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もう十年ほど前，目の前を滔々と流れるライン川を見つめなが
ら，「日本では科学者の意見は政治には反映され難くて」とぼや
いたことがある．場所はバーゼル大学からそれほど遠くない聖堂
の裏庭で，そこまでの話の流れはよくは憶えていない．話の相手
は「バーゼルでは伝統的に科学者の発言力が強いんだ．
」と胸を
張った．バーゼル大の Andreas Engel 教授である．
彼の話によれば，何と州の政治を決定する数名の委員の中には
必ず 1 人科学者がいるそうである．州の政治というと何だとがっ
かりされる方も多いかもしれないが，自治が強いスイスでは，国
よりも強い．そんなお国柄か，研究室の周りの人たちは州の代表
者は知っているが，大統領は知らないといっていた．実際，その
頃にバーゼル大に留学中だった私の周りには，州から給料をも
らっていた人が何人もいた．
スイス全体は 1900 年代初頭までは，ヨーロッパでも群を抜い
て貧しい国だったそうである．山がちで作物はあまりとれない．
外国へ物を売るために，1800 年代からバーゼルの人達が目をつ
けたのがバーゼルリボンとよばれるカラフルな色つきリボンであ

学問が育てた
小（クライン）
バーゼル
巻／頭／言

る．パリやウィーンなど大消費地から遠くても，リボンなら軽く
て輸送費がかからない．デザインセンスでは都会にはかなわない
が，色ならば技術で勝負できる．そこで生まれたのが染色産業
で，その頃から科学者を大事にしたそうである．実際，バーゼル
リボンは白地に赤・黄・緑と華やかな色が踊っている．そこから
の世界的な製薬産業に続く，バーゼルの快進撃は皆さまも御存じ
の通りである．バーゼル大学がスイス最古の 1459 年からという
のも幸いしたのだろうか．
聖堂がある街の中心部から見てライン川対岸の街部分は小さ
く，小バーゼルとよばれている．まるでドイツへの出島のような
形をしている．その中にある旧市街を挟んで，左に Novartis の工
場の煙突が，右手には利根川進先生が抗体研究をした Roche の研
究所が見えている．Andreas はそれらを指差して，「ほらあれは科
学者たちが染色から化学を育てた結果だよ」と．確かに人口
20 万人しかないバーゼルには，世界の製薬トップ 10 のうち何社
あるのだろうか．一度染色産業が花開いた後で，基礎化学に立ち
返って，さらに薬の合成化学を立ち上げていったのだから凄い．
学問を深く育ててさまざまに花咲かせた経験のあるこの国に
は，学問に対する深い尊敬が確かにある．科学者たちも周囲か
ら育てられている自覚がある．それもこの国の強さだと思う．
振り返って，わが国の学問を取り巻く環境が嘆かれてならない．
まだ，学問の地道なところは外国にやらせて，最後のアイデア
だけもらえると思ってないだろうか？

今こそ種を蒔くときだ

と思う．
佐藤主税，Chikara SATO
産総研，構造生理研究グループリーダー
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分子を進化させ始めたころ
伏見

譲

埼玉大学総合研究機構

1967 年，Proc. N. A. S. に S. Spiegelman らの Q ファー

Spiegelman の実験を一般化する理論を構築するとき，

ジの RNA 複製酵素を用いた RNA 分子の試験管内ダー

私とは格が違う Eigen は同時に I. Prigogine の散逸構造

ウィン進化の実験報告が載った．東大物理和田昭允研

論を引用していた．線形非平衡熱力学の応用である温

究室の大学院生であった私は，研究室の論文紹介でこ

度ジャンプ法の技術的ディテールに多忙で，非線形非

の論文に遭遇したとききわめて大きな衝撃を受けた．

平衡熱力学はそのときまでまじめに勉強していなかっ

近い将来，自分の研究室をもつことができたら，この

たのが悔やまれた．

種の研究をしようと心に決めた．当時は遺伝コード表

1976 年，埼玉大学に新設の環境化学工学科に移っ

が決定され，また，3 番目の立体構造決定タンパク質

たが，上司の田中豊助先生は，研究室の運営を若い私

として酵素リゾチームが登壇し，分子生物学のロマン

に一任してくださった．この配慮のおかげで，実験室

の時代が終わりアカデミックの時代が始まったと見な

内分子進化の研究が日本でも始まった．欧米の真似を

された時期であった．これからの生物物理学は何をや

して RNA の実験進化の研究をしても始まらない．現

るべきかという議論が研究室の内外でさかんに議論

在 の 生 物 が DNA と タ ン パ ク 質 で で き て い る 以 上，

されていた．和田研究室では生体高分子の時間の入っ

DNA とタンパク質が絡む分子進化実験系を作ろうと

た問題をやるべきだという結論に達し，私は温度ジャ

以前から調査活動をしていた．組換え DNA 実験に基

ンプ法を用いたコンフォメーション変化の速度論から

づく分子クローニングがルーチン作業になり，DNA

研究生活を始めていた．s から 10s の世界である．そ

の配列決定法が登場した時期であり，当に，1 つを除

こに突如 10 s  40 億年の世界が現実味をもって現れ

いて機が熟していたのである．その 1 つとは DNA の

たのである．衝撃を受けたのは，この時間スケールの

試験管内自己触媒的複製法であった．残念ながら，

相違というよりむしろ，生命現象の切り口の相違で

PCR 法を思いつくことはできなかったので，大腸菌

あった．それまで私が教えられ研究してきた生物物理

を複製環境として利用することにし，進化の対象とし

学は，生命現象の基本過程としての，生体高分子＝分

ては塩基配列決定が可能で，「遺伝子型表現型対応付

子機械の「動作原理」であった．それに対し，この論

け」が効率的に実現できるファージゲノムを選ぶこと

文は生体高分子の情報の「創出原理」が実験物理学と

にしていた．「遺伝子型表現型対応付け」はそれ自体

して研究可能であるという確信を与えてくれたから

では複製できないタンパク質の進化にとって肝となる

である．

概念である．RNA の進化実験では，遺伝子型も表現

17

物理学と生物学とを統合しようとする生物物理学に

型も同じ分子に担われているので，この問題は存在し

とって，生物が存在すること自体を物質の性質として

なかったのである．

理解することが重要という認識はあったが，この時点

ダーウィン進化は環境への適応によって駆動され

まで研究方針を定められないでいた．

るし，木村の中立進化でも中立性は環境依存である．

1972 年，M. Eigen の「物質の自己組織化と生体高

すなわち，適応度は環境パラメータの関数である．

分子の進化」と題する長大論文を見せられたときは，

それにもかかわらず，それまでの進化に関する生物

第 2 の衝撃を受けると同時に運命的なものを感じた．

実験で環境を制御して適応度を測定したものは

温度ジャンプ法の発明者である Eigen が，私と同じく，

なかった．ようやく，遺伝子工学の進歩によって，

Spiegelman の論文に衝撃を受け分子進化の物理学を

DNA 塩基配列空間に適応度をマップするという最も

建設しようとしていたことがわかったからである．

基本的な実験がはじめてできるようになった．力学

Early Personal History on Molecular Evolution in Laboratory
Yuzuru HUSIMI
Saitama University, Innovative Research Organization
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でいえば，真空中でのパチンコ玉の落下実験である．

産のファージ A がいちばん適応度が高かった．この

そこで埼玉大学では，大腸菌の遺伝的背景や生理条

研究を通して，配列空間上の適応度地形の形状という

件をはじめとする環境条件を十分制御してファージを

生体高分子のもつ進化論的物性（進化能，evolvability）

安定に連続培養する手法と，具体的なファージ種の選

の重要性を再確認した．

択から研究を始めた．一方，突然変異体を塩基配列空

セルスタットの論文（1982）は評価され，留学の

間に位置づけることに関しては，和田昭允先生に誘わ

チャンスがめぐってきた．私は分子進化を物理学にす

れ，ゲノム塩基配列の高速測定のための 4 色蛍光標識

るという哲学的真髄を学ぶことが重要と考え，ゲッチ

DNA シーケンサーの開発を行った．

ンゲンの Eigen の研究室に留学した．Eigen 研では実

ファージ種選択については，時代は速やかに選択さ

験技術はむしろ教える側に回った．すなわち，セルス

せてくれた．当時，F 特異的分泌型繊維状ファージ

タットの 2 号機をドイツのマイスターに作ってもらっ

(fd, M13, f1, A など）の研究が進んでおり，fd のゲノ

たのである．これもうまく動き，おかげで，進化分子

ム塩基配列が高浪らによって決定されようとしてい

工学が花開いた後，進化リアクター・セルスタットは

た．繊維状であるがゆえに外来遺伝子を無理なく挿入

その幕を開けた装置として，ドイツ博物館ボン新館に

でき，それが進化するようすが塩基配列レベルで観測

収納・展示された．ゲッチンゲンは Wöhler が尿素を

できるはずだ．毒性型（子ファージが宿主大腸菌を破

無機化学的に合成し，「有機物は生命力によってしか

壊して出てくるタイプ）ではなく分泌型（子ファージ

合成できない」というドグマを覆し，以来，有機化学

が宿主大腸菌を破壊せずに細胞膜・壁から浸み出てく

が生化学と別の発展を始めた都市である．今や，「生

るタイプ）であることは，環境条件を制御しやすいは

体高分子は生物進化の所産である」というドグマを覆

ずだ．何よりもウイルス粒子の構造が単純で，遺伝子

し，実験室の中で新規生体高分子を創出する学問の枠

型 DNA と表現型コートタンパク質（感染能や形態形

組みができあがった．

成能，分泌能などを通じて適応度に寄与）とが結合に

1987 年，好熱菌由来の DNA ポリメラーゼを用いた

よる対応付けをしている．

実用的 PCR 法が発明されると，もはや，大腸菌を複

安定連続培養の手法の方は，新規なコンセプトが必

製機械として利用する必要がなくなった．複製・転

要であった．それまでのファージの連続培養は宿主大

写・翻訳の全てを in vitro で行えるようになり，遺伝

腸菌との捕食・被食関係に基づく共進化系の複雑な状

子型表現型対応付けの問題さえ解決すれば，セルス

況（たとえば，ファージ耐性菌の出現）を示す不安定

タットの in vitro 版ができる．そのとき fd ファージに

なものだった．その複雑性が面白いという論文のいい

相当するものは，遺伝子にそれがコードしているタン

分は，それ以上先に進めない研究者の負け惜しみと読

パク質が 1 個結合したものだが，仮想的な最小のウイ

めた．われわれは，適応度や突然変異率の測定などに

ルスとみなせる．その仮想ウイルスが増殖・進化する

より定量的に進化の本質に接近でき，また新規タンパ

宿主は複製・転写・翻訳用試験管とみなせるので，そ

ク質を進化的に創出しうる単純系の構築を狙ったので

れを in vitro virus とよんで，共同研究者に具体化して

ある．大腸菌ゲノムという複雑なバックグラウンドは

も ら っ た（別 名：mRNA display）
．in vitro virus は RNA

進化せず，単純なファージゲノムだけが進化するよう

ワールドから RNP（Ribonucleoprotein）ワールドがダー

な実験系の構築である．しばらくして，上流のタービ

ウィン進化的に出現してきたときの主役分子のモデル

ドスタットで宿主細胞を対数期（時間の指数関数で増

でもある．このモデルは，細胞型生命体に対し，ウイ

殖するフェーズ）で連続培養し，下流の小型培養槽

ルス型生命体や RNA 型生命体（初期 RNA ワールド

（セルスタット）でウイルスを連続培養するという，

の生命体）を「対応付け」の戦略の違いで対置し，合

「セルスタット」の原理に到達した．セルスタットに

成生物学でそのような生命体を構成することにより，

流れ込む大腸菌の平均滞在時間は，世代時間より十分

物質の進化の段階から生命の進化の段階への移行を例

短いために，セルスタット中では大腸菌は生き物とい

証する生物（物理）学を実践することを指向している．

うよりファージ複製のための機械とみなせる．こうし

生物を無生物と区別するものは , 生物の進化能の高

て，世界ではじめてウイルスの安定連続培養に成功し

さだと思う．したがって，生物のいろいろな側面を進

た．

化しやすさという観点から見直してみると核心に迫れ

しばらくして，fd, M13, f1, A の生存競争実験を行

て面白い．たとえば，ウイルスとは何，細胞とは何，

い，淘汰係数（適応度の相対値）の精密測定を行った．

RNA ゲノムでなくて 2 本鎖 DNA ゲノムとは？

面白いことにわれわれが設定した環境条件では，日本
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生命の定義と生物物理学
大島泰郎

