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タンパク質が折りたたまる性質を分子レベルで理解するには，タンパク質が変性状態から折りたたみ遷移状態にいたるまでの
運動を調べる必要がある．この目的のために，基板に固定しないタンパク質が発する蛍光を連続観察する手法を開発した．開
発した手法により，変性したシトクロム c がゆっくりとしたゆらぎ運動を行うことが示された．さらに，折りたたみ中間体に
おける平衡化時間を推定する手法を提案した．
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今年イチロー選手が大リーグで 9 年連続 200 安打の新記録を達
成した．プロスポーツ選手は日頃から筋力トレーニングを欠かさ
ず，自分なりのトレーニング法を会得し，常にベストコンディ
ションで試合に臨む．ただ筋力を維持してきただけでなく，安定
感のあるバッティングテクニックのために毎年少しずつフォーム
を変えて進化させてきたという．自分の運動能力を伸ばせる展開
力には驚くばかりである．何事も自己の能力を十分発揮できるよ
うになるには，素質とともに若い頃に学んだトレーニング法（学
習）を自分なりに改善（応用・展開）できる「力」を身につけて
おく必要があるといえるのかもしれない．
最近，大学教育において学生にさまざまな「力」を身につけさ
せる取組が求められている．
「学士力」向上では，知識・理解，
汎用的技能，態度・志向性，統合的な学習経験と創造的思考力と
いういわゆる課題解決能力を学士課程で養うものである．大学院
の教育課程でも「修士力」，
「博士力」の教育改革が求められ，専
攻単位でその知識や能力を育成する取組を検討している．また多
様なキャリア教育の大学院カリキュラム開発などを支援する人材
育成本部を設置した大学もある．「力」は学生だけでなく，大学
教員の専門力にも向けられている．この専門力は学術的に深化し

新・継続は力なり

た学問分野の研究・教育能力でなく，大学教員としての資質・能

巻／頭／言

よって社会進出にふさわしい視野の広い人材養成に積極的に取り

力のことである．たとえば入学から卒業までの教育課程の改善に
組んでいるかなど，大学教員としての「教育力」が試されている．
日本の将来を支える優れた若手研究者を輩出するために，大学の
使命は今まで以上に重い．日頃，生物物理分野の研究テーマを
ディスカッションする研究室活動の中に何を組み入れ，組織的な
支援をどう利用するのがよいか大学教員として自問自答のくりか
えしだ．
今年度まで会誌副編集委員長を仰せつかり，微力ながら生物物
理学の魅力を伝える編集作業に携ってきた．編集委員長の方針で
読みやすくなるようフォーマットを導入したり，年会若手招待講
演者を新進気鋭シリーズとして紹介するなど記事構成を工夫して
きた．また会誌の学会ニュースは最新情報が会員へ届けられるよ
うにホームページ掲載とメール配信に変更された．会員のための
学会改革の若い「力」を感じる．大学の内側からの教育改革には
ない分野横断的な若手向け記事やキャリア教育支援なども含め，
情報プラットフォームとして会誌とホームページのさらなる充実
を期待したい．
出村

誠，Makoto Demura

北海道大学・先端生命科学研究院
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解説

1分子測定によるタンパク質の折りたたみ研究の展開
鎌形清人1,2,3，
木下雅仁2,3，
高橋 聡1,2,3
東北大学多元物質科学研究所
大阪大学蛋白質研究所
3
CREST / JST
1
2

To understand the molecular mechanism of protein folding, it is necessary to reveal the dynamics of single proteins from
the unfolded state to the folding transition state. We therefore developed a new system that can detect fluorescence
signals from free single proteins for extended time periods. The system enabled us to characterize a slow conformational
dynamics for the unfolded state of cytochrome c. Furthermore, we proposed a method to estimate the equilibration time
for the intermediate state of protein folding.
protein folding / single molecule observation / conformational dynamics / equilibration time

1.

後述する「整合性原理がタンパク質に働く」とする郷

Baldwin の回想から

理論の提案と，この理論が実験的に検証されたこと

1968 年 の あ る 日， ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 に お い て

は，科学史に残る成果だと思われる．しかし，タンパ

Levinthal によるセミナーが開かれ，後に Levinthal のパ

ク質の折りたたみ問題がこれで解決したわけではな

ラドックスとして知られる議論が紹介された．すなわ

い．現在でも，タンパク質の構造予測はおろか，ある

ち，変性したタンパク質はランダムコイル鎖の性質を

アミノ酸配列が折りたたまれるかどうかを判断するこ

もっている．したがって，変性タンパク質がもつ構造

とでさえもたいへん難しいのである．この問題の解決

数は莫大である．この中からランダムに構造検索を行

をめざすには，新しい研究戦略を導入する必要がある

うならば，タンパク質の折りたたみには宇宙の年齢よ

と思われる．

りも長い時間が必要になる…．このセミナーには，折

本解説では，タンパク質の折りたたみ研究の現状に

りたたみ研究をまだ開始していない 41 歳の Baldwin

ついてのわれわれの問題意識と，1 分子観察法を使っ

と，ノーベル化学賞を受賞する直前の Flory も出席し

た最近の努力を紹介したい．本解説から，タンパク質

ていた．Baldwin の回想によると：

の折りたたみ研究は，今後も新しい手法や概念を生み
だす重要な課題であることを理解していただけたらと
願っている．

Paul Flory was sitting next to me at the seminar and he
leaned over to whisper, So there must be folding intermediates.

2.

Flory のこの一言は，Baldwin がタンパク質の折りたた

分野の現状とわれわれの問題意識

2.1 郷理論の確立と応用

み研究を開始するきっかけとなった ．

タンパク質のもっとも顕著な特性の 1 つは，折りた

1)

このセミナーから 40 年が経過している．この間に

たみ転移の協同性である．すなわち，変性状態から折

「タンパク質はなぜ構造を作ることができるのか」と

りたたまれた状態へのタンパク質の構造転移は一気に

いう問題の理解には，大きな進展が見られた．特に，

起こり，部分的に変性した中間体は，存在しないか，

New Insights into the Mechanism of Protein Folding by Single Molecule Detection
Kiyoto KAMAGATA1,2,3, Masahito KINOSHITA2,3 and Satoshi TAKAHASHI1,2,3
1
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
2
Institute for Protein Research, Osaka University
3
CREST, JST
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せいぜい数個しか観察されない．同様に，折りたた

ている．通常の研究者は，郷理論をもとにタンパク質

まれた状態から変性状態に転移する構造変化も協同

の構造予測を行うことは無理だと考えるだろう．しか

的に進む．ポリペプチド鎖の構造の自由度に比べ，

し，Baker は整合性原理の意義を正しく捉えることで，

タンパク質の状態数が極端に少ないことは驚くべき

フラグメントアセンブリー法とよばれる構造予測法を

特徴である．

開発した 8)．この方法は，構造が未知のタンパク質の

折りたたみ転移の協同性について，最初に理論的な

構造を，構造が既知のタンパク質から切り出したフラ

考察を行ったのは郷である 2)．郷は，ビーズがつな

グメントの構造を組み合わせることで予測する．この

がった仮想的な鎖についての計算結果を検討し，タン

手法には，「あるフラグメントの構造（近距離の相互

パク質の分子内相互作用には整合性原理（consistency

作用による部分構造）が，あるタンパク質の遠距離相

principle）が成立すると主張した 3)．すなわち，タン

互作用により安定化されるなら，同じ配列による部分

パク質の折りたたみ過程では，はじめにアミノ酸配列

構造は他のタンパク質の遠距離相互作用でも安定化さ

上で近い残基間に働く相互作用（近距離相互作用）に

れる可能性が高い」とする仮定が含まれる．フラグメ

より部分構造が作られる．この構造は不安定だが，ア

ントアセンブリー法は，構造予測において大きな成功

ミノ酸配列上で遠い残基間の相互作用（遠距離相互作

をおさめているだけではなく，新規のタンパク質や酵

用）により安定化され，折りたたみ構造の一部とな

素のデザインにも応用され，タンパク質科学にブレイ

る．したがって，タンパク質には近距離の相互作用で

クスルーをもたらしている 9)．

作られる部分構造同士が安定化するように，遠距離の
相互作用を作る特性がある．郷は，この特性を「近距

2.2

離の相互作用と遠距離の相互作用が天然の（折りたた

までの運動をどうしても知りたい

まれた）構造と整合性をもつ」と表現した．

われわれの問題意識：折りたたみ遷移状態にいたる

郷の理論は大きな成功を収めているが，タンパク質

郷の提案を，最も簡単な形で具体的に表現するのは

が折りたたまれる性質の肝心な部分を説明しないこと

郷ポテンシャルである．郷ポテンシャルでは，ビーズ

を強調したい．郷ポテンシャルは，変性したタンパク

鎖を基礎として，折りたたんだときに接触するビーズ

質に文字通りに働くわけではない．実際のタンパク質

の間にのみ引力を仮定する．このポテンシャルが働く

では，静電相互作用やファンデルワールス相互作用な

ビーズ鎖は，整合性原理が主張するように，接触しや

ど，さまざまな微視的相互作用がアミノ酸の 1 次配列

すい近距離の相互作用を最初に形成し，次に遠距離の

に依存して働く．郷理論は，これらが重ね合わさりタ

相互作用を形成して構造を作る．郷ポテンシャルは，

ンパク質が運動を行った結果として，整合性原理が満

構造の選択性が非常に高い特性をもっている．すなわ

たされることを主張している．しかし，なぜタンパク

ち，郷ポテンシャルが働くビーズ鎖は，余計な構造探

質の 1 次配列では整合性原理が成立し，折りたたまれ

索を行わずに，間違った構造を回避して短時間内に構

ないポリペプチド鎖の配列では成立しないのか，とい

造を作る．郷ポテンシャルが Levinthal のパラドック

う問いには答えていない．この問いは，タンパク質の

スを解決することは，自明であるともいえる．

折りたたみ問題の中の肝心な部分である．この問いに

郷の提案が，現実のタンパク質で本当に成立して

答えられないために，Baker らの成果はあるものの，

いるかどうかを調べることは困難だった．しかし，

タンパク質の構造予測や設計は，いまだにたいへん困

90 年代にタンパク質の折りたたみ遷移状態の構造を

難な課題として残されているともいえる．

調べる  値解析法が開発されたことで，状況が一変し

われわれは，タンパク質の変性状態についての十分

た ．約 20 種類のタンパク質について  値解析がな

な知見が蓄積されていないために，郷理論を超えた理

されたが，結果の多くが郷ポテンシャルを仮定したモ

解が進まないという問題意識をもっている．郷理論の

デル計算と定性的に一致したのである 5)．現在では，

成立は，折りたたみ遷移状態でのみ確認されている．

郷ポテンシャルの成立はタンパク質の基本的な性質で

一方で，折りたたみ過程の出発点である変性状態の構

あると捉えられている．Wolynes らにより提案された

造や，変性状態から折りたたみの遷移状態に到るまで

エネルギー地形理論も，本質的な部分は郷理論と等価

の運動などの特性は確立されていない．これらを観測

だとされる

し，折りたたんだ構造と平衡関係にある変性状態を理

4)

6), 7)

．

最近，タンパク質の折りたたみの応用として，特定

解しなければ，折りたたみ問題も理解できないとわれ

の構造に折りたたむアミノ酸配列を予測すること，ま

われは考えている．

たは，配列から構造を予測することが活発に試みられ

タンパク質の変性状態における構造特性と運動性に
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ついて，多くの異なる主張がなされている．たとえ

パク質を固定する方法である 12)．この方法は，1 分子

ば，Levinthal のパラドックスの基礎である「変性タン

を長時間（数 10 秒）連続観測することが可能である

パク質はランダムコイルである」という仮説につい

が，分子と基板との相互作用によるアーティファクト

て，仮説を支持する X 線小角散乱法によるデータが

が生じやすい．もう 1 つは，共焦点顕微鏡を使う方法

報告された一方で ，変性タンパク質にも構造が残存

である．この手法は，タンパク質を固定しないために

するという分光データも蓄積されている ．また，後

基板との相互作用がない利点がある 13)．しかし，タン

述するように，変性状態のタンパク質が微視的構造の

パク質が観測領域に留まる時間が短く，観測時間は最

間をどの程度の速さで遷移するのかという点について

大 1 ミリ秒程度しかない．このように，従来の 1 分子

もコンセンサスは得られていない．

レベルでの蛍光観察法にはそれぞれ欠点があった．2

10)

11)

変性状態にあるタンパク質の特性が確立していない

つの手法の欠点を補いたいとの希望は強く，空間的に

主要因は，通常のバルクの観測手段を使う限り，変性

タンパク質をトラップするために，脂質ベシクルを用

タンパク質を構成する多数の微視的構造についての平

いる手法なども提案されているが，吸着の問題が存在

均的な情報しか得られないことである．微視的構造の

する 14)．

違いを区別し，変性状態のタンパク質の構造や運動性

では，どのようにシステムを組めば，分子を基板に

を直接調べるには 1 分子レベルでの観察が望ましい．

固定せずに長時間の測定ができるだろうか？ われわ

特に，1 分子を継続的に観察することで，変性したタ

れの答えは「細いキャピラリーにタンパク質を流し，

ンパク質が折りたたみ遷移状態にいたるまでの運動を

低倍率の集光レンズを通してタンパク質から出る蛍光

どうしても知りたい（図 1）．以上のモチベーション

を観測する」ことである（図 2）15)．この手法では，

をもち，われわれは，タンパク質の変性状態を捉える

タンパク質が一定の速度で動くために，集光された蛍

ための 1 分子観察法を開発する研究を約 5 年前に開始

光は CCD 上に輝線としてイメージングされる．した

した．

がって，輝線の位置を時間へ変換することにより，蛍
光強度の時間変動を測定できる．現在の典型的な条件

3.

では，約 1 ミリ秒の時間分解能で測定ができる．ま
われわれの研究努力

た，低倍率のレンズにより観測領域を広げることで，
最長で数秒の観測が可能である．このように，われわ

3.1 新しい 1 分子測定法の開発

タンパク質の構造探索運動を 1 分子レベルで追跡す

れが開発した方法は従来の 2 つの方法の架け橋をなす

る手法として，タンパク質の両末端に 2 つの色素をラ

ものである．

ベルし，色素間のエネルギー移動を蛍光強度比から観
測する方法が使われる．この観測のために，おもに
2 つの方法が提案されている．1 つは光学基板にタン

図2
新規 1 分子観測装置．タンパク質はシリンジポンプによりキャピ
ラリーへと供給される．観測領域に流れてきたタンパク質 1 分子
（赤い点）は，キャピラリーと垂直に入射されたレーザー光により
励起され，蛍光を発する．蛍光は，スリット型の空間フィルター
と適当な光学フィルターを透過し，イメージインテンシファイア
（II）で増幅され，CCD 上にイメージングされる．II と CCD の代わ
りに，EM-CCD を使用する場合もある．
（本図は，冊子体ではモノ
クロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/
-char/ja/ ではカラーで掲載）

図1
タンパク質の折りたたみ．U，I，TS，N は，それぞれ，変性状態，
中間体，遷移状態，天然状態を表す．タンパク質は膨大な数の微
視的構造からなる変性状態を効率よく探索し，遷移状態を経て，
天然状態へと折りたたまれる．（本図は，冊子体ではモノクロ，
電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/
ではカラーで掲載）
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1 分子測定によるタンパク質の折りたたみ

タンパク質がランダムコイル並みに速い運動性をもつ

3.2 1 分子測定の例：変性状態の遅い運動 15)

開発した装置の最初の応用として，酵母のシトクロ

ことも確かである 16), 17)．これらの結果は，タンパク

ム c を使用した．この試料は，C 末端にシステイン残

質ごとにランダムコイルであったり，残余構造があっ

基をもつため，蛍光色素 Alexa532 を容易にラベルで

たりすることを示すのかもしれない．あるいは，変性

きる．また，N 末付近にヘムをもつため，ラベルした

したタンパク質は，あるときはランダムコイルとして

色素とヘムとの距離に応じて蛍光を消光する．そのた

振る舞い，あるときは特定の構造を形成する運動を示

め，Alexa532 の蛍光強度を測定することにより，試料

すのかもしれない．今後のデータの積み重ねから，多

構造の時間発展を観測できる．

くの知見が得られると期待される．

酵母のシトクロム c についての 1 分子データをもと
に，自己相関関数を用いて変性状態の運動性を調べ

3.3 平衡化時間の推定

た．この関数の減衰は蛍光強度の保持時間を表す．

1 分子の時系列データから構造探索空間上の構造探

つまり，タンパク質の構造変化に伴い色素とヘム間

索運動を特徴付けることができる．その 1 つが平衡化

の距離が変化すると，過去の蛍光強度との相関がな

時間の推定である．平衡化時間とは，ある 1 分子が許

くなり，自己相関関数は 0 に収束する．計算された自

された構造空間を経巡り，平衡に達するために必要な

己相関関数から，シトクロム c の変性状態の場合は約

時間に対応する．これは，ミクロとマクロを結ぶ重要

15 ミリ秒，中間体の場合はミリ秒以下の減衰が観測

な物理量だが，タンパク質の構造空間に関して推定さ

された．色素単体のデータではより遅い減衰が観測

れた例は数少ない．

されたため，変性状態の自己相関はタンパク質の運

われわれは 1 分子の時系列データから平衡化時間を

動を表すと考えられる．したがって，変性状態には

推定する新しい手法を開発している 19)．この手法で

ミリ秒よりも長い時間スケールの遅い運動があるこ

は，多くの分子について得られた蛍光強度分布を平衡

とが示唆された．

化された強度分布として，1 分子の時系列データが平

Schuler らは，共焦点顕微鏡を用いた 1 分子測定を

衡化された強度分布を再現するために必要な時間か

行い，cold shock protein の変性状態内の運動がサブマ

ら，平衡化時間を推定する．このために，ある時間域

イクロ秒のオーダーであることを報告した 16)．また，

の時系列データから強度分布を取り出し，分布間検定

蛍光相関解析の測定から，さまざまなタンパク質の変

を用いて平衡化された分布と同じか違うかを判定する

性状態にサブミリ秒の運動が観測された ．一方，わ

（図 3）．

17)

れわれの結果はミリ秒の運動が存在するというもので

開発した手法を用いて，酵母のシトクロム c の中間

ある．このように，タンパク質の変性状態の運動の時

体の平衡化時間を推定した．中間体は，図 1 の変性

間スケールとしてさまざまな値が報告されている．

状態と天然状態の間に位置する状態で，ほどけた状態

変性状態がさまざまな時間スケールの運動性を示す
のはなぜだろう？

に比べてより構造形成が進んだ状態である．中間体は

ランダムコイル鎖の運動として思

天然構造のような単一の構造をもつのではなく，多数

いつくのが，主鎖の大規模なゆらぎに伴って 2 点間の

の構造の集合体であると考えられている．これらの構

距離が変動する運動である．この運動はサブマイクロ

造の探索に関する平衡化時間を推定するために，開発

秒からマイクロ秒のオーダーであると予想されるが，

した手法を中間体の 1 分子データに適応したところ，

観測された運動はもっと遅い．このことから，われわ

測定の時間分解能（5 ミリ秒）以内に 2 つの分布が区

れが観測した運動は，主鎖の単純なゆらぎ運動ではな

別できなくなった．この値は，データの S/N に依存

く，特定の構造形成とその崩壊に伴う遅い運動である

することや，2 点間の距離以外の構造の自由度の平衡

可能性が高い．ただし，シトクロム c 特有の運動とし

化を考慮に入れていないことなどの理由により，平衡

て，ヘムへの間違ったアミノ酸の配位などの可能性も

化時間の下限値を表している．したがって，シトクロ

否定できない．われわれは，ヘムへの間違った配位を

ム c の中間体における平衡化時間の下限値は，5 ミリ

しないシトクロム c やヘムをもたない 1 本鎖モネリン

秒以内と推定された．今後，S/N のよいデータが取得

などの試料を用いて，遅い運動性の有無やその原因を

できれば，より精度よく平衡化時間の推定ができると

突き止めようと考えている ．

期待される．

18)

われわれの観測した遅い運動が特定の構造形成とそ

われわれは，平衡化時間を目安に，タンパク質の変

の崩壊に伴うものであるとすれば，変性状態はランダ

性状態や中間状態の構造空間の大きさを見積もりたい

ムコイルではないことが示唆される．一方で，多くの

と考えている．特に，変性したタンパク質における平
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図3
平衡化時間の推定方法．1 分子の時系列データ（左）が平衡化された強度分布（右）を再現するために必要な時間を平衡化時間と定義する．
1 分子データから強度分布の時間発展（中央）を計算し，平衡化された分布との一致を統計的に判定する．
（本図は，冊子体ではモノクロ，
電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）

衡化時間は，はじめに紹介した Levinthal のパラドッ
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プロリルアミノペプチダーゼ
（prolyl aminopeptidase）
病院内感染が大きな問題となっている．霊菌
（Serratia marcescens）は多剤耐性株が多く，院内
感染の原因の 1 つとなっている．このバクテリア
と闘う新薬開発が重要なゆえんである．霊菌をは
じめとする感染性の細菌は，タンパク質の N 末
端にあるプロリンを切除するプロリルアミノペプ
チダーゼをもっている場合が多い．これらのバク
テリアは，遊離したアミノ酸を栄養源としている
らしい．N 末端のプロリンを取りさる反応は，コ
ラーゲンの分解に重要である．コラーゲンはグリ
シン―プロリン―ヒドロキシプロリンの繰り返し
配列をもっており，ペプチダーゼによってグリシ
ンを除去すると，その次に現れるのがプロリンと
プロリンの誘導体である．これらに働くペプチ
ダーゼを特別にもっていることで，バクテリアが
独自の環境で生きながらえることができる．
ここに示す立体構造は，零菌のプロリルアミノ
ペプチダーゼである．中心にある空間充填モデル
はプロリンを摸した低分子で，タンパク質は左側
からこの低分子をとらえていることがわかる．タ
ンパク質全体構造の上側は  へリックスに富む
ドメイン，下側は / 加水分解酵素フォールドド
メインであり，構造そのものは目新しいわけで
はない．/ ドメインにある  シート C 末端側に
基質が配置している構造と，基質がドメイン間の
くぼみに入り込んでいる構造は，今までに蓄積さ
れたタンパク質と低分子の相互作用に関する一般
的な知見と一致している．プロリルアミノペプチ
ダーゼと基質類似低分子との複合体の立体構造を
よく見ると，点線の丸の部分に結構大きな隙間が
あいていることがわかる．この部分を占めるもう
ちょっと大きな基質が入りそうな空間である．実
際の基質は，プロリンないしはプロリンの側鎖に

水酸基がついたヒドロキシプロリンと考えられて
いる．そこでヒドロキシプロリンをアセチル化し
てさらに大きくした分子とこのタンパク質の相互
作用を調べてみたところ，基質特異性が 10 倍程
度高いことが明らかになった．とすると霊菌は，
コラーゲン分解途上の N 末端に現れるヒドロキシ
プロリンをアセチル化しながら分解しているのか
もしれない．タンパク質の立体構造が判明したこ
とで，興味深いコラーゲン分解機構が見えてきた
（PDB1) ID: 1x2b2)）
．
1) Berman, H. M., Henrick, K., Nakamura, H.
and Markley J. L. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Nakajima, Y., Ito, K., Sakata, M., Xu, Y.,
Nakashima, K., Matsubara, F., Hatakeyama,
S. and Yoshimoto, T. (2006) J. Bacteriol. 188,
1599-1606.
(J. K.)
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細菌型Secトランスロコンの構造から明らかと
なったタンパク質膜透過装置の構造変化
塚崎智也1，森

1.

