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超好熱菌由来のタンパク質の熱安定化のメカニズムがその立体構造特性と熱力学的側面から議論されている．その中でも，超
好熱菌タンパク質に偏在しているイオン性残基による静電的相互作用と生理的条件下で天然構造と平衡にある変性構造に注目
している．その変性構造の解明はタンパク質の安定性とフォールディング問題への新しい展開が期待できる．
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われわれの体では一群の時計遺伝子が転写レベルで 24 時間リズムを生み出しており，このリズムが中枢である視交叉上核か
ら体内の数兆個にもおよぶ個々の細胞時計に伝達される．細胞分裂や各種代謝も細胞時計のコントロール下にあり，生体リズ
ム異常が広範な疾患のベースとなる可能性も徐々に明らかになってきた．
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アクチン分子にはこれまで 2 種類の構造が知られていた．今回，F- アクチンの構造を X 線繊維回折法により解析して，F- アク
チン内に新しい構造を見いだした．この構造では分子全体が平板になっており，フィラメント形成やアクチン ATPase に有利で
あると推察される．
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最近，景気対策としてトップダウン式の大きな研究予算が計上
され，新聞にも大きく取りあげられて社会的話題にもなってい
る．どのような研究が選ばれ，どのように選考が進むかは，この
巻号が出る頃にはある程度明らかになると思われるので，この研
究費について具体的な言及は避ける．しかし，この話題がきっか
けとなって，改めて研究費と科学について考えた人も多いのでは
ないだろうか．もちろん，放射光施設に代表されるように，国家
的プロジェクトで大きな予算がないと進まない研究はある．しか
し，そうした大規模プロジェクト以外の個人で進める研究で，莫
大な予算の必要なものはどれほどあるのだろうか．また，こうし
た予算が，科学立国を目指す日本で，本当に将来の科学振興の寄
与をするのであろうか．
話は少しそれるが，夏真っ盛りの現在，わが家の庭ではいろい
ろな花が咲き野菜類が成長している．こうした成長を楽しむため
には，土壌を整えて種をまき，芽が出たら添え木をし，水やりを
欠かさないなどの手入れの必要がある．発芽させるためには，そ
れほど多くの肥料や水は必要ない．しかし，将来に立派な果実や
花の咲く植物をすくすくと育てるためには，芽が出ない種も混
ざっていることは覚悟で，種をたくさん捲き，発芽させるための
土壌と栄養が必要である．こうした植物育成の過程を思うと，ま
さに科学の育成も同じだと感じる．立派に育つ科学の芽を出すた

科学振興と予算
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めには，芽が出ないことも覚悟で，種をたくさん捲き，土壌と栄
養（基礎研究基盤）が必要である．1 年で花が咲く植物との違い
は，人間の関与した科学では，その期間が 10 年単位ぐらいに長
くなるが，この過程がないと 10 年後，20 年後の花は咲かないこ
とは同じであろう．すでに大きく育ち，ある程度実までついてい
る木にさらに過剰な肥料をやるために，種の時期にやるべき肥料
（基盤となる資金たとえば運営交付金）を削ってしまい，周りの
これから芽が出るべき種が枯渇しないことを心配する．
また，将来の科学を考えたとき，大学以前の学生教育も重要で
ある．理科離れという言葉があるが，実は理科は面白いと思って
いる小学生が多い．それがなぜ中学生・高校生になると理科が嫌
いになる学生が増えるのかをちゃんと見据えた対応をしないとい
けない．こうしたところへも経費を費やすべきであろう．今回
は，景気対策という面はあるにしろ，小学校から高校への理科教
育のための経費が出されているのは非常に進歩といえるが，単に
景気対策としてとらえるのではなく継続することが重要である．
最近では日本人のノーベル賞が相次いでいるが，その基礎とな
る研究は，ほとんどが「大型予算」のない研究から生まれている
ことに注意しないといけない．見えないところで，基礎となる根
が張り，何年かたって立派な花が咲くのであり，科学が好きな研
究者を育て，研究を続けられるすそ野を広げてゆきたいものであ
る．これは，予算の問題とともに，大学に勤める者が努力すべき
テーマにもなる．
寺嶋正秀，Masahide Terazima
京都大学大学院理学研究科
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タンパク質の立体構造は何度まで熱安定か？
―安定性研究の現状と展望
油谷克英

理化学研究所・播磨研究所

The thermo-stabilization mechanisms of proteins from hyperthermophiles have been thermodynamically elucidated on
the basis of protein structures. It focuses on the electrostatic interaction due to ionizable residues unevenly distributed in
hyperthermophile proteins and on the denatured structures in equilibrium with the native structures under the physiological conditions. The understanding of the denatured structures under physiological conditions should contribute to
studies on folding problems and protein stability.
protein stability / thermodynamics of protein denaturation / hyperthermophile / denatured sate of protein

1.

ク質で捕捉され，その性質・構造に関する研究が可能
はじめに

になりつつある．変性構造を理解することは，安定性

タンパク質の機能は特有の立体構造に依存して発揮

および folding のメカニズムを解明するために，天然

されるので，立体構造がどのようなメカニズムで維持

構造を知ることと同程度にたいへんに重要である．こ

されているか並びに 1 次構造から立体構造がどのよう

こでは，タンパク質の立体構造がどの程度高い温度ま

にして形成されるか（folding）はタンパク質科学の基

で維持されるかを展望しつつ，超好熱菌由来タンパク

本的な課題である．85C 以上を生育至適温度とする

質の熱安定化メカニズムの特徴を考察する．

超好熱菌は 1960 年代に発見され，80 年代頃からその
タンパク質の研究が始められた．超好熱菌由来タンパ

2.

ク質の立体構造は，常温生物の相同タンパク質のもの
とよく類似するが非常に高い熱安定性をもつことが知

安定性の温度依存性

タンパク質のかたち，立体構造（天然構造：N）は，

られている．タンパク質の安定性は熱力学的パラメー

高い温度や高濃度の変性剤に曝されると壊れ（変性構

タによって決められている．では，超好熱菌タンパク

造；D），それらの変性条件を取り除くと，一般に元の

質の安定性の熱力学的特徴は何であろうか．これま

かたちに自発的に折れたたまれる．タンパク質の変性

で，タンパク質の変性の熱力学的パラメータは 110C

は可逆的である（1 式）．タンパク質安定性の定量的

付近で収斂すると推定されていた．超好熱菌タンパク

な指標である変性のギブスエネルギー変化（G）は

質の安定化研究は，この推測が正しいかどうかを明ら

2 式で表すことができる．K は平衡定数である．G

かにしてくれるであろうし，常温生物を含む一般タン

の温度関数は 3 式で示される．

パク質の安定化機構に含まれる普遍的な熱力学的特性
を明らかにする上で重要である．これまでの研究から
わかってきた超好熱菌タンパク質の 1 つの特徴は，変
性速度が極度に抑制されていることである．また，こ
れまで実質的に捉えることができなかった生理的条件

ND

（1）

G  RT ln K  RT ln ([D]/[N])

（2）

G(T)  H(T)  TS(T)

下で天然構造と平衡にある変性構造が超好熱菌タンパ

 Hd  Cp (TTd)  T(Hd/Td  Cp ln(T/Td)) （3）

What is the Highest Temperature at which the Conformation of a Globular Protein can be Maintained? The Current State and the Prospect for
Protein Stability Study
Katsuhide YUTANI
RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute
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ここで，Hd は変性温度（Td）における変性のエン

る．また，これが低温変性の原因ともなっている．こ

タルピー変化，Cp は変性に伴う熱容量変化で，ある

のことを明らかにするために，タンパク質の変性に伴

温度範囲では一定と見なしている．

う分子内部疎水性残基の水相への移相（水和）のモデ

図 1 は，熱力学的パラメータがタンパク質の「安定

ルとして，エタン，ベンゼンなどの脂肪族または芳香

性（G）の温度曲線」に与える影響を示している．各

族炭化水素の水相への移相の熱力学的パラメータの温

曲線は，図中に示した変性の熱力学的パラメータをも

度依存性が調べられている 1)．脂肪族基の水和のエン

つ分子量 2 万のモデルタンパク質である．曲線（1）は

タルピーは温度と共に大きくなるので，疎水性相互作

変性温度が 60C の典型的な球状タンパク質，曲線（3）

用は温度とともに強くなることがわかる．逆に，温度

は，変性温度が 100C の超好熱菌タンパク質である．

が低下すると水和のエンタルピーは減少する，つまり

図には曲線（1）の H と TS の温度関数も示されて

不安定化作用が大きくなる．これが低温変性の原因と

いる．H の温度関数は Cp に比例するので，曲線（1）

なっている．タンパク質の疎水性相互作用による G

と（2） の 100C で の H は そ れ ぞ れ 1300 kJ/mol と

は，ここで説明した非極性基の水和の G と非極性基

850 kJ/mol となる．図からわかることは，①曲線（3）

間のファンデルワールス相互作用の H の和として定

は，3 つの曲線の中で 100C での H が最も低いが，

義されている 2) が，非極性基の水和に起因する疎水性

Cp が他より 3 割小さいため，全温度にわたって G

相互作用が大きな温度変化を受けるのである．

がかさ上げされる．②これらの曲線は高い温度での熱

この水和状態では疎水性残基周辺に規則正しい水の

変性温度（G がゼロの温度）と同様に低い温度でも

構造，水和構造（iceberg）が形成されると考えられて

G がゼロになる低温変性温度の存在を示唆している．

いる．Privalov らは，タンパク質の熱変性のエンタル

低温変性でタンパク質の立体構造が高温変性と同様に

ピーとエントロピー変化の温度依存性を固有量（タン

破壊されることが実験的に確認されている．③ H と

パク質グラム単位）で表すと 110C で一定値に収斂

TS の温度関数はいずれも G が最も高くなる温度付

する 3) ことを見いだし，この収斂とこの温度での水和

近で符号が逆転する．タンパク質が最も安定な温度は

構造の崩壊とを結びつけている．また，Cp が高温で

変性の S がゼロで，変性の H もゼロ近く（ゼロで

温度上昇につれて減少することを考慮するとエントロ

はない）である（S  0 の点では G  H）．つまり，

ピーがゼロになる温度は 145C 近くになる 4)．しか

タ ン パ ク 質 は， こ の わ ず か な G（marginal stability）

し，炭化水素の周りの水和構造の崩壊による Cp の

で安定化されている．

消失は 160C 以上または 250C 以上との報告がある．

タンパク質の G がこのような特徴のある温度依存

水和構造の崩壊による熱力学的パラメータの変化は，

性を示すのは，変性に伴う熱容量変化（Cp）が，N

タンパク質の構造が維持される上限温度を決定する重

構造の熱容量の 25-50% にも達する大きな値であるこ

要な因子であるが，これらの問題を解決するために

とによる．この原因は，N 構造と D 構造の水和量の

は，100C 以上の変性温度をもつタンパク質の DSC

違いに起因していて，タンパク質変性の特徴でもあ

データの蓄積が待たれる．

3.

タンパク質の安定化因子

1 式の平衡を N 側にシフトさせるのに寄与する因子
は，先節で述べた分子内部の疎水性相互作用の他に，
水素結合とイオン結合（塩結合；静電的相互作用）が
あげられる．N 状態での水素結合は変性に伴って切断
されても水と新たに水素結合を形成するので，それら
の強さの差が安定化に寄与する．次に，Ca イオンな
どのリガンド結合，オリゴマー形成などは 1 式の平衡
を N 側にシフトさせるので構造の安定化に寄与する．
さらに，D 状態でのエントロピーを減少させて N 側
図1
タンパク質の変性の熱力学的パラメータの温度関数．それぞれの
曲線のパラメータは囲い内に示す．矢印で示す H と TS の温度
関数は曲線（1）のパラメータを使っている．

にシフトさせる手法として，SS 結合の形成，プロリ
ン残基への置換などがある．
これらの安定化因子がタンパク質の安定化に寄与し
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ていることはいろいろな手法で証明されている．有力

リアから動植物にまで広く分布し，ヒトの脳にも含ま

な方法はアミノ酸置換法である．しかし，アミノ酸置

れている．バクテリアでは二価金属イオンの耐性にか

換法は，置換部位の構造特性と置換残基の性質によっ

かわることが知られているが，その機能はまだよくわ

て種々な影響を立体構造に与え，安定性に変化を及ぼ

かっていない．PhCutA1 は，112 残基からなる同一サ

すので，置換による構造変化を考慮しなければならな

ブユニットの 3 量体構造である．3 量体の中心部に 

い ．そのため，ヒトリゾチームの 150 種に及ぶ系統

シートが集まり，1 つのサブユニットが他のサブユ

的で網羅的なアミノ酸置換型を作成して，安定性変化

ニットと絡み合うように， シートを共有している．

と置換による構造変化のデータを集積し，個々の安定

その周りを  へリックスのラセン構造が覆っている．

化因子と構造との間の相関パラメータが求められてい

アミノ酸組成は生育至適温度に依存して著しく異なっ

る 6)．これらのパラメータは，上記のそれぞれの安定

ているが，それらの立体構造はたいへんよく似てい

化因子の寄与を定量的に評価することに貢献してい

る．

5)

る．得られたパラメータはアミノ酸置換による少しの

pH 7 での PhCutA1 の変性温度は 148.5C，TtCutA1

構造変化が結果的に大きな安定性変化の原因になるこ

は 113C で， 他 の 常 温 生 物 由 来 の CutA1 も 90-98C

とを示している．これは，先に述べたように，球状タ

と高い．いずれも生育至適温度よりも 50-60C 高い熱

ンパク質の変性の G（安定性）がわずかなエネルギー

安定性をもっている．PhCutA1 の異常に高い熱安定性

バランスで保たれていることに起因している．

は基本的には 3 量体 CutA1 の共通構造に支えられて
いるが，さらに付加された安定性はどのような立体構
造 の 特 徴 に 由 来 す る の か．PhCutA1，TtCutA1，Ec-

4.

超好熱菌由来タンパク質の特徴

CutA1 の 3 者の立体構造から水素結合とイオン対，お

超好熱菌が生産するタンパク質の熱変性温度はそ

よび疎水性相互作用の強さをサブユニット間とサブユ

れぞれの生育至適温度付近かそれよりも高い．変性剤

ニット内で比較されている 8)．サブユニット内の比較

変性に対する安定性も常温生物由来の相同タンパク質

では，これらの安定化因子に関して，PhCutA1 は他の

より高く，一般に変性速度もきわめて遅い特徴をも

2 者より勝っている．しかし，サブユニット間相互作

つ．立体構造の安定化の機構は常温生物由来のものと

用では，PhCutA1 はいずれも他の 2 者よりも劣ってい

同じようにいろいろな安定化因子が相殺してわずか

る．オリゴマー形成は好熱菌タンパク質の熱安定化戦

なエネルギーバランスで保たれている．しかし，1 つ

略の 1 つであるが，PhCutA1 の場合，オリゴマー間相

の大きな特徴は，超好熱菌由来のタンパク質にはイオ

互作用を強化する戦略をとっていない．特に PhCutA1

ン性残基が多く含まれていることである．Suhrr と

で顕著なのはサブユニット内のイオン対の数の多さ

Claverie は，多数の超好熱菌，好熱菌，常温菌のゲ

（PhCutA1 は 30 本，他は 12 本と 1 本）である．この

ノムを調べ，イオン性残基数（Asp, Glu, Lys, Arg）と

多数のイオン対は，PhCutA1 の分子表面一面に広がっ

極性非イオン性残基数（Asn, Gln, Ser, Thr）の差（C-P

てイオン対のネットワークを形成し，あたかもイオン

バイアス）が，常温菌と超好熱菌由来のタンパク質を

対の層が断熱材の役割を果たしているように見える

7)

区別する最も有効な指標になると報告している．常温

（文献 8 の Fig. 3 参照）
．

菌由来の C-P バイアスはほとんどが 5% 以下であるが，

生育至適温度の異なる 3 種の CutA1（PhCutA1，Tt-

超好熱菌のものは 10.6% 以上で，最大は 18.0% であ

CutA1，OsCutA1；それぞれの生育至適温度は 98, 75,

る．後で詳しく述べる CutA1 タンパク質の場合，超

28C）の安定化の機構が熱測定（DSC）と変性剤変

好熱菌（P. horikoshii）由来の PhCutA1 の C-P バイアス

性実験から調べられている 9)．PhCutA1 は変性温度が

は 32.4% で，常温生物イネ（O. sativa）の OsCutA1 と

150C 近くにあるので，DSC 装置の限界でもあり，熱

大 腸 菌（E. coli） の EcCutA1 の 値 は そ れ ぞ れ 4.4% と

変性後会合体が形成するために，正確な変性のエンタ

5.4%，高度好熱菌（T. thermophilus）の TtCutA1 の値

ルピー変化（Hd）を求めることができない．しかし，
TtCutA1 と OsCutA1 の pH 7 での変性温度（Td）はそ

は 11.7% である．
PhCutA1 は，これまでに実測されている変性温度よ

れぞれ 112.8 と 97.3C と高いが，非常に良好な熱変

り約 30C も高い，pH 7 で 150C 近くの変性温度を示

性の可逆性を示す．このことは 100C 近くの Td をも

す史上最高の熱安定性をもつタンパク質である ．こ

つタンパク質の熱変性の熱力学的パラメータを外挿な

8)

こ で は， 超 好 熱 菌 由 来 の タ ン パ ク 質 の 代 表 と し て

どの手法を用いないで直接精度高く求められることを

PhCutA1 の安定性の特徴を考察する．CutA1 はバクテ

意味する．一方，室温付近での安定性を熱変性実験か
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らの外挿ではなくその温度で評価するために，変性剤

いる 10)．それは酢酸とかアンモニウムイオンの中和が

変性実験によって変性のギブスエネルギー変化が求め

正の大きなエントロピー変化に起因していることから

られている 9)．TtCutA1 と OsCutA1 に関して熱測定か

も理解できる．また，異常に多いイオン性残基は，変

ら求めたパラメータと立体構造から推定した変性の

性構造において特異なイオン対を形成している可能性

Cp 値をもとに G の温度関数を描くことができる．

がある．変性状態でのイオン対の形成は変性状態のエ

図 2 に示すように，TtCutA1 と OsCutA1 の温度関数は

ントロピーを低下させ，安定化に寄与しうる．さら

GuHCl 変性曲線から求めた 37C での水中での G の

に，静電的相互作用は誘電率の逆数に比例し，比誘電

値とほぼ一致する．PhCutA1 の場合は，正確な Hd

率は温度上昇に伴って低下する（0C から 100C の温

が求められないので，温度曲線は変性剤変性の G，

度変化で比誘電率は 80 から 55 に低下）．つまり，イ

熱測定の変性温度，構造からの Cp をもとに描かれ

オン対形成による静電的相互作用は，温度上昇によっ

ている（図 2）
．110C での H をグラムあたりの固有

て強化される．これらは，PhCutA1 の異常に高い熱安

量に換算すると 37 J/g となる．一方，DSC 測定から

定性は異常に多いイオン対による静電的相互作用とそ

得られた TtCutA1 と OsCutA1 の変性温度における Hd

れに起因するエントロピー効果が重要な役割を果たし

は 1777 kJ/mol と 1453 kJ/mol である．それらを 110C

ていることを支持している．

でのグラムあたりに換算すると 49 J/g と 47 J/g となる．
Privalov が報告している一群のタンパク質の 110C で

5.