共和化工
（株）環境微生物学研究所

生命とは何か

の「定義」は，はなはだ軽いものらしい．大腸菌は桿

「生命とは何か」は生物物理学の究極の課題である．

菌である．しかし，特定の遺伝子を破壊すれば，角

と書くと，生物物理学に限らず，生命科学諸分野の

（かど）が作れなくなり球菌の形態を呈する．微生物

すべてにとって，根源的かつ究極の命題であるとい

界のバイブルである Bergey’s Manual の大腸菌の記載は

う反論が出るかもしれないが，それは違う．たとえ

「Small Gram-negative rods.」の 1 行で始まる．いわば桿

ば，医療や農業技術は，生命とは何かがわからなく

状が大腸菌の第一の定義であるのだが，球菌になった

ても発展してきたし，わかってもそれほどの技術革

変異株も「大腸菌の変異株は大腸菌に決まっている」

新をもたらすとは期待されていない．生命科学諸分

のだそうで，「なんだか変だ」といった私は変人扱い

野の多くにとって，「生命とは何か」は関心のある命

をされた経験がある．

題ではない．

生命の属性

さらに付け加えるなら，生物物理学の分野でさえ生
命とは何かなど意識しなくても，研究業績は上げられ

一般に生化学，分子生物学，あるいは生物物理学の

るし，そんな命題にかかわり合わないほうが，余計な

研究者が考える生命は 3 つの属性を備えている．第一

時間を空費しないから論文の数が増え，一足先に一流

は「自己複製」である．中にはこれだけで生命の定義

大学の教授くらいにはなれる．要するに，大部分の生

としてよいという意見もある．しかし，化学反応には

命科学者にとって「生命とは何か」は，ヒマなときに

反応の産物がその反応の触媒となっている「自触媒反

少し考えてみたことがある程度の茶飲み話であって，

応系」があり，これも自己複製である．いいかえる

真剣に取り組む課題とは見なされていない．本学会の

と，生命とは化学反応の立場からは一種の自触媒系に

50 周年記念特集などヒマな人しか読まないだろうか

すぎない．もちろん，「自己複製」を生命と定義して，

ら，生命の定義は格好の話題である．

これまで生物学が取り扱ってきた生物に自触媒系をプ
ラスした「生命」を対象とする学問分野を作るという

生命の定義

立場はあり得る．

古典的な生物学から始まって，生命科学諸分野は生

なお，ここでいう自己複製は個体レベルである必要

命の定義なしに，生命を対象とした研究をしている．

はなく，細胞が自己複製するなら生命である．そうで

数学になぞらえるなら，公理なしに数学の体系を作ろ

ないと，有性生殖する高等動物のオスや，レオポンの

うとしているようなものである．

ような種間雑種生物は生物でなくなってしまう．

もちろん，これまでも定義を述べた研究者はいる．

これに加えて，第二の特性として「エネルギー代

J.B.S. Haldane の 定 義「Active maintenance of normal and

謝」がある．もちろん，この属性もこれだけでは生命

specific structure」は，有名なものの 1 つである．しか

の定義とはできない．自動車でも外部からガソリンを

し，私の好みは L. Pauling が述べたと伝えられている

取り入れエネルギー代謝をしている．一般には，さら

セリフである．
「生命は定義するより，研究する方が

に第三の属性として「細胞構造」を入れる．いいかえ

やさしい」
．これが生命科学分野の研究者の立場であ

ると，外界との境界をもつということであるが，これ

り，生命は「定義しなくても，見ればわかる」のであ

は上の 2 つの属性と関連している．どこまでが自己で

る．

あるか境界が明らかでないと自己複製もエネルギー代

生命科学者にとって，生物学分野における学術用語

謝もあいまいな現象となってしまう．

Biophysics and “What is Life?”
Tairo OSHIMA
Institute of Environmental Microbiology, Kyowa-kako Co., Machida, Tokyo 194-0035 Japan
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ウィルスは生命か

顕微鏡は搭載不能であったと聞いている．
「見ればわか

これらの 3 つの属性を担う生体物質は，それぞれ核

る」は定義として拒否されたのでなく，技術上の理由か

酸，たんぱく質，そして脂質であるが，そのいずれも

ら採用されなかった．しかし，バイキング号には 2 台の

が脱水縮合反応で合成される．いいかえると，水中で

カメラが搭載され，立体視により周辺のようすを見て

は加水分解される物質である．すなわち，われわれが

いるから，アオミドロのように微生物でも集落を作る

知っている種類の生命は，水中で働き，かつ水中で分

ものなら見つかったかも知れない．一応，
「見ればわか

解される部品から構成される機械である．
「死ぬこと

る」という定義も採用されたといってよいであろう．

と覚えたり」は武士だけでない．生命の本質である．

死の定義

ウィルスは「エネルギー代謝」ができない．細胞構
造もないが，膜をもつものもあり，外界との境界は明

生命の定義が難しいなら，逆に死を考えてみるとい

確だから第三の条件は満たしているとしてよいであろ

うのも 1 つの手であろう．細胞培養とか臓器移植を考

う．しかし，代謝の点では条件を満たしていないか

えるとわかるように，生と死の間には，厳格な境はな

ら，生物学者たちも ｢ 生命 ｣ とはしない場合が多い．

く，連続である．化学的にいうと，生と死の間は多数

しかし，生物学の 1 分野である微生物学では，習慣と

の可逆的な反応から構成されている．その間に不可逆

してウィルスを微生物の 1 種として扱う．このあたり

過程＝滝はない．どんな河でも，滝までは遡航でき

にも「定義」などどうでもよいというこの分野の特質

る．すなわち，生死は可逆である．

が窺えて面白い．

本来，このことは生命の起原の研究者が主張すべき
ことである．原始地球の海に溶けた生体分子が，次第

生命の起原と宇宙生物

に複雑な化学反応系を構築して最初の生命が生まれた

生命の起原研究は，生命の定義なしには成立し得な

という化学進化理論は，生と死の間は自由に行き来で

い分野であるはずである．生命を定義しなければ，生

きる可逆反応であることを前提としている．この過程

命の起原研究はゴールを決める前にマラソンを始めた

を再現しようとした，あるいはしようとしているまじ

ようなものである．しかし，生命の起原の研究者のす

めな生命の起原研究者はいない．

べてが生命の定義を意識して研究しているとは思えな

ドーマント細胞

い．いまだに 60 年も前の Urey-Miller の実験から出て
いないのは，要するにゴールを決めていないマラソン

最近の私の関心事の 1 つは，難培養性微生物であ

だから，前を走っている人の後に付くしかないのであ

る．自然界の微生物の大部分が実験室内で培養不可能

ろう．私の主張は，「もうそろそろ本気で生命を作る

な難培養性微生物である．土壌中の細菌では 90%，

実験をしようよ」である．

岩石圏にいたっては 99.9% とさえいわれている．余

宇宙生命探査も生命の定義が前提の分野である．

談ながら，われわれはすべての細菌感染症の病原菌を

40 年も前に，バイキング宇宙船は火星表面で生命探

知り，培養に成功しているが，これは奇跡的な幸運で

査を行った．このとき行われた 3 種の生命探知実験は

あろう．難培養性の原因は共生など多様だが，その

いずれも代謝能を測るものである．たとえば，火星の

1 つに不活性なドーマント状態の微生物がある．

土に栄養豊かな培地を与え，気相の酸素や二酸化炭素

生命圏というと，すぐ高等動物を連想するが，ヒト

濃度の変化を追跡した．このとき，増殖があると，経

をはじめ彼らはきわめて例外的な存在で，地球上の全

時変化は指数関数的に増加するから，この実験は代謝

生物の大半を占める微生物では，そのかなりの細胞が

能と自己複製能を調べることができる．すなわち，生

死でいると生きているの中間の不活性な状態で存在し

命とは自己複製し代謝する機械という立場であった．

ているらしい．植物でも，無数の種や花粉をとばして

バイキング号はかなり精度の高い GC-MS を搭載し

いるから，そして湿度，温度などの環境が整わない限

有機物の検出も試みた．有機物は何も検出できず，火

り，単なる物質として他の微生物の餌となるから，土

星表面に生命が見つからなかったことを裏付けるデー

中微生物と同じような存在である．

タとされた．これも，生命は「炭素化合物を部品とす

土壌中の死にかかった微生物をよみがえらせること

る化学機械」という定義にたっている．

は，現世と冥界を行き来できるための必要条件を探す

生物学者の「見ればわかる」という立場からは，顕微

ことで，生命の定義に寄与するが，同時に自然の中の

鏡の搭載が提案されていたが，当時の火星着陸船の電源

微生物の生死を制御する技術は環境問題の革新的な手

容量からは自動でピント合わせをしなければならない

法を提供することにもなろう．
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ウシ心筋のチトクロムｃ酸化酵素の構造と機能の研究
月原冨武