博幸2

1

東京大学・医科学研究所

2

京都大学・ウイルス研究所

3.2 Å 分解能で明らかとした．2 枚貝構造や，プラグの

はじめに

位置など基本的な構造は，古細菌 SecYE と似ていた

細胞質で新規に合成された多くのタンパク質は，膜

が，SecA の結合部となる細菌型 SecY に特徴的なサイ

を越えて輸送されるか膜へと組込まれる．このため，

トプラズムの突出領域が明らかとなった．結晶構造で

すべての生物の生体膜には Sec トランスロコンとよば

はこの領域に Fab が付加した状態であり，Fab の結合

れるタンパク質の通り道となるチャネルが存在す

が SecA の結合をミミックしていることが考えられた．

る ．細菌では SecY/SecE からなる複合体がトランス

closed 型（古細菌 SecYE）と比べ，TSecYE の構造はサ

ロコンを形成しており，膜を超えてのタンパク質の輸

イトプラズム側の TM2 と TM8 の間が開き，高度に保

送は SecA ATPase によって駆動される（図 1a）．筆者

存された疎水性アミノ酸から構成されるへこみが形成

らは，08 年細菌型 Sec トランスロコンの詳細構造をは

していた（図 2）
．この領域はシグナル配列結合領域と

じめて X 線構造解析によって解明し，その構造情報

される部位と一致する．この Fab 結合型の構造を pre-

に基づく解析から，SecA 駆動型のタンパク質膜透過

open 型と名付けた．分子動力学的解析 5) ならびに架橋

1)

反応の開始機構を提唱した 2)．
2.

トランスロコンの closed 型と pre-open 型

SecY の発見 3) 以降，その立体構造は長い間不明で
あった．04 年に報告された古細菌 SecYE の結晶構造 4)
によって，はじめてトランスロコンの全容が明らかと
なり，分子モデルをもとにした解析が進んだ．図 1b
で 示 し た よ う に，SecY の 膜 貫 通 領 域 (TM)1-5 と
TM6-10 が 2 枚貝構造をとり，SecE がその構造をつな
ぎとめている．SecY の内部にはタンパク質の通り道と

図1
（a）タンパク質膜透過装置，
（b）トランスロコンの模式図

される砂時計型の空間が存在しており，この空間は短
い  ヘリックス（プラグ）によって閉ざされていた．
タンパク質が輸送される際には，プラグが外れると共
に SecY 内部の空間が大きくなる構造変化が示唆され
た．しかし，古細菌 SecYE の構造はプラグによって
閉ざされた closed 型であったため，異なる状態の構造
解析が待たれていた．また，古細菌は SecA をもたな
いため，SecA 駆動型のタンパク質膜透過機構の理解の
ためには細菌型 SecY 複合体の構造情報が必要とされ
て い た． 筆 者 ら は SecA を も つ T. thermophilus 由 来 の
SecYE（TSecYE）の構造を 7 年間にわたる研究の末，抗

図2
Sec トランスロコンの closed 型（a）と pre-open 型（b）

SecY 抗 体 Fab フ ラ グ メ ン ト と の 共 結 晶 化 に よ り，

Conformational Transition of Sec Machinery Inferred from Bacterial SecYE Structures
Tomoya TSUKAZAKI1 and Hiroyuki MORI2
1
The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
2
Institute for Virus Research, Kyoto University
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細菌型 Sec トランスロコンの構造決定から

実験から SecY は closed 型が安定であり，SecA との結合

するように位置していた．一方，SecY の構造は pre-

により pre-open 型が誘起されることが示唆された．

open 型よりも 2 枚貝構造が全体的に開いていた．こ

3.

の論文中で SecA の IRAI が SecY 内部の空洞に前駆体

タンパク質の膜透過初期過程のモデル

タンパク質を押し込む動作を繰り返し，膜透過を駆動

決定した TSecYE と T. thermophilus SecA の構造情報

するとのモデルが提唱された（図 3b 矢印）．架橋実

に基づく部位特異的架橋実験から，通常 SecA の内部

験の結果はこのモデルを支持する 8)．筆者らが提唱し

に埋もれている保存性の高い Motif IV と SecY の突出

た図 3a のモデルは，図 3b の状態よりも初期の構造

領域が近接することが明らかとなった（図 3a 破線）．

変化を表しているのかもしれない．

6)

この結果は SecA の IRA1（分子内 ATPase 活性抑制ドメ

おわりに

5.

イ ン） と NBF1（ATPase ド メ イ ン） と の 間 が 広 が り
Motif IV が SecY と相互作用すると解釈された．この

図 3a では SecY 複合体：SecA が 2 : 1 で機能するとの

構造変化が SecA の ATPase 活性が向上する 1 つの要因

報告 9) をもとにモデルを作製した．本稿ではスペース

であると考えられる．これらの結果と過去の知見よ

の都合上 Sec タンパク質のオリゴマー状態については

り，筆者らはタンパク質の膜透過初期過程のモデルを

ふれなかったが，いまだ統一見解が得られていない．

提 唱 し た（図 3a）
．SecY-SecA 間 相 互 作 用 に よ っ て

ダイナミックな構造変化を伴う Sec トランスロコンに

SecY は closed 型から pre-open 型へ，SecA は Motif IV が

よるタンパク質膜透過機構の解明には解決すべき課題

露出する構造変化が起こり，続いてシグナル配列をも

が多く残されており，興味がつきない 10)．

つ前駆体タンパク質が SecY の疎水性のへこみへと受

本研究を進めるにあたり京都大学ウイルス研究所伊

けわたされ膜透過が開始すると考えた．現在このモデ

藤維昭名誉教授，東京大学医科学研究所濡木理教授の

ルの検証を進めている．

グループをはじめ多くの方々にお世話になりました．

4.

この場をお借りし厚く御礼申し上げます．

SecY-SecA 複合体の結晶構造解析

文

本稿で紹介した筆者らの報告と同時に低分解能
（4.5 Å）ではあるが SecYEG と SecA との複合体の結晶
構造が報告された（図 3b） ．この複合体構造におい
7)

ても，SecA，SecY 共に構造変化が確認された．SecA
側には基質タンパク質と結合すると考えられるクラン
プが形成され，このクランプは SecY 内部の穴と直結

献
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森 博幸，塚崎智也 (2009) 蛋白質 核酸 酵素 , 685-695.

塚崎智也

図3
（a）タンパク質膜透過反応初期過程モデル，（b）SecYEG-SecA 複
合体の結晶構造
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トピックス

ショウジョウバエ視細胞の形態決定過程を
支配する分子メカニズムとその数理モデル
林

1.

貴史

国立遺伝学研究所

れた．しかしながら細胞とシャボン玉の間には本質的

はじめに

な違いも存在する．シャボン玉の凝集は隣接するシャ

ショウジョウバエの複眼は 800 個ほどの個眼が蜂の

ボン玉の膜が融合し，その総表面積が減少することに

巣状に集合し組織化された結晶様の感覚器官である

より安定化されている．しかしながら錐細胞が凝集す

（図 1a）． 複 眼 表 面 に お い て は 4 個 の 錐 細 胞（cone

る際には膜の融合は起こらない．したがって錐細胞の

cell）が個眼の中心において特徴的な細胞塊を形成し，

塊形成は膜融合とは異なる機構で促進されていると考

2 つの一次色素細胞（primary pigment cell）がそれを取

えられた．

り囲んでいる．そしてさらにその外側では二次，三次

膜融合に代わる塊形成機構としては細胞接着が考

色素細胞や剛毛細胞が各個眼を網目状に仕切ってい

えられる．そこで代表的な細胞接着分子として知ら

る．このような構造は一体どのような機構のもとに形

れるカドヘリンの機能を調べた．カドヘリンは膜貫

成されているのであろうか？

通型タンパク質であり，同種のカドヘリン同士が細

錐細胞塊の形態はシャボン玉が形作るパターンに酷

胞外領域を介して結合する．ショウジョウバエ複眼

似している．したがってその形はシャボン玉と同様，

においては E-cadherin と N-cadherin が発現しており，

張力を介した表面積の最小化のような物理的機構によ

興味深いことに E-cadherin は複眼のすべての細胞で発

り決定されていると予想される ．その一方で遺伝学

現している一方で，N-cadherin は複眼表面では錐細胞

的な研究からは，視細胞の形態決定過程ではカドヘリ

でのみ発現している（図 1j, k）．したがって錐細胞間

ンとよばれる細胞接着分子が重要な役割を担っている

の接着は他の接着面と比べ，より強い接着性をもつと

ことも示された ．

予想された．そこでこのカドヘリンの役割を調べるた

1)

1)

以上の知見を参考に細胞膜の収縮性と接着性に基づ

めに，遺伝学的手法を用いて複眼の一部の細胞でカ

いた視細胞の表面力学モデルが提唱された ．そして

ドヘリンの機能を取り除いた．するとこれらの変異細

そのシミュレーションにおいては野生型の個眼のみな

胞（図 2a, c-g で標識のない細胞）はその接着性が弱

らず，突然変異体で観察されたさまざまな視細胞のパ

まり，錐細胞塊との親和性が低下した結果，形態が変

2)

ターンまでもが高い精度で再現された．
2.

視細胞の形態を支配する分子メカニズム

視細胞はその種類ごとに特異的な形態を示すが，そ
の中でも錐細胞の形態はきわめて特徴的である．とこ
ろでこの錐細胞の形態はシャボン玉の形作るパターン
に酷似している（図 1b, f）．そこでこの類似性が偶然
の一致ではないことを確かめるために，まず Rough eye
(Roi) とよばれる錐細胞の個数が変化する変異体にお
いて錐細胞の形態を調べた．すると錐細胞はその個数

図1
（a）ショウジョウバエ複眼の表面構造．
（b-e）Roi 変異体の個眼．
（f-i）シャボン玉塊．
（j）E-cadherin の発現．
（k）N-cadherin の発現．
図 1-3 は文献 1,2 より改変．（本図は，冊子体ではモノクロ，電子
ジ ャ ー ナ ル http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ で
はカラーで掲載）

が変化した際もシャボン玉様の形態を示すことが明ら
かになった（図 1，ここでは錐細胞が 6 個の場合を示
している）
．したがって錐細胞塊の形態はシャボン玉
と類似したメカニズムで決定されていることが示唆さ

Experimental and Modeling Study of Cell Shape Control in the Drosophila Retina
Takashi HAYASHI
National Institute of Genetics
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視眼細胞の形態を決定する細胞の表面力学

図3
N- cadherin の異所発現の効果．
（a-f）で蛍光標識されている細胞
（矢印）は N-cadherin を発現している．
（a-e）片方の一次色素細胞
が N-cadherin を 発 現 し て い る 例．
（f） 両 方 の 一 次 色 素 細 胞 が
N-cadherin を発現している例．
（g, h）シミュレーション結果．（+）
が N-cadherin を発現する一次色素細胞に対応している．
（本図は，
冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://www.jstage.jst.go.jp/
browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）

次 に N-cadherin の 異 所 発 現 の 効 果 も 調 べ た．Ncadherin を本来の錐細胞での発現に加え，片方の一次
色素細胞で強制的に発現させると，その色素細胞は
誘導された N-cadherin を介して錐細胞と強く接着する

図2
カドヘリンの欠損が細胞の形態に及ぼす影響．
（a, b）野生型と
N-cadherin 変異細胞が共存するモザイク領域．
（a）では野生型細
胞が蛍光標識されている．標識のない細胞が変異細胞．
（c-g）
N-cadherin 変 異 細 胞（矢 印） を 0-4 個 含 む 個 眼．
（h）E-, N-cadherin を同時に失った細胞（矢印）
．
（i-n）
，
（c-h）に対応するシミュ
レーション．
（o）接着力／張力と細胞の形態との間の関係．
（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）

ようになり，その結果 5 細胞からなる非対称な細胞塊
が形成された 1)（図 3a-e）．その一方で，2 つの一次
色素細胞が同時に N-cadherin を発現した場合には，錐
細胞塊は N-cadherin 欠損の場合と同様に十字架様の形
態を示した（図 3f）
．したがってこの十字架形は細胞
接着が個眼内において一様で強弱のない場合に安定
なパターンであると考えられた．そしてこれらのパ

化した．特にすべての錐細胞が N-cadherin を失い，個

ターンもまたシミュレーションにより再現された

眼全体が E-cadherin を介した接着のみで結合している

（図 3g, h）．さらに本稿では説明を省略したが，錐細

場合には，錐細胞塊は互いが緩く結合した十字架様の

胞の個数を変化させた場合（Roi）や E-cadherin の機能

形態を取った（図 2g)．また錐細胞において E-cad-

を操作した際に観察される細胞パターンもまたシミュ

herin と N-cadherin の両方の機能を同時に取り除くと，

レーションにより再現された 2)．

それらの細胞は接着性を完全に失った（図 2h)．
3.

おわりに

4.

視細胞の形態決定過程のシミュレーション

錐細胞の形態は細胞膜の接着力と張力により決定さ

細胞膜はシャボン玉と同様に収縮性をもち，その一

れるエネルギーの最小状態として規定されているとい

方で，細胞の形態は膜の接着性にも依存していること

う仮説は実験／理論の両面から支持されつつある．今

から，細胞の形態決定では膜の収縮性と接着性の両方

後はさらに膜の張力や細胞のサイズと形態との関係，

が重要な役割を果たしていると考えられた（図 2o）
．

あるいは錐細胞以外の細胞の形態決定のメカニズムな

そこで Käfer らは二次元的な細胞塊のエネルギーは以

どを多方面から検証することにより，細胞の形態決定

下の式で近似できると仮定した 2)．

過程の一般的な機構に迫りたいと考えている．

2

2

  JijPij  P(PiP0i)  (AiA0i) ]
文

こ こ で Jij は 界 面 ij の 接 着 力，Pij は ij 面 の 長 さ，Pi

は細胞 i の外周の長さ，P0i は細胞 i が外力を受けずリ
ラックスしている状態での外周の長さ，Ai は細胞 i の

献

1)

Hayashi, T. and Carthew, R. W. (2004) Nature 431, 647-652.

2)

Käfer, J., Hayashi T. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104,
18549-18554.

面積，A0i は細胞 i がリラックスした状態での面積で
ある．また P，A はエネルギー定数（パラメータの

林 貴史（はやし たかし）
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連絡先：〒 422-8540 静岡県三島市谷田 1111
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具体的な数値は電子付録および文献 2 参照）．そして
このエネルギー関数を用いて cellular potts model のも
とでシミュレーションを行ったところ，野生型やカド
ヘリン変異体の細胞パターンが再現された 2)（図 2i-n
および電子付録参照）．
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ナトリウム駆動型キメラべん毛モーターの
トルク―スピード関係
井上裕一，福岡

1.

創，
石島秋彦

東北大学・多元物質科学研究所

4 分割フォトダイオードを用いてビーズの変位を計測

はじめに

した．モーターが発生する回転力（トルク）は，粘性

バクテリアべん毛モーターは，細胞膜を介した電気

抵抗係数 fr と角速度  の掛け算で計算されるが，粘

化学的勾配をエネルギー源としたイオンの流入によっ

性はビーズに由来する成分 fb とフィラメントに由来

て駆動され，プロトン駆動型（大腸菌など）やナトリ

する成分 ff に分けられる．ビーズの大きさと溶液の粘

ウムイオン駆動型（ビブリオ菌など）が知られている．

性 を 変 化 さ せ て 実 験 を 行 い， こ れ ら を 見 積 も っ た

回転運動は，35 年前から「1 モーター計測」が行われ
てきた歴史をもつが，巨大さ・複雑さなどの困難さか
ら，分子レベルでの解明には至っていない．しかし，
50 種類程度の構成タンパクやその分子構造が次々と
報告されるなど，近年，研究は急速に進展している．
べん毛モーターのトルク発生単位は，固定子とよばれ
るタンパク複合体（大腸菌では MotA と MotB，ビブ
リオ菌は PomA と PomB）であり，1 モーター中に最
大 11 個程度含まれることが報告されている 1)．2003
年，浅井らは固定子のキメラタンパク（PomA/PotB）
を作成し，入力エネルギーの調節が容易な Na 駆動型
モーターを，遺伝子工学的手法が用いやすい大腸菌内
に再構成させることに成功した 2)．このキメラモー
ターの利点を利用することではじめて，回転運動中の
角度ステップが検出された 3)．この有用なモデルモー
ターの運動解析をさらに詳細に進めることによって，
モーターが共有する基本的動作メカニズムを明らかに
したいと我々は考えている．本稿では，その基盤とな
るキメラモーターの運動特性 4) を紹介する．
2.

キメラモーターの回転運動計測

モーターが回転速度やトルクをどこまで発生させる
ことができるかは，基本的運動特性であり，速度とト
ルクがどのような関係で変化するかは，運動モデルを
検証する上で重要な指標の 1 つとなる．そこで，キメ
ラモーターのトルク―速度関係を明らかにするため，
図 1a に示す計測システムを用いて実験を行った．キ
図1
キメラモーターのトルク―速度関係．
（a）回転運動計測システム．
（b）他のモーターとの比較．
（c）PomA 変異の影響（詳しくは本
文参照）
．

メラモーターを発現させた大腸菌をガラス上に固定
し，短いべん毛にプローブとしてポリスチレンビーズ
を結合させた．このビーズにレーザー光を照射し，

Torque-Speed Curves of Chimeric Flagellar Motors
Yuichi INOUE, Hajime FUKUOKA and Akihiko ISHIJIMA
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
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べん毛モーターのトルク―スピード計測

（図 1b，○ : Ficoll で溶液の粘性を変化，● : ビーズの

3.

おわりに

5.