の収斂値，54 J/g より低い値である 3)．PhCutA1 の値

変性状態の構造

は 他 の CutA1 に 比 べ て も か な り 低 い 値 で あ る．Ph-

1 式に示すようにタンパク質は N 状態と D 状態と

CutA1 の Cp が 150C まで一定であるとする仮定は

の間で平衡にあるので，タンパク質のフォールディン

大 き な 誤 差 を 含 む が，37C で の G と 熱 変 性 温 度

グと安定性を厳密に理解するためには，平衡にある D

（148.5C）は実測値であり，その両点を放物線で結ぶ

状態の構造を理解することが N 状態の構造を理解す

ためには，PhCutA1 は他の 2 者に比べかなり低い Hd

るのと同程度に重要である．しかし，生理的条件下で

にならざるを得ない．このことは，PhCutA1 の異常に

は，D 状 態 の 存 在 率 は 億 分 の 1 の オ ー ダ ー（G ≒

高い熱安定性はエントロピー効果によることを示して

50 kJ/mol の場合）である．そのため N 状態と平衡に

いる．今後，100C 以上での精度の高い多くの Hd

ある D 状態の構造を直接観察することは困難である．

データの蓄積が望まれる．

タンパク質研究初期の頃，D 状態の構造はランダムな

PhCutA1 の異常に高い熱安定性がエントロピー項に

構造であると推定されていた．その後，熱変性などの

依存していることは，他のタンパク質に比べて異常に

変性構造には，3 次構造を反映する近紫外部の CD ス

多いイオン対の存在と関係している．イオン対による

ペクトルが完全に消失しているが遠紫外部の CD スペ

静電的相互作用はエントロピー駆動であるといわれて

クトルが一部残存することから，変性構造にはかなり
の骨格構造（2 次構造）が残されていると推定される．
しかし，熱力学的には完全な変性構造であると考えら
れている．その根拠は，実測された熱変性の比熱変化
が，変性に伴って分子内部の残基が完全に分子表面に
露出されたと仮定して計算した比熱変化と一致するこ
とである．つまり，熱変性によってすべての残基が完
全に溶媒に接触すると考えられる．しかし，最近，変
性構造に比熱変化を伴う部分構造が維持されていると
いう報告も見られる．たとえば，D 状態での部分構造
の形成が変性の Cp を低下させ高い安定性を維持し
ている 11) とか，変性状態で天然構造にない特定残基
による静電的相互作用の形成が安定化に影響を与え
る 12)，また，NMR の常磁性緩和促進法を用いた研

図2
3 種 CutA1 の安定性の温度関数．曲線はおもに熱測定の結果をも
とに計算された．37C での 3 点はそれぞれ GuHCl 変性から求め
た水中での G である．

究 13) などがある．
このような中で，N 状態と平衡にある D 状態の構
造を解明するための画期的なシステムが，超好熱菌タ
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ンパク質の熱安定化機構研究の途上で見いだされた．

てプロテクト領域がさらに増加してくることがわかっ

超好熱菌 P. furiosus 由来のピロリドンカルボキシペプ

てきた 16)．これらの結果は，D1 状態で構造形成が進

チダーゼ（PCP）は中性で 4 量体，pH 2.5 付近では単

行して，N 状態の 2 次構造に近い骨格部分が順次形成

量体（MW  22.8 K）で存在する（図 3）．2 個の Cys

されていくことを示している．つまり，D1 状態では，

残基が変性と復元過程に及ぼす影響を避けるために物

初期構造（DS とよぶ，6 のみ形成）がある時間経過

理化学的研究では変異型 PCP0SH（Cys142/188Ser）が

の後に平衡に達した構造（DE とよぶ，多くの 2 次構

用いられている．pH 2.3 での PCP0SH の DSC 測定か

造が形成）へ順次変換することを意味している．この

ら次の結果が得られている．熱変性直後の再測定（re-

DE 構造は，いわゆるモルテングロビュール状態の構

scan）では refolding（変性に伴う過剰熱容量曲線）は

造に類似していて 3 次構造は認められないが，N 状態

まったく観察されないが，30C で 1 日放置後の測定

とほとんど同じ 2 次構造が形成された状態である．

ではほぼ完全な refolding が認められる．4C では 1 週

DS から DE へ変換するこの D1 状態のより詳細な解

間放置後もほとんど refolding しないが，その後温度を

析によって生理的条件下で N 状態と平衡にある D 状

30C にあげると 1 日後に完全に refolding する．この

態の構造が解明できると思われる．

ことは，温度環境によって refolding 速度を抑制でき，
4C では実質的に refolding を止めることができること

6.

を意味する 14)．熱変性後 4C に置かれた PCP0SH の

まとめ

構造は，N 状態と平衡にある D 状態の構造で folding

「タ ン パ ク 3000」 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 に お い て，P.

の初期構造に対応する．この初期構造を D1 とよび，

horikoshii 由来の多くのタンパク質の熱測定が行われた

高濃度変性剤中での構造 D2 と区別する．D1 状態の

が，CutA1 のように 150C 近くの変性温度をもつもの

構造の特徴を明らかにするために，NMR の HSQC ス

は見いだされていない．変性剤変性実験から 200C

ペクトルを用いて水素／重水素（H/D）交換速度の差

の熱変性温度を推定する報文も見られるが，これまで

異を解析して，2 次構造が残存するか否かが調べられ

の上限の実側値は PhCutA1 の 148.5C である．最近，

ている．その結果は，N 状態の 6 へリックス領域の

超好熱メタン菌が 122C での増殖に成功している 17)

みが H/D 交換反応開始 7 日後も H/D 交換反応からプ

ので 130C 付近またはそれ以上の変性温度をもつタ

ロテクトされていることがわかった ．このことは，

ンパク質も近いうちに発見されるであろう．

15)

PCP0SH の D1 状態において，6 へリックスに相当す

好熱菌タンパク質の「安定性の温度曲線」
（図 1）は，

る構造がすでに形成されていることを示している．最

測定可能な温度範囲にわたって G が常温生物に比べ

近の研究では，4C での D1 状態で時間が経つにつれ

高い値となるかさ上げが見られる．これは，好熱菌タ
ンパク質が常温生物由来のものに比べ，一般に常温付
近でより高い変性剤に対する安定性を示すことからも
推定できる．さらに，超好熱菌タンパク質の一般的な
特徴としては次の 2 点をあげることができる．①多く
存在するイオン結合は高い温度で静電的相互作用を強
めるので，高い温度でエントロピー的に安定化に寄与
する．② N 状態と平衡にある D 状態に部分構造があ
れば，変性の Cp を低下させ，エントロピー的に安
定化に寄与する．Cp の低下は「安定性の温度曲線」
を平らにして，広い温度範囲にわたって安定性を高め
るのに寄与する．
そもそもタンパク質の安定性はわずかなエネルギー
バランスで保たれているので，ここで述べてきた戦略
を駆使しながら不安定化因子を相殺してよりよい組み
合わせの構造を創造するのは自然にとってはそう困難
でないのかもしれない．ただ，高温ではアミノ酸，ペ

図3
PCP のモノマー構造． と  はそれぞれ -helix と -strand，数字
は N 端からの配列順位．

プチドが熱分解に晒される危険性がある．PhCutA1 の
場合，150C に加熱後のマススペクトルを解析する
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と，部分的に分解された成分も検出されたが，大部分

307-425.

は熱分解を受けていなかった．このことは 150C 程
度なら，天然構造を維持していれば熱分解されないこ
とを示している．
100C 以上に熱変性温度をもつタンパク質の熱力学
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的研究は，超好熱菌タンパク質の熱安定化のメカニズ
ムを明らかにするばかりではなく，タンパク質安定性
の基礎的課題，とりわけ，今日まだ解決されていない
疎水性相互作用，疎水性残基の水和などの熱力学的解
明に貢献できるであろう．また，超好熱菌タンパク質
には，N 状態と平衡にある D 状態の構造研究にたい
へんに有利な特性を備えているように見える．D 状態
に部分構造があるのは一部超好熱菌タンパク質の特性
なのか，タンパク質共通の性質かわからないが，この
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D 状態の構造が詳細に解析できれば安定化メカニズム
の研究が進展するだけでなく，フォールディングの初
期構造の理解によってフォールディング機構の研究に
も貢献できると思われる．
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解説

哺乳類における生体リズムの仕組み
岡村

均

京都大学大学院薬学研究科システムバイオロジー分野

Most of organisms living on the earth have internal clocks and thus, the circadian rhythm represents a basic feature of
life. In mammals, as in other many organisms, the cellular circadian core oscillator is thought to be composed of an autoregulatory transcription-(post)translation-based feedback loop involving a set of clock genes. The signal transduction
cascade originating from this core oscillatory loop induces the expression of a variety of genes in a circadian fashion, and
regulates many cellular functions such as cell division and energy metabolism. This cell oscillation system localizes in
most of cells in the body. The circadian system has evolved in a close connection to light which synchronizes the internal phase to environmental rhythms. In mammals, the master clock is located in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of
the hypothalamus, from which clock signals are transmitted through neuronal and hormonal oscillation conducting systems to the whole body. Arrived clock signals entrain the cell-clocks in peripheral organs, and the intracellular oscillating loop coordinates the timing of the expression of a variety of genes with specific cellular functions. Thus, the mammalian clock system displays a multidimensional complex structure constituting the central oscillator, oscillation
conducting systems, and peripheral cellular oscillators.
Clock genes / transcription-(post)translation-based feedback loop / suprachiasmatic nucleus / circadian

1.

内リズムに変調をきたすようになってきた．そのこと
生体リズムの時代

が，現代の高ストレス社会における疲労を蓄積させる

数百万年前の人類発祥以来，われわれは，朝起き

大きな不安要因となっている．また最近の，働き盛り

て，食事をし，日中働いて，夜眠るという周期的な活

の中高年の勤労者を襲う，肥満に伴う「睡眠時無呼吸

動を繰り返してきた．18 世紀の西欧に始まる一連の

症候群」は新幹線事故や交通事故を惹起して社会問題

産業革命の最終章として 19 世紀末の電灯の発明があ

にすらなっている．高齢者のほぼ全員が訴える睡眠障

る．この発明は，夜間活動を可能とした．豊かな生活

害は，世界中で最も早く超高齢化社会に突入する日本

を求める人類はこの発明を見逃すはずはなく，効率重

の深刻な社会問題である．今や全国民の 1 割，東京な

視の 24 時間労働の一般化や，不夜城と化した人工的

どの大都市圏では，2 〜 3 割もの人が睡眠障害を抱え

な生活環境変化の急速な浸透により，今や 24 時間社

ているとされ，睡眠障害による事故やミスで年間 3.5

会は現実のものとなった．当初は，睡眠時間を交代に

兆円もの経済損失になると試算されている．さらに，

確保する交代制勤務によって，問題は起こらないと考

疫学的データは，睡眠障害が高血圧，メタボリックシ

えられたが，原子力発電の事故（1979 年スリーマイ

ンドローム，発がんなどの生活習慣病の誘因となって

ル島，1986 年チェルノブイリ原子力発電所）やオイ

いることを明らかにしている．このように，生体リズ

ル タ ン カ ー 事 故（1989 年 エ ク ソ ン・ バ ル デ ィ ス，

ムの異常に伴うさまざまな健康障害および社会損失

1997 年ナホトカ号）などのカタストロフともいうべ

は，20 世紀中葉から 21 世紀にかけてのライフスタイ

き事故がいずれも深夜早朝に起こり，単純に睡眠時間

ルの変貌とともに起こってきており，21 世紀は「生

の不足が原因ではないことが明らかとなった．これ

体リズムの時代」ともいえ，生体リズム異常すべての

は，夜の時間に昼の時間と同じだけの仕事効率が保て

人類が日常直面する問題となってきたのである．

ないことを表しており，生体リズムの研究の重要性が

しかし，生体リズムは神秘のベールにつつまれ，

広く一般に認知されることとなった．

長い間，学問の対象にはならず，このメカニズムの

労働という強制でなくとも，テレビやゲームなどの

解明は遅々として進まなかった．しかし，近年，時

遊興による睡眠時間の減少や，利便性の高い数千ルク

計遺伝子群が発見された．この発見は，従来の生体

スの照明下の 24 時間営業のコンビニエンスストアの

リズム研究を大きく変貌させ，生体リズムシステム

利用により，多くのヒトは知らず知らずのうちに，体

が分子レベルで論じられるようになり，神秘のベー
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Hitoshi OKAMURA
Department of Systems Biology, Kyoto University Graduate School of Pharmaceutical Sciences
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ルが徐々にはがれつつある．現在では，生体リズム

ターの活性リズムを誘引する重要な分子と結論つける

分子システムの病態が多数の生活習慣病の発症や労

実験系である．そして予測通り，実際の実験の結果

働災害の発生に深くかかわることが明らかにされつ

は，この per による自己制御機構の存在を証明する結

つある．本稿においては，時計遺伝子を中心として，

果となった．つまり，per 遺伝子の転写振動は，自身

生体リズムの機構を分子レベルからヒトの生活リズ

の産物である PER タンパク質を介したフィードバッ

ムや病気まで解説する．

ク制御によって成立していることがわかった．これが
遺伝子の転写・翻訳を介した自己制御フィードバック

2.

機構であり，時計の振動現象を説明する基本原理とし

時計遺伝子の発見とリズム発振に関する
フィードバックモデルの成立

て，1994 年に始まる時計遺伝子の爆発的発見の時代
を推進するための重要な理論的支柱となった．

ショウジョウバエの period（per）遺伝子の発見以降，
20 世紀末までにバクテリアからヒトにいたるさまざ

時計遺伝子自身も，脊椎動物，無脊椎動物を問わ

まな生物種において時計遺伝子が発見されてきた．時

ず，動物界はほぼ同じである．すなわち，ヒトの時計

計遺伝子 per はリズム変異体スクリーニングによって

遺伝子は進化の過程で動物が出現すると同時かそれ以

同定された遺伝子であり，生物時計 biological clock の

前に出現した時計遺伝子を祖先型としている．ヒトの

研究の歴史の中で最初に登場する役者である．per 遺

概日リズムを司る時計遺伝子として知られているの

伝子の同定までの道のりは長く，1960 年代に Benzer

は，現在 7 個（Per1, Per2, Per3, Cry1,Cry2, Bmal1, Clock）

らによって開始された研究が 1971 年に per 行動変異

ある 5), 6)．ここで，ヒトの時計遺伝子のコア・フィー

体の同定となり，1984 年にようやく per の遺伝子ク

ドバックループを説明しよう．時計遺伝子の中でも中

ローニングがなされることで花開くことになる ．そ

心となるのは，Per 遺伝子群（Per1, Per2, Per3）で，こ

して間もなく，per 遺伝子から産出される mRNA とそ

の遺伝子群は非常に強い転写レベルでのリズムを引き

れがコードするタンパク質の発現レベルが，ともに見

起こすのが特徴である 6)．しかも，この転写リズム

事なほどの著明な日周変動を示すという報告がなされ

は，自分自身の転写・翻訳後産生された PER タンパ

た ．これは，リズムというそれまでは謎に包まれて

ク質群（一般に遺伝子を斜体で，その遺伝子からでき

いた存在が遺伝子の発現変動という分子レベルの変動

たタンパク質を大文字で表す）が，自分自身の転写制

であったことを示唆するきわめて重要な発見である．

御を抑制するという自己フィードバックループの仕組

1)

2)

みで引き起こされる（図 1）
．Per 遺伝子群の転写は，

しかし，per 遺伝子の発現変動という振動が本当に
時計の本体なのだろうか．たとえ発現が見事なほどの

ポジティブ転写因子である CLOCK と BMAL1 が 2 量

リズムを刻んだとしても，その遺伝子は単に時計の命

体を形成し，Per 遺伝子群のプロモーターに結合し，

令を受けてリズムを示す，いわば下流の一部にすぎな

Per 遺伝子群の転写を促進することから始まる．これ

いという可能性が残る．後者の場合，遺伝子産物とし

により産生された mRNA から，PER タンパク質群が

ての PER タンパク質は時計本体とは関係がなく，む

できる．これが，細胞質から核の中へ入って CRY タ

しろ per 上流のプロモーター活性を支配する制御機構

ンパク質群（CRY1, CRY2）と結合して，ポジティブ

の中かまたはその先に時計の本体が存在することな

因子の転写を押さえるネガティブな作用をする．これ

る．1990 年，Rosbash らは巧妙な実験を行うことで，

でループが閉じ，転写が減少する．しかし，これが

実は PER 自身が遺伝子としての per の発現を制御する，

PER タンパク質群の減少をもたらし，抑制効果が減少

その調節因子そのものであるということを突き止め

し，この結果再び Per 遺伝子群の転写が開始される．

た

以上のように，24 時間周期は，リズミックな転写制

．per 変異体は明瞭な活動リズムは存在せず，

3, 4)

0

御の変動によって生み出される 5), 6)．

1 日中ダラダラと活動を続ける．この per 変異体に
0

wild type の per 遺伝子を導入すると per0 がレスキュー

この単なる時計遺伝子のフィードバックループによ

されて行動リズムが回復する．Rosbash らは，このレ

る説明では，リズムの形成は説明できても，なぜ 24

スキュー実験に工夫を加え，遺伝子導入によって産生

時間という長周期を規定しているのかは説明できな

される wild type の mRNA とホスト側に由来する per0

い．そんな中，ポジティブ因子とネガティブ因子のタ

の mRNA とを区別して検出する方法を考案した．そ

ンパク質レベルの制御に注目が集まっている．その鍵

れは，レスキューの結果，ホスト側の per mRNA のリ

となるのが，PER タンパク質群の caseine kinase （
I CKI,

ズムも同時に回復するなら，遺伝子導入によって発現

）によるリン酸化と PER タンパク質と CRY タンパ

した正常 PER タンパク質がその per0 遺伝子プロモー

ク質のユビキチン・プロテアソームによるタンパク質

0
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ところが，1 ヵ所だけ，何のシグナルがなくてもリ
ズムを打ち，しかもこのリズムがほぼ永久に続く時計
がある．これが，脳の視床下部にある視交叉上核 Suprachiasmatic nucleus の時計である．視床下部第三脳室
近傍に存在する小さい 1 対の神経核である視交叉上核
は，この神経核を破壊すると全身のホルモンや睡眠覚
醒の行動リズムが止まり，またこの神経核だけを細胞
外に取り出しても，自発的にリズムを打つことから，
哺乳類の行動および内分泌リズムの唯一無二のリズム
発振センターであることは間違いない．この視交叉上
核では，自律リズムが刻む約 1 万個の細胞は一定の秩
序を築き，全体としてまとまったリズムを刻むのであ

図1
哺乳類時計遺伝子のフィードバックモデル．遺伝子発現の概日リ
ズムは時計遺伝子から産生された時計タンパク質が自分自身を
コードする遺伝子の転写の抑制因子として働くことで生み出され
る．この時計遺伝子の転写のネガティブ・フィードバックループ
（コア・フィードバックループ）は，概日リズムの観察される真核
生物すべてに保存された概日時計発振の根本原理である．ネガ
ティブ因子を実線の灰色丸印で，ポジティブ因子を実線の白丸印
で表す．ネガティブ因子は BMAL1/CLOCK に抑制的に働く．カゼ
インキナーゼ（CK1）は PER タンパクをリン酸化する．このコア・
ループの周りに，DBP，RevErb，Ror，Dec など（破線の丸印）に
よる補助経路（破線）があり，これらは，自らの振動の増幅，お
よびリズム振動の他の遺伝子発現への拡散に役立っている．

る（図 2 左）10)．

4.

哺乳類では光を感じるのは眼だけである

生物時計には，今まで述べてきたリズム発現機構の
他に，もう 1 つの重要な要素がある．それは，外界の
明暗リズムへの同調である．実は，体内リズムの周期
は，ちょうど 24 時間ではなく，そのまま放っておく
と，外界の明暗周期と完全にずれてしまい，時計の意
味をなさなくなる．したがって，生物時計機構は，環

分解がある．このうち，ヒトにおける PER2 のリン酸

境の明暗を感受する光受容機構と切っても切れない関

化部位の変異を示す家系や CKI の変異を示す家系で，

係にあり，両者は緊密に連携して発達してきた．上述

生物時計周期の異常を示すという発見は，PER2 のリ

した，哺乳類のリズムセンターとしての視交叉上核の

ン酸化が周期決定の重要な働きをしていることを示し
ている 7)．

3.

数兆個の細胞時計を統括する脳の時計

この時計遺伝子は，特殊な細胞だけに発現するので
あろうか？

実は，全身の大部分の細胞では，時計遺

伝子がリズミックに発現しているのである．生体外で
も，線維芽細胞などに急速にカルシウム流入を起こさ
せると，上述の Per1，Per2 の転写が，約 24 時間周期
でリズミックに変動する 8)．ところが，これらのリズ
ミックな変動は，せいぜい 2-3 周期で止まってしまい

図2
生体の時間システムの概念図：視交叉上核の時計と末梢時計．主
時計である視交叉上核は組織レベルでは約 1 万個の細胞時計から
構成される．ここでのコア・ループによる細胞時計は細胞内でリ
ズムを引き起こすのみでなく，細胞相互の結合により強力な安定
したリズムを形成し，視交叉上核から，交感神経系性，副交感神
経性の神経出力が出る．また副腎皮質ホルモン分泌を介して，全
身の末梢臓器の時計をも同期させる．また，眼球から光入力を受
け，視交叉上核の時計は，環境の明暗周期と同調する．末梢臓器
では，細胞時計を構成するコア・ループは，細胞内諸機能の 24
時間振動を司るが，ここでは比較的解明された細胞周期やその停
止や異常（がん化）に関与するものを図示する．P：ポジティブ因
子，N：ネガティブ因子．

長くリズムが続くというわけではない．最近の単細胞
レベルのリズムの解析により，各細胞レベルではリズ
ムが長期にわたって続くが，各細胞間のリズムの同調
が働かず，ばらばらとなってしまい，全体としてはリ
ズムが消失するということがわかった 9)．すなわち，
すべての細胞はリズミックに振動しながら生きている
のである．しかし，組織としてまとまらせるようなシ
グナルが到達するときだけ，そのリズムが顕在化する
のである．
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成立には，哺乳類では光の受容能力が網膜の細胞に限

比な自立した時計を獲得し，朝を予見し，夜の活動の

局されたことと密接に関係するでろう．

場を広げられたのである．

動物における進化の要素の 1 つに神経系の中枢化
（脳の出現）があり，感覚情報も脳へ集中する．個体

5.