兵庫県立大学大学院生命理学研究科ピコバイオロジー研究所 / 大阪大学蛋白質研究所

特集のテーマに沿った内容を書くことができるかは

として報告した 2)．しかし，その分解能は低くて，反

なはだ怪しいが，速いテンポで研究が進む時代にも，

応機構を議論するに十分な構造を得ることは不可能で

じっくり腰を落ち着けた研究もあっていいのではない

あった．別の研究者によって膜タンパク質の結晶化に

かという思いを書かせていただくことにした．

関する論文も出されたが，惑わされることなく自らの

私は長年，吉川信也さん（兵庫県立大学）と表記の

実験結果に基づいて，分解能の改善を続けた．

課題について共同で研究を行ってきた．1950 年代か

1980 年代半ばから X 線回折実験は坂部グループの

ら大阪大学理学部では奥貫一男教授の所で，呼吸酵素

全面的な援助によって，高エネルギー研究所で放射光

と関連の電子伝達タンパク質の研究が活発に行われて

を利用することができるようになり，地方大学の不利

いた 1)．吉川さんは学生として 1960 年代はじめから，

も余り感じなくなった．手間はかかるが系統誤差の少

奥貫研究室でチトクロム c 酸化酵素の研究に携わって

ないデータを得るための回折実験法を確立して，回折

いた．学位論文はその反応速度論に基づいた反応機構

データを収集した．

の研究であった．月原は大阪大学蛋白質研究所におい

その間，吉川さんは姫路工業大学（現兵庫県立大

てチトクロム c の X 線結晶構造解析のチームに加わっ

学）に月原は徳島大学に移って，研究を継続した．

て，揺籃期にあったタンパク質結晶学を基礎から身に

1993 年 12 月に新しい界面活性剤を用いた結晶によっ

つけた．

てはじめて 2.8 Å 分解能の回折像が観測されて，原子

1970 年代に入って，吉川さんは甲南大学理学部に

レベルの構造解析が一挙に加速されることになった．

移ってウシ心筋のチトクロム c 酸化酵素の精製標品を

約 1 年 間 か け て 膨 大 な 回 数 の 回 折 実 験 を 行 っ て，

用いた反応機構の研究を続けていた．月原はチトクロ

Native 結晶と重原子誘導体結晶の回折データを収集し

ム c の構造で学位を取得後，鳥取大学工学部で長期に

た．系統誤差を少なくするデータ処理プログラムを作

わたって取り組む研究課題として，チトクロム c 酸化

成して構造解析に望んだ．その結果，1995 年 2 月に

酵素の X 線結晶構造解析を考えていた．そのことを

はこれまでになく多くある重原子の位置を決定するこ

吉川さんに相談したところ，この酵素の反応機構の理

とができた．4 月に月原と大学院生は大阪大学に移

解を深めるためには，その立体構造が不可欠であると

り，5 月から私を含めて 5 名で電子密度の解釈に本格

常々考えており，構造決定をぜひともやりたいとのこ

的に取り組んだ．13 サブユニットを各人が分担して

とであった．しかし，精製法が確立されていないので

モデル構築を行いながら，そのそばで吉川さんが論文

しばらく待てということであった．それから，甲南大

を作成した．

学で精製・結晶化の挑戦が始まった．月原はその間，

電子密度の質がきわめて高く，通常の小さなタンパ

米国で巨大な複雑系の結晶構造解析の経験を積んだ．

ク質の同じ分解能の電子密度と比べるとはるかに鮮明

1980 年に帰国して吉川さんによばれて甲南大学に行

であった．そのためタンパク質のモデル構築は巨大さ

き，冷室で濃縮している酵素溶液の中にきらきら光る

にもかかわらずスムースに進み，1 ヶ月強で完了し

ものを見た．これが最初の結晶であり，夢を見ている

た．異常散乱効果も観測できて，金属イオンもすべて

ようであった．

確定することができた．酸素還元中心は 1 つのヘム鉄

結晶は脆弱で取り扱いがきわめて難しく，安定的に

と銅原子で構成されていた．それらの距離は 4.9 Å で

回折像を撮影できるまでに数年かかった．しばらく

それまでの分光学的研究で出されていたものとは異な

経ってから高等動物として最初の膜タンパク質の結晶

るものであった．

Structural and Functional Studies of Bovine Heart Cytochrome c Oxidase
Tomitake TSUKIHARA
Department of Life Science, University of Hyogo / Institute for Protein Research, Osaka University
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反応機構を理解する上で最も重要な活性中心の構造

る．精密な立体構造に基づいた化学を介してその働き

を 6 月末に第 1 報 として Science に投稿して，吉川

の仕組みを理解することが求められる．筑波大学の押

さんは全タンパク質の構造も持参してゴードン会議の

山グループは，ウシ酵素の立体構造に基づいて理論計

ために渡米した．大阪ではその間，脂質の構造も決定

算によるペプチド結合を介したプロトン輸送を検証し

してファックスで吉川さんの滞在先に送った．本酵素

た 8)．その結果，ウシ酵素はペプチド結合を介したプ

の構造は会議で最大の関心を得た話題になった．

ロトン輸送を行うに都合のよい構造になっており，そ

3)

翌 1996 年，第 2 報 4) でタンパク質も含めて全構造

の仕組みを明らかにした．ウシ酵素の各種反応中間体

を報告し，本酵素の働きの仕組みにとって大事な 3 つ

や脂質の構造決定も進み 9)，タンパク質場で営まれる

のプロトン輸送経路を提案した．1998 年に第 3 報 5)

酸素還元反応を解き明かす条件が整ってきた．

で酸化型と還元型ウシ酵素の構造の違いに基づいてプ

プロトンポンプ機構をきわめるためには，アミノ酸

ロトンポンプ機構を提案した．さらに酸素還元中心の

残基のプロトン化状態を確定することが不可欠であ

銅イオンに配位しているヒスチジンがチロシンと側鎖

る．そのために高分解能 X 線結晶構造解析と赤外分

同士で共有結合していることを電子密度分布から明ら

光法を適用する．新澤−伊藤恭子さんを中心に結晶の

かにした．当初，この構造は疑問視されたが，今では

質の改善は続けられており，すでに 1.2 Å は越える回

重要な構造として教科書にも記されている．こうし

折像を得ており，水素を決める構造精密化法の確立を

て，構造研究が一定の段階に達して，部位特異的変異

急いでいる．小倉グループ（兵庫県立大学）は巨大な

体の機能解析によるプロトンポンプ機構の研究が始

タンパク質中の特定のアミノ酸基の性質を調べる赤外

まった．

分光法の開発に精力的に取り組んでいる．

H パスプロトンポンプ説と名付けられたわれわれ

チトクロム c 酸化酵素の研究分野は，その生理的重

の説では鍵になるアミノ酸残基が，細菌では保存され

要性もあって競争の激しい分野である．H パス説は

ていない，さらにプロトン輸送経路の途中でペプチド

細菌の酵素の研究に基づいて提案されている説との間

結合を飛び越えなければならない．これらのことは，

で矛盾がある．そのことをどう克服するかという課題

これまでの常識では，受け入れがたいことであった．

もあるが，今はウシ酵素の精密な立体構造に基づい

一方細菌の酵素では，部位特異的変異体の機能解析に

て，酸素還元に同期して分子全体が微妙に動くプロト

基づいて，別の D パスプロトンポンプ説が提唱され，

ンポンプの仕組みをより深いレベルで解き明かすこと

現象論的には説得力のあるものであった ．

に集中している．その研究の先にタンパク質の精密な

6)

その後，2000 年に入りウシ酵素の構造解析の精度

立体構造と量子化学計算によるタンパク質の働きの仕

を高めて H パス説の証拠を積み上げた．しかし，H

組みを解き明かす研究を展望している．そこにはタン

パス説の弱点は部位特異的変異体による研究がまった

パク質という不均一場における新しい化学の展開があ

くないことであった．この酵素では，活性中心を含む

るに違いない．

3 種のサブユニットはミトコンドリア DNA に，他の
10 種のサブユニットは核の DNA にコードされてい
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3)

Tsukihara, T. et al. (1995) Science 269, 1069-1074.

乳類膜タンパク質の部位特異的変異体の機能解析を目

4)

Tsukihara, T. et al. (1996) Science 272, 1136-1144.
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et al. (1958) Nature 182, 1306-1307 など．

を構築し，部位特異的変異体を作ることは，さまざま
な理由で不可能とされていた．しかし，慶応大学（当

1358.

指して，研究を開始した．常識を覆して Hela 細胞を
用いてウシ・ヒトハイブリッド酵素の発現系を構築す

Gennis, R. B. (2004) Front. Biosci. 9, 581-591.

ることに成功した．H パスを介したプロトンポンプ

15309; Shimokata, K. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104,

において，鍵になるアミノ酸を入れ替えた 3 種の変異

4200-4205.

体を調製してその機能解析を行った．いずれも H パ
ス説を支持するものであり，この説に対する疑問を現
象論的なレベルでは完全に克服した 7)．
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は，反応機構を理解することはきわめて限定的であ
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科学の 坂の上の雲
柳田敏雄

大阪大学大学院生命機能研究科

次世代超高速 1 分子 DNA シークエンサーなるもの

とかできるというのは楽観的すぎると上記のゲノム研

が米国のベンチャーを中心に開発されている．われわ

究者は忠告しているのだと思う．日本から仕掛け雲を

れが 15 年前に開発した 1 分子酵素イメージング技術

自らつくる必要がある．日本発の研究を展開しないと

（Nature 1995） が使われていることもあって，私もそ

世界の大波にのみ込まれる可能性がある．日本人に仕

の動向に注目している．5 年以内に 2009 年度比較で

掛ける素養がないという訳でなく，多くの研究分野で

シークエンス速度が 1000 倍以上に上がり，ヒトの遺

第一歩となるような要素技術を開発したりアイデアを

伝子 30 億ベースが 15 分間で読める時代がくると予想

提案したりしてきた．DNA シークエンスの話に戻れ

している．そして，中国は膨大な資金（日本の 100 倍，

ば，述べたように次世代超高速 1 分子シークエンサー

1,500 億円？）を投入しヒト遺伝子のデータベースを

はわれわれが開発した 1 分子酵素反応イメージング技

整備する計画をしているようである．そうなれば，ヒ

術をベースにしたものである．われわれが 1 分子イ

トゲノムの情報は米中に握られ日本は手も足もでない

メージング技術を発表してから，この技術を 1 分子

かもしれないと関係者は深刻に受け取っている．最近

DNA シークエンスに使うアイデアを提案する研究発

ブームの

がこの世界にもくると期待す

表を何回か目にすることはあったが，当時は夢物語で

るのは楽観的すぎることを日本は認識すべきであると

興味もわかなかった．後で述べるが，1 分子計測技術

忠告している（東大医科研宮野先生談）．サイエンス

を開発してきた目的は他にあったのでやらなかっただ

の分野でも

けというのは言い訳で，今の技術にまで育て上げた米

1)

坂の上の雲

坂の上の雲

を日本は経験している．

1930 年代にチューリングが現在の計算機のコンセプ

国研究者の馬力，信念と根性には頭が下がる．歴史は

トを提案し，米国の研究者がトランジスターを発明し

繰り返すというか，和田昭允先生の無念を目のあたり

た．その後米国は圧倒的な資金をつぎ込んで開発に

にした身としては，やはりシークエンスもやっておけ

取り組んだので，実用化が見えてきた 1960 年代には

ばよかったのかなあと今頃少し後悔している．知られ

日本は 20 年以上の遅れをとっており追いつくのは不

ているように，和田先生はヒトゲノム計画を最初に提

可能と思われていた．コンピュータで後れをとれば

案し，日本で技術開発を推進しようと努力された．し

しかない日本に将来がないのは明白で

かし，残念ながら当時はほとんど理解が得られなかっ

きわめて深刻な状況であった．しかし，日本は奇跡と

ものづくり

た．和田先生が風呂釜に装置をセットして温度を上下

も思える半導体技術開発でコンピュータが成熟期を迎

させてといったお話をされていたように記憶するが

える 1990 年頃には “Japan as No. ” と世界にいわしめ

（記憶があいまいで正確でない）
，DNA を触ったこと

るウルトラ C をやってのけた．しかし，その後はソ

もない私ではあったが，そんなことでヒトのゲノムが

フトで米国に，生産で韓国中国に追い越され現在にい

読めるわけがないと当時は正直そう思った．しかし，

たっている．

1990 年 米 国 が 3,000 億 円 の 予 算 で ス タ ー ト し，

日本は外圧に強く，目標となる雲が存在すれば大い

2003 年ゲノム計画は成功した．和田先生の風呂釜が

に頑張れた．そして，外からの刺激で日本は発展して

神原さん（日立）のミクロンのキャピラリーになり要

きたともいえる．しかし，これからも

素技術の貢献はあったが 2)，日本発にはならなかっ

坂の上の雲

が実現すればよいが，近年の科学技術の進歩はすさま

た．日本に欠けているのは，要素技術やアイデアを最

じく，いくら坂を登っても雲ははるか彼方という可能

後まで育て上げる馬力や情熱，そして戦略が十分でな

性は否定できない．外圧がいかに強力でも日本はなん

いということである．育て上げるところまでいかない

A “Brave New World” in Science
Toshiro YANAGIDA
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
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と日本発にはならないのである．田中耕一さんや下村

