる，といった光景が伺えました．お

☆セミナーなどの情報は以下の若手の HP に記載して

もなメッセージは，栗崎さん「実験データはこまめに

います．逐次更新しておりますので，ぜひご覧になっ

まとめ，いつでも論文が書けるような状態にしてお

てください（http://bpwakate.net/）
．

け，でないと後でたいへんなことになる」，山本さん
「夢を見よ，研究は直感を信じ，緩急をつけ，初心に

山本直樹
056s255s@stu.kobe-u.ac.jp

神戸大学大学院理学研究科化学専攻 博士 3 年

帰ることなくひたすら前へ進め，そして後輩学生の指
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研究生活
共通試薬の提供や事務面でのサポートが充実して
おり，研究に集中できます．研究所内外のセミナー，
チョークトーク，リトリート，ワークショップなど

海 外 だより

も活発です．小規模なので，新規取り組みも比較的
容易で，最近では，ポスドクなどからなる委員会が
設けられたり，バーチャルセミナーが始まったりで

〜海外留学を振り返って〜

す．業者の人は，時折デモなどにきますが，日常の
訪問はありません．ラボ内の状況は，ミーティング
に加え，コーヒータイムでよくわかります．われわ
れのラボは，モータータンパク質の分子機構と微小
管のダイナミクスを対象に，網羅的 in vitro 再構成系
の確立をめざしています．私を中心に，細胞生物学
九州工業大学への進学当時は，海外留学どころか地