にとって有益な情報を 1 元化し，適切に取捨選択し，

明るい夜と時計遺伝子

処理するために，脳が発達してくるのである．光情報

ところが，この正確無比な時計が刻む時計が今，挑

に し て も 同 じ で あ り， シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ や ゼ ブ ラ

戦を受けている．そのきっかけは，19 世紀の米国の

フィッシュでは，身体全部の細胞が光受容タンパク

発明家エジソン（Thomas Alva Edison, 1847-1931）の，

（オプシンや CRY など）を発現し，光を感じる能力を

白熱電球と電気の配電システムの構築である．明暗を

もつ．時計も全身の細胞にあるので，光による時計の

自由に操る手段を得た人類は，
「明るい」夜を手に入

外界の明暗周期への同調が，これらの生物では，細胞

れた．明るい夜は，これまで人々が暮らしていた昼夜

レベルで完結しているのである ．鳥類になると光を

のサイクルを完全に破壊した．これまで環境の変動に

感じる細胞はかなり限局されるが，眼球のみならず，

対応していたわれわれの生物時計は，新しい環境に

少なくとも松果体，視床下部に分散し，これらの部位

は， そ ぐ わ な く な っ た の で あ る． 個 人 的 な 趣 味 で

の時計をそれぞれ動かしている．ところが，哺乳類で

「夜」寝ずに過ごす人が増えると，その需要に応じた

は，光受容器は網膜の視細胞と一部の神経節細胞（メ

多くのコンビニエンスストアなど夜開いている店がで

ラノプシン含有神経節細胞）に限局され，明暗情報は

きる．寂しい夜をなごませるこれらの店は，数千ルク

ここで電気信号に変換される ．視交叉上核は，網膜

スのこうこうと照らされた昼間と見まがうばかりの明

から脳へ行く視神経が脳底面で左右交叉する視交叉の

るさだ．夜間の光照射は人体にどのような変化を与え

直上に存在し，網膜から視神経中の 網膜視床下部路

るのであろうか？

retinohypothalamic tract を介して直接，膝視床下部路

を興奮させ，網膜の神経節細胞の発火を促し，その神

geniculohypothalamic tract を 介 し て 間 接 に， 信 号 を 受

経末端から視交叉上核の生物時計を司る一群の細胞に

け，生物時計の時刻を外界の環境時間へ生物時計の時

向けて，神経伝達物質であるグルタミン酸が放出され

刻を同調（entrainment）させている 13)．

る．このとき，視交叉上核の時計細胞の時計の位相は

11)

12)

リズム発振と光への同調機能を視交叉上核に集中さ
せた利点は何であろうか？

照射する光は，網膜の光受容細胞

動くのであろうか．

これには，哺乳類の原型

このようすを解析するのに，われわれは，時計遺伝

が夜行性であることと密接な関係があるのではないだ

子 Per1 プロモーターに蛍の発光遺伝子ルシフェラー

ろうか．進化の途中で，恐竜と生態系が競合し，敗れ

ゼをつないだトランスジェニックマウス（Per1-luc）

た哺乳類が生き延びた方策の 1 つに，夜行性の獲得が

を用いた．このマウスの視交叉上核では，時計遺伝子

ある．この夜を生き抜くため，網膜には高感度光検出

の転写が亢進する午前中に最も光り，夜半にまったく

オプシン（ロドプシン）が増加し，聴覚，嗅覚を非常

光らないリズムを示す 14）．

に発達させ，これらの多様な情報処理システムとして

その方法を具体的に書こう．まず，脳から視交叉上

脳が飛躍的に発達した．また，夜にも動く正確無比な

核を含むスライスを作成し，これをメンブレンの上に

生物時計システムで朝を予測し，恐竜が起きる前に巣

静置し，培養器内で数週間培養する．この脳スライス

篭もりし，捕食を免れることが可能となった．

が十分安定化した状態で，超高感度の 2 次元フォトン

哺乳類では，光情報と時計発振を別々のところで行

カメラ上の培養器にスライスを移し微弱光を観察す

れる．なぜなら，他の動物のように，明暗センサーと

る．スライスでは，Per1-luc の 24 時間リズムが何周期

時計発振を同じ細胞で行なうと，時計は外界の光で簡

にもわたりきわめて明瞭に観察される．次に，光照射

単に動いてしまい，生物時計の自律性が確保できない

時に放出されるグルタミン酸の代用品としてグルタミ

からである．そのため，哺乳類は時計発振のセンター

ン酸受容体に働く NMDA をこのスライスに投与して，

を，光が届きにくく，必要なときには容易に明暗情報

Per1-luc の 位 相 変 動 を 検 索 し た 15）（図 3）
．NMDA を

の得られる脳の深部にある視交叉上核に置いた．この

Per1-luc の下降フェーズにかけた場合は，リズムは右

神経核では，必要があれば，入力している視神経から

に移動した．すなわち，Per1-luc のリズムの位相が遅

明暗情報を自由に得ることができる．また，視交叉上

れたのである．この下降フェーズは，ヒトの場合は夜

核には光を感受するオプシンは存在しない．すなわ

半までにあたるから，夜中のコンビニでしばらくいる

ち，視交叉上核ができたことにより，哺乳類は正確無

と，光情報は網膜視床下部路にて視交叉上核に到達
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ち，体温，ホルモン分泌，胃腸機能，骨髄での細胞増
殖などさまざまなものがある．これらは，体内のほと
んどすべての細胞にある細胞時計によって生み出され
るが，からだのリズムはバラバラではなく，きわめて
規則ただしく時を打っている．これは，最高位中枢の
視交叉上核からのシグナルが全身の細胞時計を統括し
ているからである．視交叉上核の時間シグナルは，延
髄の迷走神経背側核や脊髄の中間質外側核など中枢の
自律神経系の核群に出力され，交感神経および副交感
図3
Per1-luc トランスジェニックマウスの視交叉上核を使った実験：
NMDA はリズム位相により異なる効果を示す．スライス培養系を
用いた測定において，光の代替品としての NMDA 投与を行うと，
刺激を与えるリズム位相依存的にリズムの位相変位が生じた．文
献 15 改変．
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://
www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）

神経活動となって脳を出る．
いうまでもなく，自律神経は，生体にとって最も基
本的な，循環・呼吸・消化・生殖・体温調節などの自
律機能を常時調節し，ホメオスターシスの維持に重要
な役割を果たしている．消化管や呼吸器の働きには，
迷走神経が主要な働きをすることはよく知られてい

し，時計遺伝子のリズムが後ろにずれ，朝になって

る．事実，左右 2 本ある迷走神経の片側を切断したと

も，時計遺伝子はまだ夜の位相であり，眠くて起きら

き，健常側では細胞時計のリズムが保たれるのに，切

れないことになる．

除側では，細胞時計が止まり，粘液排出が止まってい

ところが，NMDA を Per1-luc 発光の底でかけると，

た 16)．ムスカリン受容体遺伝子は時計遺伝子に支配さ

Per1-luc 発光が急に上がり，リズムは左に移動する．

れているので，受容体を介する粘液排出機構が粘液排

すなわち，時計が早まるのである．この発光レベルの

出のリズムをつかさどっていると考えられる．この分

底は，ヒトの場合は朝にあたる．ヒトは約 24.5-25 時

子モデルは，気管支喘息の昼夜の症状変化を分子レベ

間の時計をもっているので，毎朝われわれは起きて朝

ルで説明できるかもしれない．

日を浴びることで，時計遺伝子を急に上昇させ，時間
をもどして，時計を 24 時間に調律しているのである．

7.

これは日常生活で，毎朝 6 時とか 7 時とか，決まった

副腎における「時間」の神経シグナルから
内分泌シグナルへの変換

時間に起きるのは，きわめて重要なことであることを

しかし，全身を構成する細胞すべてに，自律神経シ

示している．もし，この時間を寝過ごし，たとえば

グナルが到達するとは思えない．では，このような細

12 時ころ起きるようなことがあれば，この時点で光

胞にはどのように，時間シグナルが行くのであろう

を浴びても，時計遺伝子は無反応で，まったく時計は

か？

動かない．このように，同じ光にあたるのでも，生物

われわれは，視交叉上核を発したシグナルが，中枢の

時計の位相によっては，早くも遅くも，また無反応に

交感神経系のルートを通り，脊髄中間質外側核から副

もなるという性質が生物時計にはある．したがって，

腎への交感神経を経て，副腎皮質の遺伝子転写を変化

規則正しい生活はきわめて意味があることであり，ヒ

させ，副腎皮質糖質コルチコイドを分泌させるという

トの場合，自由に睡眠・覚醒をさせておけば時計はフ

新しいルートを明らかにした 17), 18)．この神経ルート

リーランし，1-2 週間で時計は 7 時間もずれ，朝に眠

は，有名なハンス・セリエのストレス反応の主軸をな

り始め，昼に起きるような生活になってしまう．ヒト

す視床下部‐下垂体‐副腎軸（HPA-axis）による糖質

の体は地球の周期的な明暗リズムに適応しているので

コルチコイド分泌制御とはまったく異なっていること

あり，明暗周期の破壊という条件下では，リズムは容

が注目される．

易に破壊される．

それには，ホルモンが関与していたのである．

従来より，副腎の糖質コルチコイドは朝をピークと
する著明な日周変動を示すことが知られていた．この

6.

増大した糖質コルチコイドは，全身に分布する低親和
視交叉上核からの時の出力：自律神経シグナル

性の糖質コルチコイド受容体と，限局して発現する高

哺乳類においては，サーカディアンシステムは睡眠

親和性の鉱質コルチコイド受容体に結合し，各細胞に

覚醒などの行動上の現象のみならず，事実上，ほとん

ある Per1 プロモーターの糖質コルチコイド応答領域

どすべての生理現象が 24 時間リズムを示す．すなわ

（GRE） を 介 し て 時 計 遺 伝 子 Per1 の 転 写 が 活 性 化
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し 19)，全身の細胞時計をリセットする．したがって，

骨粗鬆症など成人病として近年増加が著しい疾患が，

糖質コルチコイドは末梢細胞に時を使えるメッセン

体内リズムとかかわっていることは，たいへん驚きで

ジャーであるといえる．

ある．リズム異常や不眠は，ややもすると，直接的な

昼行性，夜行性を問わず，いずれの動物において

注意力低下や血圧など不眠から直接起こる現象に着目

も，ステロイドホルモンは，行動開始時に極大に達す

しがちであるが，より広範な疾患のベースとなる可能

る．すなわち，肝臓からの糖新生をさかんにし，血中

性もあり，注意が必要である．

グルコース濃度をあげ活動準備状態を作る．さらに，
糖質コルチコイドは，全身の各細胞の糖質コルチコイ
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そ 5 〜 10% にあたる数千の遺伝子が細胞時計の制御
を受けてリズミックに発現していることがわかったの

あるのだろうか 6) ？

その問いの答えの 1 つが細胞分

裂のタイミングのコントロールであることがわかった
22)
（図 2 右）
．すなわち，時計遺伝子は wee1 キナーゼ

活性を制御し細胞周期の進行を制御するのである．さ
らに最近では，時計遺伝子が細胞周期の停止やアポ
トーシスに関与するのではないかという報告もさ
れ 23)，がん抑制遺伝子としての時計遺伝子は現在もっ
とも重要な研究課題の 1 つである．細胞周期以外でも
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総説

アクチンフィラメントの構造と動態：
アクチン分子の重合にともなう構造変化
小田俊郎

理化学研究所放射光科学総合研究センター

Actin molecule has two major domains which enclose a nucleotide-binding cleft. On the basis of domain arrangement, conformation of
actin molecule has been classified into two categories “closed” and “open”. We find a novel flat conformation of actin molecule in F-actin
structure using the X-ray fiber diffraction method. The flat conformation is generated by relative rotation of two major domains. The flat
conformation is deduced to be important for both the filament formation and the actin ATPase.
fiber diffraction / actin / open state / closed state / flat state

1.

には，重合を阻害して均一な試料を調製する必要があ

はじめに

る．1990 年 Holmes らのグループは，そのためにアク

アクチンは 1942 年 Straub により筋肉組織から発見・

チンに DNase I を結合させて，それを結晶化し，はじ

単離された 1)．現在では，細胞骨格タンパク質として

めてアクチンの立体構造を解明した 2)．図 1 に示され

すべての真核生物で見つかっている．その機能は，細

ているように，アクチン分子は 2 つの大きなドメイン

胞内でのタンパク質複合体の輸送や固定，細胞の変形

をもち，その間のクレフトに ATP を結合する．これ

や移動など広範囲にわたる．よく知られているよう

らのドメインは，大ドメインと小ドメイン，あるは，

に，アクチンは，モノマー状態 G-アクチンとそれが

F-アクチンとして議論するときには，内側ドメインと

らせん状に重合したフィラメント状態 F-アクチン，

外側ドメインとよばれる．さらに，これらのドメイン

2 つの集合状態をとる．アクチン分子は ATP を 1 個強

はそれぞれ 2 つのサブドメインに分けることができ，

く結合しており，F-アクチンへの重合に伴い ATP を分

大ドメインはサブドメイン 3 と 4 とから，小ドメイン

解してリン酸を放出する．しかし，同時に生成される

はサブドメイン 1 と 2 とからなる．このサブドメイン

ADP は F-アクチンから放出されず，脱重合したあと

1 と 3 にはリン酸結合クランプがあり，ATP のリン酸

新しい ATP に交換される．この ATP 分解反応が，F-

を両側から結合し，また，サブドメイン 3 と 4 との界

アクチンの一端で重合し他方の端で脱重合する現象，

面で ATP のアデノシンを結合する．

つまり，F-アクチンの 1 方向性伸張を駆動する．細胞

アクチン分子の立体構造は，これら 2 つのドメイン

では，アクチン結合タンパク質がこの 1 方向性伸張を

の空間配置にもとづき，大きく 2 種類に分類される．

制御統合して，組織化された運動や輸送を生み出す．

その指標としては，リン酸結合クランプ間距離（Ser14

このようなアクチンの力学‐化学反応が進行するため

と Gly158 の C 間の距離）が用いられ，指標が 6 Å 以

には，エネルギーレベルの異なる複数の状態，その基

下のとき 閉じた構造 ，7 Å 以上のとき 開いた構造

盤になる複数の構造を変遷する必要がある．アクチン

と分類される 3)．さらに，構造の特徴を記述するため

分子はどのような複数の構造をとるか見てみよう．

に 2 つのドメイン間の傾きも用いられる．
アクチンの結晶構造はこれまで 70 種類以上決定さ

2.

れているが，結合ヌクレオチドの種類に関係なく，

アクチンの立体構造 2), 4), 5)

1 個の例外を除いてすべて同一の分類，すなわちリン

X 線結晶構造解析に必須なアクチン結晶を得るため

酸結合クランプが閉じた構造に帰属される．さらに，

Structure and Dynamics of F-actin: Conformational Change of Actin Molecule Induced by Polymerization
Toshiro ODA
RIKEN Harima institute, RIKEN SPring-8 Center
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2 つのドメインはお互いに傾いている（図 2c を参照）．

わ れ わ れ は F-ア ク チ ン の 回 折 デ ー タ（子 午 線 方 向

最近，点変異を用いて比較的構造への影響が少なく重

3.3 Å，赤道方向 5.6 Å）に，G-アクチンの低次弾性基

合阻害された変異アクチンの構造が解析されたが 4)，

準振動モードを用いた大域的変形や，MD 計算を用い

これもこの分類に帰属されるので，この閉じた構造が

た局所的変形などを利用してその結晶構造を変形して

G-アクチンの構造の特徴を表していると考えられる．

回折パターンを計算し実測と合わせるモデリングを

例外はリン酸結合クランプ間が開いた構造である．こ

行った 10)．

の構造は長格子のアクチン‐プロフィリン複合体結晶

F-アクチンは，アクチン分子が 1 列に並んだストラ

から得られた ．この開口ははさみを開くように図 2a

ンドが 2 本互いに絡んだ構造をしている（図 3c を参

の赤線（点）で示す軸の周りにドメインを回転するこ

照）．この F-アクチンを構成する F-アクチン・サブユ

とで得られる．また，クランプが開いているため ATP

ニットを図 2b に示す．先に述べたように，G-アクチ

のリン酸が一部外れている．この開いた構造を取り出

ンではクレフトは閉じ，大きなドメインはお互いに傾

して分子動力学シミュレーション（MD）を行うと閉

いている．一方，F-アクチン・サブユニットでもクレ

じた構造に移行するので，G-アクチンで安定なのは

フトは閉じているが，図 2b に赤線で示す軸の周りに

閉じた構造である 6), 7)．

ドメイン間の傾きがなくなる向きにドメインが回転し

5)

ここで，開いた構造の意義を考察するために，アク

て， そ の 結 果， サ ブ ユ ニ ッ ト の 平 板 化 が 起 き て い

チンファミリーに属する Arp3 と比較してみよう．ア

る 10)．

クチンではヌクレオチドを結合していないと不安定で

興味深いことに，2001 年に結晶構造解析されたア

あり，その結晶構造は知られていないが，Arp3 では

クチンファミリーである MreB に同様な平板構造が観

ヌクレオチドを結合していなくても安定で開いた構造

察される 11)．この MreB はバクテリアのアクチンで，

が得られている．この結晶に ATP を浸漬すると，ATP

重合体を形成してバクテリアの形態維持を担ってい

の結合に伴って 2 つのリン酸結合クランプが接近し

る．MreB の場合，分子が直線に沿って 1 列に並んだ

て，閉じた構造に移行する ．この結果は，Arp3 の場

プロトフィラメントが多数並列した 2 次元シートやそ

合クレフトの開閉とヌクレオチドの結合が共役してい

れが湾曲したカールを形成する．この 2 次元シートを

ることを意味する．したがってアクチンでも閉構造と

構成するプロトフィラメントの分子並びと構造解析さ

開構造との転移はヌクレオチドの交換と関係するので

れた 3 次元結晶内の 1 軸に沿った分子並びとが一致す

はないかと推察される．

るため，MreB の結晶構造は重合したときの構造であ

3)

ろうと思われている．このように，平板構造は重合体

3.

形成時に見られる一般的構造であると思われる．

F-アクチンの構造

そこで，重合体形成に対する平板構造の意義・優位

1990 年，Holmes らのグループは F-アクチンのアト

さを見てみよう．図 3c に示すように，アクチンがら

ミックモデルも提案した ．この F-アクチンの構造モ

せん状の重合体を形成するためには 2 種類の結合，す

デルは，アクチン･ DNaseI 複合体の結晶構造のアクチ

なわちストランドに沿った結合（図 3a）とストラン

ン部分をらせん状に積み上げただけのものだが，多く

ド間の結合（図 3b）が必要である．ストランドに沿っ

の生化学実験データと矛盾せず，低分解能モデルとし

た結合は面状に広がっているが，次のような 2 つの特

て広く受け入れられてきた．しかし，アクチンにとっ

徴的結合が存在する．①ボールとソケットとからなる

て重要な重合の際におこる構造変化，それに伴う ATP

継ぎ手に似た結合で，サブユニット n  2 の青色突部

加水分解反応の活性化を説明できず，F-アクチンの高

283-294（残基番号を表す）がサブユニット n の 3 つ

分解能モデルが切望されていた．

の赤色部位からなる凹部にはまる．この結合に似た接

8)

そこで，われわれは強力な磁場で並べられた F-ア

触が MreB 結晶にも観察されるので重合体形成に本質

クチンの配向ゾルから得られた X 線繊維回折パター

的結合の 1 つであろう．②サブユニット n の赤色の

ンをもとにして，次のように F-アクチン構造のモデ

DNase-I 結合ループ 39-49 がサブユニット n  2 のサブ

リングを行った 9)．X 線繊維回折パターンは 1 本の繊

ドメイン 1 と 3 の間の疎水性へこみと結合する．一方，

維状分子の回折パターンが円筒平均されたものであ

ストランド間の結合はサブドメイン 4 から突き出した

る．一般的には，分子モデルを構築してその回折パ

2 つの突起により形成される．①サブユニット n  1

ターンを計算し，そのパターンと実測のパターンとを

の -へリックス 191-199 と②サブユニット n  1 の黄

比較して，モデルを改良していく方法が用いられる．

色い疎水性プラグ 265-271 がそれらである．MreB で
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図1
アクチン分子の構造（1ATN）

図2
a：閉じた構造から矢印の方向に小ドメインが回転すると開いた構
造（1HLU）が得られる．b：閉じた構造から矢印の方向に大ドメイ
ンが回転すると平板構造が得られる．赤線は回転軸．緑は大ドメ
イン．シアンは小ドメイン．Dyndom15) で解析された．c：アクチ
ン分子がとり得る 3 種類の構造．赤丸は ATP．

図3
F- アクチン・サブユニット間の接触‐ストランド内（a）
，ストラ
ンド間（b）
．c：F- アクチンの構造を 5 分子で表す．青と黒線はス
トランドを表す．シアンは F- アクチン・サブユニット．黄色は Fアクチンに置かれた G- アクチン（1J6Z）
．桃矢印は平板化の方向．
赤い線は回転軸．n はサブユニット番号，青数字はサブドメイン
番号，黒数字は残基番号．分子図はすべて Pymol 16) で作られた．

は，これに等価な部位が欠損しており，これが通常 2

形成できない．つまり，平板化の結果としてストラン

本巻きフィラメントを形成しない理由になっているの

ドに沿った結合とストランド間の結合が同時に可能に

であろう．

なるのである．したがって，アクチン分子がらせん状

これらの結合形成と平板構造の関係を明瞭にするた

に連続して重合していくためには，平板構造が必須で

め，F-アクチン・サブユニットのサブドメイン 1 と

あろう．

2 の コ ア 部 分 に G-ア ク チ ン の 構 造 を 重 ね 合 わ せ た

また，平板化は ATP 加水分解反応の活性化とも関

（図 3c の黄色の分子であり，本来のサブユニットはシ

連があると思われる．たとえば G-アクチンの結晶構

アンで示す）
．この黄サブユニット n ではそのサブド

造から ATP の  リン酸を攻撃する水分子が想定され

メイン 4 が参加しない結合は可能であると思われる．

ている 12), 13) が，この水分子は攻撃に最適な位置から

しかし，図 3a に見られる，サブユニット n  2 にある

わずかにずれており，そのため G-アクチンの ATP 分

青色突部 283-294 を中心としたストランドに沿った結

解能がきわめて低く保たれる．この水分子は Gln137

合とサブユニット n と n  1 とのストランド間結合は

の側鎖によってその位置が固定されている．ATP はア
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デノシンを含む多くの部位で大ドメイン側と結合して

文

献

1)

Straub, F. B. (1942) Studies Int. med. Chem. Univ. Szeged 2, 3-15.