しい文化や科学技術の展開につながる．

脩さんの研究も素晴らしいものであるが，それらを育

もう 1 つは，日本の生物物理に合った課題で勝負す

て上げたのは海外の研究者で，日本発の分野ができた

るのも重要である．たとえば，我田引水になるが 1 分

わけではない．

子研究は日本発であるし，その研究の性格も合ってい

どうして日本で要素技術やアイデアが実を結ぶまで

る．たとえば，細胞情報伝達／処理，細胞骨格／形態

育たないのか，その理由はおおよそ検討がつく．特に

の動態，遺伝情報／タンパク発現の動態などを 1 分子

日本の生物物理では，サイエンスは道楽，楽しむもの

計測する超高感度顕微鏡／分析技術を開発し 1 細胞の

という文化があるからだと思う．世界に誇れるよい文

動状態をとらえ，発生や分化，多細胞の形態形成や機

化だと思う．私も，常々

研究をやってい

能発現のメカニズムに迫るところまでいけば日本発と

ればよいといってきた．研究のおもしろさは，個人レ

おもろい

いえる生物物理になる．また，複雑ゆえに厳密な記述

ベルでアイデアを思いついたり，研究を立ち上げたり

が不可能なタンパク分子の動態を粗視化し計算機実験

するところにあり，その後の，たとえば膨大なヒトゲ

でそれを調べる研究は，細胞内でのタンパク分子の状

ノムを解読するといった工場にも似た仕上げの過程は

態は結晶中や試験管内でのそれとかなり異なり動的で

個人的にはあまり楽しいものではない．では，どうす

あることが示されてきている現在，細胞内の反応を研

れば日本発の生物物理を育て上げ世界に発信できるの

究するのにきわめて重要な研究になる．これも，郷モ

か．個人と社会のサイエンスに対する意識を変えるこ

デル 3) や白川さんの研究 4) からスタートできるという

としかないのではと思う．科学技術が社会に開かれた

アドバンテージをもっている．そして，最後はなんと

ものであるということ認識する意識改革かなあと思

いっても大澤文夫先生の

う．社会に責任をもっているということを自覚するこ

この概念によって，生命機能研究にパラダイムシフト

とである．サイエンスを自ら楽しむのは，それはそれ

を引き起こせると確信している．まあ，これが粋でい

で大切なことである．それがなければよいサイエンス

ちばん日本らしくて，かっこいい日本発の生物物理に

は育たない．しかし，それを社会に還元するという責

なるかな．

ゆらぎ

の概念であろう．

任もあることを認識すべきだということである．おも
文

ろい研究であれば，個人や仲良しグループで楽しんで
いるレベルは無責任である．社会がおもろいと感嘆す
るレベルまでの迫力を自らもたせろということであ
る．そこまで行けば，多くの人々に知的刺激を与え新

献
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郷

通子

情報・システム研究機構理事 / 名古屋大学名誉教授

1960 年 12 月，生物物理学会の最初の年会が東大医

わたるおつきあいは，こうして始まった．

学部で開かれた．階段教室の上の方の席に座った私は

日本で生物物理学が始まったのは，東大物理教室の

1 人の物見高い学部生だった．生物物理らしき研究発

小谷正雄先生と名大物理教室の大沢文夫先生のお 2 人

表は難しくて，とても理解できなかったが，それまで

に依るところが大きい．名大の大学院生となって以

学んだ生物学とは違って，物理の内容を生物現象に適

来，アドミニストレーションに没頭した最近の数年間

用した新しい学問らしいことは，妙に熱っぽい雰囲気

を除いて，毎年，生物物理学会で発表しながら，ほぼ

から感じとれた．年齢が比較的若い研究者が何人か黒

50 年間を生きてきた．私の研究者としての生活は生

板の前に出て，絵を板書したりしながら熱心な議論が

物物理学会の誕生によって始まり，生かされてきた

展開された光景が脳裏に焼きついている．はじめて見

日々でもある．第三回か第四回の生物物理学会年会

た学会は，今まで見たことのない光景であった．他人

だったと思うが，名大の豊田講堂で開催された．大き

の発表を静かに聞くといったものとは違って，意見の

な講堂の前方の座席に，まばらに人が座っていた．季

あるひとが勝手に前に出て，ワイワイ議論していた．

節は 12 月で，前の晩に雪が降ったため，ゴム長靴を

当時，理学部の 3 年生だった私の生活は，大学に入

履いて舞台に立って発表したことも，懐かしい思い出

学して以来，アルバイトの他，部活動と学生運動に費

になっている．

やした時間が多くを占めていた．
「自分たちの国の未

大沢研究室に入って驚いたことは，大学の研究室に

来を決める日米安全保障条約改訂について，大学生は

抱いていたイメージとはまったく異なる世界が広がっ

議論すべきだと思います．講義を休講にして，クラス

ていたことである．大学院生も含めて，皆が大沢先生

討論に充てさせてください．先生もぜひ一緒に討論の

を「大沢さん」とよぶこと，
「大沢さん」は教授室をも

中に入ってくださいませんか．」と，頼みに行く役割

たず，長い黒板と大きな机が中央に置かれている大部

をしていた．

屋の一角が大沢さんの机のある場所だった．しかし，

毎日のように繰り広げられた学生集会と，大学ごと

大沢先生は，その机で仕事をされていることはほとん

にスクラムを組んでの街頭デモ，そして，その年の

どなく，ご自分では実験はされていなかったが，実験

6 月 15 日，安保阻止のための国民の大集合と学生に

室で誰かを捕まえて話をされていることが多かった．

よる国会突入，東大生樺美智子さんの圧死にいたるま

毎週月曜日は朝から夜遅くまで，研究室会議と研究

での歴史的なできごと，そして安保条約は締結され

セミナーが組まれていた．全員が毎週（やらなくても

た．学生運動は急速に鎮まり，学内に虚無感と同時に

自由）の研究報告をするのだが，皆の面前で徹底的に

静けさが戻ってきた．卒業までの時間は，あと 1 年と

鍛えられた．メンバーに雑誌を割り当てられ，新着論

少しになっていた．大学に入って何を勉強してきたと

文の紹介もする．研究室は大所帯であり，議論が始ま

いえるだろうか，このまま卒業しても大学を卒業した

ると夜の 9 時を過ぎることもまれではなく，途中で昼

といえるのだろうかと悩んでいた．そのとき，生物物

食と夕食をとりに，生協食堂に全員で連れ立っていく

理学会を「見物」に行ったのだった．学会のメンバー

ことが屡々であった．いうなれば「全員が平等」で，

の熱心な議論風景に強く惹かれた私は，生物物理学を

すべてが「透明な研究室」，「研究は全員で徹底的に討

学ぶために名大の大学院へ進むことをこころに決め

論」,「自由闊達な研究」が，実現されていた．

た．研究者になれるかどうか，まったく不明であった

大沢研でのセミナー方式は時間を区切らないセミ

が，研究への憧れと共に，生物物理学会との 50 年に

ナーであった．討論や厳しい質問があり，しばしば，

Origin of Biophysics and Prof. Fumio Osawa
Mitiko GO
Professor Emeritus Nagoya University / Exective Director Research Organization of Information and Systems
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大沢先生がご自分の考えを披露された．多くは難しい

える．研究の具体的な進め方などではなく，もっと大

理論やモデルだったと思うが，それを理解しなくては

きな人間としての包容力と洞察力において，50 年近

ならないから，メンバーは自然と勉強することにな

い年月の間，ずっと，私は大沢先生をメンターだと

る．この方式を，研究室を主催する立場になったとき

思っている．

に採用した．皆の前で発表することになると緊張感を

大沢研究室の日常のすべてが研究一色である．それ

もって準備するから，効果的な学習法だと考えてい

が決して強制されたものでなく，気がついたらごく

る．徹底した議論を尽くすことが，独りよがりでない

自然に実験をやり，議論をすることになってしまう．

研究を進めるために最も大切である．

1）研究は楽しいから止められないというのが，大沢

大沢研究室には，国内外からさまざまな分野の研究

先生のお考えであると思う．直接，大沢先生から聞い

者が常時，滞在して実験をしたり，研究室メンバーを

たわけではないが，私の頭の中での大沢先生は，「目

捕まえては議論をしていた．1960 年代は，海外から

指す研究目標は他者との競争に打ち勝つことではな

日本へやってきて，長く滞在し，研究もする研究者は

い．これまで，誰も考えなかったオリジナルなテーマ

きわめて少なかった．そのような時代に，大沢先生の

を追いかけている（独自性とロマン）
」．2）大沢先生

研究室は世界に向けて開かれていた．NIH からの研

は，「現在の能力によって人を差別しない．時間をか

究費もきていた．高分子統計物理学の研究と，筋肉の

ければ必ずできるという発想（平等性）」のもち主で

収縮のメカニズムを物理学の手法で明らかにしようと

ある．これは，直接お聞きした言葉である．もしかす

する日本発の独創的研究が海外の研究者をも魅了し，

ると，私のために，いわれたのかも知れないと，今に

国内外から多くの研究者が名古屋大学にやってきたこ

して思う．この言葉に勇気を得た私は，研究を続けら

とは，研究者にとって必須の国際感覚を養ってくれ

れたのである．

た．日本の研究成果が，海外で認められた事実を目の

決して忘れられないのは，30 歳代の子育て中の私

あたりにしたことは，その後，海外の研究室を訪ねて

に対する大沢先生からの一言である．あれから 30 年

セミナーをする機会を与えられたときに，物怖じしな

以上が経った今でも，私がいただいた最大の励ましの

いで済んだ．

言葉である．「こどもが小学校にあがったら，みんな

筆者は，九州大学生物学教室の助手ポストについて

よい仕事ができる．
」これは，こどもを育てながら，

から，それまでの研究テーマであった，ポリペプチド

やっと九州大学で助手のポストに就いたときに，大沢

や DNA の物理的な特性を理論的に解析するテーマを

先生からいただいた言葉である．
「なぜなら，こども

大きく変えて，38 億年の生物進化の産物としてのタ

がいる女性研究者は，知る限り，下の子が小学生にあ

ンパク質や遺伝子の研究に入った．1981 年には遺伝

がると，よい仕事をしているから」と加えられた．

子の分断構造とタンパク質モジュールの対応を見いだ

2 人の子どもが小さくて，研究時間が十分にとれない

す研究で，幸いにも世界の研究者から認めていただく

状態にいた私には，俄には信じがたい言葉だった．し

ことができた ．女性研究者がきわめて少ない時代に

かし，事実はその通りになった．モジュールの仕事

物理学を学び，その後，DNA やゲノム情報が生物学

（Nature, 1981）は，下のこどもがちょうど 6 歳になっ

の進展をもたらす時期にあって，子育て期を乗り切り

た年に書いた論文である．この論文がその後のキャリ

ながら，生物学の世界に自己を確立できたことは，大

ア形成につながった．頭の隅に，引っかかっていた大

沢スクールで学んだ，「好きな研究を楽しみながら，

沢先生の言葉に励まされて，結果的に論文を書いたの

オリジナルなテーマを徹底して追求した」からであっ

かも知れないのだが．大沢先生は，人生や人間に対す

たと思う．この姿勢なくして研究者として生き残る道

る深い洞察と温かいまなざしを注いでこられた方であ

はあり得なかったと思う．

る．なかなかまねできないと思う．私の人生を変え

1)