大きさを変化）．

以上，キメラモーターの基本的運動特性を紹介し

トルク―速度関係

た．べん毛モーターは分子モーターであると同時に，

図 1b では，キメラモーターと共に，H 駆動型大腸

ダイナミックな超分子システムであり，細胞内情報処

菌モーターの計測結果（■）と Na 駆動型ビブリオ菌

理システムの出力としても機能している．今後，運動

モーターの報告結果 5)（点線）も示した．3 モーター

の高分解能計測をはじめとした解析を進めることで，

のトルク―速度関係は，全体の形状について共通点が

さまざまな物理的生物的側面を明らかにすることがで

見られ，低速域におけるトルクはほぼ一定であり，

きるだろう．





knee speed とよばれる速度を境にして，トルクは大き
く直線的に減少した．トルク―速度関係が，Na 駆動

謝

型でも H 駆動型でも，同様の形状を示したことは，

辞

本 稿 で 紹 介 し た 研 究 は， オ ッ ク ス フ ォ ー ド 大・



これらの 3 モーターが，トルク発生の基本的なメカニ

Richard Berry 教授，Chien-Jung Lo 博士（現・台湾中央

ズムを共有していることを示唆している．フィットし

大・准教授）
，曽和義幸博士（現・法政大・講師），名

た 2 直線と 2 軸との交点を，それぞれ最大トルク，最

古屋大・本間道夫教授との共同研究の成果であり，共

大速度とよぶことにすると，Na 駆動型の 2 モーター

同研究者の皆さまに深謝いたします．



は速く，knee speed，最大速度ともに H 駆動型モー
ターより約 2 倍大きい．この結果は，低負荷時のメカ

文
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ノケミカルサイクルにおいて，律速段階がイオン輸送
と関連していることを示唆している．最大トルクか
ら，1 回転に要するイオン数の下限値を見積もると，


トルクが，ビブリオ菌の約半分である理由は不明であ
るが，ローターサイズの違いや MotX/MotY との相互
作用などが関わっている可能性が考えられる．
4.

PomA 変異体の解析

べん毛モーターのトルク発生には，固定子と回転子
間での静電相互作用が重要と考えられており，キメラ
モーターでは，PomA の細胞質ドメインにある Arg88
と Arg232 が関与すると報告されている 6)．図 1c に荷

井上裕一

電残基のおよその位置を示す．これらの残基に点変異
を 導 入 し， ト ル ク― 速 度 関 係 を 計 測 し た（図 1c，
PomA: ●，PomA-R88A: ▲，PomA-R232E: ■）
．どちら
の変異も，最大速度を PomA の 910 Hz から 400 Hz 程
度まで減少させた．一方，最大トルクでは，PomAR88A は PomA と同等だったのに対して，PomA-R232E
は PomA の 約 65% に 減 少 し た． 計 測 結 果 を， キ ネ
ティックモデル 7) を用いて解析した結果（図 1c，点
線）
，Arg88 がイオン輸送に関与している可能性や，
Arg232 が膜電位にかかわっている可能性などが示唆
された．

トピックス
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単細胞生物クラミドモナスの鞭毛カルシウム
チャネルの分布と機能の分子基盤
藤生健太

1.

科学技術振興機構ICORP / SORST細胞力覚プロジェクト

体を単離し，光驚動反応（Photophobic Response）にち

はじめに

なんで ppr と命名した 5)．

真核生物の鞭毛や繊毛構造は微小管を軸糸としたオ

3.

ルガネラである．運動能をもつ鞭毛や繊毛は屈曲しな

ppr・光驚動反応変異体

がら動き，細胞やその周囲を取り巻く流体を動かして

光驚動反応変異体は ppr1, ppr2, ppr3, ppr4 の 4 種類が

推進力を得る．一方，運動能をもたない鞭毛や繊毛は

単 離 さ れ， い ず れ も 鞭 毛 の Ca2 流 入 が 異 常 で あ っ

アンテナとして外部のシグナルを受信し，感覚器官と

た 5)．鞭毛の波形変換はクラミドモナスが障害物に衝

して働く．このように鞭毛や繊毛は生物にとって重要

突して後退遊泳する機械刺激反応においても見られる

な役割を担っており ，次々と報告はされているが，

現象であるが，ppr はそれすらも示さなかった．した

いまだに機能の多くは謎である．

がって ppr は機械刺激と光刺激の両者に共通した鞭毛

1)

鞭毛や繊毛の運動制御というと，まず思い浮かべる

の Ca2 流入機構に異常があることが明らかになった．

のがゾウリムシの後退遊泳だと思う．後退遊泳とは

4.

ゾウリムシが障害物に衝突すると繊毛の打ち方を変え

CAV2 遺伝子

て 後 ろ 向 き に 泳 ぐ 現 象 で あ る．1969 年 に 内 藤 ら に

光驚動反応変異体の表現型の原因となる遺伝子の探

よって，繊毛の波形変換が細胞膜電位の脱分極とそれ

索は一筋縄ではいかず，プラスミドレスキュー法に

に伴う Ca の流入による現象であることが明らかに

よっても原因遺伝子の特定にはいたらなかった．そこ

された 2)．当然，電位依存性カルシウムチャネルが

でゲノムデータベース上のカルシウムチャネルの候補

Ca 流入を担うと予測されたが，いまだに分子そのも

遺伝子を探索してそれぞれの発現量を調べたところ，

のの特定にはいたっていなかった．内藤らの発見から

電位依存性カルシウムチャネルのホモログをコードす

約 40 年を経て，筆者らは鞭毛の波形変換にかかわる

る遺伝子で，ppr2 では発現していないものを発見し

電位依存性カルシウムチャネルを単細胞緑藻類のクラ

た．ゲノムデータベース上の名称に従い，その遺伝子

ミドモナスで同定することに成功したので，本稿では

名を CAV2 と命名した 6)．CAV2 の各ドメインの 5 番

このことについて述べていきたい．

目と 6 番目の膜貫通領域の間にあるポア―ループ領域

2

2

2.

には Ca2 選択制にかかわるとされる EEEE 配列があ

クラミドモナス

り，CAV2 は電位依存性カルシウムチャネルであるこ

単細胞緑藻類のクラミドモナスは 2 本の鞭毛を平泳

とが強く示唆された．CAV2 遺伝子を RNAi 法で発現

ぎのように動かして水中を遊泳する原生生物の仲間で

抑制すると，光驚動反応と機械刺激反応を示さなくな

ある．全ゲノム配列は公開され，植物・動物細胞の進

り CAV2 が ppr2 の原因遺伝子であることが確認され

化の鍵となる生物として注目されている ．クラミド

た．さらに ppr2 のゲノム中の CAV2 遺伝子座には挿入

モナスは光に対して 2 通りの反応を示す．連続した光

変異があり，これが CAV2 の遺伝子発現異常の原因で

に対しては正あるいは負の走光性を示し，急激な強い

あることがわかった．また，挿入変異の原因となる

光に対しては光驚動反応を示す 4)．光驚動反応では鞭

DNA 断片は一部分のみであったため，プラスミドレ

毛の波形変換が起き，ゾウリムシの繊毛と同様に細胞

スキュー法が適用できなかったと考えられた．

3)

膜電位の脱分極とカルシウムイオン流入からなる ．

抗 CAV2 抗体を用いた野生型クラミドモナスの蛍光

4)

1998 年に松田らは光驚動反応と鞭毛の波形変換の機

抗体法により，CAV2 は鞭毛内に局在することがわ

構を明らかにするために，光驚動反応を示さない変異

かった．興味深いことに，CAV2 は鞭毛全長にわたっ

The Function and Molecular Basis of Flagellar Calcium Channel in Unicellular Algae Chlamydomonas
Kenta FUJIU
ICORP/SORST/Cell Mechanosensing Project, Japan Science and Technology Agency
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CAV2 は鞭毛内に供給されずに鞭毛の基部に留まって
集 積 し た た め， 鞭 毛 内 の 他 の タ ン パ ク 質 と 同 様 に
CAV2 も鞭毛内を IFT で輸送されることが示された．
おわりに

5.

長年謎であったカルシウムチャネルの発見と機能解
析から，鞭毛カルシウムチャネルの分布が機能に応じ
て鞭毛内で配置分けされていることがわかってきた．
今後は CAV2 が Ca2 チャネルであることを電気生理
学的な解析から示すことが課題である．また，鞭毛の

図1
CAV2 の局在性．共焦点蛍光顕微鏡で観察した抗 CAV2 抗体の蛍
光（左）と DIC（右）写真．Bar: 5 m.

運動制御機構やシグナルの伝達機構を理解するうえ
で，今後は鞭毛イオンチャネルの分布がどのように形
成されているかが非常に興味深い研究テーマになると

て均一に分布せずに，鞭毛の根元側を避けるように分

思う．最後に，研究を進めるにあたってお世話になっ

布し，鞭毛の先端側により多く局在した（図 1）．同

た吉村建二郎先生，曽我部正博先生，中山義敬さん，

じ Ca 濃度上昇でも鞭毛の根元側では鞭毛の切断を

三枝悠さん，柳澤文香さん，杉山徹さん，財政的支援

引き起こし，鞭毛内では鞭毛の波形変換を引き起こす

をしていただいた日本科学技術振興機構に感謝する．

2

ので，鞭毛が波形変換と同時に切断されるのを回避す
るために鞭毛の根元側に CAV2 がないと考えられる．

文

脱鞭毛反応と鞭毛波形変換では，それぞれの Ca 流
2

入を担うチャネルの分布を巧みに使い分けているので
はないかと予測される．
CAV2 の鞭毛内分布は鞭毛の長さが約 2 m 以上に
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達すると観察され始め，鞭毛が短い時期でも鞭毛の先
端側に多く分布していた．Beck と Uhl の報告による
と，クラミドモナスの鞭毛再生過程の鞭毛のカルシウ
ム電流値は鞭毛の長さと比例関係にある 7)．CAV2 は
鞭毛の先端側に多くあるので，一見するとこの比例関
係にあてはまらないと考えられた．しかし再生中の鞭
毛の CAV2 の蛍光量を測定すると，やはり鞭毛の長さ
と比例関係にあることがわかり，彼らの測定結果と一
致することが示された．また CAV2 の鞭毛内輸送が鞭
毛内輸送複合体（IFT）との相互作用によるものかど

藤生健太

うかを，IFT の温度感受性変異体 fla10 を用いて検証
した．その結果 IFT が働かなくなる制限温度下では

トピックス
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用
語
解
説

プラスミドレスキュー法
Plasmid rescue method
ゲノム中に変異を挿入した箇所を同定する手法．
変異体ゲノムを制限酵素で処理後，環状化させて
から大腸菌に組み込むと，変異挿入部位周辺の

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

DNA 断片を含むプラスミドをもつ大腸菌がクロー
ニングされます．このプラスミド配列の解析から
ゲノムの変異挿入箇所が明らかとなります．
（294 ページ）
（藤生）
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シャペロニン・基質複合体の分子構造
光岡

薫1，小池あゆみ2，田口英樹3

（独）産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター
1

1.

2

神奈川工科大学応用バイオ科学部

3

東京大学･大学院新領域創成科学研究科

は，cis 空洞内壁がフォールディング中間体に作用し

はじめに

てフォールディングを促進しているというデータが出

シャペロンの一員であるシャペロニンは，細菌では

てきて議論が交わされている 6)．この議論の理解のた

GroEL とよばれ，補助因子である GroES とともに細胞

めには，基質を含んだシャペロニン複合体の立体構造

の生育に必須のタンパク質で，これまでに作用機構が

の情報が不可欠であるが，今まで，基質を内部に取り

深く研究されている 1)–4)．シャペロニンは変性タンパ

込んだ複合体を可視化した例はなかった．

ク質をかごのようなナノ空間に閉じ込めることで，タ

3.

ンパク質の凝集を防いで機能していると考えられてい

シャペロニン・基質複合体の構造

るが，実際にナノ空間に基質タンパク質をどのように

われわれは，Thermus thermophilus から精製した Gro-

取り込んでいるか明らかになっていない．最近，われ

EL-GroES-ADP 複合体を用いて単粒子解析を行った 7)．

われを含めて 2 つの研究グループから，独立に，低温

単粒子解析とは，いろいろな方向を向いた複合体の電

電子顕微鏡法を用いた単粒子解析により，基質を取り

子顕微鏡像を画像分類し，同じ方向を向いているもの

込んだ GroEL-GroES 複合体の構造が報告されたので

を重ね合わせることで S/N を向上し明瞭な平均画像

紹介したい．

を得て，そこから 3 次元再構成することで，複合体の

2.

立体構造を得る解析法である．これを，急速凍結した

シャペロニンの機能と構造

非晶質の氷中の複合体像へ，低温電子顕微鏡により応

シャペロニン GroEL は 7 量体のリングが 2 つ重なっ

用することで，任意の水溶液中での構造を得ることが

た構造である．ATP の結合によって GroEL は大きな

できる．また，単粒子解析は，画像分類により構造の

構造変化を起こし，GroES を結合する．X 線結晶構造

異なる複合体を分けることができるので，いくつかの

解析により，GroEL-GroES-ADP 複合体内部には大き

中間体が混じっているような場合にも，構造が得られ

な空洞（cis 空洞とよばれる）が形成されることがわ

る．実際に，同様に基質複合体を解析した Saibil 博士

かっている ．

らのグループは，このような画像分類により，いくつ

5)

かの複合体の構造を解析している．

生化学や 1 分子蛍光イメージングなどの研究によ
り，GroEL と GroES は ATP 存在下で結合・解離のサ

図 1 に示したように，われわれが天然から得たシャ

イクルを繰り返し，その途上で，基質タンパク質を

ペロニン複合体の立体構造では，cis 空洞の中央付近

cis 空洞内に閉じ込めてフォールディングを助け，空

に，取り込まれた基質と考えられる密度を観測するこ

洞外に放出していると考えられている 3)．しかし，

とができた．これは，天然に存在する多様な基質の平

GroEL-GroES 複合体内，すなわち cis 空洞内でのフォー

均と考えられる．また，大腸菌から別々に精製した

ルディングが，変性タンパク質の溶液中での自発的

GroEL と GroES を 用 い て，GroEL-GroES-ADP 複 合 体

フォールディングと同じかどうかについてはさまざま

を再構成した場合には，このような密度を観測するこ

な説がある．cis 空洞は凝集を防ぐだけであり，フォー

とはできなかった．さらに，この T. thermophilus から

ルディングそのものは自発的なものとまったく同じで

得た複合体は，X 線結晶構造解析によって原子モデル

ある，という消極的な考え方が基本であるが，最近で

が決定されており，その結晶構造は GroES が結合し

Structure of the Chaperonin-Substrate Complex
Kaoru MITSUOKA1, Ayumi KOIKE-TAKESHITA2 and Hideki TAGUCHI3
1
Biomedicinal Information Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (BIRC, AIST)
2
Department of Applied Bioscience, Kanagawa Institute of Technology
3
Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo



目次に戻る
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図2
基質複合体の非対称性と基質との相互作用．左パネル：基質複合
体で観測された非対称性．GroES に近い部分がより内部にあるタ
イプ I の GroEL が，タイプ II に対して図のように配置している結
晶構造とよく似た電位図（密度図）が得られた．右パネル：基質と
の相互作用の模式図．

図1
シャペロニン・基質複合体の構造．左パネル：好熱菌シャペロニ
ン・基質複合体の 3 次元再構成像．基質と考えられる密度が明瞭
に観察できる．GroEL-GroES 複合体の原子モデルも示した．右パ
ネル：大腸菌 GroEL-GroES 再構成複合体との比較．基質取り込みに
よる違いが平均像上で見て取れる

たみをより加速する効果があるのか（図 2）は議論が
た GroEL リング（cis リング）側で 7 回対称性をもた

分かれており 6)，今後のさらなる研究が必要である．

ないことが明らかになっている ．われわれの得た単

また，cis リングと反対側の GroEL リング（trans リン

粒子解析による構造でも同様の非対称性が観測されて

グ）との協同性と反応サイクルの関係も今後明らかに

いる（図 2）
．このような，対称な複合体での対称性

する必要がある 10), 11)．このような詳細な機構の解析

の破れは，基質により起こると考えられ，空洞内部の

に，単粒子解析も含めた種々の手法の応用と，さらな

基質とシャペロニン複合体の内壁との間に何らかの相

る手法の改善が必要と考えている．

8)

互作用が存在することを示唆している．平均された基
文

質密度が cis 空洞の中央付近に観測されたことと，cis
リングの内側がおもに負の電荷をもつこと，そして基
質の多くが全体で負の電荷をもつことを考えると，こ
の相互作用はおもに電荷による斥力的なものだと示唆
され，基質の効率的な cis 空洞からの放出に関係して

Hartl, F. U. and Hayer-Hartl, M. (2009) Nat. Struct. Mol. Biol. 16,
574-581.

2)
3)
4)

田口英樹 (2006) 生物物理 46, 130-136.
Ueno, T. et al. (2004) Mol. Cell 14, 423-434.

6)
7)
8)
9)
10)

Kerner, M. J. et al. (2005) Cell 122, 209-220.
Xu, Z., Horwich, A. L. and Singler, P. B. (1997) Nature 388,
741-750.
Tang, Y. C. et al. (2006) Cell 125, 903-914.
Kanno, R. et al. (2009) Structure 17, 287-293.
Shimamura, T. et al. (2004) Structure 12, 1471-1480.
Clare, D. K. et al. (2009) Nature 457, 107-110.
Koike-Takeshita, A., Yoshida, M. and Taguchi, H. (2008) J. Biol.

11)

Chem. 283, 23774-23781.
Sameshima, T. et al. (2008) J. Biol. Chem. 283, 23765-23773.

5)

いる可能性がある．
一方，Saibil 博士らのグループは，T4 バクテリオ
ファージがもつ GroES の代わりとなる gp31 と基質と
なる gp23 を用いて，基質を取り込んだ GroEL-gp31 複
合体を作製し，単粒子解析によってその複合体の立体
構造を，われわれより高分解能で明らかにした 9)．こ
の構造では，gp23 が cis 空洞内で，決まった位置と方

献

1)

位でシャペロンと相互作用しており，また，その相互
作用により，cis リングが広がっていることが示され
た．以上，われわれと Saibil 博士らが独立に解いた両
方の構造により，基質との相互作用がシャペロニンの
構造を変えることが示唆された．
4.

おわりに

光岡 薫

このように，基質が実際にシャペロニンの空洞内に
取り込まれて，フォールディングを行っている中間状
態が低温電子顕微鏡により可視化された．しかし，こ
の取り込みが，単に凝集を妨げる役割のみか，折りた
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コヒーレントX線回折によるヒト染色体構造の
3次元観察
前島一博1，西野吉則2

1.

1

国立遺伝学研究所構造遺伝学研究センター生体高分子研究室

2

理化学研究所放射光科学総合研究センター石川X線干渉光学研究室

しかしながら，光学顕微鏡や透過電子顕微鏡とは異

はじめに

なり，波長 1-2 Å の X 線を高解像度で結像できる性能

私たちが，あるタンパク質やその複合体の構造を知

のよいレンズは存在していない．このため，XDM で

りたい場合，それらをまず結晶化しなくてはならな

はレンズの代わりに，計算によってコヒーレント X

い．そして結晶が運よく作製できたとすると，その結

線回折パターンから実像に戻している．実際には，検

晶の X 線回折パターンから，約 1-2 Å の精度で構造を

出器で測定できる回折パターンは「強度」をあらわし

決定できる．それでは，たとえばヒト染色体や細胞核

て お り， そ の 位 相 情 報 は 欠 落 し て し ま っ て い る．

のような，もっと大きな構造を同じような精度で調べ

XDM では，この位相情報を補うため，回折パターン

たい場合，どのようにすればよいのだろうか？

この

を「オーバーサンプリング」とよばれる条件を満たす

ような形もサイズもヘテロな物体は，当然，結晶化し

間隔で測定し，反復的位相回復法で位相情報を回復す

ない．また，これらの物体はミクロンサイズであり，

る．位相回復法の詳細については，西野らによる総

電子顕微鏡観察には厚すぎるため，非弾性散乱や多重

説 3) を参照してほしい．

散乱をおこして，明瞭なイメージを得ることが困難だ

1 つの入射角度（固定された X 線に対する物体の回

ろう．しかしながら，透過力に優れた X 線を用いる

転角度）で測定した回折パターンからは，物体の 2 次

と，個々の細胞のみならず，レントゲン検査や X 線

元の投影像が得られる．また，さまざまな入射角度で

CT（computed tomography）のように，私たちの体も

測定した多数の回折パターンを用いることにより，物

イメージングできる．X 線を用いて非結晶の物体をも

体の 3 次元像が得られる．X 線は透過性が高いため，

イメージングし，構造解析できる技術，それが本稿で

観察した 3 次元像からは，物体の表面のみならず，内

紹介する「X 線回折顕微法（XDM）
」である 1)-3)．

部構造に関する詳細な構造情報を得ることができる．

2.

これはいわば「ナノ X 線 CT」とよべるであろう．

X 線回折顕微法（XDM）

3.