2)

Kabsch, W., Mannherz, H. G., Suck, D., Pai, E. F. and Holmes,

近すると推測される．平板化が  リン酸周辺の水分子

3)

Nolen, B. J. and Pollard, T. D. (2007) Mol. Cell 26, 449-457.

を再配置させて，ATP の加水分解に適した環境を生み

4)

Rould, M. A., Wan, Q., Joel, P. B., Lowey, S. and Trybus, K. M.

5)

(2006) J. Biol. Chem. 281, 31909-31919.
Chik, J. K., Lindberg, U. and Schutt, C. E. (1996) J. Mol. Biol. 263,

6)

Dalhaimer, P., Pollard, T. D. and Nolen, B. J. (2007) J. Mol. Biol.

7)

Splettstoesser, T., Noé, F., Oda, T. and Smith, J. C. (2008) Proteins,

8)

Holmes, K. C., Popp, D., Gebhard, W. and Kabsch, W. (1990)

9)

Oda, T., Makino, K., Yamashita, I., Namba, K. and Maéda, Y.

10)

(1998) Biophys. J. 75, 2672-2681.
Oda, T., Iwasa, M., Aihara, T., Maéda, Y. and Narita, A. (2009)

11)

van den Ent, F., Amos, L. A. and Lowe, J. (2001) Nature 413, 39-44.

12)

Vorobiev, S., Strokopytov, B., Drubin, D. G., Frieden, C., Ono, S.,

おり，大ドメインと一緒に ATP も回転して，ATP の 
リン酸が小ドメイン側にある Gln137 を含む領域に接

K. C. (1990) Nature 347, 37-44.

出していると思われる．筆者らは Gln137 を Ala に変
異させると，重合が速くなること，ATP の分解反応が

607-623.

著しく遅くなること，を見いだした 14)．この結果は，
この部位が重合と ATPase を関連付ける重要な部位で

376, 166-183.

あることを示唆している．

4.

in press.

おわりに

Nature 347, 44-49.

以上述べてように，アクチン分子には 3 種類の構造
が見つかっており，それらはヌクレオチドの交換や重

Nature 457, 441-445.

合反応と関連している．重合に重要な平板構造は結晶
構造解析などで検知されていないので，単独では，

Condeelis, J., Rubenstein, P. A. and Almo, S. C. (2003) Proc. Natl.

G-アクチン型構造より不安定であると推察される．

Acad. Sci. USA 100, 5760-5765.

一方，平板化した構造によって F-アクチンを形成す
るサブユニット間結合が完全になるので，G-アクチ

13)

Matsuura, Y., Stewart, M., Kawamoto, M., Kamiya, N., Saeki, K.,

14)

Iwasa, M., Maeda, K., Narita, A., Maéda, Y. and Oda, T. (2008) J.

15)

Hayward, S. and Berendsen, H. J. C. (1998) Proteins 30, 144-154.

16)

www.pymol.org

Yasunaga, T. and Wakabayashi, T. (2000) J. Mol. Biol. 296, 579-595.

ン型分子がフィラメントを形成する構造よりも，はる
かに安定な構造になっているのであろう．筆者らは，

Biol. Chem. 283, 21045-21053.

F-アクチンには固有な不安定化因子と安定化因子が内
在しており，このバランスが F-アクチン動態を規定
するものではないかと考えている．本研究は相原朋樹
（理研），岩佐充貞（JST）
，成田哲博（名大），前田雄
一郎（名大）との共同研究であり，また，ご協力いた
だいた，難波啓一（阪大）
，長谷川和也（JASRI）
，牧野
浩司（理研）
，伊藤和輝（理研）
，井上勝晶（Diamond），
河本正秀（SAGA-LS）の諸氏にも感謝する．本研究の
一部は ERATO 前田プロジェクト「アクチンフィラメ

小田俊郎

ント動態」として行われた．本稿にコメントをいただ
いた御橋広真氏に感謝する．

小田俊郎（おだ としろう）
理化学研究所放射光科学総合研究センター X 線
構造解析チーム チームリーダー．
名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了．博士
（理学）．松下電器（株）などを経て 2006 年より
現職．
研究内容：アクチンの構造物理化学
連 絡 先：〒 679-5148 兵 庫 県 佐 用 郡 佐 用 町 光 都
1-1-1
E-mail: toda@spring8.or.jp

総説



目次に戻る
生物物理 49（5）
，242-243（2009）

トピックス

ミトコンドリアのプレ配列は動的平衡
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はじめに

2.

ミトコンドリアを構成するタンパク質の大部分は，

分子間 SS 結合を利用した複合体の安定化

ラット ALDH 由来プレ配列の後半部分（Gly12 から

N 末端に 15 から 70 残基ほどの長さのプレ配列が付加

Ser20）の C 末端に最適な長さのリンカーと Cys 残基

された前駆体タンパク質として，細胞質内で合成され

を付可したプレ配列ペプチドをデザインした（GPRL-

る．ミトコンドリアへのおもな輸送経路において，こ

SRLLS-XAGC）． こ の 配 列 中 の 3 つ の Leu 残 基 が

のプレ配列を最初に認識するのがミトコンドリア外膜

Tom20 が認識するコンセンサス配列の 3 つの疎水性

に存在する Tom20 タンパク質である（図 1）
．ミトコ

側 鎖 に 対 応 す る． ラ ッ ト Tom20 可 溶 性 ド メ イ ン

ンドリアへ輸送されるタンパク質はヒトでは 1,000 種

（59-126）のループ上に存在する Cys 残基と，ペプチ

類以上にもなるが，それらのプレ配列間の相同性は低

ドの C 末端に付加した Cys 残基との間で分子間 SS 結

く，Tom20 は 1,000 種類以上もの多様なプレ配列を認

合を作らせて複合体を安定化した．この手法によりリ

識しなくてはならない ．

ンカーの配列が異なる 2 つのデザイン（X が A と Y）

1)

これまでわれわれは Tom20 が認識する 6 残基から

で，X 線結晶構造解析に成功した．Tom20 とプレ配列

なるプレ配列のコンセンサス（： は疎水性，

の相対的な位置関係はどちらの構造も NMR 構造とほ

 は親水性， は塩基性， は任意のアミノ酸残基）

ぼ一致していた．しかし，プレ配列の 3 つの Leu 側鎖

を明らかにしている

．すなわち，3 つの疎水性残

を認識するために，Tom20 は 2 つの疎水性部位しか

基の存在が結合に必須である．また，ラット Tom20

もたないことがわかった．その結果，3 つの Leu 側鎖

の可溶性ドメインとアルデヒドデヒドロゲナーゼ

のうちの 1 つは Tom20 と接触がないことになる．た

（ALDH）由来のプレ配列との複合体の NMR 構造を

だし，接触がない Leu 残基は 2 つの構造で異なる．し

報告した ．この論文では，プレ配列が複合体形成時

たがって，それぞれの結合様式は不完全であり，3 つ

2), 3)

4)

に両親媒性ヘリックス構造をとることを確かめ，さら
にこの相互作用が疎水相互作用に基づいていることを
見いだした．
筆者らは Tom20 によるプレ配列の認識メカニズム，
特に

広い

特異性について，構造を基盤とした理解

をめざしている．しかし Tom20 とプレ配列の相互作
用は比較的弱く（Kd で M オーダー），既存の方法で
は複合体の詳細な構造情報を得ることが難しい．そこ

図1
Tom 複合体中の Tom20 分子の役割．ミトコンドリア内部へ輸送
されるタンパク質は，ミトコンドリア外膜に存在する Tom 複合体
により膜内腔へと輸送される．この課程でプレ配列を最初に認識
するのが Tom20 タンパク質である．

で，Tom20 とプレ配列の間に形成させた分子間 SS 結
合，あるいはプレ配列内に導入した分子内 SS 結合を
利用して，複合体を安定化する試みを行っている．

Presequences of Mitochondrial Proteins are Recognized through Dynamic Equilibrium Mechanism
Takashi SAITOH1, Toyoyuki OSE2 and Daisuke KOHDA3
1
Digital Medicine Initiative, Kyushu University
2
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University
3
Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University
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の疎水性側鎖が結合に同時に必要であることを説明す

が動的平衡状態にあると考えられる．Tom20 認識様

ることはできなかった ．さらに N ラベルをした A

式の新しい点は，個々の結合様式が不完全であり，プ

リンカー複合体を調製し NMR 15N 緩和解析を行った

レ配列の部分的な特徴（すなわち 2 つの疎水性側鎖）

ところ，おもに Tom20 とプレ配列ペプチドの接触面

しか認識していないことにある．すなわち，不完全で

近傍において Rex が観察された．これは分子間 SS 結合

はあるが多数の結合様式の間に速い動的平衡があっ

で解離を抑えているにもかかわらず，複合体状態にお

て，総体としてはじめて，Tom20 は 3 つの疎水性側

いてプレ配列にはサブミリ秒時間スケールの運動性が

鎖の認識を達成していると考える．忍者の分身の術

5)

15

残っていることを意味する ．

（複数の状態をすばやく動きまわることで達成する）

5)

3.

のようなものと考えれば，想像しやすいかもしれな

分子内 SS 結合による複合体の安定化

い．なぜ，このような複雑な認識様式が必要かという

結合時に  ヘリックス構造を形成するペプチドで

疑問が湧くのは当然である．Tom20 が 1,000 種類以上

は，i と i  3 の位置にそれぞれ D-Cys と L-Cys を導入

ものプレ配列を認識することに関連していると思われ

し，この Cys 間で分子内 SS 結合を作らせると親和性

る．非常に広い認識特異性を達成するために，動的平

が向上することが核内受容体タンパク質とその高親

衡認識メカニズムを用いているのである．この認識様

和性ペプチドの研究で報告されている ．このアイデ

式は Tom20 だけがもっている特殊なものとは思えな

アを本研究に応用した．3 残基離れていて，かつ配列

いので，今後はミトコンドリアのプレ配列認識以外に

特異性の低い 2 つの位置に D-Cys と L-Cys を導入した

も似た認識機構が見つかると期待している．

6)

ALDH プレ配列ペプチドをデザインした（GcRLCRLLSYA，小文字 c は D-Cys）．15N Tom20 に対してペプチ

文

ドの NMR 滴定実験を行った結果，野生型プレ配列ペ
プチドでは Kd が 250 M，そして SS 結合を形成して
いない Cys 挿入ペプチドでは 160 M であったのに対
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詳細に比較すると，どちらの構造も新規な結合様式
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4.

動的平衡認識メカニズム

これまでに Tom20 とプレ配列ペプチドとの複合体
の 4 種類の結晶構造を得ることができたが，側鎖レベ
ルでの結合様式はどれも異なっていた．結晶構造はス
ナップショットと考えられ，得られた 4 つの結合様式
トピックス
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陸上植物オルガネラのRNA編集の役割
由良

1.

敬1，郷

通子2

1

お茶の水女子大学・生命情報学教育研究センター

2

情報・システム研究機構

RNA 編集とは

3.

ヒトをはじめとするさまざまな生物のゲノム塩基配

RNA 編集部位とタンパク質立体構造の関係

遺伝子転写後にわざわざ RNA で塩基を置換するの

列 の 読 み 取 り が 完 了 し た．RNA 編 集（RNA editing）

はなぜだろうか．編集後の配列をゲノムから直接転写

は，ゲノム塩基配列から転写された RNA 分子に塩基

するほうが効率がよいはずである．いくつかのタンパ

の置換や挿入欠失をもたらす．そのため，RNA の塩

ク質では，RNA 編集が適切になされないとタンパク

基配列を決定しても，その配列と一致するゲノム塩基

質が十分機能しないことがわかっている 8)．RNA 編集

配列が存在しないことになる．つまりゲノム塩基配列

がタンパク質の機能発現調節に関係していることを示

をすべて読み取ったとしても，RNA 編集が存在する

唆するが，RNA 編集部位が，タンパク質の活性部位

ために，発現している RNA とその RNA がコードする

をコードする例は非常に少ない 5)．RNA 編集がタンパ

タンパク質の配列を知ることができない．生物は発現

ク質の機能発現調節機構であるならば，活性部位を直

する情報をダイナミックに書き換えているのである．

接改変しないで，どのようにして機能を調節している

2.

のだろうか．

さまざまな RNA 編集

われわれが研究を開始した当初は，RNA 編集のデー

現在までにさまざまな RNA 編集が知られている．

タを系統的に収集したデータベースはなかった．そこ

トリパノゾーマでは，転写後の RNA にウリジンが

で，RNA 編集部位のデータベース構築から始めた．そ

1 個以上連続して挿入欠失されることがしばしば起こ

の結果，植物オルガネラにおける RNA 編集が多く観測

る．この編集には，テンプレートになる RNA（ガイ

され，923 件の独立な事象を収集することができた．

ド RNA）が関与している ．陸上植物のミトコンドリ

編集によるアミノ酸置換は，Ser から Leu が 333 回，Pro

アや葉緑体（両細胞小器官をあわせてオルガネラとよ

から Ser が 325 回，Ser から Phe が 248 回の順に多かった．

ぶ）では，シトシンが化学反応でウラシルに変わる 2)．

1 番と 3 番目は親水的なアミノ酸残基から疎水的なア

まれに逆反応も起こる ．どのような機構で置換部位

ミノ酸残基の置換である．これらの変化がタンパク質

が認識され，どのようなタンパク質がこの置換に関与

の立体構造上どのような部位で起こっているかを 52 個

しているかは，現在活発に研究がなされている．陸上

のタンパク質で調べると，置換されるアミノ酸残基は，

植物オルガネラの RNA 編集の場合には，核ゲノムに

タンパク質の立体構造コアに有意に局在していること

コードされているタンパク質が編集に関与してい

が明らかになった（図 1）
．一般的にタンパク質の構造

る ．RNA 編集のデータが多く蓄積している陸上植物

コア部分には疎水的なアミノ酸残基が局在するので，

オルガネラにおいて編集がどの程度起こっているかを

ただ単に RNA 編集が親水的なアミノ酸残基を疎水的な

調べると，ほとんどの RNA 編集はタンパク質コード

アミノ酸残基に置換したとしても，編集を受けるアミ

領 域 で 起 こ っ て お り，1 つ の 遺 伝 子 あ た り 平 均 約

ノ酸残基がコアに局在する可能性もある．しかしその

9.7 ヵ所あることがわかった ．ヒトにおける RNA 編

ことを考慮しても，RNA 編集によって置換されるアミ

集は数例しか知られていなかったが 6)，近年のトラン

ノ酸残基は有意にタンパク質の立体構造コアに局在し

スクリプトーム解析により，ヒトでもアデニンからイ

5)
ていることがわかった（p  7.8  105）
．コア部分に親

ノシンへの RNA 編集が頻繁に起こっていることが明

水的残基への変異があると，タンパク質が不安定にな

らかにされてきた 7)．

ることはタンパク質科学によって示されてきた 9)．

1)

3)

4)

5)

Roles of RNA Editing in Land Plant Organelles
Kei YURA1 and Mitiko GO2
1
Center for Informational Biology, Ochanimizu University
2
Research Organization of Information and Systems



目次に戻る
陸上植物オルガネラの RNA 編集の役割

遺伝子の TT 部分がまんべんなく TC に変異し RNA
編集が導入されたのであろうが，大部分の変異は編集
される必要がなくなり，機能発現に不可欠な部分だけ
には現在でも RNA 編集が残っているのだと考えると，
タンパク質のコア部分に RNA 編集が局在しているこ
とが説明できる．こうなってしまった結果を，現在核
が遺伝子機能発現調節に利用しているのであろう．植
物オルガネラゲノムが本当に上記の進化過程をたどっ
たのか，またヒトにも見られる RNA 編集機構そのも
のの起源は，これからの研究で明らかにすべきことで
ある．

図1
Adiantum capillus-veneris（ホウライシダ）葉緑体 Clp プロテアー
ゼタンパク質において，RNA 編集により置換されるアミノ酸残基
の立体構造上の位置．タンパク質の立体構造は大腸菌由来．6 ヵ
所の RNA 編集（図中央）により置換されるアミノ酸残基のうち，
2 個は表面にあるが（a）
，4 個はタンパク質内部に埋まっており，
タンパク質をほぼ中央で縦に切断してはじめて場所を特定できる
（b）
．（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

文

献

1)

Gott, J. M. and Emeson, R. B. (2000) Annu. Rev. Genet. 34,

2)

Takenaka, M., Verbitskiy, D. et al. (2008) Mitochondrion 8, 35-46.

3)

Yoshinaga, K., Iinuma, H. et al. (1996) Nuc. Acids Res. 24,

4)

Kotera, E., Tasaka, M. et al. (2005) Nature 433, 326-330.

5)

Yura, K. and Go, M. (2008) BMC Plant Biol. 8, 79.

6)

Chen, S. H., Habib, G. et al. (1987) Science 238, 363-366.

タンパク質は立体構造を形成して機能すること，お

7)

Li, J. B., Levanon, E. Y. et al. (2009) Science 324, 1210-1213.

8)

Covello, P. S. and Gray, M. W. (1990) FEBS lett. 268, 5-7.

よび RNA 編集に関与するタンパク質が核のゲノムに

9)

Loladze, V. V., Ermolenko, D. N. et al. (2002) J. Mol. Biol. 320,

4.

499-531.

1008-1014.

陸上植物オルガネラの RNA 編集の役割と起源

343-357.

コードされていることより，陸上植物のオルガネラに
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質のフォールディングを通して核の制御を受けている
ことになる．それでは，このような制御機構がいつ生
まれたのだろうか．RNA 編集を受けるシトシンの前
後の核酸を調べると，シトシンの 1 つ手前がウラシル
であることが圧倒的に多いことが知られており，われ
われのデータベースでも同様の結果が得られてい
る 5)．つまり DNA 分子で考えると，TC 配列が編集に

由良 敬

よって TT になることを意味する．DNA 上で連続す
るチミジンは紫外線照射により 2 量体化しやすく，そ
の結果遺伝情報が変化してしまう 10)．また，オルガネ
ラの RNA 編集は水中植物には見つかっていない．さ
らに，地球上に陸上植物が登場する以前には，オゾン
層は今よりもはるかに薄く，地上には紫外線が大量
に降り注いでいたと考えられている．以上のことよ
り，オルガネラの RNA 編集は，4 億年前に植物が上
陸する際に，オルガネラゲノムの紫外線による変異を
防御するために導入されたことが示唆される．当初は

トピックス
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ゲノムの地理と歴史
―非コード領域の生物学的機能―
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すると 2 齢幼虫後に耐性幼虫となり，環境がよくなる

はじめに

と 3 齢を経ずに成虫となる．貯精嚢では SE エンハン

院生の頃，朝倉昌／三浦謹一郎の両先生に，ジャコ

サー領域により sth-1 と col-43 の発現が同時に活性化

ブとモノーによるオペロン説の原著論文を読まされ，

されるが，転写因子 MAB-18 と CEH-14 により col-43

遺伝子発現制御系の巧妙さに感心すると同時に，遺伝

の発現のみ抑制されるため，環境により sth-1 と col-43

子の数が足らなくなるのではという疑問が湧いた．何

のどちらか一方の遺伝子のみ発現する 2)（図 1）．sth-1

年か後，MRC 分子生物学研究所で同室のジョン・サ

と col-43 の プ ロ モ ー タ ー 領 域 の 一 部 は 類 縁 線 虫 C.

ルストン博士に線虫の発生過程で複数の遺伝子を制御

briggsae などでも保存されていた 2), 4)．線虫ゲノム全体

する unc-86 などの異時性遺伝子があることを知らさ

で 1 kb 以下の遺伝子間領域を挟んで逆向きに存在す

れ一安心した．その後，線虫 C. elegans を用いて分子

る遺伝子ペアが 1635 箇所あり，これは遺伝子総数の

モーターの形態形成にかかわる個々の筋肉遺伝子を解

約 16% に相当し，膜貫通受容体，ヒストン，tRNA な

析していく過程で，各部品を いつどこでいかに

どをコードしていた 2)．

作

るかの疑問はもち続けた．新しく湧いた疑問は，ヒト

他の生物でも両方向性プロモーターによる発現調節

ゲノムのタンパク質のアミノ酸配列を決めているのは

の例が報告されている． ファージの cro と cI は両方

2%（線虫ゲノムでは 25%）で，大部分を占める非コー

向性プロモーターにより生活環に依存して発現方向が

ド領域の DNA 塩基配列の生物学的機能は何かである．

切り替わり 5)，酵母の非コード RNA の一部は両方向

遺伝子―個体―進化まで通して研究できるモデル生物

性プロモーターにより発現調節される 6)．ショウジョ

「線虫の歴史と展望」は別にまとめた 1)．ここでは対

ウバエの ras2 と rop の発現は両方向性プロモーターに

向して配置された 2 つの遺伝子を制御している両方向

より特定の器官で同時に活性化され，ヒトではヒスト

性プロモーターの制御機構 と，遺伝子内にある特定

ン遺伝子など全遺伝子の約 10% が両方向性プロモー

配列が RNA をコードしており，遺伝子発現の促進や

ターによる制御と予測される 7)．ゲノムの比較から両

転写因子の分布を制御している可能性を見いだした

方向性プロモーターに制御される遺伝子が脊椎動物の

2)

3)

ので「ゲノムの地理と歴史」について解説する．
2.