大沢スクールの一端にいる私であるが，大学院生と

た，メンターの一言である．

して，指導教授である大沢先生と共著の論文を書いて
いない異端の学生だった．それでも，そのようなこと

文

を大沢先生はまったく気に留めておられないように思

1)

献
Go, M. (1981) Nature 291, 90-92.
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F1-ATPaseは回転軸がなくても回転する
古池

晶*，Mohammad Delawar HOSSAIN，木下一彦

早稲田大学理工学術院，*現 大阪医科大学物理学教室

回転軸の大部分を削っても，F1-ATPase（F1）がなお

では ATP 加水分解によって，どのように回転が駆

も回転できるという結果は，いままでの回転機構に対

動されるのだろう．Oster らは， の ATP 触媒部位に

する認識を一変させた．その解釈には新しい考え方が

おける化学反応，すなわち ATP の結合，加水分解，

必要になる．本稿では，この結果を整理し，軸なし

分解産物（ADP，Pi）のリリースが，3 つの  で順次，

F1 が回転できるとどうして面白いのか，そしてそこ

共同的に行われ，その化学状態に伴う  の構造変化

からどんな展望があるのかを考えてみたい．
1.

が回転の駆動力となると考えた．つまり， と 33 リ
ング下部分との接触領域が，滑らかに回転可能な軸受

F1 は ATP 駆動の回転分子モーター

け（支点）に相当し， が構造変化すると，その  上

ATP 合成酵素（FoF1）は，膜に埋もれた Fo と，膜外

部が，剛体棒の  を押し引きする作用点として働くと

体である．膜の内外に十分な水素イオン濃度勾配があ

ば，3 つの  の化学状態が一義的に決まる（その逆も

ると（F1 側が低い）
，F1 の ATP 触媒部位で ADP と無

含む）という原理に基づくため，逆反応の ATP 合成

機リン酸（Pi）から ATP が合成される．濃度勾配が

を考えるのに都合がよかった．事実，2004 年に，伊

足りないと，逆に F1 での ATP 加水分解によって，水

藤らは磁気ビーズを付けた  を，磁石で強制的に逆回

素イオンが運び出される．つまり，タンパク質の動き

転させることで力学的な ATP の合成に成功し 3)，また

（力学的エネルギー）を介して，電気化学ポテンシャ

足立らは，回転と ATP や ADP の結合数の同時観察

ルと化学結合エネルギーを可逆的に変換する分子機械

よって， の化学状態と  の角度との対応付けをほぼ

である．

すべて決定した 4)．

に突き出た F1 からなり立つ巨大な膜タンパク質複合

いうわけである．このモデルは， の角度が決まれ

1980 年代（構造の解かれる前！）
，Boyer や大沢ら

2.

は，この 2 つのポテンシャルの変換には，その介在と
して回転運動への変換機構が必要だろうと予想した．

軸なし F1 も正しい方向に回転する

筆者らは，回転力の発生に回転軸，つまり  の 33

すなわち，Fo と F1 が共通の回転子をもち，水素イオ

リングに突き刺さった部分（N 末と C 末に相当し，

ンの通過によって回転する Fo が，F1 を強制的に（ATP

コイルドコイルを形成している）の，どの領域が不可

加水分解方向に対し）逆回転させることで，ATP 合成

欠なのかを調べるため，N 末と C 末からアミノ酸を

がなされるというものである．この大胆な仮説は，

遺伝子操作で段階的に削った変異体を作成し（図 1）
，

1994 年に解かれた F1 の結晶構造 によって真実味を

1 分子観察によってその回転のようすを調べた 5)．比

おび，その 3 年後，野地・安田らの 1 分子観察によっ

較 的 大 き な 2 連 結 ビ ー ズ（直 径 290 nm） や 金 粒 子

て明快に証明された 2)．構造上（図 1），いかにも回転

（40 nm）を  に付けて（図 2 の黒円部分は結合する場

しそうな  サブユニットに蛍光標識したアクチンフィ

所）
，高速度カメラで撮影したところ，以下のような

ラメントを付け，その回転するようすを光学顕微鏡で

結果を得た．1）33 リング下部との接触領域の削除

1)

観察することに成功したのである．それのみならず，

に伴って回転速度は減少し，回転力も半分程度にまで

F1 が 1 個の ATP の加水分解で 120 駆動されるステッ

減少した．2）33 リングとの接触領域をもたない中

ず一定であることなど，従来の手法では得難い情報を

かった．3）さらに，33 リング上部との接触領域を

ピングモーターであること，回転力は回転角度によら

央部分まで削っても，回転速度はほとんど変わらな

明らかにした．

半分程度にまで削除すると，回転速度は再び減少し，

F1-ATPase can Rotate in the Correct Direction, without its Rotary Shaft
Shou FURUIKE*, Mohammad Delawar HOSSAIN and Kazuhiko KINOSITA, Jr.
Department of Physics, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
*Present Address: Department of Physics, Osaka Medical College
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図2
最も短い回転子をもつ変異体の構造予想図（アミノ酸配列で，N22
かつ C43 に対応）
．左図は，右図の 2 直線で挟まれた部分のみを
下側から見た図．接触領域はわずかな領域に限定されている．
（電子ジャーナルではカラー）
図1
上段，牛ミトコンドリア F1-ATPase（MF1）の結晶構造 8) の断面図．
， 上の濃い部分は， との接触領域を示す．下段，MF1 と好熱
菌 F1（TF1）の N 末，C 末のアミノ酸配列．削除したアミノ酸の数を
X として，CX や NX で示した．たとえば，C21 は C 末から 21 個の
アミノ酸を削除した変異体．構造と配列の色は，対応している．
（電子ジャーナルではカラー）

のかもしれない 7)．現時点では，まだまだ不明である
が，F1 を含めたこれら ATP 駆動型モーターが共通の

動作原理で働いていれば面白い．軸なし F1 の回転が，
その探求へのきっかけとなればと思う．

ATP 加水分解速度も 33 リングだけの場合と同程度

謝

まで減少した．また，不規則な運動（逆ステップな

本稿で紹介した研究は，共同研究者の牧泰史，足立

ど）も観察されるようになったが，最終的に回転軸の

健吾，鈴木俊治，伊藤博康，小堀綾子，吉田賢右，塩

大部分を削った変異体（図 2）でも正しい方向へ 100

育，ならびに早稲田大学木下研究室の方々の協力に

回転以上も回転した．

よってなされました（敬称略）．深く感謝いたします．

この 33 リングとわずかな接触領域しかもたない 

が回転できるということは，これまで回転に重要と考

辞
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えられていた  と 33 リングとの相互作用のほとん
どが，回転に必須ではないことを意味している．それ

どころか，そもそも回転に必要不可欠な領域などな

また実験結果は， とリング上部との接触領域が，
（回転運動に本質的な機能である）回転力の発生と回
転方向を制御し，リング下部との接触領域が，回転力

古池 晶（ふるいけ しょう）
大阪医科大学物理学教室助教
研究内容：F1-ATPase の回転機構
連絡先：〒 569-8686 大阪府高槻市大学町 2-7
E-mail: shou@art.osaka-med.ac.jp
URL: http://www.osaka-med.ac.jp/deps/phy/Deptphys.htm
古池 晶，
Mohammad Delawar HOSSAIN（モハッマド
Mohammad
Delawar HOSSAIN デラワール ホセイン）
早稲田大学理工学術院学振外国人特別研究員
研究内容：F1-ATPase の回転機構
連絡先：〒 171-0033 東京都豊島区高田 1-17-22
中橋商事ビル新棟 2 階 早稲田大学木下研究室
E-mail: h.mohammad@kurenai.waseda.jp
木下一彦（きのした かずひこ）
早稲田大学理工学術院教授
研究内容：1 分子生理学
連絡先：同上
E-mail: kazuhiko@waseda.jp
URL: http://www.k2.phys.waseda.ac.jp/

発生の補助と回転速度を制御していることを示唆す
る．回転の 1 方向性（質）とその速度（量）が別々の
領域で制御されていることは， の角度が  の化学状
態をどのように決定するのか，また F1 がその機能を
獲得する過程（進化）を考える上でも興味深い．
3.

軸なし F1 はなぜ回転できる？

軸なし F1 が回転するためには，残された  と 33

リングとの相互作用において少なくとも，回転の 1 方

向性，回転力の発生，そして（激しい熱運動に抗し
て） の保持が実現されているはずである．その仕組
みは，単頭のリニアモーター KIF1A で示唆されてい
る diffusion and catch のようなものかもしれないし 6)，
DNA を回転させながら引き込む helicase のようなも
トピックス
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二枚貝の筋肉から見えてくるアクトミオシン系の
優れた機能
山田

1.

章，大岩和弘

情報通信研究機構未来ICT研究センター

二枚貝が外界からの海水や食物の取り込みなどのた

はじめに

め殻を開くことも必要で，そのためにキャッチ状態を

二枚貝の 2 枚の殻は強い弾性をもった蝶番でつな

解除する仕組みも存在する．セロトニンの細胞外刺激

がっており，外力が働かなければ貝殻は開くように

により細胞内の cAMP 濃度が上昇し，cAMP 依存性タ

なっている．アサリやハマグリを加熱調理すると殻が

ンパク質リン酸化酵素が活性化される．これによって

開くのはこのためである．生きているとき，殻はほと

キャッチ状態が解除され，筋肉が速やかに弛緩するの

んど閉じた状態になっているのが普通で，このための

である（図 1）．

力を出し続けているのが貝柱の筋肉，閉殻筋である．

3.

脊椎動物の骨格筋がこのように力を出し続けるとエネ

キャッチ機構に関与する筋タンパク質

ルギーを消費し続けることになるのだが，貝の筋肉で

キャッチ状態が解除される際にリン酸化されるのは

はエネルギー消費がほとんどないことが何十年も以前

twitchin とよばれるタンパク質である 1)．このタンパ

からわかっていた．しかし，このとき，筋細胞の中で

ク質はもともと線虫で発見されたもので 2)，類似のタ

どのようなことが起こっているかがわかってきたのは

ンパク質は動物界に広く存在する．二枚貝ムラサキイ

比較的最近のことである．

ガイの twitchin は，全長の配列が決定され，キャッチ

2.