位相のそろったコヒーレント X 線を結晶ではない

ヒト染色体の XDM 測定

一般の物体に照射すると，その回折パターンは，ス

私たちは XDM の生物ターゲットとしてヒト染色体

ペックルとよばれる斑点状になることが知られている

を選んだ．染色体は，細胞が分裂する際，複製された

（図 1a） ．このスペックルは，物体中のさまざまな

ゲノムの遺伝情報を 2 つの娘細胞に正確に分配するた

1)-3)

位置で散乱された X 線の干渉効果によるものであり，

めに必須な構造である 4)．長さが合計 2 メートルにも

照射された X 線の波が物体中でどのようにゆがめら

およぶヒトゲノム DNA は，細胞が分裂期に入ると短

れるか，その位相差を反映している．このスペックル

時間のうちに，23 対の数ミクロンの大きさをもつ染

状のコヒーレント X 線回折パターンは，物体の電子

色体に束ねられる．このような染色体の構造（高次構

密度分布のフーリエ変換であり，通常の光学顕微鏡や

造）や，その束ねられるメカニズムはいまだよくわ

透過電子顕微鏡では，「レンズ」がこのような回折パ

かっていない．この染色体をヒト分裂期細胞から単離

ターンの逆フーリエ変換をおこなって，実像に戻して

し，グルタルアルデヒドで化学固定し，Si3N4 薄膜上

いる．

に弱い遠心力で物理吸着させ，試料とした．この際，

Three-Dimensional Visualization of a Human Chromosome Using Coherent X-ray Diffraction
Kazuhiro MAESHIMA1 and Yoshinori NISHINO2
1
Structural Biology Center, National Institute of Genetics
2
RIKEN SPring-8 Center
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とえば，染色体は 2 つの姉妹染色分体から構成される
が，分体どうしが接合するセントロメアとよばれる領
域で，もっとも電子密度が高いことが見いだされた
（図 1b）2)．また，染色体の軸付近に電子密度の高い構
造が広がっていることなどがわかった（図 1c）2)．こ
のような軸状構造は，これまで，特定のタンパク質を
標識し，蛍光顕微鏡や電子顕微鏡を用いて観察されて
きたが 4)，標識せずに観察できたのは今回がはじめて
である．
今後の期待

5.

現在のところ，私たちの XDM の解像度は 2 次元で
38 nm，3 次 元 で 120 nm に す ぎ な い 2)． こ の た め，
XDM を用いて，十分に新しい生物学的発見をもたら
していないのが現状である．しかしながら，XDM の
優れているところは，その解像度の物理的な限界が照
射光の波長のみに依存することである．もちろん，生
物試料を用いる限り，試料の放射線損傷を考慮しなく
てはならない．しかし，試料損傷が起きる時間スケー
ルよりも短い時間幅をもつ強い X 線を用いれば，X 線
結晶構造解析で得られるような原子レベルの情報を得
ることも不可能ではないだろう．理研が建設を進めて

図1
（a）X 線回折顕微法（XDM）の模式図．コヒーレント X 線はピン
ホール，2 枚のガードスリットを通過し，ヒト染色体に照射され
る．直接光はビームストップで除去し，回折光を CCD 検出器で
測定する．回折パターンは斑点（スペックル）状になる（b）
（c）
回折パターンの位相を回復して再構築したヒト染色体の 2 次元像．
矢印（b）は高電子密度のセントロメア．
（c）では直径 200 nm ほ
どの高電子密度領域が軸状に見える．
（d）ヒト染色体の 3 次元像．
文献 2 より改変．

いる X 線自由電子レーザー 5) などの次世代 X 線光源
を利用することにより，XDM の飛躍的な発展が期待
される．また，本研究の測定は真空下でおこなわれた
が，より「生きた状態」に近い生物試料の観察も必須
である．近年，生物試料を急速凍結し，極低温下で観
察するクライオ電子顕微鏡がさかんに用いられるよう
になった．極低温下での観察は，試料損傷も緩和でき

X 線ビームが単一の染色体に照射されるようにするの

る．このため，私たちは XDM のためのクライオ装置

がポイントである（図 1a）
．

を製作し，極低温下での凍結ヒト染色体の測定を試み

実験では，大型放射光施設 SPring-8 のアンジュレー

ている．

タ ー ビ ー ム ラ イ ン BL29XUL の コ ヒ ー レ ン ト X 線
（5 keV）を用いた．測定配置は図 1a の通りである．
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得られた回折パターンに「反復的位相回復法」を適用

本稿で紹介した研究は，理研・石川哲也主任研究

2)
して，ヒト染色体の 2 次元像を得た（図 1b, c）
．さ

員・今本尚子主任研究員，大阪大学・高橋幸生講師と
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の独立した回折データを取得し，ヒト染色体の 3 次元
2)
像の再構成にも成功した（図 1d）
．波長が短くエネ

文

ルギーの高い硬 X 線を用いて，染色体などの細胞小
器官を丸ごと高いコントラストで 3 次元観察すること
に成功したのは世界ではじめてである．
4.

XDM によるヒト染色体イメージング

測定によって得たヒト染色体イメージから，染色体
のいくつかの興味深い内部構造が明らかになった．た
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用
語
解
説

シャペロニン GroEL/ES
Chaperonin GroEL/ES
シャペロニンは，真正細菌では GroEL と補助因子
の GroES からなるフォールディングを助ける必須
のシャペロンである．ATP 存在下でできる GroELGroES 複合体は基質となる変性タンパク質を閉じ
込める空洞を形成する．この空洞が単に凝集を抑
えるだけなのか，フォールディングを積極的に助
けるのか，議論が続いている．
（296 ページ）
（光岡ら）
オーバーサンプリング
Oversampling
コヒーレント回折パターンは斑点状（スペックル）
に連続的に分布している．実験で連続的なプロ
ファイルを直接測定することは不可能であるが，
数学の「サンプリング定理」を用いると，細かい
間隔で測定（サンプリング）した離散的な回折パ
ターンから連続的なプロファイルを完全に再現で
きる．この位相回復に必要な測定間隔よりも細か
くサンプリングすることがオーバーサンプリング
である．
（298 ページ）
（前島ら）
反復的位相回復法
Iterative phase retrieval
コヒーレント回折パターンから構造を再構築する
際，欠落している位相情報を回復させる計算手法．
ランダムな位相セット（物体の電子密度分布）か
ら出発し，フーリエ変換と逆フーリエ変換を繰り
返す（反復する）
．そして各反復において，実空間

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

（電子密度分布像）および逆空間（回折パターン）
で既知の情報を補い，最終的に電子密度分布を得
ることができる．
（298 ページ）
（前島ら）
トレンド除去ゆらぎ解析
Detrended fluctuation analysis (DFA)
ゆらぎの平均が一定ではなく変動している時系列
データの長期相関性を解析するために提案された
手法．非定常な変動成分（トレンド）を除き，ゆ
らぎの長期相関をスケーリング指数  によって特
徴づける．
（304 ページ）
（鈴木）
スケーリング指数 
Scaling exponent 
①時系列データ u(i)(i  1,…,Nmax) を平均値 u との
差により正規化し，各データまでの積分時系列
データ y(k) に変換する．
k

y (k )   [u (i )  u ]
i 1

②全時系列データ Nmax をボックスサイズ n に分割
し，各ボックスごとのトレンド yn(k) を最小二乗法
により算出後，トレンドを除いたデータ変動の標
準偏差 F(n) を求める．
F (n ) 

1

N max

N max

k 1

 [ y (k )  y

n

(k )]2

③さまざまなボックスサイズ n で繰り返し F(n) を
求め，n と F(n) を両対数グラフにプロットした傾
きをスケーリング指数  として算出する．
（304 ページ）
（鈴木）
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「バイオマーカー」とは
バイオマーカーとは，人の状態を示すさまざま

あることはいうまでもない。

な生体情報を数値化・定量化するための指標の総

このようなラベル技術の開発には，従来の治

称である。疾病予防バイオマーカー，疾病特異的

療薬の開発に比べていくつもの利点がある。そ

バイオマーカー，疾病治療バイオマーカー（薬物

の最大のものは，実用化までの時間が短くてす

感受性バイオマーカーなど）
，食品応答バイオ

むことだ。治療薬の創薬プロセスは長く，特許

マーカーなどいろいろなものがある。これらをう

申請から薬剤の認可まで 20 年近くもかかる。こ

まく利用することにより，症状の同定などが行わ

のため，薬の販売ができるのは特許の期限切れ

れる。たとえば，糖尿病のバイオマーカーとして

間近という場合が多く，これが薬の単価を上げ

は血糖値が古くから知られ，インシュリン分泌量

ている（あるいは，単価を高くできる薬しか創ろ

も調べられている。このほかにも，アディポネク

うとしない）原因となっている。これに対し，バ

チン，TNF- など，病態を把握する上で重要な

イオマーカーをラベルする試薬は，短時間，体

バイオマーカーが次々と見いだされ，より詳細に

内に導入するだけなので，認可までのプロセス

生体内の状態を把握できるようになった。

が大幅に簡素化・短縮化できると考えられてい

がんにおいても，バイオマーカーは重要だ。近

る。したがって，今後は，治療薬の開発と並ん

年，米国では FDA を中心にがん対策の大きな舵

で，病気のバイオマーカー探索と，それらをラ

取り変更がなされた。米国では，さまざまな病気

ベルし検出する計測技術の開発がより大きな

のうち，がんを死因とする死者数だけが過去 20

テーマとなっていくことだろう。

年間減少していない。このため，がん研究の重点

このような，バイオマーカーと計測技術の組み

を，従来の治療技術開発から，予防および早期発

合わせこそ，
「生物物理」の本領が発揮される分

見技術の開発に移すことにしたのである。つま

野ではないだろうか。バイオマーカーという観点

り，心筋梗塞などで効果を上げてきた対症療法的

で研究を進めるためには，個体の「表現型」とい

アプローチでは，がんには対応できないという判

う観点を無視して通るわけにはいかない。従来の

断を FDA は下したわけだ。一方，がん幹細胞の

1 分子レベルの理解から，個体レベルの理解と

メカニズムが発見され，予防および早期発見技術

1 分子レベルの理解，個体レベルでの計測技術と

の意義が大きくなったことも，舵取り変更を促し

1 分子レベルの計測技術の融合へと進むことで生

た。早期にがん幹細胞を発見できれば，これを薬

物物理の成果が社会に貢献する日も近いと期待し

剤でたたくことで，増殖のピークに達する前にが

ている。

んを抑制できる。その際，がん幹細胞特有バイオ
マーカーの発見とそのラベル技術の開発が重要で

2006 年 11 月脱稿
（安田賢二）
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分子量約1000万の巨大粒子Vaultの
全体構造から機能解明に迫る
田中秀明

1.

大阪大学蛋白質研究所

質の結晶を得ることに成功し，凍結条件を最適化する

はじめに

ことで BL44XU において 3.5 Å 分解能以上の回折点を

Vault は 1986 年 に 米 国 UCLA の L. H. Rome 教 授 ら

得ることに成功した．凍結条件の最適化とは，結晶を

の研究グループにより，被覆小胞に結合する巨大な粒

浸す抗凍結剤の濃度を 5 分おきに 1% ずつ上昇させる

子として偶然に発見された ．ラット肝臓より単離さ

ことにより，結晶が受ける物理的ダメージを極力減ら

れた vault は，多量体により粒子外殻を形成する MVP

す手法である．また，結晶を最終濃度の抗凍結剤中で

(major vault protein) と 粒 子 内 部 に 存 在 す る VPARP

一晩放置することで結晶間の同型性を高めることにも

(vault poly(ADP-ribose)polymerase)，TEP1 (telomerase-

成功した．これらの手法の確立により，多数の結晶を

associated protein 1) の 3 種類のタンパク質と 1 種類の

用いて収集した回折強度データを合わせて 1 つにする

非翻訳 RNA（141 塩基）によって構成されており 2)，

ことが可能になり，高分解能回折強度データ収集は飛

分子量約 1000 万でサイズが 400 Å  400 Å  700 Å とい

躍的に進んだ．

1)

う，細胞質内で最大の分子量をもつ核酸―タンパク質

すべての回折実験は SPring-8 の BL44XU において

複合体である．

行った．通常のタンパク質の場合，数秒の露光で十分

粒子の発見以来，Rome らを中心に世界中の研究者

な回折強度データが収集できるが，vault のように巨

が機能解明に向けた研究に取り組み，核―細胞質間物

大な粒子の結晶は格子定数が大きく（長軸が 700 Å），

質輸送や抗がん剤の核外排出などさまざまな機能が議

回折強度が非常に弱いため，長時間露光（30 〜 60 秒）

論されてきたが 3), 4)，どれも本質的な機能といえるも

を行う必要があった．しかし，長時間露光によって結

のではなかった．しかし，これほど大きな粒子が生体

晶が受けるダメージは大きく，1 カ所あたり 5 枚程度

内に無意味に存在しているとは考えにくく，筆者ら

しかデータ収集できなかった．したがって，多数の結

は，vault の全立体構造決定から機能解明に迫ること

晶を用いて回折強度データを収集し，最終的に同型性

を目的とし，2002 年 5 月から X 線結晶構造解析によ

のある 39 個の結晶から得られた回折強度データをま

るラット肝臓由来 vault の全立体構造解析をスタート

とめて 1 つにすることで，3.5 Å 分解能の回折強度デー

した．本稿では，分子量約 1000 万の巨大粒子 vault の

タを得た．同型性や分解能の問題で使えなかったデー

全体構造決定においてブレイクスルーとなった高分解

タも含めると 1 つの回折強度データを収集するために

能回折強度データ収集と粒子回転対称の決定の成功に

使用した結晶の数は数百個以上にのぼる．

ついて苦労話も交えつつ紹介したい．
2.

3.

Vault の結晶化と高分解能回折強度データ収集

Vault の回転対称の決定

粒子の発見者である Rome らは，電子顕微鏡により

結 晶 化 に 用 い る vault の 試 料 は， ラ ッ ト 肝 臓 よ り

花のように開いた状態の vault（open vault）を観察し，

3 段階の密度勾配遠心分離によって調製した．研究を

花弁の数が 8 枚であったことから粒子の回転対称を 8

開始して間もなく微結晶が得られ，結晶化条件の最適

回回転対称であると報告していた 5)．また，その後，

化により 2002 年 12 月には単結晶を得ることに成功し

極低温電子顕微鏡による研究で粒子が 48 回回転対称

た．SPring-8 の 生 体 超 分 子 構 造 解 析 ビ ー ム ラ イ ン

をもち，96 個の MVP で構成されることを報告し 6)，

BL44XU において回折実験を行い，はじめて得られた

それが定説となっていた．

強度データの分解能は 15 Å 分解能程度であった．そ

われわれは極低温電子顕微鏡モデルを用いた分子置

の後，約 5 年の歳月を要して高分解能の反射を示す良

換と非結晶学的対称（NCS: Non Crystallographic Sym-

Elucidation of the Function of Rat Liver Vault, the Largest Ribonucleoprotein Particle, from the Whole Structure
Hideaki TANAKA
Institute for Protein Research, Osaka University
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metry）による電子密度の平均化によって粒子の構造
解析を進めることにした．しかし，8 回や 48 回回転
対称で電子密度を平均化しながら位相拡張すると電子
密度は乱れてしまう．よって，平均化の際の回転対称
を 7, 6, 5…と減らして位相拡張してみたところ，3 回
回転対称での平均化で非常に明瞭な電子密度が得られ
た．ところが，驚いたことに電子密度の断面図を確認
すると，粒子の回転対称は 48 回ではなく 39 回回転対
称であることがわかった．勝手な先入観から 39 とい
う数字を不思議に思ったが，得られた電子密度は，

-helix や -sheet などの 2 次構造を分別できるほど明
瞭であり，正しいものであると確信できた．このよう
に 3 回回転対称での平均化は，電子密度の質を劇的に
向上させたのだが，vault 粒子が 3 回や 39 回回転対称
であることを立証する必要があった．よって，われわ
れは粒子長軸方向に 2 〜 48 回まですべての回転対称
を 仮 定 し て NCS 平 均 化 を 行 い，30 Å 分 解 能 か ら
10 Å 分解能まで位相拡張した．そして，観測された構
造因子 Fobs と各回転対称で平均化して得られた電子密
度 か ら 計 算 さ れ た 構 造 因 子 Fcalc と の 間 の R-factor
(FobsFcalc/Fobs) と相関係数 ((FobsFobs)(Fcalc
Fcalc)/[(FobsFobs)2(FcalcFcalc)2]1/2) を 比 較 し
た．正しい回転対称では，R-factor は小さくなり，相
関係数は大きくなるはずで，この比較により vault が
3, 13, 39 回回転対称をもつことを明確に示すことがで
きた 7)．この正しい回転対称の決定が vault の構造決
定における大きなブレイクスルーとなった．
4.

図1
Vault 外殻の全体構造（左）と MVP モノマーの構造（右）Vault 外
殻は 78 個の MVP で構成される．MVP1 分子を赤色で示した．文献
8 より改変．
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://
www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）

果 は，vault の 自 然 免 疫 反 応 へ の 関 与 を 示 す M. P.
Kowalski らの報告と一致しており 9)，これまで散漫気
味であった vault の機能解明に向けた研究において
1 つの方向性を示すことができたという意味でも大き
な前進である．
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Vault の全立体構造

Vault 外殻は，39 個の MVP が集合してできたお椀
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8)
全部で 78 個の MVP から構成されている（図 1）
．す

なわち，78 個の MVP が D39 の対称で樽状の構造を形

であり，粒子内部には分子量約 250 万の 70S リボソー
ムを 2, 3 個詰め込めるほど大きなスペースがある．
5.

Vault の構造情報から見えてきたこと

Vault 外殻の全体構造を決定したことで，見えてき
た最も興味深い事実は，粒子外殻を形成する MVP の
ドメイン構造のうちの 1 つ（図 1 赤色矢印）が，脂
質ラフトへの結合に必要といわれる SPFH (stomatin/
prohibitin/flotillin/HflK/C) ドメインと類似の構造をも

田中秀明

つということであった．これにより，vault が脂質ラ
フトに結合する可能性を示すことができた．この結
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1 神経細胞の長期活動ダイナミクス
鈴木郁郎

1.

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

はじめに

脳機能はダイナミカルな神経回路活動によって発揮
されており，その実体は各神経細胞が発する活動電位
によって作られる回路の発火パターン（スパイク列）
である．これまで，短い時間スケール（サブミリ秒〜
分オーダー）で，単一細胞の電気生理学的な性質が詳
細に調べられてきた．さらに，近年の光計測技術など
の発展により，分解能を単一細胞とした多細胞同時記
録が可能となり，回路レベルの研究が進んできてい
る 1)．しかしながら，長い時間スケール（数時間〜数
日オーダー）での研究はほとんどなく，どの細胞との
相互作用によってダイナミクスが生まれたかという回
路レベルでの作動メカニズムの理解は，脳回路の複雑
さゆえにまだ難しいものとなっている．そこでわれわ
れは，細胞間相互作用を人為的に制御した回路を構築
し，その長期活動ダイナミクスの特性を調べる研究を
進めてきた．本稿では，まずはじめに，他の細胞と相

図1
1 神経細胞の発火パターン．電極上に培養した 1 神経細胞の位相
差像と細胞外記録による活動電位波形．

互作用がない 1 神経細胞の長期活動ダイナミクスにつ
いての研究を紹介する．
2.

計測

とから培養した 1 神経細胞は固有の発火パターンを示

1 神経細胞の発火活動を長期間計測するために，非

すことがわかった．

侵襲に計測できる平面多電極アレイ細胞外記録法を

3.

用いた．また，細胞移動を防ぐために，1 細胞単位で
細胞の空間配置を制御できるアガロースゲルマイクロ
加工技術

1 神経細胞における長期活動ダイナミクス

1 神経細胞計測によって得られた非定常的な時系列

と多電極アレイ基板を組み合わせて，電

データから長い時間スケールでの特徴を表す情報を抽

極上でラット海馬初代培養細胞（E18）を長期培養し

出することが次に重要となる．ここでは，スパイク間

続けた 5)．その結果，他の細胞からの入力がない単一

隔のゆらぎがもつ長期相関性に着目して，近年，心拍

神経細胞における自発活動を長期間計測することが

変動や脳波などの生理機能評価に応用されてきている

可能となった．この計測手法を用いて，1 神経細胞の

Detrended fluctuation analysis (DFA) 6)-10) を用いた．

発火パターンを調べた結果，
（a）数秒から数十秒（場

DFA は，Random walk モデルにおいて，トレンドを除

合によって数分）間隔で一過的に複数のスパイクを

去して，ゆらぎの長期相関関係を示すスケーリング指

発するバースト発火細胞，
（b）高頻度（1 Hz 以上）

数  を算出する方法であり，  0.5 の場合，無相関

でトーニック発火する細胞（GABA neuron），（c）バー

（ホワイトノイズ），  0.5 で相関関係を示し，  1

スト発火とトーニック発火が混同した細胞が見られた

の場合，1 / f ゆらぎと対応する．単一心筋細胞の長期

（図 1）．さらに，計測期間中その性質は変化しないこ

的拍動においては 1 / f ゆらぎをもつことが報告されて

2)-4)

Dynamics of Long-Term Activities in Single Neuronal Cell
Ikurou SUZUKI
Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University
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で，自発発火メカニズムの新たな知見にもつながると
考えられる．
おわりに

4.