両方向性プロモーターの生物学的機能

線虫の第 V 染色体上に 2 つの遺伝子 sth-1 と col-43
が 1.3 kb の遺伝子間領域を挟んで逆向きに存在するこ
とを見いだした 2)（図 1）
．発現解析から，両遺伝子の
プロモーター領域は重なっており，sth-1 は成虫の貯

図1
両方向性プロモーターによる発現制御．エンハンサー領域に抑制
因子が結合する．

精嚢で，col-43 は耐性幼虫の上皮で発現していた．線
虫は 1-4 齢幼虫を経て成虫になるが，生育環境が悪化
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Hiroaki KAGAWA1, Tetsuya BANDO2 and Yasuo TAKASHIMA3
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2
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3
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種間で保存されていることがわかった．両方向性プロ
モーターは，隣り合った 2 つの遺伝子の発現を環境に
応じて切り替えたり同時に活性化したりできるため，
発現調節機構として進化の過程でも多くの生物で保存
されているのだろう．
3.

非コード反復配列の生物学的機能

線 虫 ト ロ ポ ニ ン C 遺 伝 子 pat-10 の 解 析 過 程 8) で
pat-10 上流の 258 bp の非コード配列 CE1(bs258) が新
規反復配列ファミリーを構成することを発見したので
詳 し く 解 析 し た 3)．CE1(bs258) は pat-10 に 対 向 す る
C46H11.6 遺 伝 子 の イ ン ト ロ ン 内 に 位 置 し て い た．
ファミリー構成因子はすべて非コード領域（遺伝子間
領域，イントロン，非翻訳領域）にあり，その多くが
遺伝子のイントロン内を含む近傍 2 kb 以内に分布し
た（図 2a）．CE1(bs258) は pat-10 の 発 現 に は 関 与 し
ない 8) が，C46H11.6 遺伝子の発現には必須で，全長
RNA が転写されていた（図 2b）．さらに配列内部に

図2
CE1 配列の（a）染色体分布，
（b）C46H11.6 遺伝子への転写活性，
（c）ヘアピン高次構造．

転写因子結合配列が多数存在し，ヘアピン高次構造を
とった（図 2c）．
CE1 配列は転写因子やクロマチン結合因子などの
結合配列を多数内含しているので，クロマチンの立

RNA 干渉の研究から，がんやその他の病気の治療に

体構造の維持や転写因子の濃度調整にかかわる機能

役立つ miRNA や RNA アプタマーなどが次々と発見

が あ る の か も し れ な い（Genomic reservoir 仮 説）3)．

されつつある．miRNA 以外にも広く非コード RNA を
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sachusetts, USA.

れており，今後も非コード領域の生物学的機能を探
る研究は加速される．
これから
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大学院の集中講義で DNA 非コード鎖の RNA 転写
調節を検討していた直良博人先生の考えも思い出され
た．多種類の生物のゲノム情報の蓄積で，進化が追試
可能な基礎科学になりつつある 9)．研究開始時に抱い
た疑問が 30-40 年経過して科学的に証明される．いま
だに解決されない課題も多数ある．流行の課題はいず
れ解決するが，変わらぬ疑問は残される．絶滅種や新

香川弘昭

しい種が発見された話題は多いが，新しい種が誕生す
るという研究はまだない．物理学でビッグバンから宇
宙の膨張が理解されてきたように，生命の起源やカン
ブリア大爆発，そして新しい種が生まれるかという疑
問についての新しい研究も始まるのではないかと思っ
ている．
文

献

1)
2)

香川弘昭 (2009) 実験医学 27, 583-587.
Bando, T., Ikeda, T. and Kagawa, H. (2005) J. Mol. Biol. 348,
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両方向性プロモーター
Bidirectional promoter
隣接して逆向きに位置する 2 つの遺伝子の転写を
制御するプロモーターで，ファージからヒトまで
保存されている．両遺伝子間に正負の因子が結合
し，ヒトでは全遺伝子の約 10% が両方向性プロ
モーターにより転写が調節される．
（246 ページ）
（香川ら）
RNA 干渉
RNAi, RNA interference
生体内で 2 本鎖 RNA が 21-23 塩基対の siRNA に切
断 さ れ，siRNA の ガ イ ド 鎖 と 相 補 的 に 結 合 す る
mRNA を RISC というタンパク質複合体が分解して
遺伝子発現量を抑制する現象．標的遺伝子の制御
に応用される．
（247 ページ）
（香川ら）
miRNA
microRNA
非コード RNA の 1 種で 20-25 塩基の 1 本鎖 RNA．
ヘアピン構造をとりステムの配列にはミスマッチ

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

塩基対が含まれている．mRNA の 3 側非翻訳領域
の相補的な塩基配列に結合し，コードされている
タンパク質の翻訳を阻害する．
（247 ページ）
（香川ら）
カンブリア大爆発
Cambrian Explosion
古生代前半のカンブリア紀（5 億 4000 万年前から
5 億 3000 万年前の間）に，生物種が爆発的に増加
したとされる現象．今日に見られるほとんどの動
物門（ボディプラン）が構成されたと考えられる
が原因は不明である．
（248 ページ）
（香川ら）
微小電気機械素子
MEMS
MicroElectroMechanical Systems の略（通称はメム
ス）
．半導体の微細加工技術を用いて製造された機
械的な構造と電気的な制御や検出を組み合わせた
小型デバイスで，マイクロセンサーやマイクロマ
シンなどに導入されている．
（250 ページ）
（板橋ら）
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アスパラギン酸キナーゼ（Aspartate kinase）
バクテリアや植物は，タンパク質合成に必要な
アミノ酸すべてを生合成できるが，われわれヒト
はいくつかのアミノ酸を摂取しなければならない．
リシン，トレオニン，イソロイシンとメチオニン
は必須アミノ酸の一部である．これらのアミノ酸
はバクテリアや植物では，アスパラギン酸を原料
として合成される．生合成の第 1 段階を担ってい
る酵素が，ここにあげるアスパラギン酸キナーゼ
である．アミノ酸合成系ではアミノ酸の合成量を
調整するために，系の産物が合成酵素の阻害剤に
なっている場合が多い．コリネバクテリウムのア
スパラギン酸キナーゼは，リシンとトレオニンで
阻害される．
ここに示す立体構造は，コリネバクテリウムの
アスパラギン酸キナーゼの一部分である．まだ全
体の構造はわかっていない．立体構造がわかって
いるのは  鎖の C 末端側ドメインと  鎖全体から
なる 2 量体構造である．どちらの鎖も ACT とよば
れるドメインが 2 個連結してできているので，4
つの ACT ドメインが集まった構造になっている．
1 つの ACT ドメインは  構造になっており，
2 つの ACT ドメインが横に並ぶと，8 本の  スト
ランドから構成される 1 枚の  シートができあが
る（絵の上側で 1 組，下側で 1 組）
． へリックス
は  シートの片側にあるので，ちょうど球を半分
に割ったような構造ができあがる．2 つの ACT ド
メインからできる半球が向き合って，全体で球体
を形成している．トレオニン（図中の空間充填モ
デル）はちょうど 2 つの ACT ドメインの間にはま
り込んでいて，トレオニンの存在があってはじめ
て，2 つの ACT ドメインが並ぶように見える．こ
のことは生化学的に確かめられている．下側の半
球をよく見ると，2 つの ACT ドメインは別々の鎖

に由来していることがわかる．上の半球手前側に
ある ACT ドメインと下の半球右側にある ACT ド
メインで 1 本のポリペプチドを形成しており，残
りが別のポリペプチドになっている．ということ
は，トレオニンが 2 量体形成を介在しているので
ある．1 本のポリペプチド鎖にある 2 つの ACT ド
メインが横に並んだほうが，よほど簡単そうだが，
自然はむずかしそうな構造形成過程を選んだよう
である（PDB1) ID: 2dtj2)）
．
1) Berman, H. M., Henrick, K., Nakamura, H.
and Markley J. L. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Yoshida, A., Tomita, T., Kirihara, T., Fushinobu,
S., Kuzuyama, T. and Nishiyama, M. (2007) J.
Mol. Biol. 368, 521-536.
(J. K.)

目次に戻る
生物物理 49（5）
，250-251（2009）

トピックス

紡錘体の力学計測
板橋岳志，鈴木和也，
高木

1.

潤，石渡信一

早稲田大学理工学術院物理学科

を用い，MEMS 力センサー（下山勲教授提供）と蛍

はじめに

光顕微鏡を組み合わせることにより，紡錘体を直接

遺伝情報を集約する染色体は，細胞分裂のたびに

顕微操作し解析する実験系を構築した．この力セン

1 本たりとも間違えることなく娘細胞へ正確に受け継

サーは，長さ 200 m，幅 30 m，厚さ 0.3 m の薄膜

がれる．染色体の分配に狂いが生じると，重篤な疾患

構造のピエゾ抵抗型センサーである 7)．顕微操作用カ

やがんなどさまざまな病気の原因となる．秩序だった

ンチレバーを紡錘体に力が加わる方向へ動作させた

細胞分裂を遂行する上で，染色体を正確に均等に分配

とき，加わる力はセンサーのひずみにより生ずる電

させるタンパク質集合体が染色体分配装置「紡錘体」

気抵抗の変化として計測され，紡錘体が変形する際

である ．紡錘体は，配列した微小管からなる細胞骨

の微小な力（サブ nN）を自動計測することができる

1)

格や，微小管の上を歩行する何種類ものモータータン

（図 1a）．

パク質群，それらのタンパク質の活性を制御する多数

3.

の制御タンパク質群によって構成されている．近年の

紡錘体の力学応答と自己組織化能

遺伝子操作技術や細胞生物学的手法の発展により，紡

紡錘体を極間軸（長軸）方向，および幅（短軸）方

錘体の形成に重要なタンパク質が数多く同定され，染

向にそれぞれ圧縮し，紡錘体の力学特性と変形応答

色体分配や紡錘体形成のメカニズムは急速に明らかに

を解析した 3)．負荷を加える時間が短いと，紡錘体は

されつつある ．本稿では，紡錘体の力学特性や形態

粘弾性的な性質を示した．ヤング率は，細胞と同程

制御メカニズムについて，筆者らの最近の研究 を中

度のオーダー（約数十 kPa）であったが，極間軸方向

心に紹介する．

のヤング率は，幅方向と比較して 10 倍ほど大きかっ

2)

3)

2.

た．このヤング率の異方性は，紡錘体の構造異方性，

紡錘体の直接顕微操作および力計測

すなわち微小管の配向方向とそれに沿った分子モー

分裂期にある細胞の力学的性質は，平本をはじめ

ターの発生力異方性を反映していると考えられる．

顕微操作解析手法を用いて長年研究されてきたが 4)，

また紡錘体は，負荷が大きいと大変形して塑性的性

紡錘体内で発生する力に関する定量的な先行研究は

質を示した．しかし興味深いことに，一度塑性変形

乏しい．唯一あげられるのは，ガラス微小針を使っ

したのちに，元の形状と相似で安定な内部構造をも

て，昆虫細胞内の単一染色体を顕微操作し，染色体

つ 小さな紡錘体 が自発的に再構築されることもわ

が中心体へと牽引される力を測定した Nicklas 5) の研

かった．

究である．筆者らは，紡錘体にさまざまな力学的負

この現象は，上述の MEMS 力センサー法だけでな

荷を加える顕微操作をすることによって，紡錘体の

く，2 本のガラス微小針を用いた方法によっても再現

力学特性（硬さや変形）と形態制御メカニズム（負荷

されている．紡錘体をラグビーボール型の安定な形

応答性）を物理的側面から解明しようと試みている．

状から極間軸方向に伸展させることによって不安定

筆者らは，本来細胞の中で起こる紡錘体形成や染色

な形状へ変化させる．伸展させる速度や，負荷を与

体分配の現象を in vitro で再現できる，アフリカツメ

え続ける時間などによって，紡錘体はさまざまな再

ガエルの卵抽出液系を用いた 6)．この細胞質抽出液中

構成過程を示す（図 1b, c）8)．また，さまざまな顕微

では，長軸の長さが平均 37 m の紡錘体がいくつも

操作（紡錘体を 2 つの断片に切断したり 9)，2 つの紡

形成される．その上，細胞とは異なり，ガラス針な

錘体を接触させたり 10)）を行った研究においても，紡

どを用いて紡錘体を直接操作できることも，この実

錘体はゆっくりと，もとの形状を自己組織的に取り

験系の大きな利点である．この in vitro 紡錘体形成系

戻した．

Micromechanics of the Meiotic / Mitotic Spindle
Takeshi ITABASHI, Kazuya SUZUKI, Jun TAKAGI and Shin’ichi ISHIWATA
Department of Physics, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
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図1
3)
（a）MEMS 力センサーおよびカンチレバーを用いた紡錘体顕微操作の概略図（それぞれの大きさは任意）
．
（b）細胞質抽出液中に自然に形
成される紡錘体の平均的な大きさを原点にとる．紡錘体の長さと幅には相関関係があり，サイズ分布は楕円領域（薄い鼠色）に広がる．紡
錘体を極間軸（長軸）方向に伸長あるいは圧縮するか，幅（短軸）方向に圧縮すると，変形が短時間の場合，紡錘体は瞬時に元の形状と大
きさに戻る（黒矢印）．
（c）（b）と同様の変形を長時間加え続けた場合の紡錘体の応答経路（黒矢印）．

3)

おわりに

4.

Itabashi, T., Takagi, J., Shimamoto, Y., Onoe, H., Kuwana, K.,
Shimoyama, I., Gaetz, J., Kapoor, T. M. and Ishiwata, S. (2009)
Nat. Methods 6, 167-172.

染色体と紡錘体の複雑かつ統制のとれた分裂期動態
は，さまざまなタンパク質が協調的に働くことによっ

4)

Hiramoto, Y. (1969) Exp. Cell Res. 56, 209-218.

5)

Nicklas, R. B. (1983) J. Cell Biol. 97, 542-548.

て実現され，その本質的な部分は酵母からヒトにいた

6)

Desai, A., Murray, A., Mitchison, T. J. and Walczak, C. E. (1999)

7)

Onoe, H., Gel, M., Hoshino, K., Matsumoto, K. and Shimoyama, I.

8)

(2005) Langmuir 21, 11251-11261.
高木 潤，板橋岳志，Tarun M. Kapoor.，石渡信一．第 46 回

9)

日本生物物理学会年会（福岡，2008 年 12 月 3-5 日）
．
Tirnauer, J. S., Salmon, E. D. and Mitchison, T. J. (2004) Mol. Cell

10)

Gatlin, J. C., Matov, A., Groen, A. C., Needleman, D. J., Maresca,

Methods Cell Biol. 61. 385-412.

るまで真核生物において広く保存されている．紡錘体
は，構成タンパク質が時々刻々入れ替わるという開放
系であり，相互作用することによって構造自体がダイ
ナミックに変化し，多分子が複雑に制御され，ATP 加
水分解のエネルギーを消費しつつ自己組織化する分子

Biol. 15, 1776-1784.

装置である．他のさまざまなオルガネラも，紡錘体に
見られるように，外部から受ける物理的擾乱に対して

T. J., Danuser, G., Mitchison, T. J. and Salmon, E. D. (2009) Curr.

ダイナミックに応答し適応できるメカニズムを内包し

Biol. 19, 287-296.

ていると考えられる．今後，MEMS 力センサーを含
むさまざまなミクロ力学操作・計測手法は，生体超分
子集合体のみならず，細胞（オルガネラ）機能と力学
の関係を研究する上で広く応用されるだろう．
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光圧を用いたタンパク質のナノ集合体形成と分光
坪井泰之，
東海林竜也，喜多村昇
北海道大学大学院理学研究院化学部門

-  E  B 
F = 1---  E 2 +  ---2
t

1. はじめに

（1）

顕微鏡下で対物レンズを通じてレーザービーム光を

とあらわされる．ここで E，B はそれぞれ入射光の電

媒質中（水中）に集光すれば，媒質中に浮遊するマイ

場密度と磁束密度であり， は媒質中におけるナノ微

クロメートルサイズの微粒子や細胞，微生物を集光焦

粒子（分子）の分極率であり，以下のように表される．

点位置に 捕捉

することができる．捕捉用のレー

2
3  n1  n 2  – 1
 = 4 2 r ----------------------------2
 n1  n2  + 2

ザービームの光軸を所望の軌跡で走査すれば，捕捉対
象物を空間的に自在に

操作 できる．これが光ピン

ここで，r はナノ微粒子の半径，n1，n2 はそれぞれ微

セット（マイクロマニピュレータ）技術であり，すで

粒子および媒質の屈折率であり，2 は媒質の誘電率で

に装置システムの市販にまでいたっている．生物科学

ある．（1）式の右辺の第 1 項が勾配力 Fgrad であり，第

の分野では生体細胞の細胞融合や固体基板へのパター

2 項は散乱力である．一般には散乱力よりも勾配力の

ンニングなどに用いられ，急速に広がりつつある技術

ほうが十分大きいので，第 2 項は無視できる．そうす

である 1)．
この技術が，もし細胞などの微粒子よりもさらに小
さな

分子レベル

（2）

ると，微粒子（分子）の屈折率が媒質の屈折率よりも

にまで拡張できればどうなるか？

大きいとき（n1/n2  1），ナノ微粒子は光強度の高いと

媒質中で溶解・拡散している分子に非接触にアクセ

ころ（レーザービームの焦点中心）に引き付けられる

スし，これを捕捉し，自在に操ることは永年の化学者

ことになる．このような勾配力が形成する光圧のポテ

の夢の 1 つであった．この光ピンセット技術を分子レ

ンシャル Utrap は，Fgrad  Utrap より以下のようにあら
わされる．

ベルにまで拡張できる場合がある．本稿では，このよ
うな目的に沿った筆者らの最近の研究例を，その実践

Utrap 1---  E2
2

的手法の観点から述べる．
2. 光圧による分子捕捉の原理

（3）

より実践的に使用しやすい形として，
（3）式は近似的
従来までは光ピンセット技術はおもに直径数マイク

に以下のように書ける．

ロメートル〜数十マイクロメートルの，つまり光の波

3
2n2 r  m2 – 1 2Pef f
Utrap --------------- ----------------------c  m 2 + 2 w20

長よりも大きな微粒子の捕捉・操作に用いられてき
た．このような光圧は微粒子ではなく， 分子

のレ

（4）

ここで，m  n1/n2 であり，c は光速，Peff は試料に集光

ベルでも，有効に働く．この場合，分子は勾配力（di-

されるレーザー強度（W）である．w0 は集光位置の

pole gradient force）とよばれる電磁気学的な力によっ

ビームウェストサイズ（w0 〜 1 m）である．このポ

て光と相互作用する．

テンシャルが熱エネルギー（ブラウン運動）よりも大

分子は光の波長よりも十分小さいので 1 個の電気双

きい条件 Utrap  kT（k；ボルツマン定数）を満たすとき，

極子と見なすことができる．レーリー散乱の理論によ

ナノ微粒子（分子）は焦点位置に捕捉される

ると，この電気双極子が光の電磁場から受ける力（F；
ローレンツ力）は式（1）

Optical Trapping and of Micro-Spectroscopy of Proteins
Yasuyuki TSUBOI, Tatsuya SHOJI and Noboru KITAMURA
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Hokkaido University
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3. 実験装置システムと試料調整

4. 分子捕捉・分光計測の実験例

われわれが実際に使用している光圧発生・共焦点顕
微分光計測システムの概略を図 1 に示した

4.1 合成高分子（タンパク質モデル化合物）

．光圧

タンパク質のような環境応答挙動を示すモデル高分

を発生させる光源として，高出力（数 W 以上）で連

子化合物として有名なポリ（N- イソプロピルアクリ

続発振型のフラッシュランプ励起 Nd: YAG レーザー

ルアミド）（分子量 10 万以上）の重水溶液（1.0 wt%）

2)-4)