状態解除の際にリン酸化されるセリン残基の部位も特

キャッチ筋

定されている 3)．

多くの二枚貝の閉殻筋は平滑筋部分と有紋筋（横紋

われわれは，キャッチ筋から単離した太いフィラメ

筋や斜紋筋）部分からなっている．そのうちの平滑筋

ントと細いフィラメントが低 Ca2 濃度において結合

部分が見せる収縮を図 1 に示す．アセチルコリン刺

し，これが cAMP 依存性リン酸化酵素によって解離す

激によって細胞内 Ca 濃度が上昇すると，アクトミ

ることを見いだし，この結合こそキャッチ状態を作り

オシン ATPase が活性化されて筋収縮が起こる．つづ

出す機構そのものであると結論した 4)．この実験法で

2

いてアセチルコリン刺激がなくなると細胞内 Ca 濃
2

度も低下する．脊椎動物骨格筋ならば速やかに張力が
低下して弛緩が起こるのに対し，貝の筋肉では高い張
力が維持される．このとき，アクトミオシンは ATP
をほとんど分解していない．このように，低エネル
ギー消費で高い張力が維持される状態を「キャッチ状
態」， キ ャ ッ チ 状 態 に な る こ と が で き る 筋 肉 を
「キャッチ筋」とよんでいる．「キャッチ」とはドアの
留め金のことで，筋肉の中に，いわば留め金がかかっ
た状態にすることができる「キャッチ機構」が存在す
ると考えられてきたが，その詳細は長い間なぞであっ
た．脊椎動物平滑筋も高い張力を維持することがで
図1
キャッチ筋が，弛緩状態から収縮し再び弛緩状態に戻るまでの過
程における，細胞外刺激，細胞内 Ca2 濃度，細胞内 cAMP 濃度，
myosin ATPase 活性，twitchin のリン酸化状態，発生張力を示す．

き，この状態を「ラッチ」とよんでいるが，これもド
アの留め金のことである．ラッチについても詳細はよ
くわかっていない．

‘Catch’, an Outstanding Function of the Actomyosin Motility System Revealed from the Studies on Bivalve Muscles
Akira YAMADA and Kazuhiro OIWA
Kobe Advanced ICT Research Center, National Institute of Information and Communications Technology
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は，結合を光学顕微鏡によって直接観察する．精製し

キャッチ機構の「普遍性」

4.

たタンパク質を用いて実験することにより，この結合
に必要なタンパク質要素が，アクチン，ミオシン，

キャッチ状態に必要なタンパク質は，どれも二枚貝

twitchin の 3 つであることを見いだした（図 2）．二枚

のキャッチ筋に特有のものではない．Twitchin は線形

貝の筋肉の場合，Ca 制御機構がミオシン側に存在

動物で発見されたタンパク質であるし，類似のタンパ

し，Ca が ミ オ シ ン 軽 鎖 に 結 合 す る こ と に よ っ て

ク質 projectin が節足動物に存在する．脊椎動物横紋筋

ATPase が活性化される 5)．したがって，弛緩状態や

のコネクチンやミオシン結合タンパク質 C とも構造

キャッチ状態を形成させるためにはトロポニン系の制

上の類似性が認められる．だとすると，これらの中に

御タンパク質を必要としない．図 2 の実験では，ミ

も，多少なりとも二枚貝の twitchin で見られるような

オシンフィラメントは暗視野照明で，アクチンフィラ

フィラメント間結合を制御する機能が存在しないのだ

メントは蛍光標識して落射蛍光照明で観察している．

ろうかという疑問が生じる．二枚貝閉殻筋の有紋筋部

MgATP 存 在 下， 低 Ca 濃 度 に お い て，twitchin が 脱

分 は キ ャ ッ チ 筋 と は さ れ て い な い が， こ こ に も

リン酸化型であると両フィラメントは結合してキャッ

twitchin が存在する．この筋肉を使って図 2 で示した

チ状態となり（図 2 左），リン酸化型であると両者は

ものと同様の実験を行ってみると結果は平滑筋の場合

結合せずに弛緩状態となる（図 2 右）．また，この

と同様で，少なくともタンパク質のレベルにおいては

twitchin の 脱 リ ン 酸 化 が 2B 型 Ser/Thr protein phospha-

「キャッチ機構」が存在することが示された 8)．さら

tase で起こることもわかった 6)．この酵素は Ca2 で活

に，二枚貝以外の動物の筋肉にも同様の性質が存在す

性化されることから，筋肉中において twitchin の脱リ

ることを示唆する実験結果も得られている（山田ら未

ン酸化は Ca 濃度が高くなっているアクティブな収

発表）
．キャッチの機能がアクトミオシン系の機能と

縮のときに起こっていると考えられる（図 1）
．

してこれまで知られてきた以上に普遍的なものである

2

2

2

2

以上のように，キャッチに関与するタンパク質が特

のかもしれない．

定されたのであるが，キャッチ状態におけるフィラメ
ント間結合がどのようなものであるかはまだわかって
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いない．最近，twitchin 分子内の特定の領域が，その

5388.

リン酸化状態に依存して，ミオシン頭部とアクチンの

山田 章

図2
二枚貝マガキ閉殻筋の平滑筋部分から精製したタンパク質を使っ
て光学顕微鏡で可視化したキャッチ状態（左側）と弛緩状態（右
側）
．バーは 20 m．
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プロテオミクスで探るミトコンドリアからの
シトクロムc漏出機構
山本武範1，山田安希子2，
篠原康雄1,3

1.
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2

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

3

徳島大学薬学部

た．バリノマイシンと Ca2 とで，ミトコンドリア膜

はじめに

に及ぼす作用が異なる場合，ミトコンドリアからシト

ミトコンドリアは真核生物に存在する細胞小器官で

クロム c とともに放出されるタンパク質の分子種が異

あり，内膜と外膜で構成されている．ミトコンドリア

なることが予想される．そこで筆者らは，バリノマイ

は主として細胞内の「エネルギー産生の場」として機

シンまたは Ca2 を添加したミトコンドリアから漏出

能しているが，それと同時に Ca2 の貯蔵庫としての役

するタンパク質に対し，プロテオミクス解析を行った．

割も担っている．しかし，ミトコンドリアに過剰量の

3.

Ca2 が取り込まれると，内膜の非特異的な物質透過性

漏出タンパク質のプロテオミクス解析

が上昇する現象が引き起こされる．また，このような

プロテオミクス（proteomics）とは，広義には「タ

内膜での変化に伴い，膜間腔に存在するシトクロム c

ンパク質全体（プロテオーム；proteome）を観察する

というタンパク質がミトコンドリアから漏出し，これ

ことを通して，生命機能の解明をめざす研究」を意味

がアポトーシスの引き金を引くことが明らかにされた

する．このプロテオミクスにおいて中核となるプロセ

（図 1） ．しかし，Ca がどのように内膜の透過性を

スは，質量分析による大規模なタンパク質の分子同定

上昇させるのか？ またこのときシトクロム c がどの

である．すなわち，質量分析により得られたタンパク

ように外膜を透過してミトコンドリアから漏出するの

質の質量情報を，膨大なゲノム情報から導き出される

か？という問題については解答が得られていない ．

タンパク質分子の質量情報と照合することによって，

1)

2

2)

本稿では，筆者らが取り組んでいるプロテオミクス

サンプル中に存在するタンパク質の分子を特定するの

解析により， そこに存在しているタンパク質の全体

である．筆者らは，このプロテオミクス解析によっ

像

て，ミトコンドリアから漏出するタンパク質の網羅的

を理解することを通して新たに見えてきた，シト

クロム c 漏出時にミトコンドリアで起きている現象に

な分子同定を試みた．

ついて解説する ．

まず，ラットの肝臓から単離したミトコンドリアを

3)

2.

メディウム中でインキュベートし，ここにバリノマイ

シトクロム c 漏出機構の多様性

シンを添加した場合にミトコンドリアから漏出するタ

筆者らはこれまでにカリウムイオノフォアであるバ

ンパク質の分子同定を行った（図 2）
．その結果，シ

Ca に認められるような内膜の非特

トクロム c をはじめとする膜間腔に存在するタンパク

リノマイシンが

2

異的な物質透過性の上昇を誘起することなく，ミトコ
ンドリアからシトクロム c を漏出させる

ということ

を見いだした ．これはシトクロム c の漏出機構の多
4)

様性を示すものであった．このことから，バリノマイ
シンと Ca2 がミトコンドリア膜に及ぼす作用を比較
することによって，シトクロム c の漏出機構を解明す

図1
シトクロム c 漏出とアポトーシス．

る糸口を掴むことができるのではないかと考えられ

Mechanisms of Cytochrome c Release from Mitochondria as Revealed by Proteomics Analysis
Takenori YAMAMOTO1, Akiko YAMADA2 and Yasuo SHINOHARA1,3
1
Institute for Genome Research, University of Tokushima
2
Institute of Health Biosciences, University of Tokushima
3
Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Tokushima
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質が複数同定された．これに対し，Ca2 を添加した場

駆使したアプローチを試みた．すなわち，タンパク質

合には，膜間腔に存在するタンパク質に加え，マト

の漏出が

リックスとよばれる内膜に囲まれた空間（図 1 参照）

ク質の分子種はミトコンドリアに豊富に存在するタン

に存在するタンパク質も同定された．

パク質種と合致し，逆に

これらの結果から，バリノマイシンを添加したミト

非選択的

であるならば，漏出したタンパ
選択的

に漏出が起きてい

るのならば豊富に存在するタンパク質との相関は認め

コンドリアでは外膜のみの透過性が上昇するのに対

られないと考えられる．

し，Ca2 を添加した場合には内膜と外膜の両方の透過

そこで，まずミトコンドリアに豊富に存在するタン

性が上昇した状態となることが明らかになった

パク質をリスト化するため，ミトコンドリアの総タン

（図 3）．これは，一言にシトクロム c 漏出といっても，

パク質を質量分析に供し，約 100 種のタンパク質を同

そのときのミトコンドリア膜の状態は，与えられる刺

定した．質量分析による分子同定では，一般に含量の

激によってまったく異なることを意味している．

多いタンパク質からおよそ優先的に同定が行われるた

4.