単一神経細胞がもつ長期活動ダイナミクスの特性を
DFA を用いて抽出した．現在，マルチフラクタル性 9)
などの指標も用いて定量化を進めており，2 細胞系や
多細胞系の解析から興味深い結果が出はじめている．
今後，外部刺激による変化にも着目し，このような時
系列解析法から抽出される指標を用いて長期活動にお
ける単一細胞と細胞集団のマクロな挙動との関連を調
べてゆきたい．
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図2
発火タイミングにおける長時間相関．
（a）バースト発火する細胞
の inter burst interval (IBI) の経時変化と DFA．（b）トーニック発火
する細胞の inter spike interval (ISI) の経時変化と DFA．（c）バース
トとトーニック発火が混同した細胞の ISI 経時変化と DFA．■：オ
リジナルデータの DFA を示す．●：オリジナルの IBI，ISI 時系列
データをランダムにシャッフルしたデータの DFA を示し，無相関
を示す．
（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナル http://
www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ ではカラーで掲載）
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いる 9)．得られた 1 神経細胞の長期時系列データを解

Chaos 1, 82-87.

析した結果，図 1 で示したいずれの発火パターンに
おいても 102  n  102.5spikes (bursts) 付近を境に，短時

Comput. Biol. Med. 32, 37-47.

間スケールと長時間スケールの指数が crossover する現

Biophys. J. 96, 255-267.

象が見られ，長い時間スケールにおいて，べき的な相
関が検出された（図 2）．

(2002) Physiol. Meas. 23, 385-401.

このような実験結果から，非定常な振る舞いをする
発火タイミングにおいて，単一神経細胞は短い時間ス
ケール（数十スパイク以下）では無相関を示すが長い
時間スケール（数百スパイク以上）で見ると相関性を
もつことがわかってきた．また，このような長い時間
スケールでのダイナミクスの背後には，細胞内の代謝
や遺伝子発現などのゆっくりとしたダイナミクスの存

鈴木郁郎

在が予想され，細胞内分子の挙動を同時に調べること
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中性子非弾性散乱測定法で観るタンパク質
ダイナミクスの水和効果
中川

1.

洋

日本原子力研究開発機構・量子ビーム応用研究部門

図 1 にタンパク質の典型的な中性子非弾性散乱ス

はじめに

ペクトルの模式図を示す 4)．非弾性散乱からは，数

生体内でさまざまな生理機能を担うタンパク質は，

100 meV までの広いエネルギー領域におけるゆらぎの

周囲からの熱擾乱にさらされながらその構造を巧みに

振動数依存性がわかる 5)．特に，数 meV 以下に見ら

変化させることで機能を発揮する．タンパク質は通

れるタンパク質の低振動ダイナミクスが機能発現に重

常，生理環境である水中で機能している．水環境にあ

要であると考えられているが，この領域を高い精度で

るタンパク質の表面には水和水が存在しており，タン

測定できることは中性子散乱法の特長の 1 つである 6)．

パク質のゆらぎに影響を与えている．タンパク質のゆ

準弾性散乱からは，構造緩和や拡散的な運動，すなわ

らぎはその構造安定性や生理機能に関与するため，ゆ

ち非調和的なゆらぎを解析することができる．また弾

らぎに対する水和の役割を調べることは重要である．

性散乱強度の散乱角度依存性からはゆらぎの平均自乗

これまで理論研究により THz 領域（1THz  4.1 meV

変位を見積もるとこができる．

 33 cm ）に観測される低周波振動ダイナミクスが水
1

3.

和に強く影響を受けることが示されてきたが 1)，低周
波振動ダイナミクスの実験研究には，中性子非弾性散

これまで筆者らは，タンパク質の折りたたみ研究の

乱が有効である．
2.

タンパク質の水和と低周波振動ダイナミクス

モデルとなっている Staphylococcal nuclease (SNase) を
用いて，中性子非弾性散乱実験によりタンパク質ダイ

タンパク質の中性子非弾性散乱

ナミクス研究を行ってきた．以下では，タンパク質ダ

中性子は通常，原子炉や加速器で発生させることで

イナミクスに対する水和の影響について紹介する 6)．

得 ら れ る． 実 験 的 に 利 用 さ れ る 中 性 子 は， 波 長 が

図 2 は，水和および脱水和状態にある SNase の平均自

数 Å でエネルギーは meV 程度である．この波長とエ

乗変位の温度変化である．データの傾きからはバネ定

ネルギーは物質中の原子間隔や原子のゆらぎのエネル

数が評価でき，タンパク質構造の柔軟性の指標とな

ギーに近いため，回折実験から分子構造を決定できる

る．低温ではタンパク質は調和的に振る舞い，その調

だけでなく，散乱による中性子のエネルギー変化（非

和運動のバネ定数は水和によって大きくなる．100 K

弾性散乱）を解析することで，ピコ秒からナノ秒の時

における非弾性散乱スペクトル（図 3a）ではブロー

間スケールと Å オーダーの空間スケールでの分子ダ

ドな励起が 3-4 meV に観測される．この励起スペクト

イナミクスの情報が得られる．中性子非弾性散乱は，
分子内部や分子間の相互作用が解析ができるユニーク
な測定法である．タンパク質の中性子非弾性散乱は
1982 年に Engelman らによってはじめて行われた 2)．
その後，1989 年に Doster らがタンパク質のガラス転
移に関する論文が発表して以来 3)，生体分子の中性子
非弾性散乱の論文は年々増えている．タンパク質，
DNA，脂質などさまざまな生体物質のほか，最近で
は細胞内の水分子のダイナミクスを観測するなど，生
物物理学研究において中性子非弾性散乱法の適用対象

図1
中性子散乱スペクトルの模式図

も広がりを見せている．

Effect of Hydration on Protein Dynamics Observed by Inelastic Neutron Scattering
Hiroshi NAKAGAWA
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
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ルは合成高分子やガラス形成物質などに共通に見ら

なのである．タンパク質が構造変化する際，周囲の水

れ，ボソンピークとよばれる ．ピーク位置は水和に

和構造も同時に変化するはずであり，タンパク質と水

よって高エネルギー側へシフトし，この低振動ゆらぎ

和水の動的なカップリングがゆらぎの理解には重要で

の周波数変化は図 2 でみたバネ定数の変化と対応し

あるといえる．

7)

ている．これらの結果から，低温ではタンパク質の構

J-PARC における生物物理学研究

4.

造は水和水との水素結合によって硬くなることが推察
される．温度を上げていくと，約 240 K でゆらぎが急

近年，1 分子測定によりゆらぎが分子機能発現に積

激に大きくなる（図 2）．このようなゆらぎの増大は

極的に利用されていることが示されている．また，生

ガラス転移とよばれ，水和することでより顕著にな

体分子の静的構造情報に加え動力学の解析への取り組

る 3)．このことは 300 K での準弾性散乱の強度が上が

みがさかんになってきた．中性子非弾性散乱は分子の

ることからもわかる（図 3b）．低温ではタンパク質は

構造ゆらぎに対してユニークな情報を与えるが，これ

エネルギー面の準安定状態内で調和運動しているが，

までの中性子源では強度不足などの問題があり，系統

温度を上げていくと準安定状態間をジャンプするゆら

的な解析は困難であった．2008 年から茨城県東海村

ぎが生じる．ガラス転移はこのような運動が現われる

で大強度陽子加速器施設 J-PARC が稼動を開始した 10)．

ために起こると考えられており 3), 8)，水和がタンパク

J-PARC では加速器で加速されたパルス陽子ビームに

質の非調和的な構造ダイナミクスに本質的に寄与して

よる原子核破砕から大強度の中性子を取り出すことが

いる．ガラス転移は他のタンパク質にも普遍的に観測

できる．また J-PARC では生体分子ダイナミクスの測

されるが，転移温度以下ではタンパク質の生理活性が

定を目指した非弾性散乱装置が建設中である．ここで

失われるといった実験報告もあり，転移点以上で活性

得られる大強度の中性子や最新の装置を用いることで

化される非調和的なゆらぎが機能発現に重要であると

飛躍的な研究の進展が期待できる．筆者らは，生物機

考えられている 9)．室温の生理的条件では，水環境の

能に直結したタンパク質のゆらぎの研究を推進してい

中で発現するタンパク質のゆらぎが生物機能に本質的

きたいと考えている．
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多彩なGPCRオリゴマー機能へのバイオ
インフォマティクスによるアプローチ
根本

1.

航

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター分子機能計算チーム

る 3)．また，カルシウムセンシング受容体のホモダイ

はじめに

マーを形成できない変異体は家族性低カルシウム尿性

G タンパク質共役型受容体（GPCR）は細胞膜に局

高カルシウム血症や常染色体優性低カルシウム血症と

在し，アミン・核酸・脂肪酸など低分子リガンドの受

の関連性が示唆されている 4)．もう 1 つの観点は，あ

容体として機能している．リガンド結合による GPCR

る GPCR が役割の一端を担うシグナル伝達経路にお

自身の立体構造変化が，細胞内の 3 量体型 G タンパ

いて，その GPCR のオリゴマー化がシグナル全体に

ク質と共役することで，細胞の外から内へのシグナル

どのような影響を及ぼすかである．バソプレッシン受

伝達に関与している．細胞内へ伝えられたシグナルは

容体のサブタイプである V1aR と V2R のヘテロダイ

さまざまな細胞応答を引き起こす．3 割以上の市販薬

マ ー に つ い て 詳 細 な 解 析 が 行 わ れ て い る 5)．V1aR-

物が GPCR を標的としていることから創薬において

V2R ヘテロダイマーは，V1aR 特異的アゴニストで

重視されている ．

V1aR が刺激された場合， アレスチン依存的なエン

1)

1970 年代以降，薬理学・生化学実験などで GPCR

ドサイトーシスにより細胞内に取り込まれた後， ア

はホモまたはヘテロのオリゴマー（以下，オリゴマー

レスチンと速やかに解離することで膜上にリサイクル

と記載した場合，ダイマー以上のオリゴマーを意味す

される．しかし，非選択的アゴニストにより V2R も

ることとする）を形成するとの報告が蓄積してきた．

刺激された場合，V1aR-V2R ヘテロダイマーは  アレ

オリゴマーの存在については議論が続いてきたが，

スチンとは解離せずエンドソームに取り込まれる．

Fotiadis らが，原子間力顕微鏡により，マウス細胞膜

さらに，興味深いのは，内在性のリガンドが未知な

上でロドプシンオリゴマーを観測し，この議論に終止

受容体（オーファン受容体）のうち，他の GPCR と

符を打った ．本稿では，GPCR オリゴマーの多彩な

ヘテロオリゴマーを形成し，その機能を修飾すること

機能について，われわれの研究を交えて紹介する．な

に特化している報告例である．たとえば，メラトニン

お，細胞膜上で GPCR の相互作用相手は GPCR のみ

受容体に近縁なオーファン受容体である GPR50 は

にとどまらないが，本稿では，GPCR 間相互作用のみ

MT1 メラトニン受容体（MT1R）と特異的にヘテロダ

に絞って話を進める．

イマーを形成し，MT1R へのアゴニストと G タンパク

2)

2.

質の結合を阻害する 6)．同様の事例は GABA 受容体や

GPCR オリゴマーの多彩な機能

アンジオテンシン受容体でも報告されている．いまだ

現在，GPCR オリゴマー化研究の対象はその機能に

に多くの GPCR がオーファン受容体とされているが，

移っている．ここでの機能という言葉には 2 つの観点

一定割合が GPR50 などと同じく GPCR 間相互作用に

からの議論が必要である．1 つは，ある発生段階にお

よる他の GPCR 機能の修飾に特化している可能性も

いてオリゴマー化が必須かどうかなど，オリゴマー化

考えられる．

と高次機能の関係についての議論である．生体内でオ

このように，GPCR のオリゴマー化とその機能情報

リゴマー化のみを阻害することが困難なため，筆者の

は多岐にわたり，情報を整理・提供する必要に迫られ

知る限り GPCR オリゴマー特有の高次機能の報告は

ている．そこで，われわれは，これらの知見を集め

ないが，特定の疾患との関連が示唆されるヘテロオリ

デ ー タ ベ ー ス GRIPDB (http://grip.cbrc.jp/GDB/index.

ゴマー例は報告がある．たとえば，子癇前症患者の子

html) を構築している．このデータベースでは，実験

宮組織では，AT1 アンジオテンシン受容体と B2 ブラ

情報に基づく GPCR オリゴマーペアの情報，並びに，

ジキニン受容体のヘテロダイマー量の増加が観測され

以下で述べる GRIP Server を用いて予測された各サブ

Bioinformatics for GPCR Oligomerization
Wataru NEMOTO
Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Computational Biology Research Center (CBRC)
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を選択すると，Jmol ウィンドウ上にインターフェイ
ス候補領域を 2 つまで表示する（図 1）．
おわりに

4.

実験研究者からは相互作用ペアを予測して欲しいと
の要望が多い．ヘテロオリゴマーよりもホモオリゴ
マーについての報告例が多いことや，創薬標的となり
やすい受容体を中心に解析されてきたことから，一部
の GPCR に報告例が集中し，仮に予測したとしても
精度の評価を行うことができなかった．しかし，現在
では，このような状況は改善されてきていることか
ら 9)，GPCR 間相互作用ペア予測問題にも取り組める

図1
GRIP Server における予測結果の例．
（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）

日も近いと考えている．異なる 3 量体型 G タンパク
質と共役する GPCR 同士がヘテロダイマーを形成す
ることや，複数の G タンパク質と共役する GPCR が
報告されていることから，3 量体型 G タンパク質と

タイプのインターフェイス情報を閲覧できるように

GPCR オリゴマーの会合状態にも興味がもたれる．

なっている．
3.
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ンパク質間相互作用の問題である．バイオインフォマ

ター（CBRC）の福井一彦チームリーダーとの共同研

ティクスの立場からのアプローチとしては，相互作用

究 に よ る も の で あ る． ま た， 本 稿 執 筆 に あ た り，

ペアの予測，親和性予測，ドッキングシミュレーショ
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ン，インターフェイス予測，接触残基予測などがあ

文

る．入手可能なデータ量，実験精度などを考慮し，バ

1)

イオインフォマティクスの立場から取り組むべき課題

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

としてインターフェイス予測を選択した．
先行研究では，GPCR スーパーファミリー全体で同
じ領域をインターフェイスとしていると予測されてい
たが，これはさまざまな実験結果と一致しない．そこ
で，タンパク質全般に適用される既存手法を適用した
がよい結果を得られなかった．その原因は，GPCR は

献
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同じサブファミリーに属するサブタイプでも個々に異
なる場所にインターフェイスを有していることであっ
た．そこで，サブタイプごとに，膜貫通領域側面で保
存残基が集積する場所を探すことでインターフェイス
を予測したところ，生化学実験によってインターフェ
イスが報告されているすべての事例と予測結果が一致

根本 航

し た 7)． こ の 手 法 を も と に，GRIP Server (http://grip.
cbrc.jp/GRIP/index.html)8) を提供している．解析した
いサブタイプを含むマルチプルアラインメントを入力
し，予測に使用する立体構造テンプレートの PDB ID
トピックス
新進気鋭
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理論／実験 技術

光化学的に設計された新規蛍光核酸による
DNA / RNAイメージング
久保田健，池田修司，
岡本晃充

理化学研究所基幹研究所岡本独立主幹研究ユニット

1. はじめに

2. プローブの構造と蛍光抑制の原理

特定の核酸の存在を検出するには標識された相補核

この蛍光プローブはオリゴ DNA からなり，単独で

酸をプローブとして用いるのが最も一般的な手段であ

は蛍光を示さず相補鎖とハイブリッドを形成したとき

る．プローブを標識する際には放射性同位体，抗原物

に強く蛍光を示すよう設計してある．使用した蛍光色

質，酵素，蛍光分子とさまざまなものが用いられる

素はチアゾールオレンジ（TO）とよばれるインター

が，扱いやすさを考慮すると蛍光標識が非常に便利で

カレータ型の黄緑蛍光色素で，核酸の 2 重螺旋と結合

ある．しかし単に検出対象（ターゲット）の相補核酸

することで強い蛍光を生じる．TO は単体で存在する

に蛍光物質をつなげたプローブはターゲットが存在し

場合は若干の蛍光性をもつが，複数の TO が平行に集

な く て も 蛍 光 を 示 す． こ の 余 分 な 蛍 光 は シ グ ナ ル

合した状態（H 型の会合体）では蛍光は大きく抑制

（ターゲットと結合したプローブからの蛍光）検出の

されることが知られている．これは励起子相互作用 6)

際のノイズとなるため可能な限り取り除かなければな

とよばれる現象で吸収スペクトルを測定すると吸収波

らない（洗浄作業）．固定試料を対象とする in vitro の

長帯がシフトすることから明確に確認できる．そこ

実験ではプローブの洗浄は可能だが，生細胞を対象と

で，2 個の TO を 1 本のプローブ中に近接して配置す

する実験ではそう簡単に余剰プローブを取り除くこと

ることで TO の H 型会合体が実現され，ターゲット

はできず，大きなバックグラウンドノイズの原因と

とのハイブリッド形成により H 型会合状態が解かれ

なってしまう．

るようになると考えた．実際にはプローブ配列中のチ

この問題を克服するために今までにさまざまな核

ミンにリンカーを介して 2 個の TO を連結し空間的に

酸ベースの蛍光プローブが考案されてきたがいずれ

近接させた（図 1a）
．これにより，以下のような分子

も分子内に高次構造を要求したり，分子内／分子間

状態による蛍光制御を狙った．つまり，プローブが

エネルギー移動を必要としたりするなど複雑なもの

1 本鎖状態で溶液中に存在する際には分子内に存在す

ばかりだった

．そこで構造的に単純で簡単に作製

る近接した 2 つの TO は会合体を形成し蛍光消光して

できるプローブの開発を目指し設計を行った．重要

いる：蛍光オフ状態．一方，プローブがターゲットを

な点はいかにしてターゲットの非存在下でのプロー

認識・ハイブリダイズして 2 本鎖となると TO はそれ

ブの蛍光を抑制するかである．われわれの研究室は

ぞれ 2 本鎖と結合し，会合状態が解かれ蛍光性を回復

核酸に化学修飾を施し新規な機能をもたせることを

する：蛍光オン状態（図 1b）
．

1)-4)

得意としている．そこで，光化学の理論に基づいた

このように，光化学と核酸化学を結びつける新たな

新たな観点から蛍光修飾核酸を設計したところ，シ

発想に基づいて設計・作製したプローブはターゲット

ンプルな構造でターゲットの有無により蛍光のオン―

となる相補鎖の存在／非存在下で劇的な蛍光輝度変化

オフを制御するプローブの開発に成功した 5)．本稿で

を示した．つまり，プローブ単独では非常に弱い蛍光

はこのプローブの原理と実際のアプリケーションに

だったものが，ターゲットと混合することによりはる

ついて紹介する．

かに強い蛍光を示すようになった（図 2a, b）
．TO を
1 つだけ結合させたプローブと比較するとプローブ単
独での蛍光が抑えられており励起子相互作用による蛍

DNA / RNA Imaging with a Photo-Chemically Designed Fluorescent Nucleotide
Takeshi KUBOTA, Shuji IKEDA and Akimitsu OKAMOTO
Okamoto Initiative Research Unit, Advanced Science Institute, RIKEN
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ローブを複数作製し，さまざまなデータを得たところ
以下のような特徴をもつことがわかった．
1）プローブ単独では蛍光抑制効果により消光してい
る．
→バックグラウンドノイズが小さくなる．
2）2 本鎖状態（ターゲットとハイブリダイズ，実際
の操作は両者を混合するだけ）になると蛍光が数
十から百数十倍になる．
→蛍光輝度比の変化が大きく，ターゲットの検出
が容易となる．
3）インターカレータである TO の影響で 2 本鎖融解
温度（Tm 値）は通常の配列に比べて高くなる．
→より強くターゲットと結合する．
などがあげられ，この蛍光核酸はシンプルな構造で作
製が容易でありつつ，核酸検出プローブとしてさまざ
まな有利な機能をもつことがわかった 7), 8)．
3. ドットブロットによる DNA 検出