3

（1064 nm）を用いている．一方，集光焦点位置にお

に対し，本研究手法を適用した 2)．

ける分光情報を得る手段として，ラマン分光法をおも

この高分子の構造を図 2a に示したが，水中では水

に採用し，Ar イオンレーザー（488 nm）をラマン励

和したコイル構造をとりながら均一に溶解している．

起用光源として用いている．観察には倒立型光学顕微

レーザーによる光圧を印加したところ，集光焦点位置

鏡（Nikon, TE300）を用いて行なっている．対物レン

に直径 3 マイクロメートル以下の微粒子が観測された

ズには，倍率 100 倍，開口数 1.2 〜 1.3 のものを油浸

（ Fig. 2b）
．ラマン分光計測の結果から，確かにこの

で用いている．

微粒子はポリ（N- イソプロピルアクリルアミド）で

この倒立顕微鏡に，上述の YAG レーザーと Ar イオ

あることが確認された．これは，分子量の大きな高分

ンレーザーを同軸で導入口へと導入する．対物レンズ

子の光圧による分子捕捉・集合体形成の 1 つの典型的

を通して集光された YAG レーザー光は，試料溶液中

なケースであり，その特徴は文献を参照されたい 2), 5)．

で高い光圧を発生する．集光焦点位置には Ar イオン

この，ポリ（N- イソプロピルアクリルアミド）が

レーザー光も入射し，試料からのラマン散乱を誘起す

光圧により分子集合するのは，先に述べた Utrap  kT の

る．この散乱光はピンホール（直径 50 〜 100 m，共

条件を満たすからである（
（4）式より，Utrap  3  1018

焦点配置用）
，ノッチフィルターを通じて分光器／冷

[J]  700 kT）
．このポリ（N- イソプロピルアクリルア

却 CCD カメラで検出し，3 次元空間分解でスペクト

ミド）は周囲の環境に応じて，水和したコイル状態か

ルを取得する．試料は，市販品の高純度のものを使用

ら脱水和したグロビュール状態へと相転移することが

するか，共同研究者から提供されたものを用い，遠心

よく知られている（タンパク質のモデル化合物と云わ

分離・濾過により不純物を取り除いて使用している．

れている所以）．図 2 の分子集合体の顕微ラマンスペ

溶媒は重水（99.99% 以上）を用いている．これは，

クトルを詳細に解析したところ，光圧誘起分子集合過

軽水は（H2O）光圧発生用に用いている YAG レーザー

程において，このようなコイル型からグロビュール型

をわずかに吸収し（OH 伸縮振動の倍音の吸収によ

に変化していることがわかった．これらは，1 種の光

る），焦点位置における温度上昇が無視できなくなる

誘起相転移と考えられ，本手法の可能性の一端を示す

ためである．重水なら 1064 nm における吸収はほぼ

ものであると考えられる 2), 5)．

無視でき，温度上昇の問題はない（もっとも，この軽
水を使えないという点がこの手法のもつ現在の弱点で

4.2 タンパク質

もある）．試料溶液はセル中に密閉した形で用い，室

まず，タンパク質結晶化の研究によく用いられるニ

温にて実験を行なっている．溶液中の試料分子のサイ

ワ ト リ 卵 白 リ ゾ チ ー ム の 結 果 を 述 べ る 6)． 分 子 量

ズ（流体力学的半径）は動的光散乱測定により見積
もった．

図2
（a）ポリ（N- イソプロピルアクリルアミド）の分子構造．（b）光
圧で誘起される分子集合体の光学顕微鏡写真（溶媒は重水）
．レー
ザー強度 Peff  1.5 W.（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/-char/ja/ ではカラー
で掲載）

図1
本研究で用いているレーザー捕捉／共焦点顕微分光装置の概略図．
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14,400，水溶液中の流体力学的半径（r）が 2 nm 以下
のこのタンパク質は，
（4）式より単純に見積もれば，
Utrap  kT の光捕捉条件を満たさない．濃度 2.0 mM の
重水溶液に対し，Peff  0.3 W 以上のレーザー強度で
1 時間以上の集光照射を行なったところ，図 3a に示
す暗視野観察にて Ar レーザーの後方散乱光により，
かろうじて分子の捕捉・集合を確認することができ
た．集合体のラマンスペクトルは溶液中の参照スペク
トルと一致し，実際にリゾチームが光捕捉されている
ことが確認された．
光捕捉条件 Utrap  kT を満たすには，水溶液中の分

子のサイズが r  20 nm を満たさなければならない．
一方，試料溶液の動的光散乱を測定してみたところ，
r  20 〜 30 nm に分布を有するピークが明瞭に観測さ
れた．この試料の濃度は過飽和に近く，リゾチーム分
子鎖は相互の絡まり合いや水素結合などを介して，部
分的に会合体を形成していると考えられる．つまり，
このような大きな会合体が集光焦点位置で順次捕捉さ

図4
（a）光圧によるチトクローム c の分子集合のようすと，
（b）さまざ
まなレーザー強度（Peff）で形成した分子集合体のラマンスペクト
ル（最上段の黒色のスペクトルはチトクローム溶液のスペクトル）
．
（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/-char/ja/ ではカラーで掲載）

れ，数時間かけて図 3a で観測されるような集合体に
成長していったと考えられる．リゾチームの場合，こ
の集合体が時として結晶核として働き，微結晶の形成
にまでいたることがある．
次に，他のタンパク質に関する光捕捉についても紹
介する 7)．ヘムタンパク質であるミオグロビンとチト

ザー照射をストップすれば消失する．集合体のラマン

クロム c（馬心臓）について光捕捉の検討を行なった．

スペクトルは水溶液中のチトクロム c のスペクトルと

これらの分子量と水溶液中のサイズは，先に述べたリ

よく一致し（図 4b）
，チトクロム c が迅速に光捕捉さ

ゾチームの場合とそれほど大差はない．つまり，これ

れたことが示された．定性的には同様の現象がミオグ

らのヘムタンパク質は光捕捉条件 Utrap  kT を満たさ

ロビンでも明瞭に観測された．
ヘムタンパク質でこのような迅速な光捕捉・分子集

ない．そして，これらの光捕捉実験は，会合体を形成

しないような低濃度（0.1 〜 0.5 mM）で行なった．に

合 の 原 因 と し て， わ れ わ れ は ヘ ム に よ る 捕 捉 光

もかかわらず，ミオグロビンでもチトクロム c でも，

（  1064 nm）の吸収を考えている．最近，大阪府立

数 10 秒〜数分以内という迅速な時間スケールでの分

大の石原らは，捕捉用の光に対し捕捉物質が共鳴吸収

子集合体形成が観測された．1 例として，チトクロム

をもつ場合には光捕捉の力が最大に 1 万倍程度まで増

c の光捕捉・分子集合を図 4a に示す．レーザー照射

幅される「光共鳴ナノ粒子操作」の概念を提唱してい

後，わずか 30 秒以内で明確に分子集合が確認された．

る 8)．この場合，光共鳴するナノ粒子（分子）は強く

もちろん，この分子集合体は可逆的に形成され，レー

光にひきつけられ，吸収したエネルギーは熱に変換す
る前に光散乱が起こり，熱分解は無視できることが示
されている．われわれが観測した迅速な光捕捉現象
は，この光共鳴機機構を実証する例となるかもしれ
ず，現在理論計算を行なっているところである．
5. おわりに

以上，駆け足でわれわれの展開しているレーザー分

図3
光圧で誘起されるニワトリ卵白リゾチームの分子集合のようす．
レーザー照射時間も図中に示した．
（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/
-char/ja/ ではカラーで掲載）

子捕捉の研究の実際を紹介した．会合体形成に基づく
低分子の分子捕捉に関しては，低分子量のタンパク質
だけでなく，低分子そのものであるアミノ酸の光捕捉
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にも成功している．また，発色団（ヘム）の光吸収に
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Yan, H., Nishino, M., Tsuboi, Y., kitamura, N. and Tsujii, K. (2005)

4)

Tsuboi, Y., Nishino, M. and Kitamura, N. (2008) Polymer J. 40,

5)

Tsuboi, Y., Nishino, M., Matsuo, Ijiro, K. and Kitamura, N. (2007)

Langmuir 21, 7076-7079.

基く分子捕捉は，たとえば各種のタンパク質や DNA，
あるいは人工高分子に発色団を導入すれば，容易に分

367-374.

子捕捉できる可能性を示唆している．このような光圧
に基く分子捕捉は溶液中における 3 次元的な分子操作

Bull. Chem. Soc. Jpn. 80, 1926-1931.

を可能にする．本技術は，たとえば細胞への外来物質

6)

Tsuboi, Y., Shoji, T. and Kitamura, N. (2007) Jpn. J. Appl. Phys. 46,

7)

Tsuboi, Y., Shoji, T., Nishino, M., Masuda, S., Ishimori, K. and

L1234-L1236.

導入やミクロ空間における分子選別，選択的な物質合
成，マイクロ分析装置への分子導入などへの新規な応

Kitamura, N. (2009) Appl. Surf. Sci. doi:10.1016/j.apsusc.2009.04.

用展開も考えられるであろう．レーザー装置や周辺機

117.

器の進展により，計測だけでなくレーザー加工やレー
ザー操作・制御といった積極的な働きがタンパク質や

8)

Iida, T. and Ishihara, H. (2003) Phys. Rev. Lett. 90, 057403.

9)

坪井泰之，喜多村昇 (2008) 光化学 , 32-36.

ソフトマテリアルに対してなされ 9)，それに立脚した
新たなサイエンスの発展に期待する．
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細胞サイズリポソームの新しい作製法とその応用
山田彩子1，
濵田

2

勉2，
吉川研一3

フランス高等師範学校化学研究科
北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科
3
京都大学大学院理学研究科
1

これを遠心力でマクロな水相に落とし込むことで，

1. はじめに

ジャイアント・リポソームの作製に成功した 2)．同手
両親媒性のリン脂質分子がシート状にずらりと並

法を用いて，Noireaux らは内部で膜タンパク質を発現

び，それが 2 枚，疎水部を内側に，親水部を外側にし

し，機能させるリポソームの作製 3)，また Pontani ら

てサンドイッチ状の向かい合わせになったものが，リ

はリポソーム内部でのアクチンコルテックスの形成を

ン脂質 2 分子膜（厚さは約 5 nm）である．この構造が，

実現している 4)．これらの例において膜タンパク質

細胞膜やオルガネラ膜の主要な構成要素であり，細胞

-hemolysin が機能していることから，得られた 2 分

および細胞器官の内外を隔てる役割をし，膜タンパク

子膜の実用性が確認されている．さらに，サイズ制御

質が動き回る流動的な場を提供している．リン脂質

を目的として，マイクロ流路を用いた研究も活発化し

2 分子膜が，水中で nm-m スケールの小胞となった

た．Funakoshi らは，リン脂質に覆われた油水界面同

ものをリポソームとよぶ．中でも特大サイズ（直径

士を接触させ，そこに形成される 2 分子膜にジェット

1-100 m 程度）のジャイアント・リポソームは，細

水流を吹きつけることで，均一サイズのジャイアン

胞と同程度の大きさの閉じた微小空間であり，最も単

ト・リポソームを作製している 5)．また，Sugiura ら

純な細胞モデル，あるいは，細胞モデルの

とし

は，均一サイズの油中水滴を流路を用いて効率よく生

て長く興味をひきつけてきた 1)．しかし，特に生理的

器

成し，内部を凍結させたのち，界面活性剤をリン脂質

な溶液条件下では，細胞サイズのリポソーム作製には

へ，油相を水相へ，それぞれ置換してジャイアント・

時間と手間がかかり，生成効率も総じて高いとはいえ

リポソームを得る手法を開発した 6)．

なかったため，細胞機能を模倣するモデルとしてはか

上に挙げた手法に共通するのは，リン脂質 2 分子膜

なり単純なものにとどまっていた．ところが近年，新

を得る過程で油水界面を援用しているという点であ

たな手法が続々と試され，DNA やタンパク質などを

り，ジャイアント・リポソーム作製の新たな方向性と

任意に封入することが可能となり，これを利用して細

いえるだろう．筆者らは，Pautot らと同じくリン脂質

胞機能を人工的に再構成する試みが発展しつつある．

に覆われた油中水滴をリポソームのテンプレートとし

本稿では，筆者らの研究を中心に，これらの手法につ

ているが，遠心力を用いない最も簡便な手法を用いて

いて紹介したい．

いる．次節に概要を述べるので，興味をもたれた読者
はぜひ試されたい．

2. 新たな方向性

3. 液滴からリポソームへの自発的転移現象

従来，ジャイアント・リポソームは，有機溶媒を揮
発させたあとに形成されるリン脂質の乾燥フィルム

筆者らの手法では，顕微鏡観察下，油中水滴を自発

を，自発的に，あるいは交流電場をかけながら，水

的に水相へと移行させてリポソームを得ることができ

和・膨潤させて得るのが主流であった．しかし近年，

る 7)．

Pautot らが，リン脂質を溶かした油中に水を分散させ

実験の概要図を図 1 に示す．厚さ 5 mm 程度の poly-

て，界面がリン脂質に覆われた微小な油中水滴を得，

(dimethylsiloxane)(PDMS) シートに直径 4 mm 程度の

A Novel Way to Make Giant Liposomes: The Spontaneous Transfer Method
Ayako YAMADA1, Tsutomu HAMADA2 and Kenichi YOSHIKAWA3
1
Department of Chemistry, Ecole Normale Superieure
2
School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
3
Department of Physics, Kyoto University
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あったさまざまな条件のジャイアント・リポソームを
得ることができる．しかしながら，膜間にわずかに油
が残存している可能性が排除できないことから，目的
によっては適さないこともあるだろう．改良の余地は
多分にあり，また従来法も，着々と工夫が重ねられて
きている．さまざまな手法を比較して，目的に適った
ものを選ばれたい（オンラインジャーナル電子付録の
比較表参照）．

図1
実験の概要図．PDMS に直径 4 mm 程度の穴を開けたチャンバー
内に，油水界面を形成させ，細胞サイズの油中水滴を加える（左
図）
．油中水滴は重力によって油水界面まで達し，自発的に水相
へと移行する．油水界面はあらかじめ油中に溶解したリン脂質に
よって覆われており，水相内でリポソームを形成する（右図，左
は位相差顕微鏡像）
．

4. 応用
4.1

非対称な

脂質組成

を有するリポソーム上での

膜ミクロドメイン形成

筆者らは，本手法の原理を利用して，リポソームの
内層膜と外層膜との脂質組成が異なる細胞サイズ非対

穴を開け，カバーガラスに密着させたものをチャン

称リポソームを作製し，非対称膜上でのミクロドメイ

バーとして用い，まず，この中に水平な油水界面を形

ン観察に成功している 8)．図 1 に示したように，本手

成させる（図 1 左）
．このとき，油相にリン脂質を溶

法では，油水界面の単分子膜が油中液滴を覆っていた

解させておくことにより，油水界面は直ちにリン脂質

単分子膜と結合し，2 分子膜であるリポソームが形成

膜に覆われる．次いで，リポソーム内に封入したい溶

される．よって，異なる脂質組成の単分子膜を用意す

液数 l を，エッペンチューブ内などでリン脂質を含

ることで，非対称な 2 分子膜を備えたリポソームを作

む油中に滴下して乳化させ，細胞サイズの油中水滴を

り出すことができる．図 2 は外層膜が単一脂質，内

得る．この油中水滴相を顕微鏡観察下，チャンバー内

層膜が 3 成分脂質（飽和脂質，不飽和脂質，コレステ

の油水界面上に滴下すると，油中水滴が重力によって

ロール）から成る非対称リポソームの蛍光像である．

油水界面に到達し，自発的に界面を越え，水相へと移

この 3 成分系では，相分離により膜ミクロドメインが

行してリポソームを形成する（図 1 右）．すなわち，

形成される．生細胞膜では，受容体タンパク質などが

チャンバー内にあらかじめ静置された水相がリポソー

膜ミクロドメイン（たとえば脂質ラフト）に集積し，

ムの外部を満たす溶液相となり，油中水滴に封入され

シグナル伝達の場として機能すると考えられている．

た溶液がそのままリポソーム内部となる．

外層膜のみ（図 2a）および内層膜のみ（図 2b）に蛍

本手法では，生理的な塩濃度の溶液であってもリポ

光色素を加えた顕微鏡観察から，内層膜にのみドメイ

ソーム内に容易に封入することができ，リポソーム内

ン構造が形成されていることが確認できる．このよう

外の溶液は，浸透圧さえ等しければ自在に選ぶことが

に本手法を用いて，細胞膜内外層の「縦」の非対称性

できる．また，リポソームに封入するサンプル量は数
l と少量でよいといった利点がある．さらに，乳化
からリポソーム形成に要する時間は数分程度と短いた
め，生化学反応系を封入した場合など，反応開始直後
からの観察が可能である．本手法によって得られるリ
ポソームは，上部が油水界面に接着しているため，多
数のリポソームが同時に観察され，おのおののリポ
ソームの時間変化を追うことが可能となる．また，内
外溶液の比重を変えれば，重力によって自発的に油水
界面から引き剥がすこともできる 8)．さらに，次節に

図2
非対称リポソームの相分離．外層膜のみ（a）および内層膜のみ
（b）に，蛍光色素を加えてドメイン構造を可視化している．イラ
ストでは，蛍光を星印で表した．白抜きの親水基で示した領域が
明るく観察されている．染色には，流動性の低いドメイン領域を
避けて膜内に分布する蛍光色素を用いた．
（図は ACS，J. Phys.
Chem. B より許可を得て改変．Copyright 2008 American Chemical
Society）

述べるように，チャンバー内の油水界面を覆うリン脂
質，油中水滴表面を覆うリン脂質に，それぞれ別のも
のを用いれば，リポソームの内・外層膜の脂質組成が
異なる「非対称リポソーム」を作製することができる．
このように，本手法によって，従来法では困難で
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と，膜ミクロドメインに代表される「横」の非対称性
を同時に再構成することに成功した．細胞膜インター
フェイスにおけるシグナル変換プロセスが機能するに
は，非対称な脂質組成の内・外層膜で形成される膜ド
メインが協同的に働く必要がある．縦横の非対称性の
カップリング機構の解明は，今後の重要な課題であ
る．また，これまで困難であった，非対称リポソーム
の力学的性質や膜ダイナミクスの解析実験が可能とな
ることで，複雑な生細胞膜の物性理解の進展が期待さ
れる．
4.2 アクチンフィラメントと HMM の共封入

細胞骨格の主要な構成要素の 1 つであるアクチン
は，細胞が形作られ，変形し，動くために，モーター
タンパク質と協同して重要な役割を担っていることが
知られている．種々の複雑な細胞機能からこの機構の
みを抽出して理解するためには，最小限の要素を封入
した細胞サイズリポソームをモデルとした，構成論的
なアプローチが有効であると考えられる．そこで，
Takiguchi および筆者らは，従来は困難であった，高
濃度のアクチンフィラメントとモータータンパク質の
図3
（上）モータータンパク質ミオシン II および本実験に用いられた部
位 HMM，S-1 とアクチンフィラメント（FA）の模式図．
（下）FA
のみ（a）
，FA と S-1 を同時封入したリポソーム（b）では，内部
の FA が均一に分布し，リポソーム像も円形を保ったままである
のに対し，FA と HMM を共に封入したリポソーム（c）内では，
FA が不均一に束化し，リポソームの変形が認められた．並列した
画像左はアクチンの蛍光顕微鏡像，右は透過光像．スケールバー
は 10 m．
（図は ACS，Langmuir より許可を得て改変．Copyright
2008 American Chemical Society）

同時封入を，本手法を用いて試みた（図 3）9)．その結
果，5 mM MgCl2・50 mM KCl 存在下，細胞内と同程
度の濃度（200 M）のアクチンフィラメントを封入
することができただけでなく，ミオシン II から得た
モータータンパク質 heavy meromyosin（HMM）および
S-1 を同時封入することに成功した．アクチンフィラ
メントのみ封入したリポソーム内では，アクチンは均
一 に 分 布 し， リ ポ ソ ー ム の 変 形 は 見 ら れ な か っ た
（図 3a）．また，アクチン結合部位を 1 つしかもたな
い S-1 を過剰に加えて封入した場合にも，同様に変化
は見られなかった（図 3b）．それに対し，アクチン結
合部位を 2 つ有する HMM を共に封入した場合には，
アクチンフィラメントの束化が起こり，それに伴って
リポソームの変形が引き起こされた（図 3c）
．この系
を足がかりとし，リポソームの変形だけにとどまら
ず，モータータンパク質を駆動させることによる自発
的な運動など，さらなる細胞骨格・細胞運動のモデル
への発展が期待される．
4.3 遺伝子発現キネティクスのリアルタイム観察

図4
多数のリポソーム内での EGFP（enhanced green fluorescent protein）発現の同時観察．発現反応開始から，リポソームへの封入，
観察を始めるまでに要する時間は数分程度であり，個々のリポ
ソーム内での発現キネティクスを追うことができる．画像は，反
応 開 始 か ら 135 分 後 の 共 焦 点 蛍 光 顕 微 鏡 像． ス ケ ー ル バ ー は
100 m．

本手法ではリポソームへの試料封入に要する時間が
短く，同時に多数のリポソームを観察することができ
る．この特長を生かし，Saito および筆者らは，多数
のリポソーム内での遺伝子発現キネティクスを，反応
開始直後からリアルタイムで計測することに成功して
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いる（図 4）10)．必要最小限の要素を精製・再構成し
た無細胞発現系を用い，DNA および mRNA をテンプ
レートとして，発現および翻訳反応それぞれについ
て，キネティクスを多数のリポソームから同時に得，

3)

Noireaux, V. and Libchaber, A. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA
101, 17669-17674.

4)

Pontani, L.-L., van der Gucht, J., Salbreux, G., Heuvingh, J., Joanny,
J.-F. and Sykes, C. (2009) Biophys. J. 96, 192-198.

5)

Funakoshi, K., Suzuki, H. and Takeuchi, S. (2007) J. Am. Chem.
Soc. 129, 12608–12609.

6)

Sugiura, S., Kuroiwa, T., Kagota, T., Nakajima, M.,Walde, P., Sato,
S., Mukataka, S. and Ichikawa, S. (2007) Langmuir 24, 4581-4588.

7)

Yamada, A., Yamanaka, T., Hamada, T., Hase, M., Yoshikawa, K. and
Baigl, D. (2006) Langmuir 22, 9824-9828.

8)

Hamada, T., Miura, Y., Komatsu, Y., Kishimoto, Y., Vestergaard, M.
and Takagi, M. (2008) J. Phys. Chem. B 112, 14678–14681.