め，筆者らが同定した約 100 種のタンパク質は，数百

タンパク質の漏出は分子種選択的か？

種ともいわれるミトコンドリアを構成するタンパク質

では，このようなミトコンドリアからのタンパク質

の中でも比較的豊富に存在するタンパク質であると考

の漏出は分子種選択的に引き起こされているのだろう

えられる．そこで，この豊富に存在するタンパク質群

か？

と，バリノマイシンまたは Ca2 を添加した場合に漏

筆者はこの問題に対しても，プロテオミクスを

出したタンパク質の分子種を照合したところ，漏出し
たタンパク質のほぼすべてが豊富に存在するタンパク
質と合致した．このことから，バリノマイシンまたは
Ca2 の添加によって漏出したシトクロム c をはじめと
するほとんどのタンパク質は，いずれも

非特異的

にミトコンドリアから漏出していることがわかった．
このような漏出様式は，膜が壊裂していることを強く
示唆し，シトクロム c は壊裂した外膜の亀裂から細胞
質に漏出するものと考えられる．しかしながら，Ca2
やバリノマイシンが外膜を壊裂させる詳細な機構は依
然として不明であり，今後の展開が期待される．
おわりに

5.
図2
ミトコンドリアから漏出するタンパク質．（a）ミトコンドリアの
電子顕微鏡像．None は未処理，Vali および Ca2 はバリノマイシ
ンまたは Ca2 を添加したミトコンドリア．
（b）各ミトコンドリア
を遠心した上清を SDS-PAGE に供した．レーン左に番号で示した
バンドが漏出したタンパク質を示す．文献 3 の図を改変．

本稿で紹介した内容は，どれも タンパク質全体 を
眺めることによってはじめて見えてきたことばかりであ
る．今後も，プロテオミクスを駆使して，これまでに見
えなかった物事の側面が明らかにできればと考えている．
文

献

1) Zoratti, M. S., Szabo, I. (1995) Biochim. Biophys. Acta 1241, 139-176.
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図3
プロテオミクス解析により明らかになったミトコンドリアからの
タンパク質の漏出様式．図 2（b）の番号で示したバンドから同定
されたタンパク質の一部を示す．
（電子ジャーナルではカラー）

山本武範
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シートの構造構築機構
真壁幸樹

1.

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター

動は天然の  ターン領域を人工的な  ターン配列に

 シート構造における主鎖水素結合の役割

置き換えることで導入した．導入する  ターンは Ile-

タンパク質の 2 次構造は 1950 年代にポーリング，

Ile-Ile-Asp-Gly-Ile-Ile-Ile 配列からなり，Asp-Gly 配列は

コリーらによって提唱された 1)．この 2 次構造はポリ

高い Type I ターンを形成する傾向が強い．Type I ター

ペプチドの主鎖がもつ特徴的な水素結合パターンに

ンはその両側の残基が主鎖水素結合するので，図 1b

よって形成する．この中で， シートは  ストランド

（右）で示したような水素結合パターンを形成する．

同士が特異的に並び，平面を形成する構造要素であ

一方で OspA の SLB はこれとは異なった水素結合パ

る． ストランドの組み合わさる向きから，平行およ

ターンをもつため（図 1b（左））
，両者の主鎖水素結

び逆平行  シートがある．これまでの研究から，

合パターンが同時に形成することはあり得ない．この

シート形成には側鎖同士のペアリング ， ターン構

変位導入がどのような構造変化を引き起こし，全体構

造 3) や主鎖水素結合の安定性への寄与 4) が示唆されて

造の整合性を保つかを観察する．この変異体の結晶構

きた．しかしながら，球状タンパク質の  シート部

造を決定したところ，SLB 領域の大きな構造再構成が

位では通常，シートの片方の面がタンパク質の内側を

観察された（図 1c）
．野生型 OspA の N 末端ドメイン

2)

向いており，その側鎖がパッキングに関与している．
このため，ペプチドモデルを用いたαヘリックスの研
究と比較して，純粋な  シートの物性を評価するの
が困難であった． シートの形成機構を理解すること
は，球状タンパク質の立体構造形成原理を理解するの
に重要なだけではなく，アミロイドのような  シー
トに富んだ凝集体の理解にも重要である．本稿では 
ストランド間の相対配座がどのようにして決まるかに
ついて，逆平行  シートのモデルタンパク質を用い
て研究した例を紹介する．
2.

 ストランド間の相対配座決定因子

ボレリア菌由来 Outer Surface Protein A（OspA）は N
末端ドメインと C 末端ドメイン間に単層  シート
（single-layer-beta-sheet; SLB）領域をもつ（図 1a）
．この
SLB 領域は  シートの両面が溶媒に露出しており，側
鎖はパッキングに関与していないため， シートその
ものの物理化学的性質を観察できる．著者らはこの
OspA を  シート研究のモデルシステムとして用いて，
 ストランド間の相対配座決定因子を研究した 6)．

図1
（a）OspA の立体構造 5)．SLB 領域を黒で示した．
（b）水素結合パ
ターンに摂動を加える  ターン配列．主鎖水素結合を点線で，変
異する 8 残基を丸で囲んで示した．
（c） ターン変異体の立体構
造（黒）
．導入した  ターン変異を黒の実体球モデル表した．野
生型の構造を N 末端ドメインで重ね合わせて示した（白）
．

方法は，主鎖水素結合パターンに摂動を加える変異
を OspA の SLB 領域に導入し，その変異体の結晶構造
から，どのようにストランド間の相対配座が再構成し
ているのかを観察する．主鎖水素結合パターンへの摂

Structure Formation Mechanism of Beta-Sheet
Koki MAKABE
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences
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に変異体の結晶構造を重ね合わせると SLB 領域の構

えられるアミロイドが広くさまざまなタンパク質から

造変化によって C 末端ドメインの相対的な配置が大

見いだされる原因かもしれない．加えて， シートに

きくシフトしているのがわかる．置換した  ターン

富んだタンパク質のデザインでは，非特異的なストラ

はデザイン通り Type I ターンを形成し，また，野生

ンド間の相互作用を避けるようなネガティブデザイ

型 133 位に存在する  バルジ構造は保存していた．こ

ン 8) を  シートの端に導入することが必要があると考

のため，ストランド 9 において 1 残基が N 末端方向

えられる（最近，これに否定的な見解もある 9)）．

に押し戻された．

今後の展望

4.

この 1 残基の挿入によってストランド 9 の反転とス
トランド間配置のずれを引き起こした．ストランド間

X 線結晶構造解析からは時間平均された構造情報が

の配置には，いくつかの配置のパターンがあり得る．

得られるが，それと合わせて， シートがどのように

それらの中から実際に観察された配置がいちばん安定

形成していくのかという時間軸を含めた構造形成過程

である原因を明らかにするため，可能な配置のモデル

を理解したいと考えている．現在，測定を進めている

を作り，統計的な傾向を評価した．結果，側鎖間ペア

OspA の巻き戻り反応から N 末端ドメインから巻き戻

リングおよび  ターン形成に関しては有意な傾向性

る，三状態の過程であることが明らかになりつつあ

が見られなかったが，主鎖の水素結合が最大となって

る．N 末端ドメインから  シートが伸びるように巻

いることがわかった．

き戻っているのかもしれない 10)．

さらにこの結果が，タンパク質のデザインに適用が
可能か検証した 7)．方法は SLB 領域から 1 つのストラ

謝

辞

ンドと  ターンを欠損させ，主鎖の水素結合数が最

本稿の研究は，著者が博士研究員として在籍してい

大となるように非天然のストランド同士がペアリング

たシカゴ大学にて小出昌平教授の指導の元で行われま

するように設計した．この欠損により両末端ドメイン

した．この場を借りて深く感謝いたします．また，現

間の相対配置が約 180°回転するはずである．結果，

在進めている OspA の巻き戻り反応の研究は自然科学

この欠損変異体の X 線結晶構造から，デザイン通り

研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンターの桑島邦

の構造をもつことが確認できた（図 2）．

博教授と共に進めています．
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図2
欠損変異体の立体構造（黒）
．野生型の構造を N 末端ドメインに
重ね合わせて示した（白）
．
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進化する自己複製システムの構築にむけて
市橋伯一

1.

科学技術振興機構ERATO

この結果は当然といえば当然である．この実験系で

はじめに

は複製酵素は外から添加している．そのため，RNA

分子モーター，神経ネットワーク，酵素複合体…な

にできることは鋳型となって増やされることだけであ

ど，生物のもつ複雑で精巧なしくみに，私たちは常に

る．したがって RNA が早く増えるためには，ただ短

驚き魅了される．そこには生物以外のものからは生ま

くなる可能性しか残されていなかった．一方で普通の

れ得ないような精緻さがある．だからこそ，私たちは

生物の場合は，複製酵素も自らの遺伝情報に基づいて

その秘密が知りたいと思う．

翻訳されたものであり，複製酵素も進化する可能性が

生物はなぜ，そのような複雑で精巧な装置をもち
得たのか？

ある．さらに新たな遺伝子を獲得すれば，それも発現

一般的には変異と選択，あるいは遺伝

し進化する可能性がある．つまり，普通の生物は情報

的浮動の結果だと説明されている．つまり単純な原

を翻訳する機構をもち，多様な進化が可能であるのに

始生命が，変異を導入しながらよりよく増えるもの，

対し，Mills らの系はそれがなかった．それが，進化

死ににくいものが生き残ってきたら，結果として精

の様相の違いだと考えられる．

巧になっていたというシナリオである．しかし，本
当にそうなのだろうか？

そこで私たちのグループでは，より生物に近い進化

筋が通っていることは理

可能性をもつ自己複製系の構築を試みた 2)（図 1 右）．

解できるのだが，都合よく説明されているだけのよ

この系は，無細胞翻訳系と鋳型 RNA（複製酵素遺伝

うにも感じる．このような疑いが生まれるのは，こ

子と複製酵素による認識配列をもつ）からなる．キー

のシナリオが実験的に検証されていないためである．

ポイントは，翻訳系の導入と RNA 自身に複製酵素を

単純な物質が徐々に進化していき，複雑で精巧な装

コードさせたことである．これにより RNA は，ただ

置ができあがるようすを見た人は誰もいない．なら

増やされるだけではなく，増やすための酵素の情報

ば，実験的にその過程を再構築し検証すべきだろう．

（複製酵素活性，変異率）をも進化させることが可能

それによってはじめて，生物のもつ複雑精緻な装置

となった．

の起源を理解できる．
2.

3.

実験進化系

翻訳系をもつ RNA 自己複製システムの構築

早めに白状してしまうと，いまだ進化は達成できて

1967 年，Mills らによる有名な実験で，単純な物質

いない．そもそも翻訳系をもつ RNA 自己複製システ

（RNA）からの進化の実証が行われた 1)．彼らは RNA
から RNA を複製する酵素を用いた（図 1 左）．この
酵 素 存 在 下 で， 酵 素 に よ る 認 識 配 列 を も つ RNA
（ファージゲノム RNA）は自己複製できる．その複製
を数百世代にわたって続けると，ときどき起こる複製
エラーや組み換えにより配列が変化し，より速く増え
る RNA が進化した．しかし，ここで見られた進化は，
生物の進化のような複雑化を伴うものではなく，逆に
単 純 化 を 伴 う も の で あ っ た． す な わ ち， は じ め の
RNA にはさまざまなタンパク質がコードされ多様な
情報をもっていたが，進化した RNA はすべての遺伝

図1
Mills らと私たちの自己複製システム比較

子を失った最も小さな RNA であった．
Construction of Evolvable Self-Replication System
Norikazu ICHIHASHI
Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University
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ムの構築そのものがきわめて難しい問題だったからで
ある．そこで後半では，この構築の何が困難で，どう
解決してきたかを紹介したい．
当初私たちは（少なくとも私は），材料となる RNA
と無細胞翻訳系を混ぜれば自己複製反応が進むと
思っていた．RNA から複製酵素が翻訳され，その酵
素により元の RNA が複製され，あわよくば勝手に進
化してくれると思っていた．しかし現実は厳しく，
RNA はまったく増えず，むしろ分解されて減少して
しまった．
まず問題は無細胞翻訳系だった．広く使用される大

図2
翻訳系をもつ RNA 自己複製システムにおける RNA 複製量 現在
は最適化された PURE SYSTEM，リボソーム濃度，エマルションに
よる区画内で反応を行っている．

腸菌の抽出液では，内在する RNA 分解酵素のために，
RNA が増える以上に分解されてしまい使い物になら
なかった．そこで，各成分がすべて精製されている再
構成無細胞翻訳系（PURE SYSTEM）3) を用いた．そう
すると分解は抑えられたものの，翻訳効率が悪く複製

を継代している．もうすぐこの系が，生物に近づくよ

酵素が十分に発現しないことが問題になった．この問

うな進化を見せると期待している．

題は，共同研究者である松浦友亮博士らによる成分の

おわりに

4.