1 本鎖状態のプローブ蛍光は抑制されているため，

図1
（a）プローブの化学構造とプローブ配列の例．チミン基からリン
カーを伸ばした先に 1 級アミノ基を 2 つ配置し，TO から伸ばし
たカルボン酸基と結合させている．実際には核酸自動合成機を
使って配列中のチミジン（またはウリジン）をジアミノ修飾ヌク
レオチドで置換したオリゴ核酸をまず作成する．このジアミノ核
酸に対して TO を 2 つ同時に結合させることでプローブとなる．
（b）蛍光オン−オフ機能のイメージ図．相補 DNA/RNA 鎖とのハ
イブリダイズにより TO の会合体が自発的に 2 つに分かれて 2 本
鎖と結合し強い蛍光を発する．

偽シグナルの少ない特異的核酸染色法への応用に期待
できる．検出のモデルターゲットとしてマウスの 4.5S
RNA 配 列 お よ び B1 配 列 を 選 び， 同 じ 配 列 を も つ
95 bp の 2 本鎖 DNA を用意した．両者には相同性が
あるが，それぞれの異なる配列を認識するプローブ
（anti4.5S, antiB1）を合成しドットブロットによる検出
を試みた 5)．通常の方法でナイロンメンブレンに吸着
させた両ターゲットに対して相補プローブを 50C，
60 分反応させ蛍光を確認したところ，それぞれのプ
ローブでターゲットを特異的に検出することができた
（図 3）．今回作製された蛍光プローブを用いればバッ
クグラウンドノイズが抑えられているため洗浄操作を
行わなくても偽シグナルの少ない特異的核酸検出が可
能になる．同様にハイブリダイゼーションを利用した
核酸検出実験系ならばそのまま本プローブを適用でき
ると期待できる．
4. RNA 検出への展開

図2
（a）プローブの励起／蛍光スペクトルの例．相補配列をもつ核酸
との混合前後でスペクトル強度が大きく異なる．この場合オフ状
態ではほとんど蛍光は見られない．
（b）キュベット内での蛍光を
デジタルカメラで撮影した図．プローブ溶液を下方から白色光で
励起することで黄緑色の蛍光が見えた．肉眼でも蛍光輝度の差が
はっきりわかる．文献 9 より改編．

プローブのターゲットは DNA だけではなく RNA
でも可能であった．オリゴ dT 配列をもつプローブ
d(TTTTTTXTTTTTT) を作製し蛍光特性を調べたと
ころ，相補となるオリゴ A RNA (A13) の有無により
100 以上の蛍光輝度比が観察され非常に性能のよいプ

光抑制効果が期待通り現れたことがわかった．またこ

ローブとなりうることがわかった．polyA 溶液（細胞

れによりバックグラウンドノイズが抑えられたためプ

内の成熟 mRNA を想定）と混合しても同様に非常に

ローブ蛍光の S / N 比を改善することができた．

大きな蛍光輝度変化が確認できた．相補とならない無

さらに 13-20 塩基程度のオリゴ DNA 配列をもつプ

関係配列（ランダム配列）をもつ RNA と混合した場


目次に戻る
生

物

物

理 Vol.49 No.6（2009）

な か っ た 9)． こ の 結 果 は d(TTTTTTXTTTTTT) プ
ローブが細胞内 mRNA のイメージングに応用可能で
あることを示している．
5. 長時間観察のためのヌクレアーゼ耐性プローブ

上で示した結果はプローブを細胞に注入して短時間
のうちに画像を取得した．プローブは天然型の DNA
骨格をもつため生細胞内では種々のヌクレアーゼに
より分解されてしまうことが容易に予想できる．その
ため数時間以上の長時間観察を行う場合にはヌクレ
ア ー ゼ 耐 性 を も つ こ と が 必 要 条 件 と な る． そ こ で
DNA 骨格からなるプローブを 2-OMe リボースを骨

図3
上段：ターゲット DNA 2 本鎖をスポットした位置の略図．下段そ
れぞれの認識プローブ（28mer）による蛍光検出例．染色液を取
り除くだけで洗浄操作を行わなくてもターゲット特異的に蛍光を
検出できた．文献 5 より改編．

格とする構造に変え，プローブとしての性能を確認
した 10)．結果 DNA 骨格の場合と同様にハイブリダイ
ズに依存して蛍光のオン―オフを示すことがわかり，
さらにこの非天然型のプローブは複数種類のヌクレ
アーゼ（エンド，エキソ両者）に耐性をもつことが

合は蛍光輝度比の変化は無視できるほど小さかった

わかった．またターゲットと 2 本鎖を形成した状態で

（ 1.2 倍）．プローブの蛍光はターゲットとの混合直

は RNaseH によるターゲット RNA の分解をも防ぐこ

後に上昇し，30 秒以内に本来の蛍光輝度（プローブ

とが確認できた．前述のオリゴ T プローブに対応す

が全て 2 本鎖を形成したときの蛍光輝度）の 90% ま

る 2-OMe-r(UUUUUUXUUUUUU) を合成し，これを

で達した．さらに 2 本鎖を形成している状態からプ

使って生細胞内での検討を行った．このヌクレアーゼ

ローブを引き離すと蛍光が減少することも別の検討に

耐性プローブは市販のトランスフェクション試薬で大

より確認した．つまりこのオリゴ T プローブはター

量の HeLa 細胞に導入することもできた．トランス

ゲットの増減に合わせて蛍光増強／減少を示すことが

フェクション後からタイムラプスで観察したところ，

わかった．

6 時間経っても蛍光輝度の減少は見られず（図 5a）
，

このオリゴ T プローブを生きた HeLa 細胞にマイク

18 時間経ってもプローブ由来の蛍光を検出すること

ロインジェクションし，蛍光の分布を調べた（図 4，

ができた．また，プローブで染色された細胞は観察中

インジェクション後 5 分）．細胞核だけでなく細胞質

にさかんに分裂していた（図 5b）．つまり観察できる

から蛍光が見えており，polyA 鎖をもった mRNA の分
布を表していると考えられる．コントロール実験とし
てランダム配列で作製した同種のプローブを別の細胞
にインジェクションしたが，ほとんど蛍光は観察され

図5
（a）プローブで染色した細胞の蛍光量を追跡した．DNA 骨格をも
つプローブはヌクレアーゼによる分解が原因と考えられる蛍光減
少が見られる．一方，ヌクレアーゼに耐性をもつ骨格で作製した
プローブでは時間経過による蛍光減少は見られなかった．
（b）染
色された細胞が分裂する例．0, 1, 1.5, 2.5, 4 時間時点の画像を示
した．矢印は分裂後の娘細胞．分裂した後も 10 時間以上の生存
を確認できた．文献 10 より改編．

図4
mRNA の polyA 鎖 に 結 合 し て 蛍 光 輝 度 を 上 昇 さ せ る プ ロ ー ブ
d(TTTTTTXTTTTTT) を生きた HeLa 細胞にマイクロインジェクショ
ンしたときの微分干渉像と蛍光像．核と細胞質で蛍光が見えた．
文献 9 より改編．
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程度の濃度で染色を行っても生命活動に対して毒性が

Biochem. 183, 231-244.

低いことも確認できた．
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6. 課題と展望

プローブ配列設計のときに気を付けなければいけな
いことが 1 点ある．このプローブは原理上自己ダイ
マーを形成しやすい配列では蛍光消光効果が弱くな
り，結果として相補鎖の有無による蛍光輝度比が小さ

Chem. 19, 1719-1725.

くなってしまう．プローブとしての役割を果たすため
にはある程度の蛍光輝度比（10 倍以上を想定）をも
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Kubota, T., Ikeda, S. and Okamoto, A. (2009) Bull. Chem. Soc. Jpn.

10)

Kubota, T., Ikeda, S., Yanagisawa, H., Yuki, M. and Okamoto, A.

82, 110-117.

つことが望ましく，そのため配列設計の時点で検討が
必要である．しかしターゲットの配列中にアデニンが

(2009) Bioconjugate Chem. 20, 1256-1261.

1 つでも含まれていればプローブを設計することがで
きるため（プローブに必要な要件はチミンまたはウラ
シルを含むことだけ），ターゲット認識配列部分を数
塩基ずらすことで蛍光輝度比の大きい配列を見つけ出
すことが可能である．また，多数の異なる配列で検討
した結果，蛍光抑制が効果的にかかる配列を事前に予
測することもできるようになった 7), 8)．
今後の展開として生細胞への応用を重点的に進めて

久保田健

いく．特定 RNA が転写される量，タイミングを調べ
ることは細胞機能発現や分化誘導機構の理解につなが
るため，本プローブの研究ツールとしての価値は高い
と期待している．現在のところ細胞内の mRNA 全体
を一括してオリゴ dT プローブで検出した段階である．
目標は特定の mRNA を検出することにあるが，ター
ゲットが全 mRNA と比べるとごくわずかしか存在し
ないということが大きな壁になっている．そのため蛍
光の検出感度，自家蛍光などの課題を克服する必要が
あり研究を進めている．
あるタイミングで増加／減少するような mRNA に
よる制御が働いている生理現象を捉えることができれ
ばと期待して実験を行っている．
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用
語
解
説

励起子相互作用
Excitonic interaction
励起によってできた電子―正孔のペア（励起子）が，
配列した分子間で非局在化する際の相互作用のこ
とをよぶ．結果的に励起状態のエネルギー準位が

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

分裂し，特に H 型会合体の場合では単量体に比べ
て分子の吸収波長が短波長側にシフトすると共に
蛍光消光が起こる．
（310 ページ）
（久保田ら）
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繊維状構造のための単粒子解析法
成田哲博

名古屋大学理学研究科構造生物学研究センター

1. はじめに

アクチンフィラメントや微小管などの繊維状タンパ
ク質重合体は，真核生物における細胞骨格，細胞運
動，接着，物質のとりこみ，排出，細胞分裂など非常
に多岐にわたる現象において中心的な存在である．そ
の時間的，空間的分布および機能は数多くの結合タン
パク質によって厳密に制御されており，この制御のあ
り方を知るためには，重合体に結合タンパク質が結合
した状態での 3 次元構造を知らなくてはならない．し
かしながら，構造解析が難しいため，繊維状タンパク
質重合体の機能および制御機構はわかっていないこと
が多い．

図1
繊維状構造の 4 つの分類．分類ごとに，左に模式図，右に実際に私
たちが決定した構造を示した．模式図においては，繊維状タンパク
質重合体の構成分子を円で，結合タンパク質を楕円で表している．

私たちはこの状況を打破するために，繊維状構造を
決定するための独自の単粒子解析法の開発を進めてき
た．最近この手法は軌道に乗り，さまざまな構造解析
に適用できるようになった．本稿ではこの私たち独自
の単粒子解析法を，その利点と問題点を含めて概説し

分類 3

たい．

繊維状タンパク質重合体にランダムにタンパ

ク質が結合している状態の構造．微小管―ダイニン
複合体 4), 5) など．

2. 単粒子解析法

分類 4
アクチンや微小管のような繊維状タンパク質重合体

合体

繊維の端の構造．アクチン― Capping Protein 複
6), 7)

など．

は，重合状態では結晶化がきわめて困難である．また

アクチンフィラメントや微小管はらせん対称性に

全体としての分子量が巨大であるため，NMR 法も使

したがって構成要素が重合するため，1 の構造解析に

えない．そこで役に立つのが，電子顕微鏡を用いた構

ついては，電子顕微鏡写真をらせん対称 3 次元再構成

造決定法である．

法（helical reconstruction 8)）によって解析する長い伝統

私たちの手法がターゲットにする線維状構造は以下

があり，多くの重要な成果があがっている．しかし，

の 4 つに分類される（図 1）．

分類 2-4 についてはらせん対称性が存在しないため，

分類 1

この方法も使えない．このため，2-4 の分類に対応す

繊維状タンパク質重合体そのもの，または，

その構成要素に 1 : 1 で結合タンパク質が結合してい

る構造については，私たちが研究を始めるまでほとん

る状態．アクチンフィラメント 1)，ParM フィラメ

ど明かになってはいなかった．そこで，らせん対称性

ント（原核生物のアクチンホモログ） など．

に頼らない 3 次元構造決定法として，私たちは単粒子

2)

分類 2

繊維状タンパク質重合体に周期的にタンパク

解析法に着目した．

質が結合している状態の構造．アクチン―トロポミ

単粒子解析法においては，溶液中のタンパク質複

オシン―トロポニン複合体 など．

合体を，そのまま負染色法や急速凍結法（クライオ

3)

Single Particle Analysis for Filamentous Complexes
Akihiro NARITA
Nagoya University
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法）によって固定し，その電子顕微鏡写真を撮影す

の構造をメインターゲットとして手法開発をしてき

る．数百―数万の複合体像をコンピュータ上で解析し

ているのだが，これら共通の問題として，一見した

て，3 次元構造を決定する（図 2）．その性質上単粒

ところではどこに目的物（結合タンパク質やフィラ

子解析では，原子座標レベルの分解能は得られないも

メントの端）があるのかわからないということがあ

のの，200 kDa 以上の大きな複合体に適しており，他

る（図 3）．そのため，コンピュータに目的物の場所

の方法が不得意な巨大複合体をターゲットとする．

を探してもらうアルゴリズムを開発しなくてはなら

電子顕微鏡写真上の複合体像はもとの 3 次元構造の

ない．

投影像に対応付けられる．電子顕微鏡写真から 3 次元

前述したように，単粒子解析法においては，複合体

構造を復元するには，

の向いている方向と，複合体の写真上の正確な位置を

a. 複合体が電子顕微鏡写真上のどこに存在し，

決定する必要がある．複合体が向いている方向は，

b. 電子線に対してどの方向を向いているか

3 つのオイラー角で表すことができる．正しいオイ

を 1 つ 1 つの複合体像において決定しなくてはならな

ラー角の組み合わせを探すには，3 つのオイラー角そ

い．そのための手法は，通常の球状複合体においては

れぞれを 5 度刻みでサーチする場合，1 つのオイラー

開発が進み，私たちが研究を始めた当時でも，リボ

角 ご と に 360 / 5 で 72 通 り あ る の で， 全 体 で 72  72

ゾームやウィルス，分子シャペロンなどに多くの成果

 72  373248 通りもの中から正しい 1 つを選ばなく

があがっていた ．しかし，一方で繊維状タンパク質

てはならない（正確にいえばもう少し少なくなるが，

複合体の構造解析についての手法は当時まだ存在せず，

オーダーとしては変わらない）．さらに，複合体の位

私たちは 1 から解析法を開発しなくてはならなかった．

置がだいたいわかっている場合でも，正確な位置を

9)

決定するためには，ある程度のサーチが必要である．

3. 繊維状複合体のための単粒子解析法

x 方向，y 方向それぞれ 10 ピクセルの範囲でサーチを
する場合，組み合わせはさらに 10  10  100 倍にな

3.1 何が難しいのか

電子顕微鏡写真におけるタンパク質複合体のシグ

り，全体の組み合わせは，37324800 通りにもなる．

ナルはあまり強くない．私たちは特に分類 2-4（図 1）

シグナルが弱い場合，このような膨大な候補の中か
ら直接正しい組み合わせを選ぶのは事実上不可能で
ある．

図2
単粒子解析法．
（a）クライオ法における試料の模式図．カーボン
に開いた穴の中に溶液の膜が張っていて，その中でタンパク質複
合体は任意な方向を向いている．これを急速凍結して電子顕微鏡
観察する．試料に電子線が当たる方向を矢印で示した．
（b）クラ
イオ電子顕微鏡写真の例．GroEL-ES 複合体．写真中の複合体像を
白丸で示した．（c）電子顕微鏡写真から切り出した複合体像．形
が多様であるように見えるのは，分子の電子線に対する方向が違
うからである．
（d）
（c）のような複合体像を多数集め，コンピュー
タ上で解析することにより（d）のような 3 次元構造 10) を決定する．
（b）
（d）のデータは産業技術総合研究所の光岡薫博士より提供し
ていただいた．

図3
目的物の位置は簡単にはわからない．
（a）1-6：アクチン― Capping
Protein 複合体クライオ電子顕微鏡像（
（a）1,3,5）とその 1 次元投
影像（
（a）2,4,6）
．Capping Protein はアクチンフィラメントの端
に結合するタンパク質である．フィラメントの端がどこにあるの
かを正確に決定するのは難しく，その 1 次元投影像を見てもまっ
たくわからない．（b）1：細胞質ダイニン―微小管複合体のクライオ
電子顕微鏡像．細胞質ダイニンは微小管上にランダムに結合す
る．
（b）2：
（b）1 から微小管のシグナルを引いた像．これを解析し
てダイニンの位置を決定するのだが，目で見てもダイニンの位置
ははっきりとはわからない．
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3.2 構造解析のコンセプト

3.2.2

ステップ 2

目的物の場所の決定

そこで，私たちは，解析を 2 つのステップに分ける

ステップ 1 の構造を元の電子顕微鏡写真と比べるこ

ことにした．まず，アクチンや微小管などのベースと

とによって，写真の中のベースフィラメント構成分子

なるフィラメントの構造を決定する．次に，フィラメ

（アクチンフィラメントの場合はアクチン，微小管の

ント上の目的物の場所を探すのだが，決定した構造と

場合はチューブリン）の位置と向きがわかる（図 5）
．

もとの写真の相関を利用してサーチするパラメーター

あとは，目的物が結合タンパク質であれば，どのベー

を大幅に限定する．このことによって，著しく解析の

スフィラメント構成分子に結合しているか，フィラメ

安定性と信頼性を高めることができた．以下でもう少

ントの端であれば，どの分子が一番端であるかがわか

し詳しく述べる．

ればよい．決定された着目すべき分子（結合タンパク
質が結合していたり，フィラメントの端である分子，
ベースのフィラメントの構造決定

図 5c 矢印）の向きはフィッティングによってすでに

ステップ 1 では，ベースとなる微小管やアクチン

わかっているのだから，あとは同様の解析を多数の

3.2.1

ステップ 1

フィラメントの構造を決定する．まずらせん対称 3 次

フィラメントに対して行い，この

元再構成法などを用いて電子顕微鏡写真から初期構造

フィラメント構成分子

を決定する．その初期構造の投影像と各電子顕微鏡像

成をすれば自動的に目的とする物の構造が決定できる

を比べて，フィラメントの極性と各部の投影法向を決

ことになる．この

定し，そのデータをもとに 3 次元構造を決定する．さ

候補の数は前述の通常の単粒子解析法の場合に比べて

らにその結果をモデルとして同じことを繰り返し，収

はるかに少ない．たとえば，アクチンフィラメントの

束するまで続ける （図 4）．らせんパラメーターが安

端の場合，図 5 の例では 10 分子の範囲のサーチであ

定している場合は，らせん対称 3 次元再構成法で十分

り，わずか 10 の候補から正しいものを選び出せばよ

なのだが，ParM やアクチンなどあまり安定していな

い．前述した数千万の候補から選び出すサーチよりも

い場合は，分類 1（図 1）の構造決定においても，こ

はるかに容易である．

7)

着目すべきベース

に対して平均化，3 次元再構

どの分子

というサーチの場合，

の単粒子解析的な繰り返しが構造精度を高めるために
重要である 1), 2)．

図5
繊維状複合体用単粒子解析法ステップ 2．アクチン― Capping Protein 複合体（アクチンフィラメント端）を例にとっている．（a）
アクチン― Capping Protein 複合体像．
（b）それにステップ 1 で決
定された 3 次元構造をフィッティングする．具体的には，軸方向
の位置 y と軸周りの回転  を動かしながら，構造が写真にもっと
もよく合うところを探す．この段階ではフィラメントの端の位置
は考慮しない．これで，写真の中のフィラメント構成分子（この
場合はアクチン分子）の位置と，電子線に対する向きがわかる．
（c）どのアクチン分子がフィラメントの端にもっとも近いかを，
設定したサーチ領域内で決定する．この場合は，10 分子をサーチ
領域とし，サーチ領域内の分子に番号をつけ，その中から決定さ
れた分子を矢印で示した．この例では，一番端の分子はアクチン
では無く Capping Protein であるため，矢印の分子はフィラメント
端から少し内側に入ったところにある．矢印で示した分子の電子
線に対する方向は，すでに（b）のフィッティングによってわかっ
ている．同様の解析を多数のフィラメントに対して行い，平均
化，3 次元構造の計算を行う．

図4
繊維状複合体用単粒子解析法ステップ 1：ベースフィラメントの構
造決定．（a）電子顕微鏡写真．例として 2 本のアクチンフィラメ
ント像を示した．
（b）初期構造の投影像．それぞれフィラメント
軸周りの投影角度（）が少しずつ異なる．
（a）と（b）の相関を
計算し，それを相関マップ c にプロットする．相関マップにおい
ては白い部分の相関値が高い．フィラメント像 1 本ごとに 1 つの
相関マップが作られる．この相関マップをもとに，フィラメント
像（a）の各部を短く切り出す．相関マップからは切り出された像
の投影角の情報も得られる．同じ投影角の切り出し像同士を平均
化する．
（d）計算された平均像．（e）平均像（d）と投影角度を
用いて計算された 3 次元像．この 3 次元像から投影像（b）を再
び計算し，相関マップ，3 次元像の計算を，構造が収束するまで
繰り返す．
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このステップの解析は，対象物の性質に応じて設
計される

析を通じて，フォルミンによるアクチンフィラメント

．実際には，ここまでサーチ領域を絞

形成開始メカニズムを探ろうとしている．また，アク

り込んでも，目的物の場所を正確に探すのは容易で

チン―トロポミオシン―トロポニン複合体の 3 次元構造

はないが，幸いなことに私たちはすでにすべての分

をより高分解能化することにも挑戦している．これら

類に対応することができるようになった．その結果，

のことは，私たちが開発してきた手法なしでは不可能

Capping Protein がどのようにしてアクチンフィラメン

なことである．

3), 4), 7)

ト端において重合脱重合を止めるのか 6)，ダイニンが
微小管に対してどの向きを向いて結合しているのか

また，当大学の臼倉教授の研究グループとともに，
クライオトモグラフィーと本手法を組み合わせて，よ

5)

など，多くの重要な知見が得られつつある．

り細胞内に近い状態のアクチンフィラメントの構造解
析を始めようとしている．これらの研究を通じて，ア

4. 本手法の問題点

クチン，微小管を中心とする繊維状タンパク質複合体
この手法はまだ発展途上であり，現在，以下のよう

のより深い理解に貢献していきたい．

な問題点がある．
1. 時間がかかる．分類 2-4 に関しては，1 つの構造

文

に 1 年程度かかる．
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2. 分類 2-4 に関しては分解能が 2-3 nm に限定される．
3. ユーザーインターフェースが未整備である．
1 と 2 については，電子顕微鏡写真からの効率的な

T. (2001) J. Mol. Biol. 308, 241-261.

フィラメント自動認識，自動切り出し，曲がり補正が

Biol. 372, 1320-1336.