9)

Takiguchi, K., Yamada, A., Negishi, M., Tanaka-Takiguchi, Y. and
Yoshikawa, K. (2008) Langmuir 24, 11323-11326.

10)

Saito, H., Kato, Y., Le Berre, M., Yamada, A., Inoue, T., Yosikawa, K.

比較検討を行うことがはじめて可能となった．その結
果，全体平均では，バルク中での反応と同様のキネ
ティクスを示すが，m スケールで個々のリポソーム
について見ると，広いばらつき（分散）があることが
明らかとなった．
5. おわりに

本稿では，細胞サイズリポソームの新しく簡便な作
製法を紹介した．本稿が，細胞モデル構築，ひいては

and Baigl, D. ChemBioChem, in press.

細胞機能の構成論的研究の一助となれば幸いである．
近年，国際的に見て，こうした試みが非常に活発に
なっており，より

細胞らしい

構造や機能をもつモ

デルが構築できるような時代に来ていると思われる．
今後の進展が楽しみである．
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中性子回折・散乱実験
Neutron diffraction & scattering experiment
エネルギーの低い中性子は物質波として X 線と同
様に結晶等により回折・散乱する．中性子回折・
散乱実験は物質の原子レベル，特にプロトン，水

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

素原子や水分子の位置やそれらの運動情報を得る
のに適した手段である．
（262 ページ）
（新村）
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タンパク質結晶のX線回折・
可視吸収同時測定
村本和優
兵庫県立大学大学院生命理学研究科

存した特有の可視吸収スペクトルを示すことが知られ

. タンパク質結晶に対する X 線照射の影響

ている．単離精製された酵素は酸化型とよばれ，すべ

タンパク質の立体構造を決定するため，現在主要な

ての酸化還元中心は酸化状態にある．結晶化には酸化

手段として X 線構造解析が用いられている．精度の

型酵素が用いられる．

高い構造解析を行うためには，できるだけ高分解能の

. X 線回折・可視吸収同時測定装置

X 線回折データを収集することが必要である．それゆ
え，X 線強度の高い放射光の利用が広く普及してい

われわれは，チトクロム酸化酵素結晶の X 線回折

る．一方で，強い X 線を使用した場合には，X 線照射

データと可視吸収スペクトルを同時に測定すること

による測定試料の電子密度変化や還元作用による酸化

が可能な顕微分光装置を自作した（図 1）．この装置

還元状態変化が問題となってくる．精密な構造解析に

はビームタイムごとにビームラインに取り付けて使

基づいて構造と機能の相関を考察する場合には，X 線

用することが可能である．ハロゲンランプ光源から

照射が及ぼす影響を無視することはできないであろ

の白色光を光ファイバーによって X 線回折装置まで

う．本稿では，X 線回折実験中における光還元作用を

導き，光ファイバー先端に取り付けた集光レンズに

可視吸収スペクトル変化の測定によって調べる方法に

より結晶に集光させる．集光レンズ位置を XYZ ス

ついて紹介する．

テージによって調整し，光の焦点を X 線照射部位に

X 線を試料に照射すると，試料中の原子が非特異的

一致させる．通常回折実験に使用する X 線ビームの

にイオン化される．金属タンパク質などの酸化還元中

幅は 50 m 程度であるので，分光測定用の光も同程

心をもつ試料の場合，イオン化に伴い生成した電子に

度のサイズに集光する．結晶からの透過光を光ファ

よって酸化還元中心が還元されることになる．そのた

イバーで受けて，マルチチャネル分光器に導く．こ

め，ヘムなどの酸化還元状態に依存して吸光特性が変

れらの装置をビームラインハッチの中に設置し，USB

化する色素を含むタンパク質では X 線照射時に可視

ケーブルを通してハッチ外にあるパソコンとつなぐ

吸収の変化が観測される．この変化は X 線照射量に
依存し，X 線強度を下げた場合でも照射時間を延ばす
ことで同様の変化が起きる．
われわれの研究グループでは，チトクロム酸化酵素
を研究対象として X 線構造解析を行っている．チト
クロム酸化酵素はミトコンドリア内膜や細菌細胞膜中
にある呼吸鎖電子伝達系の末端で機能する酸化還元酵
素である．この酵素は酸化還元中心として 3 原子の銅
と 2 分子のヘム A を含んでいる．これらのヘム A 分

図1
X 線ビームラインに設置した結晶用顕微分光装置．四角内はサン
プル付近の拡大．
（文献 1, Fig. S1 より転載）

子は 0.4 V 程度の標準酸化還元電位をもち，容易に還
元される．酸化還元状態が変化すると，その状態に依

Absorption Spectral Measurement of Protein Crystal during X-ray Diffraction Measurement
Kazumasa MURAMOTO
Graduate School of Life Science, University of Hyogo
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X 線回折・可視吸収同時測定

ことにより，X 線照射中でも分光測定を行うことがで

た．（3）さらに，この結晶の X 線構造解析を行った

きる．分光器のフォトンカウンティング積算時間は

結果，還元型酵素に特徴的な構造が同定された．

数ミリ秒程度に設定可能であるので，X 線照射に伴う

. 分光測定のコツ

結晶の可視吸収スペクトル変化をリアルタイムで観
測することができる．
.

結晶の可視吸収スペクトルの形状は溶液のものとは
異なる．また，スペクトルの形状は結晶の厚さや温度

X 線照射によるチトクロム酸化酵素結晶の
可視吸収スペクトル変化

に依存して変化する．事前に測定に用いる結晶の吸光

実際に酸化型チトクロム酸化酵素結晶を用いて測定

特性をよく調べておくことが重要である．

した結果を図 2 に示す．通常の X 線回折実験と同様

本測定ではクライオループにマウントされた結晶を

に結晶をクライオループにマウントし，100 K の低温

測定対象とするため，測定光がループを透過するとき

窒素気流で凍結した状態で分光測定を行った．酸化型

に屈折してスペクトルの形状が歪みやすい．きれいな

酵素結晶は 595 nm 付近にヘム A の吸収帯である  帯

スペクトルを得るためには，ループにマウントされる

の ブ ロ ー ド な ピ ー ク を も つ（図 2a）． こ の 結 晶 を

結晶外液を少なくして液面の膨らみを抑え，測定光が

SPring8 BL44XU に 設 置 し て 温 度 100 K で 波 長 0.9 Å，

結晶表面に垂直に入射するように結晶の方位を設定す

強度約 2  10 photons s mm の X 線を照射したとこ

るとよい．

14

1

2

ろ，照射直後から顕著な可視吸収の変化が見られた

可視吸収の変化は X 線照射部位にのみ観測されるの

（図 2b）．吸収ピークが 604 nm と 582 nm に観測され，

で，測定光の入射位置を X 線の照射部位に精度よく一

これらの時間変化を測定した結果，図 2c, d に示され

致させる必要がある．測定光の位置合わせのため，わ

るように約 20 秒間の照射で変化が最大に達すること

れわれはクライオループ台の先に 100 m 径の金属針

がわかった．変化後のスペクトルの形状は還元型酵素

を取り付けた道具を使用している．ゴニオメータで針

結晶（酸化型結晶を常温で還元剤により還元後，凍結

をセンタリングし，針上に当てた測定光を確認するこ

したもの）のものとも明らかに異なっていた．このス

とにより入射光位置を容易に調整することができる．

ペクトルの形状は X 線照射終了後，低温条件下では

. X 線照射の影響を抑えた X 線回折実験

安定に保たれた．
X 線照射による可視吸収の変化が，おもに還元作用

酸化型構造を決定するためには結晶の単位体積に照

の結果であることは次に述べる実験によって確かめら

射される X 線量を下げる必要がある．そこで，われ

れた（未発表データ）
．（1）還元型酵素結晶に温度

われは多数の結晶を用いてデータセットを作製し，構

100 K で X 線を照射しても，さらに可視吸収が変化す

造解析を行った．実験方法ならびに結果の詳細につい

ることはなかった．
（2）酸化型結晶に対して，低温凍

ては文献 1 を参照されたい．

結状態での X 線照射と，室温までの温度上昇による
外液の融解を繰り返した結果，還元型酵素結晶のもの

謝

と同様の形状を示す可視吸収スペクトルが観測され

辞

本研究は兵庫県立大学大学院生命理学研究科の吉川
信也教授の研究室において伊藤・新澤恭子助教，小倉
尚志教授（兵庫県立大），月原冨武教授（兵庫県立大・
阪大），青山浩准教授（理研播磨・阪大）
，山下栄樹助
教（阪大），平田邦生博士（阪大）らとの共同研究で
行われたものです．この場をお借りして深く感謝いた
します．
文
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献
Aoyama, H., Muramoto, K., Shinzawa-Itoh, K., Hirata, K., Yamashita,
E., Tsukihara, T., Ogura, T. and Yoshikawa, S. (2009) Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 106, 2165-2169.

村本和優（むらもと かずまさ）
兵庫県立大学大学院生命理学研究科准教授
連絡先：〒 678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1
E-mail: muramoto@sci.u-hyogo.ac.jp
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図2
酸化型ウシ心筋チトクロム酸化酵素結晶の可視吸収スペクトルに
対する X 線照射の影響．（a）X 線照射前，
（b）X 線 30 秒間照射後，
（c, d）吸光度の時間変化．
（文献 1，Fig. 1 より転載）



目次に戻る
生物物理 49（5）
，262-263（2009）

談
話
室

稼働始めたJ-PARC中性子源
新村信雄

茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター

『2008 年 5 月 30 日，14 時 25 分，茨城県東海村に建

にその写真を示す．図 1a は全体像であり，図 1b は

設中の世界最高性能の大強度陽子加速器施設 J-PARC

試料位置を中心に見た拡大図である．直径 2 m 近い球

では，3GeV 陽子ビームを物質・生命科学実験施設に

殻位置に四角い穴がいくつか見えるが，そこに新型の

設置した核破砕中性子源に入射し中性子発生に成功し

中性子検出器がセットされる．試料などにアクセスす

た．』というニュースがマスコミにも取り上げられ，

るための場所を除いて，約 30 台の検出器が配置され

世界を駆け巡った．初ビーム出射後，加速器の調整は

る こ と に な っ て い る．2009 年 6 月 の 時 点 で 検 出 器

継続して行われ，2008 年 12 月 23 日に J-PARC 中性子

14 台が配置されている．設置される検出器数が増え

源の一般利用が開始された．加速器出力は 20 kW（最

れば増えるほどデータ収集効率は上がる．iBIX に約

終出力予定の 2%）に達した．私たちは 3 年前に生物

30 台の検出器が配置され，加速器出力が 1 MW に達

物理学会誌に『大強度陽子加速器中性子源を活用した

した暁での iBIX 装置の最高性能の目標は，標準的な

生物研究の展望』という解説記事を書いた ．そこで

ケースとして，格子定数 150 Å のタンパク質結晶を分

「J-PARC での中性子源強度は現有のものを実効的に

解能 1.5 Å でデータ収集しようとすると，体積 1mm3

50-100 倍増強するものであり，これによりようやく

単結晶では 2-3 日の測定日数がかかる，としている．

多くの研究者が中性子回折・散乱実験の機会に恵まれ

結晶の体積と測定日時はほぼ反比例するので，5 mm3

る時代の到来が確実になった．
」とまとめた 1)．20 kW

の結晶が用意できれば 1 日以内，0.5 mm 角の結晶で

加速器出力は最終出力予定の 2% であり，
『実効的に

も 2 週間近く時間を掛ければ中性子回折実験が可能で

50-100 倍増強』にはいまだいたってはいないのであ

あることを目標にしている．J-PARC 中性子源が稼働

るが，夢に描いてきた『多くの研究者が中性子回折・

始めたことで，この最終目標の確からしさがかなり定

散乱実験の機会に恵まれる新時代』の幕は開いたので

量的に予測可能となった．

1)

ある．

原子炉に設置されている従来型の生体物質構造解

J-PARC 中性子源には，先の解説記事でも紹介して

析用中性子回折装置 BIX-3 は装置特性が判明してい

おいたが，構造生物以外にも物性物理学，構造化学，

るので，同一試料を用いた中性子回折実験を BIX-3

材料科学，高分子科学など，多くの分野の研究者によ

と iBIX で行ってみることで，iBIX 装置の性能を評価

り，それぞれの目的に適った装置建設が着実に進めら

することにした．試料として，結晶体積 12.5 mm3 の

れている．ここでは，構造生物学研究，特にタンパク

RNase A を用いた．RNase A は格子定数，a  30.380 Å,

質の水素，プロトン，水分子を観測するのに使われる

b  38.558 Å, c  53.398 Å,   105.78 で，すでに BIX-3

茨城県生命物質構造解析装置（建設責任者：田中伊知

で 1.7 Å 分解能のフルデータセットが 20 日間で取得さ

朗（茨城大学），愛称 iBIX：先の解説記事では BIX-P1

れている．取得データの詳細な統計および構造解析結

と称していた．
）の新時代幕開け時点での稼働状況に

果は Acta Cryst. D に発表されることになっている 3)．

ついて紹介する．iBIX は生体分子単結晶試料からの

J-PARC マシンタイム不足のために，iBIX ではこれの

中性子 Bragg 反射強度を球面上に配置された検出器で

フルデータセット取得は行えなかったが，およそ 1 日

可能な限り多数収集する回折装置である ．図 1a, b

かけて回折データ収集を試みたところ，データの質や

2)

J-PARC has Started to Produce Neutrons in Biology
Nobuo NIIMURA
Frontier Research Center for Applied Atomic Sciences, Ibaraki University
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図1
（a）
：茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）の全体写真．
（b）
：iBIX の内部の試料周囲の拡大図．
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナ
ル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）

分解能共に BIX-3 のデータと同程度であり，簡単な比

ものとして，溶液状態で生体分子構造を数 Å 分解能

例 計 算 で 20 日 間 の iBIX に よ る 回 折 実 験 を 行 え ば

で観測できる中性子小中角散乱装置（愛称：TAIKAN；

RNase A 構造解析のためのフルデータセットが取得で

解説記事では HI-SANS と称していた．）と生体分子の

きることも判明した．これにより，現時点（2009 年

動力学情報をエネルギー分解能 1 eV で取得できる中

6 月）で iBIX の性能は従来の BIX-3 と同程度であるこ

性子非弾性散乱装置（愛称：DNA；解説記事では DI-

とが実証され，加速器出力が最終的に 1 MW になり，

ANA と称していた．）を紹介した．両装置共，それぞ

iBIX に配置される検出器数が 30 台になれば，iBIX は

れ の 装 置 の 建 設 責 任 者（TAIKAN：鈴 木 淳 市 氏（J-

現在稼働中の BIX-3 の約 100 倍の性能が得られること

PARC）
，DNA：
（柴田薫氏（J-PARC））からの情報によ

が確認されたのである．

れば，平成 21 年度から 3 年間の特定先端大型研究施

それでは，iBIX は何時頃最終性能に到達するのだろ

設整備費補助金（共用促進法補助金）枠で，予算が認

うか．現在，J-PARC 中性子源は共同利用に供されてい

められ建設が始まり，3 年後には共同利用に供される

るが，陽子加速器の初段近くの磁石（Radio-Freqyency

ことになっている．

Quadrupole electromagnet：RFQ） の 不 具 合 が 判 明 し，

世界トップの J-PARC 中性子源を活用した生物物理

20 kW 運転のままになっている．現在，新しい RFQ

研究がいよいよ始まった．皆様の研究の興味に合わせ

の製作が平行して行われており，これが設置されるの

それぞれに適した装置があるのでそれらを多いに利用

が 2010 年度となっており，その後，順調に加速器出

し，中性子でしか観測できない情報を取得し，世界に

力が上昇すれば，iBIX の性能も比例して上昇してい

先駆けて新しい分野を切り開いてほしいものである．

き，3，4 年 後 に 最 終 目 標 の 1 MW 運 転 が 始 ま り，
iBIX はその時点で現在の 100 倍の性能になる．

文
1)
2)

現時点で，J-PARC は 20 kW 運転で共同利用に供さ
れているが，加速器の調整運転にマシンタイムの約半

献
新村信雄，平井光博，片岡幹雄 (2006) 生物物理 , 182-187.
Tanaka, I., Kusaka, K., Tomoyori, K., Niimura, N., Ohhara, T.,
Kurihara, K., Hosoya, T. and Ozeki, T. (2008) Nucl. Instr. Meth. A

分の日数が割かれている．このような状況では，iBIX

600, 161-163.

を用いてのタンパク質結晶構造解析には育成された単

3)

Yagi, D., Yamada, T., Kurihara, K., Ohnishi, Y., Yamashita, M.,
Kuroki, R., Tanaka, I. and Niimura, N. (2009) Acta Cryst. D, in

結晶の大きさによるが，12.5 mm3 の RNase A でも 20 日

print.

の実験日数がかかる位なので，現在の iBIX は数日でフ
ルデータセットが取得できる有機分子などの単位格子

新村信雄（にいむら のぶお）
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教授
連絡先：〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村白方 162-1 いばらき
量子ビーム研究センター内
E-mail: niimura@mx.ibaraki.ac.jp

の小さい結晶構造解析に限って用いられている．
先に述べた解説記事 1) には，J-PARC 中性子源に設
置される予定の他の装置で生物物理分野に貢献できる
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当研究室は，教授 1 名，技術職員 1 名，10 名ほど
の学生から構成されています．研究は大きく分けて，
①小脳を基盤とした運動学習機構の解明（瞬目反射条
件付け），②オペラント条件付けを用いたブレインマ

支 部 だより

シンインターフェースの開発，の 2 つを行っていま
す．前者はこれまでやってきた学習記憶システムに関
する行動神経科学的な研究で，後者は工学分野への応

北陸支部からのたより

用的研究ということになります．
瞬目反射条件付けは，音や光を条件刺激として，ま
た，瞼への侵害刺激を無条件刺激とするパブロフ型の
古典的条件付けです．この学習にかかわる神経回路と
そのメカニズムは，これまでおもにウサギを用いて研
究がなされてきましたが，最近では遺伝子改変マウス
北陸地区では支部活動を行っていませんので，前回

を用いた研究もなされるようになってきました．この

の北陸支部だよりに引き続き，北陸地区で活発に研究

学習は基本的には脳幹および小脳に依存し，また，課

されている研究室の紹介をしたいと思います．今回

題の種類によっては海馬や前頭前野に対する依存性が

は，富山大学・川原茂敬先生と北陸先端科学技術大学

増大することが明らかとなっています．これらの依存

院大学・川上勝先生の 2 研究室に紹介していただき

性を含めて，マウスからヒトまで共通性が多いため，

ます．（北陸地区編集委員）

中枢疾患研究への応用が期待されています．
この学習の興味深いところは，音と侵害刺激のタイ

富山大学工学部生命工学科

脳・神経システム工学研

究室

川原茂敬

ミングによって，重要な役割を果たす脳領域が変化す

教授

る点です．つまり，感覚情報の時間的関係が変わるだ

私は学生時代に東京大学薬学部の清水博先生の研

けで，脳の機能的回路が再編成される可能性を示唆し

究室に配属されて非線形非平衡系システムを知り，

ています．今後は，脳の階層的制御機構の解明を視野

生物物理学という自由闊達で境界領域的な学問に惹

にいれながら，入力に応じた柔軟な神経回路再編成の

かれました．人工脂質平面膜を用いたイオンチャネ

ダイナミクスを明らかにしていきたいと思います．

ルの研究に始まり，ナメクジの運動リズム生成回路・

ブレインマシンインターフェース (BMI) は，神経科

嗅覚中枢の同期的振動活動・嗅覚味覚連合学習の研

学と工学が融合した比較的新しい分野です．運動出力

究 を 行 い， そ の 後， 桐 野 豊 先 生 の も と で マ ウ ス や

型 BMI では，脳から記録した神経活動をリアルタイ

ラ ッ ト を 用 い た 学 習・ 記 憶 の 研 究 を 行 い ま し た．

ムで解析し，それに基づいて直接的に補助器具や装置

2007 年には富山大学工学部に移り，引き続き，シス

を動かすことをめざします．これまでは生物に特徴的

テム論的観点から脳を研究しています．今回，北陸

な情報処理の法則性（ルール）を理解したいと思って

地 区 の 支 部 だ よ り と し て 研 究 室 紹 介 を 打 診 さ れ，

研究してきましたが，今後はそれに加えて，脳を理解

ちょうど動き出したところでよい機会でしたので引
き受けさせていただきました．
まず，私が所属する生命工学科についてですが，こ
の学科は 2008 年に学科改組（再編成）によりできた
新しい学科で，構成メンバーは工学博士，理学博士，
薬学博士，医学博士と多種多様です．研究内容も多岐
に渡り，細胞性粘菌や人工臓器，バイオセンサーやバ
イオ燃料とさまざまです．各教員は基本的に独立して
研究を行っており，大講座制に近い運営がなされてい
ます．学生の 3 分の 2 ほどは富山・石川出身者で，

図1
瞬目反射の古典的条件付け．音から少し遅れて瞼を電気刺激
する（遅延課題）ことを繰り返すと，電気刺激の前に瞼を閉
じるようになる．

3 分の 1 ほどが全国からきています．学部卒業後は約
半数が大学院に進学し，半分ほどが就職します．最近
は，地元志向が強いように思います．
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するためのデバイスの開発や，脳と機械をつなぐイン
ターフェイス，さらには脳と機械が一体化したシステ
ムのダイナミクスにも興味をもって取り組んで行きた
いと思っています．