的アプローチも始めました．いざ始めてみると思う

元を離れる意もありませんでした．指導教官の児玉孝

ようにことは運ばない一方で，予想外の発見もあり

雄教授（現，同大学名誉教授）の下で学位を取り，産

ました．現在，分子モーターの機能解析という立場

業技術総合研究所の広瀬恵子先生の下でポスドクを経

から，細胞周期の分子時計という少し大きな視野で

験しました．2 人の恩師の共通点は，1）やりたいこ

まとめています．新たな挑戦なので，技術や知識だ

とをやらせてくれること，2）各地に，共同研究の手

けでなく，考え方なども学んでいます．一概的な比

配をとってくださること，そして，3）イギリスに留

較はナンセンスですが，欧米の科学者は大きな像を

学のご経験があり，時折その話をされ，ミルク入りの

掴むのが上手な印象を受けます．論文を書く際には，

コーヒーを飲んでおられることでした．

新規 概念 をもち込む努力をします．同じような実

2002 年，ヒューマンフロンティアの会でキネシン

験結果で，欧米人のほうがインパクトの高い雑誌に

研究の第一人者 Rob Cross と初対面しました．英語は

投稿しているのを見かけますが，1 つの理由としてこ

できなかったので，まともな会話などできたはずはあ

のような事実があると思います．一方，日本人は丁

りません．しかし，その後の 1 泊旅行でよい印象を

寧にデータを取ったり，きちんと解析したりするの

与えたのか，翌年，彼の下で働かないかと誘いを受け

に優れていると思います．善し悪しでなく，お互い

ました．日本好きですので，しばらく考えました．

に学び吸収していくことだと思います．ただ，サイ

嫌になったら，すぐに帰国しよう

エンスにおいてもユーモアを忘れない彼らの遊び心

と開き直って渡

英しましたが，この 7 月で早 6 年目を迎えます．

は学びたいものです．

マリーキュリー研究所

私生活

癌治療につながる研究を実施する本研究所は，ロン

趣味や子供を通じて，現地の人との交流も楽しん

ドンから 1 時間ほど下ったサリー州のオクステッド

でいます．われわれにとって，英国人は接しやすい

という町の丘の上にあります．周囲にはパブ 1 件く

と思います．少しシャイで礼儀がよく，冗談好きと

らいしかなく，車なしでは苦労します．しかし，そこ

いった感じでしょうか．物価は高めですが，自然に

からの絶景には，ただ心が休まります．実験の合間に

囲まれて，のどかで平和な環境です．南部の気候は

は，その景色を前にコーヒーブレイクでひとときの会

比較的温和です．冬はうす暗い日が続きますが，雪

話を楽しみます．8 つのグループ，約 80 人の小さな

はほとんど降りません．夏は乾燥して，ほどよく温

研究所ですので，ほとんどの人と身近ですし，国際色

かく過ごしやすいです．日本食材は入手可能ですが

は豊かで話題満載です．年中行事のクリスマス会，ペ

品質，料金，簡易さの面で満足ではありません．わ

タンク（簡易スポーツ）の研究室対抗大会，それに

が家では，自家製の納豆／味噌を楽しんでいます．

サッカー，バトミントン，ジョギングなどの日常イベ

フルーツやチーズなどは満足です．テクノロジー，

ン ト も 賑 や か で す．Work experience や Summer stu-

サービス業界は日本とは比較できません．何をする

dent という研究職を夢見る学生を受け入れる制度も

に も 時 間 と お 金 が か か り ま す． 彼 ら が DIY（Do It

充実しています．

Yourself）が上手なのはうなずけます．日常的に老若
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マリーキュリー研究所と周辺のようす

Rob Cross 研究室のメンバー（クリスマスパーティーにて）．
最前列，左から 2 番目が Rob，3 番目が筆者．下記のサイト
でお確かめください．http://mc11.mcri.ac.uk/motorhome.html

男女問わず会話を交わし，時間をとって趣味や家族
との時間を楽しむ姿は印象的です．
加えることができるのも魅力的ですね．
私生活では，2 人の子供ができました．海外での子

学んだこと
タンパク質研究を細胞レベルに拡張すると関連分野

育てには心配もありましたが，周囲の理解と協力は大

が倍増し，目を通す論文や興味のあるセミナーが増え

きく，家族に優しい環境も手伝って，研究と子育ての

たと同時に将来の方向性も見えてきました．少し分野

両方を楽しんでいます．それを通して，妻との絆も深

の違う人との出会いも増えて，それ自体楽しいもので

まりました．安らげる家庭があってこそ，研究にも打

す．細胞の世界は謎ばかりで，多くの課題が残されて

ち込めると思います．

いますが，生物物理学的研究が必須であることをすぐ
まさかの閉鎖

に再確認しました．現象は面白くても，その機能解明
には生物物理しかないと思います．細胞生物の学会に

つい最近，当研究所を支持するチャリティーの方針

行くと，多くの生物物理学者に会います．逆に，生物

変更により，当研究所が閉鎖になることを知らされま

物理学会でも，細胞生物学を目にします．時代は，重

した．学んだ場所がなくなるというのは，ショックと

要なテーマに取り組むマルチタレントな人材を求めて

寂しさの以外，言葉が見つかりません．ラッパスイセ

いるように思えます．得意な分野をもちつつ共同研究

ンの咲き乱れるマリーキュリー研究所，そしてオクス

などを柔軟に行う姿勢がよりいっそう必要になると思

テッドでの残りの英国滞在を最大限に活かし，今後の

います． Think what you want to know. You have to

励みにしたいと思います．

ask the right question ．Rob の言葉です．手段は必然
的についてきますよね． 何をやりたいか

を

最後に

より

という習慣を学んだことは，紙上

この留学で，科学者，父親，そして，日本人である

では表せません．この留学で最もよかったことの 1 つ

ことへの誇りも出てきました．ポジティブである限

は，ポスドクとして研究に専念できることのありがた

り，得るものは大きいと思います．私の経験は限られ

さに気づいたことです．将来，この経験を伝えたいも

ていますが，周囲を見ると，ほとんどの人が幸せそう

のです．そして，恩師たちのカラーを使いながら，自

に見えます．少しでも海外留学に興味のある方は，ぜ

分を確立していきたいと思います．

ひ挑戦してください．

大きな視野で見る

最近，ある先生に， 研究には，経済状況を含めた
波があるので，海外に多くの共同研究者をつくるよう
に

Kuniyoshi Kaseda
E-mail: k.kaseda@mcri.ac.uk

Marie Curie Research Institute

と助言をいただきました．研究に少し違った色を