できるようになればある程度解決できる．現在も半自
動での切り出し，曲がり補正ができるようになっては

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 20832-20837.

いるが，1 本のフィラメントにこれらの処理をするの

25, 5626-5633.

に，合計で約 10 分程度はかかる．フィラメントの端
の構造を解析するには最低 1000 本の切り出しが必要
で，それだけでも相当の時間がかかる．ここが効率化
できれば，全体の効率はかなり上がるだろう．使用で

10)

きるフィラメントの数が増えれば，分解能を向上させ

Kanno, R., Koike-Takeshita, A., Yokoyama, K., Taguchi, H. and
Mitsuoka, K. (2009) Structure 17, 287-293.

ることもできる．
また，使いやすいユーザーインターフェースの整備
は，本手法を標準的な技術として普及させるためには
必要不可欠であり，緊急の課題である．
5. 今後の展望

現在私たちは，アクチンフィラメント P 端の構造

成田哲博

解析を通じて，アクチンフィラメントの B 端と P 端
の性質の違いを，アクチン―フォルミン複合体構造解
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らせんパラメーター
Helical parameters
らせん構造を表記するパラメーター．表記のしか
たは 1 通りではない．最もわかりやすいのは，ら
せん構造をもったタンパク質重合体の中で，隣合
う 2 分子が，フィラメント軸のまわりで互いに何

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

度回転しているか（），軸方向に何 nm ずれてい
るか（z）の 2 つのパラメーターの組み合わせで
ある．多重らせんの場合は，何重らせんであるか
を示すパラメーターが加わり，計 3 つのパラメー
ターになる．（316 ページ）
（成田）
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薄層斜光照明法による細胞内での蛍光1分子観察
徳永万喜洋1,2，十川久美子2

東京工業大学大学院生命理工学研究科
理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター
1

2

背景光を大きく減少させることができるからである．

1. はじめに

特に，細胞膜や膜直下を観察するうえで，威力を発揮
する．ところが，表面に限られ，細胞内部の観察がで

生きた細胞中の分子 1 個 1 個のダイナミックな姿を

きないという，大きな欠点ももっている．

目のあたりにすると，これこそが生命現象の実相であ
ると実感される．

3. 薄層斜光（HILO）照明法

分子 1 個を観ることができる今となっては，分子の
概念は疑うことすらないが，原子分子の概念が確立し

蛍光画像を明るくしながら，背景画像を暗くするこ

て，いまだ 100 年しか経っていない．アインシュタイ

と，というのが求められた方法である．試料損傷・退

ンの Brown 運動の理論が 1905 年，Perrin がアボガド

色防止のために，試料観察面で照明光の焦点を結ばず

ロ数を求めて原子分子の実在を実証したのが 1908 年，

に行う必要があった．そこでわれわれは，細胞の厚み

分子の概念の歴史は目に見えないものを知ることの難

よりも薄い光（厚 7-10 m 程度）で局所的に照明する

しさを示している．100 年後の今，生きた細胞内部で

方法として薄層斜光照明法（highly inclined and laminat-

も分子 1 個が鮮明に観察できる時代となった．

ed optical sheet microscopy, HILO microscopy） を 開 発 し

ダイナミックな動きと相互作用に基づき多種多様な

た（図 1）1)．全反射と少し違うだけに見える簡単な原

分子からなるシステムとしての生命を，熱力学的にま

理だが，実際に組み込むとなると奥の深い光学系であ

た生物物理学的に，その本質を把握すればどのように

る．また実用的な効果は高く，そこには隠された大き

なるだろうか．1 分子映像は直截的に問いかけてく

な理由もあった．

る．これに答えるためには，遠まわりに見えても，生

HILO 照明法では，全反射照明よりも対物レンズの

細胞中の分子動態・相互作用を，時空間・分子種の関

少し内側に光を入射する．試料における照明角度 

数として定量的に実測する必要がある．

は，対物レンズへの入射位置 x で決まり，全反射に近
いほど照明角度  は大きくなり水平に近くなる．視野

分子を鮮明に可視化し，定量計測するために用いる

絞りを導入して，照明領域直径 R を可変にする．照

顕微鏡法 を紹介する．
1)

明を水平に近づけるほど，また，照明領域直径 R を

2. 全反射照明法

小さくするほど，照明光の厚み dz は薄くなる．幾何
光学的には dz  R / tan で与えられる（図 1b）が，薄

1 分子蛍光イメージングが水溶液中で実現した当初
から

，全反射照明法 は重要な役割をしてきた

2), 3)

4)

くなるにつれ，光の回折現象により広がるため，試

．

2), 5)

特に，対物レンズ型全反射照明法 5) は，装置が比較的

料観察面に共役な位置に視野絞りをおいて（絞りの像

簡便であり，何より細胞の 1 分子イメージングを可能

を観察面に結び）回折による光の広がりを最低限に抑

にした方法ゆえに，市販され広まっている．全反射蛍

える．

光法は，従来の方法ではバックグラウンドに埋もれて

HILO 照明法の特徴の 1 つとして，顕微鏡の焦点リ

しまって見ることのできなかった，細胞表面やガラス

ングをまわして焦点位置すなわち試料観察面を上下に

表面のイメージングを高画質で行うことができる 6)．

動かしても，照明領域は試料観察面と共に上下するの

全反射の際に生じるエバネッセント光は，表面から深

で変わらない．ただし，照明領域が水平方向に観察視

さ 50-200 nm 程度の近傍のみしか照らさないために，

野中心からずれることがある．これは対物レンズの辺

Clear Single Molecule Imaging in Living Cells using Highly Inclined Thin Illumination
Makio TOKUNAGA1,2 and Kumiko SAKATA-SOGAWA2
1
Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology
2
Research Center for Allergy and Immunology, RIKEN
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図1
薄層斜光（HILO）照明法の模式図 1)．
（a）HILO 照明は，対物レンズの端付近にレーザー光を入射することにより行う．照明用レーザー光は，
対物レンズ後焦点面に集光して入射し，試料側で平行光にする．入射光位置の後焦点面上での対物レンズ中心軸からのずれを x，試料屈折
率を n，対物レンズ焦点距離を f とすると，x  0 で通常の落射照明，x≧nf で全反射照明となる．x が nf 近傍のとき HILO 照明となる．
（b）
細胞などの試料は，薄い層状に近づけた光で照明される．試料上での照明光の角度を ，照明領域直径を R とすると，照明光の厚み dz は幾
何光学的には R / tan となるが，回折のため R / tan より厚くなる．1 細胞レベルの観察では，細胞の厚みよりも薄くできる．

縁部を使うことに因る球面収差のためであり，対物レ

きい．また，高画質ゆえに，10 ミリ秒の時間分解能

ンズへの照明光の入射角度を変えることにより補正す

で 1 分子イメージングもできる．

ることができる（図 1a）．

4. HILO 照明法の照明の厚みと画質の評価

共焦点顕微鏡法とは異なり照明光を試料上で集光し
ないことと，通常の顕微鏡よりもずっと弱い光で照明

光を薄くすると回折現象が起こるので，照明光の厚

できるので，生きた細胞への損傷が低く，長時間にわ

み dz を実測した 1)（図 2）．回折による広がりは，実

たる観察が可能である．細胞への損傷や蛍光退色は，

際の光の厚み dz と幾何光学 R / tan との差としてわか

光密度にも依存するため，集光しない照明は効果が大

るが，1 細胞レベルの観察（R≦40 m）では，2-3 m
であった．その結果，7-10 m の照明光の厚みが実現
していた．
HILO 照明による画質を，蛍光ビーズ像から，蛍光

図2
10 m 以下の照明厚を実現 1)．HILO 照明における照明光の厚みを
実測した．対物レンズからの照明は同じまま，観察カメラ位置を
前後し，観察試料面の高さを上下させて行った．照明光の強度
は，蛍光ビーズの明るさとして求め，高さ z 方向の関数として
計った．挿入の模式図のように，高さ z 方向に関して照明光強度
が釣り鐘状の分布を示した．半値全幅 dz を照明光の厚みとして評
価し（縦軸）
，照明領域直径 R（横軸）の関数として求めた．点が
実測結果であり，直線は幾何光学から計算される厚み R / tan であ
る（照明角度   77 度）
．直線からのずれは，回折などによる光
の広がりを意味し約 2 m であることがわかる．光を薄くするほ
ど回折も大きくなるが，実用的な範囲ではたかだか 3 m である．
1 細胞レベルの観察では，厚み 7-10 m が実現していることが示
された．

図3
最高で S / N 比 8 倍の蛍光画質をもたらす 1)．蛍光画像の画質を蛍
光画像強度／背景画像強度として求め，HILO 照明法（照明角度
  77 度）と，落射照明法（epi-illumination）とで比較した．従
来の落射照明法の画質に対する相対比（縦軸）を，照明領域直径
R（横軸）の関数として示してある．蛍光ビーズを観察した画像で
評価した．画質の数値の絶対値は，何を見るか画像によって異な
るが，照明角度や照明領域直径に対する依存性は同じである．
HILO 照明法は，照明領域直径 R が 20 m 近辺で画質が最高にな
り，7.6 倍まで画質が増加した．
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画像強度／背景画像強度として評価した（図 3）．照

観的に説明すると，照明光が通過する領域の体積が減

明領域直径 R が通常使用の 80 m 以上では，HILO 照

少することにより，光の密度が上昇するためである．

明法は落射照明法の 3.5 倍の高画質であった．照明領

6. 1 分子イメージングと 3 次元像

域 R を 絞 っ て 小 さ く す る と， 落 射 照 明 法 も 画 質 が
3.4 倍になったが，HILO 照明法は 7.6 倍まで画質がよ

HILO 照明法を用いると，生きた細胞の中で働いて

くなった．照明領域直径 R  20 m 近辺で画質が最高

いるタンパク質分子の鮮明な 1 分子像が得られる

になった．照明領域をさらに小さく絞りすぎると，画

（図 5a）．これまでの 1 分子イメージングでは Noise

像強度の減少が大きくなるため，画質が悪くなる．

を除去するために，フレーム間で時間平均する必要が

以上から，細胞 1 個を観るのに適した R  20 m 程

あった．しかし，HILO 照明法では高画質化により，

度の照明が，最も高画質であることがわかった．その

1 フレームでも鮮明な 1 分子像が実現される．すなわ

とき，照明光の厚みは 7 m である．

ち，時間・空間の両面で，顕著に分解能の向上をもた
らす．

5. HILO 照明法で画質がよい理由

また，3 次元像においても，高感度で鮮明な像が得
画質がよいのは，照明光の厚みが薄くなることによ

られる．図 5b は，細胞中の核膜孔複合体の 3 次元像

る背景光の減少が理由の 1 つである．

を，高さ z 方向に走査した一連の画像から，decon-

実は，もう 1 つ重要な理由があり，照明角度  を大

volution なしで再構築したものである．通常の 3 次

きくするにつれ，照明光強度が強くなっていた 1)．全

元像再構築では，焦点からはずれたボケ像を除去する

反射照明では，照明光強度が理論的に最大で約 4 倍に

ために deconvolution を行う．しかし，現在通常に用

強くなることがわかっており

いられている deconvolution 法は，定量性に問題を起

6), 7)

，実際の画像からも

約 3 倍という結果が得られている ．

こす可能性やアーテファクトを生じることがあり，注

5)

HILO 照明でも，理論的に 2-4 倍強くなることが計

意が必要である．HILO 照明法は，deconvolution なし

算 さ れ る （図 4）
． 図 3 の 実 験 で は，HILO 照 明 で

で鮮明な像をもたらすことができる．

1)

2.8 倍照明光強度が強くなっており（図には示していな

HILO 照明では照明光を集光しないため，退色が共

1)
い）
，理論とよく合っている．光が強くなる理由を直

焦点に比べはるかに低い．図 5b で，z 走査を往復し
て 評 価 し た と こ ろ， 高 さ z を 0 か ら 16.2 m ま で
0.44 m 間隔で走査する間の退色は 11% であった．

図5
生きた細胞中のリアルタイム 1 分子イメージング像と，核膜孔複
合体の 3 次元画像．
（a）遺伝子の読み取りを調節する転写因子
Sp1 が核内で働いているようす．Sp1-GFP を導入した CHO 細胞を
生きたまま，リアルタイム録画したムービーの 1 フレーム画像
（33 ミリ秒間隔）．図中の輝点 1 個 1 個が 1 分子．時間平均せず
に鮮明な 1 分子像が，核内でも得られる．バー，5 m．
（b）細胞
核の核膜孔の 3 次元画像（ステレオペア）．核膜上で分子を選択
的に通す核膜孔の立体配置を HILO 照明法で観察し，高さ方向に
走査した連続画像から 3 次元画像を再構築した．図中の輝点が，
個々の核膜孔．Deconvolution 処理を行なわずに鮮明な立体像が得
られた．核膜孔と相互作用するタンパク質 importin  と GFP の融
合タンパク質を観察した．輝点の蛍光強度から評価して，輝点は
約 50 分子の集まりである．通常の共焦点顕微鏡では，GFP 約 50
分子は感度の限界にあたり，z 走査中の蛍光色素の退色のため，
このように少ない分子数での 3 次元像は観察することができない．
バー，5 m．

図4
照明光強度の増加が高画質の主因の 1 つ．ガラス側の入射角度
 glass に対するカバーガラス表面での照明光強度（入射光強度に
対する比）の理論値を示す 1), 6), 7)． glass が全反射の臨界角 c（全
反射になる最小角度）のとき，照明光強度が最大で，入射光の 4
倍である．臨界角手前の  領域を HILO 照明が使っており，入射
光の 2-3 倍の強度である．照明光強度が増加することが HILO 照明
および全反射照明（TIRF）の高画質の理由の 1 つである．試料屈
折率 n  1.37（細胞質）
，ガラス屈折率 n1  1.52 として計算．
（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）
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また，1 分子レベルでは，分子機能を必ずしも観て
いるとは限らないので，細胞レベルでの活性との比較

7)

が重要である．細胞質から核内への輸送を計測したと
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ころ，1 分子計測による定量結果による核内輸送速度
と，1 細胞レベルの核内濃度増加 rate の結果がよく相
関した 1)．さらに，1 分子解析結果を使って数値モデ
ルを構築し，計算機シミュレーションしたところ，実
験結果をよく説明できた．
HILO 照明は，生きた細胞内部で鮮明な 1 分子イ
メージングを可能にし，3 次元観察に従来にない画像

徳永万喜洋

を提供する．さらに，分子定量解析により，細胞内に
おける生体分子の動態・相互作用を，時間・3 次元空
間・多種分子の 5 次元の数値情報として得ることがで
きる（5 次元目は分子種）．生命機能を分子集団とし
て数値モデル化し再現するうえで，必要不可欠な情報
を提供できる．生体分子の働きをシステムとして明ら
かにする，新分野開拓のツールとして期待される．
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用
語
解
説

S/N 比
Signal-to-noise ratio
Signal / Noise 比．ここでは，シグナル画像強度／
バックグラウンド画像強度を S / N 比として用いて
いる．
（319 ページ）
（徳永ら）
デコンボリューション
Deconvolution
光学顕微鏡像では，点像が広がりをもって結像す

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

るので，一般の画像は真の像と point spread function の convolution になっている．この広がりを除
くのが本来の deconvolution（convolution の逆）で
ある．現在一般に使われているデコンボリュー
ション法は，点像のボケによるバックグラウンド
を除くのに使われている．
（320 ページ）（徳永ら）
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す．どの演題も非常にレベルの高いものでしたが，特
に優れた発表を行った喜多俊介（北大院・生命）
，樋
口真理花（北大院・先端生命），井上郁（北大院・理）
の 3 名に発表賞が授与されました．また，3 月末で北

支 部 だより

大を退職される加茂直樹先生（現，松山大・薬）には，
特別講演を行っていただくとともに，長年にわたる支
部活動へのご尽力に対して，懇親会にて花束を贈呈し

北海道支部からのたより

ました．
昼休みの支部総会では，2008 年度の活動報告や会
計報告が行われました．また，郷原一寿支部長（北大
院・工）の任期満了に伴い，次期支部長として出村誠
先生（北大院・先端生命）を選出しました．4 月から
は新体制での支部活動がスタートしています．
はじめに
2007 年の学会誌リニューアルを機に新設された

2008 年度合同シンポジウム

「支部だより」も，いよいよ 3 巡目へと突入します．

「生命現象の分子レベルでの解明」

各支部（地区）が 2 回ずつバトンをつないできた約

こちらも恒例の生化学会北海道支部，北海道分子生

3 年間で，セミナー／シンポジウム報告と研究室紹介

物学研究会との 3 団体共催による合同シンポジウム

の 2 つをメイントピックに据えた記事のスタイルが

が 2008 年 11 月 21 日に北海道大学理学部で開催され

確立されつつあります．そこで，執筆依頼を受けた時

ました．10 年にわたり継続しているこの合同シンポ

点では，私も前例に倣った記事を執筆するつもりでし

ジ ウ ム で は， 半 日 を か け て 各 団 体 か ら 2 件 ず つ 計

た．しかし，どこからともなく「支部だよりの記事内

6 件の講演が行われます．2008 年度は，内田毅先生

容がマンネリ化している」という声が…．かといっ

（北大院・理）が世話人を，高井章先生（旭医大・生

て，「具体的にこれを書きなさい」という声は残念な

理）と石森浩一郎先生（北大院・理）が講演を担当さ

がら聞こえません．何を書くべきか悩んでいたとこ

れました．本シンポジウムは，北大の大学院共通授業

ろ，ちょうど本号の「若手の声」も北海道支部に執筆

科目を兼ねているため，大学院生の聴衆が非常に多い

依頼が来ていることを知りました．これを使わない手

のが特徴です．聴衆の中から，「生物物理」そして「ラ

はありません．早速「若手の声」執筆担当の田村和志

イフサイエンス」の将来を担う若手研究者が 1 人で

さんにコンタクトをとり，共通の話題をそれぞれの立

も多く生まれることを期待します．

場（教員と大学院生）で執筆するという，新しい試み

2009 年度合同シンポジウムは 2009 年 11 月 13 日

を行うことにしました．

に開催されます．現在，坂井直樹先生（北大院・先端

今回の「支部だより」では，前半に支部の活動報告

生命）を世話人として，開催に向けた準備を進めてい

を短くまとめ，後半に「夏の学校」の北海道開催に向

ます．今号が発行される頃には，盛会のうちに終了し

けた取り組みを教員目線で書きました．
「若手の声」

ていることでしょう．

には，同じ話題が学生目線で書かれていますので，是
非両者を読み比べてみてください．
2008 年度日本生物物理学会北海道支部例会
恒例の支部例会が 2009 年 3 月 9 日に北海道大学工
学部で開催されました．この例会は，年に一度北海道
支部の会員が一堂に会するイベントとして，35 年近
く継続して開催されてきました．当日は，札幌はもと
より旭川や室蘭からも多数の参加があり，学部生，大
学院生，ポスドクといった若手を中心に 24 件の研究
発表が行われました．その中には，今回はじめて高校