（川原茂敬）

原子間力顕微鏡（AFM）技術を用いた生体高分子の 1
分子ダイナミクス研究
北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研
究科

川上

勝

講師

2006 年 11 月に文科省推進の「若手研究者の自立
的研究環境整備促進」プログラムのうち，北陸先端科
学技術大学院大学の「ナノテク・材料研究者養成の人
図2
1 分子粘弾性測定システム．自作のコントローラ，徐振装置，
温度可変装置，磁気加振と解析装置が組み込まれている．

材システム」の一環で講師として採用され，同時に
JST さきがけ研究「生命現象と計測分析」領域研究者
として採択され，研究室がスタートしました．構成員
は私とポスドク 2 名のみの小さな研究室です．
研究テーマは，
「原子間力顕微鏡（AFM）技術を用

た．現在，力学的安定性やダイナミクスが，特定部位

いた 1 分子レベルでの生体分子のダイナミクスの定

に 1 ヵ所のアミノ酸変異を加えることで劇的に変化

量的測定と解析」です．通常 AFM は表面形状のイメー

するタンパク質の例に焦点を当て，その仕組みを探る

ジングに用いられていますが，AFM のプローブ（探

研究を行っています．

針）部分が非常に鋭いことを利用して，探針先端部と

また当研究室の大きな特徴は，上記以外に，分子を

基盤の間に測定対象となる分子を 1 分子のみ固定し

引っ張っているカンチレバーの熱ゆらぎや振動スペク

て引っ張り上げ，その際の探針の動きを解析すること

トルを測定することで，分子の内部ダイナミクスに関

で，分子のメカニカルな安定性やダイナミクスを測定

する情報を「粘弾性」というパラメータから解析する

しています．

新しい試みがなされている点にあります．「1 分子」

生理的条件下でタンパク質を引っ張った場合，数十

の「粘性」というと直感的にピンとこないと思います

から数百ピコニュートンの力で立体構造が崩壊し（メ

が，「粘性」を「摩擦」と置き換えると，粘性は 1 分

カニカルアンフォールディング），その崩壊過程から

子「内部の摩擦」を表し，粘弾性測定は分子内の構造

タンパク質の局所的かつ全体的な構造の安定性に関す

変化に伴う摩擦を鋭敏に捕らえることを意味します．

る情報が得られます．また壊れる力の強度は引っ張る

現在は糖鎖や合成ポリマー，Random-coil ペプチドや

速度に依存し，これを詳細に調べることで，そのタン

ミオシンの coiled-coil 構造など，比較的簡単な構造の

パク質のエネルギー地形（エネルギー障壁の高さ，天

分子の測定と解析，その理論的裏付けを行っている段

然状態から障壁までの距離やエネルギー地形表面の

階ですが，将来は生物学的に重要な機能をもったタン

「粗さ」等）や天然状態のゆらぎの情報を定量的に知

パク質を測定対象とし，タンパク質分子内部のダイナ
ミクスと機能との関連性に関して，独自の観点から新

ることが可能です．

しい知見を得ることを目指しています．

これまで当研究室では，筋肉を構成するタンパク質
titin の力学的安定性，機械的アンフォールディング過

これらと並行して，新奇な操作法，測定方法を提

程での中間体の検出と，そのエネルギー地形のキャラ

案，開発し，1 分子生物物理研究の有力なツールとし

クタリゼーション，また「1 分子」のバネ定数を明ら

て AFM 技術が発展するための研究も進めています．
興味のある方はぜひ研究室見学にお越しください．

かにし，天然状態付近でのゆらぎの検出，またそれら

（川上

のパラメータに対しての温度の影響を調べてきまし



勝）
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あるように，昨年までの私と同様に感じているよう
で す． ま た， ポ ス ド ク 問 題 に 対 し て， 非 常 に ネ ガ
ティブなイメージをもっているという声も多く聞き
ました．

若 手 の 声

このように，文部科学省やポスドクの就職斡旋を行
う企業といった，これまでポスドク問題を支えてきた
方々と，当事者である若手，特に大学院修了前の学生

〜若手自らが行動するポスドク問題〜

との間には，大きなギャップがあることがわかりまし
た．しかし，当事者である若手が受身の立場を取って
いては，問題の根本解決にはなりません．そこでわれ
われ若手自身が，ポスドク問題についての意識を高
め，お互いのキャリアパスを支援できるようなシステ
ムを作ろうと考えました．
これまでのポスドク問題
若手の会・会長をしております，京都支部の柳澤

若手間の異分野交流からキャリアパス支援へ

です．私ごとですが，今年度からポスドク 1 年目と

これまで生物物理若手の会は，本若手の会の中の

なり，学生からポスドクになってはじめて，「ポスド

みならず，異分野の若手の会との交流を重ねてきま

ク問題」について考えられるようになりました．イン

した．その目的は，生物，物理，生化学，医学など，

ターネットなどを用いて調べてみたところ，ポスド

さまざまな専門性をもつ若手同士が交流することで，

ク問題とよばれる，大学院を修了した後の研究者が

視野を広げ，将来新たな分野を切り開いていける力

抱える就職問題は，前文部省が 1996 年から実施した

を身に付けた優れた研究者になることです．今後は

ポストドクターなど 1 万人支援計画によって，ポス

この人脈を，キャリアパス支援に役立てることを目

ドクが急増したことに由来し，2000 年頃から深刻化

指します．若手の会には，学部生から大学院生，ポ

し た と あ り ま し た． こ れ に 対 し て 文 部 科 学 省 は，

スドク，助教，企業の研究者などさまざまな立場の

2006 年からキャリアパス多様化政策を行ってきまし

方々が参加しています．そこで，助教や企業の研究

た．具体的には，博士版インターンを促したり，今

者などが，学生やポスドクに対して，キャリアパス

年 6 月 29 日にはポスドクの緊急雇用対策として，企

への助言や手助けができると考えました．またポス

業におけるポスドク 1 人の雇用に対し，480 万円（最

ドク問題を反映してか，若手の会における，ポスド

低 1 年間の契約）もの資金を支給したりしました．

クや博士後期課程の学生が占める割合が大きくなっ

その他にも，多くの産学協同プロジェクトが実施さ

ています．現在のつながりを維持できれば，これま

れています．しかし，ポスドク問題は今も存在し，

で存在しなかった，ポスドク同士が情報や意見を交

われわれ若手も今後早かれ遅かれ，その問題に直面

換し合える場としても機能できると期待されます．

するといえます．

そのためには，異なる若手の会同士の連携，そして
若手の会と親学会との連携が必要となるでしょう．

ポスドク問題への若手の意識

私たちはその前段階として，次頁に記す事柄を実施

ポスドク問題について，当事者であるポスドク，

し，年度内の若手の声と生物物理若手の会ホーム

数年後にポスドクとなる予定の学生たちは，どのよ

ページにて報告する予定です．

うに考えているのでしょうか．6 月末に，広島，兵

生物物理若手の会は，来年度創立 50 周年を迎えま

庫，大阪，京都・奈良の 4 つの関西支部から合計 30

す．この大きな節目に際して，若手の会がさらに飛躍

名弱が集まりました，生物物理・生化学若手合同交

できるよう，これまで同様に皆さまのご支援をよろし

流会において，率直な意見を聞いてみました．その

くお願いします．

結果，ポスドクはポスドク問題について当然考えて
いるものの，学位取得前の学生は，考えたこともな

京都大学大学院理学研究科物理第一教室 吉川研究室
学振 PD 研究員 柳澤実穂

いという返答がほとんどでした．大学や学会会場な

yanagisawa@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp

どで，ポスドク問題に関するセミナーが頻繁に開か
れていることは知っているものの，遥か遠い問題で
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ポスドク問題意識調査とキャリアパス支援

声

書き方を学ぶことは，自分の研究を客観的に見ること

はじめて若手の声を執筆させていただくことにな

や，自分の専門とは異なる分野の方にいかにアピール

りました，兵庫支部の三浦です．よろしくお願い致

するか，といったプレゼン能力向上，さらには将来の

します．現在若手の会では，ポスドク問題に対する

研究資金獲得につながると考えられます．

若手の意識向上およびキャリアパスの相互支援につ

そこで若手の会では，早くからキャリアパスについ

いて，活発な議論が行われています．そこで今回の

て考え，積極的に取り組むために，若手が応募できる

若手の声では，これまでに提案された，アンケート

給与付き研究員制度や奨学生制度などの情報をまと

をはじめとするいくつかの案件について，紹介させ

め，若手の会のホームページに掲載しようと考えてい

ていただきます．

ます．それらの情報に加えて，キャリアパスに関する
意識調査として，学振などへの応募に関するアンケー

ポスドク問題への意識向上

トを，第 2 回のポスドク問題調査アンケートと合わ

前稿に書かれていますように，現在，大学院修了前

せて 10 月中に行います．このような取り組みは，若

の学生は，ポスドク問題への意識が非常に低いことが

手が自分のキャリアパスを具体的に考える上での，大

示唆されました．そこで，ポスドク問題の現状をどの

きな助けになると思われます．またこうした取り組み

程度知っているのかについて，下記のような調査アン

に対して，競争を激化させるという意見もあります

ケートを，7 月 31 日より北海道で開かれます夏の学

が，現時点ですでに競争は激化しており，これからは

校にて行います．その結果を踏まえ，内容をより吟味

若手が自分たちで情報をまとめ，互いにレベルアップ

した第 2 回調査アンケートを若手の会ホームページ

していくことが重要だと考えています．

を介して 10 月中に実施します．
これにより，若手のポスドク問題に対する意識の向

企業へのキャリアパス

上と，大学院博士課程に進学を考えている学生への有

今年の第 49 回夏の学校では，最終日に，ポスドク

意義な参考資料となることが期待されます．また今後

の雇用について先陣を切って活動されてきた株式会社

も引き続き，大学などで開かれているポスドク問題に

フューチャーラボラトリの橋本昌隆先生にご講演いた

関するセミナーに積極的に参加するよう，メーリング

だきます．また今後は，アカデミックへの就職情報と

リストなどを用いて促します．若手の会主催のセミ

合わせ，企業への就職情報も若手の会ホームページに

ナー情報などもこちらで流しておりますので，参加ご

掲載できればと考えています．博士号取得者を募集し

希望の方は，柳澤あるいは私までご連絡ください．

ている企業を把握することができれば，企業への就職
を考えている博士号取得者への助けとなることはもち

キャリアパスと書類申請のかかわり

ろんのこと，大学院修了前の学生にとっても，ポスド

アカデミックと企業へのキャリアパスには，書類に

ク問題の現状を知り，自らのキャリア考える上での大

よる審査が欠かせません．大学院在学中においても，

きな助けになると期待されます．

学術振興会特別研究員 DC（以下，学振）に代表され
る，給与付き研究員制度があり，やはりそれらも書類

アンケートへのご協力のお願い

選考によって採用が決定されます．よって，キャリア

上記ポスドク問題と学振や奨学金制度に関するアン

パスには，研究業績はいうまでもありませんが，申請

ケートは，ポスドク問題やキャリアパス支援について

書の書き方もまた重要だといえます．また，申請書の

の意識を向上させるだけでなく，実際にこれらの問題
の現状を知る上で，非常に有意義な情報になると思い
ます．またアンケートは，若手の会ホームページを介
して 10 月中に実施し，生物物理学会誌 Vol.50, No.1
の若手の声において報告する予定です．こうした，若
手自身によるポスドク問題への取り組みはまだ始まっ
たばかりです．皆さまのご助言ご協力をよろしくお願
い申し上げます．
神戸大学大学院理学研究科化学専攻 鍔木研究室 修士課程 2 年

三浦雅央
miura3@stu.kobe-u.ac.jp
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研究初期の立ち上げの段階でも UCSF の環境が強みと
な り ま し た．T 細 胞 の 系 を 用 い ま し た が， 強 力 な
UCSF の免疫学科の先生方の助けがありました．免疫
の先生も高解像度のイメージングという新しいアプ

海 外 だより

ローチに大いに興味をもっているわけで，多くの実験
材料を提供していただき，論文読むだけでは得られな
い情報を教えてくれます．これは Ron の研究基盤が

バークレー−サンフランシスコ

あってのことで，最終的にはお互いの研究のためにな
ることですが，気前のいいことです．もちろん Ron，
そして Vale 研究室の面々も他の研究室（UCSF 内外）
の多くの学生やポスドクを大いに助けています．Ron
も現代のサイエンスでは共同研究は不可欠であるとい
うようなことをいっています．Vale 研究室内には，
アメリカ，北カリフォルニアのベイエリア地域で，

他のラボの方が常に出入りして，実験，ディスカッ

博士課程（UC Berkeley），ポスドク（UC San Francis-

ションをしていました．

co）として留学しました．この 2 校やスタンフォー

それ以前のことを述べますと，私はもともと工学部

ド大学を含むベイエリアは，気候，住環境もすばらし

の化学系におりましたが，修士に入るころに日本の生

く，多様な分野の研究者が集まり頭脳の集積が起こっ

物物理の先生方のすばらしい成果を知る機会があり，

ています．グローバルな時代ではありますが，生物医

興味が変わりました．また高校生のとき学校の先生の

学，物理，化学，工学のトップ研究者が日常的に交流

紹介もありイギリスの高校生科学フォーラムに参加し

できる地理的な利便性は，生物物理という学際分野の

たのですが，そのとき出会った世界の同世代の学生た

発展には効果的であるように思います．そのような全

ちが多く大学院留学をしてることに刺激を受けていま

体的な雰囲気を作り上げてるのは，オープンで積極的

した．学生として留学するのもこれが最後の機会であ

に交流し，他の研究室の学生などにも親切な PI たち

る，研究分野も変えるのだから，と思い biophysics の

です．他の地域から来た人たちがいうには，この地域

学生として留学しました．アメリカの大学院生が経済

に は そ う い う 先 生 が や は り 多 い よ う で す．UCSF，

的に恵まれているのも大きな理由の 1 つでした．研

UCB とも多くの学際分野の学科，セミナー，研究グ

究では，生物物理の中でも細胞レベルの話に興味をも

ループがありました（たとえば QB3*1 というカリフォ

ちはじめていましたが，まず物理系のボスのところで

ルニア大学 3 校の研究者の集まりもあります．また

働こう，と思っていました．同期の院生の多くは物理

私が学位を取ったのも学科間の先生が集まってできた

系出身で生物をはじめようとする人たちで，彼らと比

Biophysics のプログラムでした）
．私のような立場か

べても自分は物理を学ばなければと感じたこともあり

らでも，異分野の先生方が本当に積極的に議論して新

ました．この同級生たちは本当にできる人たちで今後

しいものを生み出そうとする場面をよく見ることがで

の活躍が期待されます．

きました．もちろん，実験施設の共有化なども効率的

大学院の初年はラボローテーションをしますが，そ

で，研究が進みます．この地に滞在したことで，研

の中で細胞膜の物理化学というのも面白いかなと思い

究，人脈についてさまざまな恩恵を受けることができ

Jay Groves の ラ ボ に 入 れ て い た だ き ま し た． 当 時

たように思います．

Jay は大学院を終えた直後にフェローという形で独立

UCSF では Ron Vale 研に所属しました．ポスドクと

し，そのまま UCB の教授となるところでした．今や

して所属された諸先輩をはじめ，多くの日本生物物理

HHMI*2 も取る大きなラボのヘッドですが，私が入学

学会員の方々が Ron と研究上の付き合いがあると伺っ

した当時は数人の非常にできる学部生がいたのみで，

ています．Vale 研といえばキネシン，分子モーター

ラボはまだほとんど空っぽでした．誰もいないラボに

ですが，私はシグナリングの研究を行ってました．分

入るのは若干不安がありましたが，今にして思うと人

子モーター研究でのイメージングの技術を応用して細

の少ないうちに入れてラッキーでした．博士課程の間

胞内のこともいろいろ見ていこうというのがはじまり
でした（現在では多少方向が変わっていますが）．こ

*1 QB3: California Institute for Quantitative Biosciences
*2 HHMI: Howard Hughes Medical Institute

の研究は大学院生だった Adam がはじめたのですが，
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図 1 Vale Lab のスキー旅行（レイクタホにて）

は，物理化学自体に興味をもってソフトマター物理の
研究を中心にやりました．それでも卒業のころには当
初の考えに戻り次は細胞をやろうと思い，ちょうど細
胞膜のシグナリングの研究を進めていた Vale 研で修
行させていただけることになったというわけです．
Vale 研でお世話になることになったのも，ベイエリ

図 2 ご近所の PI たちがふざけてコピー機で顔を撮ってドア
に 貼 っ て い る． 左 上 か ら 時 計 回 り に Dave Morgan, Dyche
Mullins, Peter Walter, Ron Vale．

アの環境のお陰ということができます．Ron をはじめ
ベイエリアの生物学者の方々の中には Jay の物理化学
を基盤とした生物学へのアプローチに興味をもってい
る先生も少なくなかったのです．私はこのように生物
と物理化学を，それぞれのエキスパートの Lab で両方

ばかりで，自分が貢献することが少なかったです．そ

学べたことは替え難い貴重な経験だったと思っていま

ういう意味ではコミュニティの本当の一員だったとは

す．Groves Lab で得た経験が Vale Lab での研究につ

いえないのかも知れません．自分の力不足が原因です

ながりましたし，それは今後の研究の直接の基礎にな

が，博士号から留学するよりも研究か語学か，いずれ

りました．現在は帰国し筑波の物材機構で就職しまし

かをきちっとできる状態で留学すべきだったと思った

たので，今度は細胞生物学のために新しい技術が開発

ときもあります．そのほうが，べイエリアの研究コ

できないかとも考えているところです．

ミュニティの一員としてもっと楽しめたのかもしれま

以上のように，留学期間中は多くの人と出会い，多

せん．それでも，研究が中途の状態で帰国したことも

くのことを学び今はとてもハッピーですが，思い返せ

あり，今でも前のボスたちやベイエリアの他の先生と

ば幸運の連続に助けられた綱渡りの留学生活でした．

も共同で働かせていただいてるのですが，これも幸運

ベイエリアの恵まれた環境の中で，研究も，進路も多

でした．まだベイエリアの香りを少し感じることがで

少の前進をすることができましたが，本当にボスや周

きるというわけです．遅まきながら，これからでも多

りの人の力に支えられたおかげでした．協調的な環境

少なりとも研究コミュニティに貢献できればと思って

といっても基礎研究は個人の集積ですからハイレベル

います．

の人たち輪の中に入るのは，言葉の壁も大きいですか

カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF)，
現 物質・材料研究機構 貝塚芳久

らとてもたいへんです．研究費の状況も厳しい昨今尚
更のことです．しかし私の場合，人の恩恵に預かって

KAIZUKA.Yoshihisa@nims.go.jp
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ST2180
ゲノム塩基配列から推定されたタンパク質のう
ち，約半数はどういう役割を果たしているのかが
わかっていない．今までに積み上げた知識と照ら
し合わせることで，機能を推定できるタンパク質
もあるが，本当に推定された機能を担っているの
かはわかっていない場合も多い．この知見の欠落
を埋めていくことが，ポストゲノム研究とよばれ
る分野の大きな目標である．
古細菌 Sulfolobus tokodaii のゲノムには，ビタミ
ン B12s アデノシルトランスフェラーゼにアミノ酸
配列がよく似たタンパク質をコードする遺伝子が
2 つある（ST1454 と ST2180）．この酵素は，メチ
オニン生合成などに必要な補酵素アデノシルコバ
ルミンを合成する．それでは，S. tokodaii がもっ
ている 2 つのタンパク質も，同じ反応を触媒する
酵素なのだろうか？ Thermoplasma acidophilum
がもっているビタミン B12s アデノシルトランス
フェラーゼと，これら 2 つのタンパク質のアミ
ノ酸配列一致度はそれぞれ，48.3%（ST1458）と
37.1%（ST2180）である．ここに示す ST2180 の
立体構造は，T. acidophilum ビタミン B12s アデノシ
ルトランスフェラーゼの立体構造と非常によく似
ている．5 本のへリックスが一束になっている単
量体が 3 つ集まり，絵に垂直な軸に対してきれい
な回転対称な 3 量体構造を形成する．空間充填モ
デルで示している単量体あたり 2 つのアミノ酸残
基が，ビタミン B12s アデノシルトランスフェラー
ゼの活性部位に相当する残基で，それぞれ同じ残
基で保存されている．同じ酵素である証拠がそ
ろってきた感がある．ところが，S. tokodaii 由来
の 2 つのタンパク質の活性を測定すると，ST1458
にはアデノシン転移反応の触媒活性が見られたが，

絵に示す ST2180 には触媒活性が見られなかった．
いろいろなことがよく似ているのに，異なる機能
をもつタンパク質らしい．生化学実験を続けた結
果，どうやらコバルミンを分解する活性があるら
しいことがわかってきている．つまり，コバルミ
ンが相互作用するところまでは，ビタミン B12s ア
デノシルトランスフェラーゼと似ているが，触媒
する反応が違っているようである．ゲノム塩基配
列からわかるタンパク質が生体中で何を行ってい
るのかを突き止めるには，たいへんな努力が必要
のようである（PDB1) ID: 1wvt2)）
．
1) Berman, H. M., Henrick, K., Nakamura, H.
and Markley J. L. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Tanaka, Y., Sasaki, T., Kumagai, I., Yasutake,
Y., Yao, M., Tanaka, I. and Tsumoto, K. (2007)
PROTEINS, 68, 446-457.
(J. K.)