加茂先生への花束贈呈（支部例会懇親会にて）

生を中心とした研究グループの発表も含まれていま
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その他の支部活動

り，2009 年の北海道開催が現実味を帯びてきました．

上述の大きな 2 つのイベントに加え，年間を通じて

2007 年度は，「教員が手を引き（手を抜き？），学

支部講演会の主催やシンポジウムの共催を行っていま

生・ポスドク主体の体制へ移行する」ということを目

す．すべてのイベントの開催案内やプログラムは，支

標としました．しかし，研究室紹介セミナーに代わる

部ホームページ（http://altair.sci.hokudai.ac.jp/biophy/）

イベントが立ち上がらず，一時的に活動が停滞したよ

に随時掲載するとともに，メーリングリスト（現在，

うに思います．本当に夏の学校が開催できるのか？

約 170 名を登録）を通じて案内しています．支部主

という不安がよぎりましたが，ここで手を出してしま

催のイベントには北海道に限らず全国からの参加を歓

うと最後まで教員の手を離れないという心配のほうが

迎します．また，押しかけセミナーなども大歓迎で

大きかったため，彼らのポテンシャルを信じ，あえて

す．興味をもたれた方は，是非一度ホームページをご

静観しました．結果的に，彼らにもこのままではまず

覧の上，支部事務局へのコンタクトをお願いします．

いという危機感が芽生えた時期ではないでしょうか．
また，若手の会との連携が不可欠であるため，北海道

若手研究者へのサポート

から夏の学校へ参加する学生・ポスドクに対し，北海

〜「夏の学校」北海道開催を通じて〜

道支部が旅費・参加費を補助するシステムを立ち上げ

2006 年 4 月，とある先生から私に対し「北海道支

ました．

部の若手活動を盛り上げるように」という特命が下っ

そして 2008 年 5 月，とうとう完全に学生・ポスド

たのがすべての始まりでした．当時，若手の会に北

クの手によるイベントが，これまでで最も多い参加者

海道支部は存在せず，北海道から夏の学校に参加す

を集めて開催されました．個人的に肩の荷が下り，夏

る学生もほとんどいませんでした．つまり，支部の

の学校の成功を確信した瞬間でした．実際，これ以降

若手を主体とした活動はまったくゼロの状態です．

は学生・ポスドクが主体となった活動が展開され，教

このような状況からわずか 3 年半で夏の学校を北海

員の仕事はイベントに参加して呑み会のお金をすこし

道で初開催するにいたった経緯を書くことで，同じ

多めに出すことだけでした．また，この年の夏の学校

ように若手活性化に取り組んでいる他支部の参考に

（東京）には，参加費補助を活用して北海道から多数

なれば幸いです．

の若手が参加し，若手の会全体会議において 2009 年

まず，最初に手がけたのは，北海道支部に所属する

夏の学校の北海道開催が正式決定となりました．

教員に理解・協力を求め，このような活動に積極的な

その後 1 年の準備期間を経て，夏の学校が半世紀

学生・ポスドクを集めることです．もしこれで人が集

の歴史で初めて津軽海峡を越えた北海道の地で開催さ

まらなければ，教員を説得するところから始める必要

れ，無事に大成功を収めました．同時に，北海道支部

がありましたが，多くの教員の協力により 20 名前後

の悲願が達成した瞬間でもありました．今後は，この

のメンバーを集めることができました．集まったメン

ように急激に盛り上がった若手の活動をいかにして持

バーに対し「今後どのような活動を行うかを自分たち

続・発展させていくかが課題となるでしょう．次なる

で決め，それを実行すること」
，
「3 年以内に夏の学校

展開を大いに期待するとともに，支部として積極的な

を誘致すること」の 2 点を支部からの要望として伝え

若手の取り組みを全力でサポートしていきます．

ました．早速，メンバーによる話し合いが行われ，ま

教員目線では，このように順調に目標が達成され，

ずはメンバー同士の相互理解を深めることおよび新メ

支部若手活動の活性化を実感しています．一方，学生

ンバーを獲得することを目的として，研究室紹介セミ

目線では，この 3 年半をどのように感じているのか？

ナーを定期的に開催することが決まりました．2006

次ページからの「若手の声」を是非ご覧ください．

年度には 4 回のセミナーを実施しましたが，最初から

最後に，夏の学校開催という目標を見事に達成して

学生・ポスドク主体の活動として軌道に乗ったわけで

くれた北海道支部の若手メンバー，その活動を支えて

はなく，実際はかなりの部分が教員のコーディネート

くださった北海道支部の教員，あたたかく迎え入れて

によるものでした．また，ちょうどこの年の沖縄年会

くれた若手の会メンバーに対し，この場を借りて厚く

で「若手の会全体会議」に参加する機会があり，活動

御礼申し上げます．

が軌道に乗っていないにもかかわらず，
「夏の学校の
北海道開催」を提案しました．このいきなりの提案を

永山昌史
macci@eng.hokudai.ac.jp

北海道大学大学院工学研究科

「若手の会」があたたかく受け入れてくれたことによ
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未来のために，声を出して体を張り，主体的に行動す
ることの重要性を肌で感じました．そこで自立への渇
望と，これを多くの北海道の若手に伝えねばならない
という使命感が芽生えました．そして

若 手 の 声

ばかりではいけない！

教員に頼って

という意識の下，若手を中心

とした運営体制を整えて活動規模を拡大し，夏学開催
への地盤固めを始めることにしました．

〜夏の学校 2009 ―細胞への挑戦―開催報告〜

はじめは何をやったらよいか判断しかねましたが
とりあえずやって，それから考える． というスタン
スで動き始めました．結果的に支部の活動には多くの
人にお集まりいただき，当初の私たちの悲観的予想は
すぐに吹き飛びました．重要なのは企画の内容ではな
く，私たち自身が立ち上がることにあったのかもしれ
はじめに

ないと今では思います．

2009 年 7 月 31 日〜 8 月 3 日までの 4 日間，生物
物理若手の会は，北海道支部が中心となって，毎年恒

夏学を終えて

例の研究会 生物物理若手の会第 49 回夏の学校 を，

若手が夏学のような場で自立し主体的に活動する

北海道千歳市支笏湖ユースホステルにて開催しまし

ことがきわめて重要であることを改めて確信しまし

た．今回の夏の学校（以下，夏学）では， 細胞への

た．49 巻 3 号の

挑戦〜フロンティア・スピリット〜

巻／頭／言

にあるように

末は

をメインテーマ

博士か大臣か といわれる時代はすでに終わっていま

に掲げて講演を展開し議論を深めました．13 名の講

す．つまり 博士号さえ取れば自ずと賞賛され将来が

師による招待講演，若手による 7 件のショートトー

開かれる というのは幻想か，幻想を見ている人の戯

ク，36 件のポスター発表が行われました．招待講師

言か，あるいは社会から隔離された桃源郷のオトギ

13 名を含む約 90 名の方がご来場くださいました．こ

バナシなのです．つまり，博士号をもっていること

の規模は，例年の夏学と比較してもさして劣るもので

ではなく，博士号をもっている者が何を為すかに注

はありません．北海道という立地的に不利な条件にも

目が集まっているということです．ただし，研究者

かかわらず多くの方々にお集まりいただけたことは，

に限らず，このような厳しさに晒されることは成長

生物物理若手のアクティビティの高さを証明するもの

を促すことでもあるので，博士号を取ることでさら

であるとともに，日本の生物物理学研究に明るい未来

なる飛躍への道程に置かれることは，幻想に惑わさ

を感じさせるものでもありました．

れたままでいるよりもはるかに喜ばしいことです．
しかし，明らかにその道程は平坦ではありません．

夏学にいたるまで

そこで，研究者同士が手を取り合い協力して発展を

組織発足から今にいたるまでを振り返り，私感を述

目指すことが期待されます．そもそも科学とは人類

べさせていただきます．発足からの歩みにつきまして

という集団の発展のために存在するもので，個人た

は，同号

る研究者はその集団の中で 生かされている のです

支部だより

と，48 巻 4 号の

若手の声

も合わせてご覧下さい．

から，このことを自覚するためにも，集団とのリン

地理的に本州から切り離された北海道の若手研究者

クをもつことは重要です．夏学は，厳しく批評し合

にとって，夏学のような研究交流会で全国の若手研究

い，手を取り合い，また集団を意識する場であり，

者と親睦を深めることは悲願のはずです．しかし，私

研究者として成長する機会を提供してくれます．実

たちはその存在すら知らず（知らされず），その有益

際，参加することで人脈が拡大しアイデアが得られ，

性には想像も及びませんでした．したがって，発足時

さらに運営によってマネージメント能力なども養わ

教員に集められた私たちは，何のための活動かも理解

れました．私は，この夏学を主催したことを誇りに

できず，ただ教員にいわれるがままセミナーを行い，

思うと同時に，より多くの若手研究者に

怠惰な飲み会を繰り返す日々でした．

として夏学に参加して欲しいと思います．

転機は，夏学や年会の若手会議に出席し，本州の若
手の活発さを知ったことで訪れました．若手が自身の
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プログラム
〈オープニングレクチャー（1 日目）
〉
『d 電子から 1 億 Da を越える超分子まで：蛋白質結晶学の挑戦』
月原冨武（兵庫県立大学）
〈メインシンポジウム（2 日目）
〉
『アメーバのエソロジー』
中垣俊之（北海道大学）
『細胞はどのようにチカラを利用するのか』
米村重信（理化学研究所）
『光の回折限界を超える細胞機能イメージングの試み』
根本知己（生理学研究所）
〈分科会（3・4 日目）
〉
『情報伝達タンパク質 Ras / RAF 間の分子認識反応の 1 分子キネ
ティクスとダイナミクス：細胞内 1 分子可視化解析法を中心に』
日比野佳代（理化学研究所）
『エピソード記憶と推論からみた脳の数理：カオス的遍歴の役割』
津田一郎（北海道大学）
『生物の光で覗く生命のダイナミズム』
近江谷克裕（北海道大学／産業技術総合研究所）
『オンチップ・セロミクス計測技術を用いた 1 細胞からの後天的
情報解析』
安田賢二（東京医科歯科大学）
『細胞とナノ加工の接点』
星野隆行（東京農工大学）
『生体分子シミュレーションにおける枚挙の数理と一般論への可
能性』
木寺詔紀（横浜市立大学）
『生命現象の謎を探る：物理学と生命科学のキャッチボール』
吉川研一（京都大学）
『チャネルタンパク質の 1 分子測定で見える構造と機能：イオン透
過とゲーティング』
老木成稔（福井大学）

3 日目に撮影された集合写真（あいにくの雨天…）
．

が，赤字ゼロの見込み十分であるという報告がなされ
ました．今年は学会後援および広告費以外からも資金
を獲得しており，それが非常に大きく貢献したという
報告がなされました．次回夏学での外部資金調達戦略
に生かされると思われます．
3）ポスドク問題について（柳澤実穂）
深刻化するポスドク問題について生物物理若手が立
ち上がるべく，まずは最初の活動としてアンケート調
査から始めるということを決定しました．アンケート
集計係も選出されました．
4）若手の会ウェブサイトについて（高見道人）
若手の会ウェブサイトの統合に向け，各支部でサイ
ト管理者を設けることなどを決定しました．

〈クロージングレクチャー（4 日目）
〉
『研究者のキャリアを考える』
橋本昌隆（株式会社フューチャーラボラトリ）

5）次回夏の学校開催地と校長選出
第 50 回夏学の主催支部を中部支部とし，場所を名
古屋（予定）で開催することを決定しました．新校長
として都築峰幸くんが選出されました．

若手の会全体会議
夏の学校 2 日目に若手の会全体会議を行いました．

謝

議題および報告内容を下記にまとめます．

辞
本夏学の開催にあたり，生物物理学会，同学会北海

1）各支部の活動報告
（関東／栗川知己，中部／杉本耕一，京都奈良／貞

道支部，京都大学基礎物理学研究所よりご支援いただ

包浩一朗，大阪／柳浩太郎，兵庫／山本直樹，北海

きました．感謝いたします．また，夏学の成功を導い

道／田村和志）

てくださった参加者の皆さま，講師の皆さま，企業の

各支部でのセミナー開催状況を報告しました．各支

皆さま，生物物理学会会員の皆さま並びに若手の会の

部で活発な活動が行われていることを確認しました．

皆さまに厚く御礼申し上げます．最後に，快く協力し

関西では 3 支部合同でイベントを行っており，支部

てくれたスタッフのみんな，本当に有難うございまし

間の連携を強めているという報告がなされ，他支部に

た．

とっても大いに参考になりました．
生物物理若手の会第 49 回夏の学校長
生物物理若手の会北海道支部長
北海道大学大学院理学院 博士後期 2 年 田村和志

2）会計報告と今後の夏学予算についての提案
（伊東大輔，田村和志）
初の北海道開催で心配されていた夏学会計でした

tam@mail.sci.hokudai.ac.jp
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ようと決めて渡米した．
こちらにきてから知ったのだが，一流といわれてい
る研究室に受け入れてもらうにはそれなりの publication list が必要なようで，CNS レベルの論文ががない

海 外 だより

と受け入れてくれない所もかなりある．自分で奨学金
などのお金をもっていかない場合は，いくつも同時に

Duke University Medical Center
Ryohei Yasuda lab

応募して，尚かつきちんとやる気とか誠意を示す必要
があるだろう．
Duke University / Neurobiology department
デューク大学は，1924 年に設置されたノースカロ
ライナ州（あのライト兄弟が人類初の有人動力飛行を
行 っ た と こ ろ） に あ る 私 立 大 学 で， 私 が 所 属 す る

はじめに

Neurobiology department（Bryan Research building）は

やはり，海外留学に期待することは，日本にいると

1990 年 に 政 府 と 妻 が ア ル ツ ハ イ マ ー 病 で あ っ た

きと同じ労力で 1 ランク，あるいは，2，3 ランク上

Joseph Bryan の寄付によって設立された比較的新しい

のジャーナルに論文を載せることだろう．もっと欲を

建 物 だ． わ れ わ れ と 研 究 分 野 の 近 い と こ ろ で は，

いえば CNS にアクセプトされたい．ついでに英語も

Michael Ehlers，George Augustine などの研究室があ

マスターできればこの上ない．とにかくアメリカン

り，世界でもトップレベルの分子細胞神経科学の拠点

ドリームだ．しかし，現実はそんなにあまいはずは

の 1 つとなっている．Nature や Cell にアクセプトさ

なく，結果を出せずに帰国する人は多い．それでも

れたというような景気のいい会話はあたり前のように

やはりアメリカンドリームは存在するというのが，

聞くことができるし，department のセミナーにはか

2006 年に家族 3 人でアメリカ，ノースカロライナ州

なりの頻度で Eric Kandel や利根川さんなどノーベル

ダーラムにきて 3 年になる私の感想だ．

賞受賞者が講演にくることも頻繁にあり，activity や
モチベーションも上がることが多い．

研究室選びと渡米
留学前は京都大学の楠見研究室で細胞内のシグナル

Ryohei Yasuda 研究室

伝達の 1 分子イメージングをやっていて，留学して

現在，安田研ではポスドク 3 人，技術員 2 人，学

もイメージングをやりたいと思っていた．留学先の候

生 5 人が働いており，国籍はアメリカ，ポルトガル，

補はいくつかあったのだけれど，ここだと思うところ

ハンガリー，中国，日本，インド，韓国と多彩だ．私

がなく，どうしたものかと考えていたときに偶然安田

がきたときには研究室が立ち上がって 1 年未満で，ポ

さんの blog を見つけて研究室を立ち上げることを

スドク 1 人，技術員 1 人，学生 2 人だったので人数

知った．研究内容はシナプス内でのシグナル伝達のイ

はかなり増え，居室や実験室のスペースも急激に拡大

メージングだ．彼とは直接会ったことはなかったのだ

中である．出身国が多彩なため，アメリカに住んでい

が，伝説の人として知っていて，一緒に働いてみたい

る人たちは気質や価値観の違いには皆寛容だ．日本で

と思ったのと，シナプスをイメージングの対象にする

は異分子は邪険に扱われるが，アメリカではそういっ

ことにも興味があったので，ここしかないだろうと

たことはあまりない．私が驚いたのは，新しい居室が

思い，とりあえず留学先の第 1 候補にすることにし

できて席の場所を決めるときのこと，くじ引きで席を

た．このとき私は学振 PD で 1 年半の海外渡航制度が

決めようということになったのだが，そのときある

利用できたので断られることはないだろうと思い，安

1 人がこういった． 私は窓際のここの 1 番いい席に

田研にしか応募しなかった．同時にいくつか応募して

するからあとは勝手にくじ引きで決めてくれ

みてもよかったのだけれど，選択肢があると人間は間

なりわがままというか斬新な発言である．斬新すぎて

違ったほうを選ぶというのが私の考えだ．application

ちょっとウケてしまった．日本ではありえないだろ

letter を送ってから，1 ヵ月後に研究室を訪ね，その

う．でもここはアメリカ，そんなことにも皆寛容だ．

と．か

ときに見せていただいたスパイン内でのシグナル分子

噂通り，ミーティング中は全体的に日本と比べて皆

の活性化の動画を見て感動し，すぐにこの研究室にし

よく質問をする．これには，学生は授業もあり，かな
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り本気で勉強していることも大きく関係があると感じ
る．また，日本では研究室の仲間と一緒に昼や夕飯を
食べにいくときに研究の話をしたりするけれど，こち
らでは食事は皆バラバラにとるので，ミーティングの
際に自分の意見をいって，それに対する反応を見たり
することで自分の研究に関する価値観などを確かめた
りする非常に重要な時間になっている．
この研究室の主力技術は 2 光子顕微鏡を使った蛍
光寿命イメージングで，シナプス内でのシグナル分子
の活性化を電気生理的手法と組み合わせて見ることで
シナプス可塑性の仕組みを解明しようとしている．こ

図1
Bryan Research building の前にて．研究室のメンバー．手前
中央が安田さん，左端が筆者．

の顕微鏡をもつ研究室は世界でも数研究室しかないの
で，これがこの研究室のオリジナルな手法となってい
る．研究テーマは各自が考えることもあれば，ボスか
ら提案があったりとさまざまで，自由度はかなり高
く，労働時間も長かろうが短かろうがボスは特になに

論文の加筆，修正などは日本の研究室よりも早く進む

もいわない方針だ（優しいボス？）
．

でしょう．また，研究内容や成果に対する価値観が日
本人とはかなり違うし，新しさを重視する．この価値
観の違う人たちが将来の自分の論文のレビューをする

アメリカ vs 日本―研究環境比較

ことになるので，こちらのボスの下で価値観の違いを

ここで研究してみて感じた日本との大きな違い
は，研究室同士，部門同士の情報交換や共同研究が日

受け入れながら研究を進めていくことは勉強になる．

本の大学と比べて圧倒的にさかんであるところで，た

また，研究のスピードを重視するので共同研究や研究

とえば，すぐに必要な試薬や試してみたい DNA など

室内での仕事の割り振りなどはかなり効率的に行われ

は近くの研究室に聞けばかなりの確率で手に入れるこ

ているし，皆こういうことに慣れているようだ．
近年，いくらインターネットが普及し，情報の伝達

とが可能だし，共同研究も簡単に始まったりする．
安田研では他の研究室の人が顕微鏡で実験しているこ

が速くなったとはいえ，ある種の口コミで広がるよう

とも頻繁にある．また，研究室合同のセミナーもあ

な情報に関しては，日本はかなり孤立しているとこち

る．日本ではたとえば，生物学科に植物や魚，ほ乳類

らにきて感じた．

細胞を扱う研究室など分野のかなり違う研究室が 1 つ
おわりに

の学科に集まっていることが多いけれど，ここでは，
すべての研究室がマウスやラットを対象とした神経

例外はいくらでもあると思うけれど，留学は大多数

細胞の研究を行っているので，このような物の貸し

の人にとっては多くを学ぶことができて，得るものが

借りや共同研究が非常に効率的にできるようになって

多いはず．ただ，100% 結果が出せる保証はないの

いる．また，DNA のシークエンスなどをしてくれる

で，留学する際には，結果を求めるだけでなく，重要

Facility もありプライマーと DNA をもっていくだけで

であるにもかかわらず日本では行っている人がいない

次の日には結果を受け取ることができるし，簡単な試

技術や研究対象が学べる所へ行くのがよさそうだ．

薬などは専門の店が近くにあり，すぐに購入すること
ができる．

Neurobiology department, Duke University Medical Center

村越秀治

論文に関しては，英語が native のボスが多いので