最適化により改善された 4)．
皮肉なことに次の問題は，翻訳効率の向上が RNA

実験ベースでの進化の研究はあまりさかんではな

複製反応を阻害したことだった．阻害の原因は，翻訳

い．それは過去のできごとを推測するというあいまい

反応と RNA 複製反応が同じ RNA を鋳型とする逆向

さや，時間スケールが大きく実験に不向きだという事

きの反応だからであった．この問題は，RNA に対す

情によるのかもしれない．しかし，生物という存在が

るリボソームと複製酵素の親和性を求め，両者のバラ

時間軸をもち変化していく以上，その変化の仕方の研

ンスをとり，最適な翻訳量にリボソーム濃度を調整す

究は生物の理解に必須だと考える．生物はなぜ，こん

ることで解決された ．

なにうまくできているのか？

5)

まくできないのか？

ある程度 RNA 複製が起きるようになると，次は寄

そしてなぜ，もっとう

進化実験により，このような質

問に対する答えを得たいと思う．

生体の出現に悩まされることになった．寄生体とは複
製酵素遺伝子を欠落した短い RNA であり，自身は複

文

製酵素を発現しない．しかし元の RNA から発現した

献
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2)

Kita, H. et al. (2008) ChemBioChem 9, 2403-2410.

めにあっという間に増幅し元の RNA は増えなくなる．
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Shimizu, Y. et al. (2001) Nat. Biotechnol. 19, 751-755.

4)

Matsuura, T. et al. (2009) Mol. Syst. Biol. 5, 297.

この問題は寄生体の出現率が低いことを利用して，反

5)

Ichihashi, N. et al. (2008) ChemBioChem 9, 3023-3028.

応液を細胞のようにマイクロサイズの反応区画にわけ

6)

Urabe, H. et al. (2010) Biochemistry, 49, 1809-1813.

複製酵素を横取りして増えてしまう．その出現頻度は
高くはないが，1 個でも出現すると，その小ささのた

ることにより解決した．つまり，一部の区画にのみ寄
生 体 を 閉 じ 込 め る こ と で， 大 部 分 の 区 画 で は 元 の
RNA が増えられるようにできた（原理については文
献 6 を参照．自己複製系への応用は未発表）
．以上の
よ う な 数 年 に わ た る 改 善 に よ り， 現 在 で は 入 れ た
RNA が数倍にまで増えるようになっている（図 2）．
さて，ようやく進化ができるレベルまできた．現

市橋伯一

在，自己複製反応が進化することを期待して日々反応

トピックス
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COPII小胞形成過程を顕微鏡下に再構成する
田端和仁，野地博行

1.

大阪大学産業科学研究所生体分子エナジェティクス研究分野

はじめに

3.

タンパク質の 1 分子計測はそのタンパク質に固有の

COPII 小胞形成過程の再構成と輸送基質の可視化

こ の COPII 小 胞 形 成 過 程 を 可 視 化 す る た め に，

機能を知るための強力なツールである．これまでもさ

顕微鏡下に脂質二重膜を再構成できるシステムを作

まざまなタンパク質がその機能を詳細に解析されてき

成した 7)．実際の実験手順は，蛍光ラベルされた輸

た．しかしながら，これはあくまでタンパク質単独の

送基質（Bet1p-Cy3）と GEF（Sec12p）を顕微鏡下の脂

機能である．細胞内においては，これらタンパク質が

質二重膜内に導入するところからはじまる．その後，

集合離散を繰り返してより高次の細胞機能を発現して

ほかの COPII 小胞形成タンパク質（Sar1p, Sec23/24p,

いる．このような複数のタンパク質がダイナミックに

Sec13/31p）を順次加え，輸送基質である Bet1p-Cy3 の

協働し機能を発現する過程を 1 分子レベルで計測した

挙動を調べた．Bet1p-Cy3 を単独で脂質二重膜に再構成

例はない．そこでわれわれは，細胞の小胞体膜上で起

し，並進拡散する輝点の拡散係数を求めたところ，

こる小胞形成反応を顕微鏡下に再現しそのダイナミク

4.5  2.0 m2/s であった．これは，脂質二重膜中を並進

スを観察した 1)．本稿ではこの小胞形成がどのように

拡散する膜タンパク質の拡散係数とよく一致する 8)．ま

起こるか観察例を元に紹介したい．

た，蛍光の輝点強度のヒストグラムを作成したところ，

2.

シングルピークをもつヒストグラムとなり，またその

COPII 輸送小胞

ピークに属する輝点のほとんどがシングルステップで

COPII 小胞は細胞内小器官である小胞体上で合成さ

退色することもわかった．これらは，膜に再構成され

れたタンパク質や脂質を直径 50-100 nm 程度の小胞内

た Bet1p-Cy3 が膜内で単独であることを示している．

に積み込んでゴルジ体へ向かう輸送小胞である．ま

ところが，膜中に再構成した Bet1p-Cy3 に対して Sar1p,

た，この小胞はさまざまな大きさや形のタンパク質を

Sec23/24p を加えて prebudding complex を形成させたと

運ぶため，その形状は非常に多様であると考えられて

ころ，そのヒストグラムにわずかではあるがダイマー

いる 2)．In vitro における COPII 小胞形成は，低分子量

のピークが現れた．他の条件では，ダイマーのピーク

GTPase である Sar1p と，グアニンヌクレオチド交換因

が見られないことから，prebudding complex は弱いなが

子（GEF）Sec12p， コ ー ト プ ロ テ イ ン と よ ば れ る

らもダイマーを形成する能力があると考えられる．

Sec13/31p，Sec23/24p 複合体，さらに輸送基質である

4.

Bet1p によって再構成できることが知られている 3)．

Sec13/31p によるクラスター形成と輸送基質の
濃縮，輸送されないタンパク質の排除

COPII 小胞の形成は Sar1p が Sec12p によって GTP 型

次に COPII 小胞の最外殻を形成する Sec13/31p を加

の Sar1p に変換されることで開始される ．GTP 型の

えて実験を行ったところ，図 2a に示すような輸送基質

4)

Sar1p は， 脂 質 膜 と 結 合 し，Sec23/24p と 輸 送 基 質
（cargo）と複合体を形成する 5)．この複合体（Sar1pSec23/24p-cargo）を特に prebudding complex とよんでい
る． こ の prebudding complex 同 士 を Sec13/31p が お 互
いに連結し合うことで膜上に集合させ，膜の曲率を変
化させる．最終的に，COPII 小胞が形成されると考え
られている（図 1）6)．本研究では，この小胞形成過程
がどのように進むのかを輸送基質となる Bet1p を可視

図1
COPII 小胞形成のモデル（電子ジャーナルではカラー）

化してつぶさに観察することを目的としている．
Reconstitution of COPII Vesicle Formation Process under a Microscope
Kazuhito V. TABATA and Hiroyuki NOJI
The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
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のクラスターを作ることがわかった．Prebudding com-

今回の結果によって，認識されないタンパク質を排除

plex ではこのような現象が見られなかったことから，

する機構の存在が示された．では，どのような排除機

Sec13/31p が prebudding complex を連結することでクラ

構なのか？ 今回の結果では GTP の加水分解依存的に

スター形成していることが考えられる．また，この実

排除が行われていることも確認されている．つまり，

験では，GTP 存在下で実験を行っているが，これを加

小胞形成タンパク質が膜から結合解離を繰り返す過程

水分解されないアナログである GMP-PNP に置き換え

で排除が起きていることを示唆しているが，その詳細

て実験を行ったところ，クラスターの蛍光強度は最大

は明らかでない．今後の詳細な研究が待たれる．

で 1/10 にまで減少した（図 2a, b）
．これは，GTP の加

おわりに

5.

水分解が Bet1p-Cy3 の濃縮に必要であることを示して
いる．次に，COPII 小胞によって輸送されないタンパ

細胞機能を最小限の要素で再構成し，そのダイナミ

ク質である Ufe1p を蛍光色素 ATTO647N でラベルし，

クスを観察することは，細胞というシステムを理解す

Bet1p-Cy3 とともに再構成し，2 色同時観察を行った．

る上で重要になってくるであろう．なぜなら，細胞と

図 3 に示すように，クラスター形成後 Ufe1p-ATTO を

いう高度なシステムもタンパク質の集合離散の繰り返

観察するとバックグラウンドに対して黒く抜けた場所

しによってなり立っているからである．今回のわれわ

が見られた．一方で，同じ画面の Bet1p-Cy3 クラスター

れの研究は再構成系をもちいて，それを顕微鏡下に再

を観察すると，その形を相補することが見て取れる．

現し，見ることでさまざまな知見を得ることに成功し

こ れ は，Bet1p-Cy3 の ク ラ ス タ ー か ら，Ufe1p-ATTO

た．今後も，このような細胞機能丸ごと再構成が浸透

が排除されていることを示している．Ufe1p-ATTO の

し，統合的な細胞の理解につながることを願うばかり

暗く抜けた部分の輝度を求めたところ，その周囲に対

である．

して 35% も低下していることがわかった．Ufe1p は
COPII 小胞形成タンパク質に認識されないため，濃縮

謝

や排除は受けないと考えられていた ．しかしながら，

辞

本研究は佐藤健博士，井出徹博士，西坂崇之博士と

9)

の共同研究として行われた．また研究を遂行するにあ
たり，中野明彦博士，柳田敏雄博士にお世話になっ
た．謹んで感謝いたします．
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図2
Sec13/31p による prebudding complex のクラスタリングと GTP 加
水分解依存的な Bet1p-Cy3 の濃縮．
（a）クラスター形成の可視化．
（b）クラスター蛍光強度の比較．横軸は Bet1p-Cy3 の濃度．縦軸
は蛍光強度．
（電子ジャーナルではカラー）
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田端和仁

図3
クラスターからの輸送されないタンパク質の排除．
（左）クラス
ター形成後 Ufe1p-ATTO のイメージング．（右）形成された Bet1pCy3 のクラスター．
（電子ジャーナルではカラー）



田端和仁（たばた かずひと）
大阪大学産業科学研究所助教
2001 年金沢大学自然科学研究科博士課程修了，理
学博士，東京大学生産技術研究所産学連携研究員，
医療機器センター流動研究員などを経て現職．
研究内容：再構成法を用いた細胞機能のイメージ
ング
連絡先：〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
E-mail: kazuhito@sanken.osaka-u.ac.jp
URL: http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/smbio/
sanken/
野地博行（のじ ひろゆき）
大阪大学産業科学研究所教授
E-mail: hnoji@sanken.osaka-u.ac.jp

目次に戻る
生物物理 50（3）
，132-133（2010）

トピックス
新進気鋭
シリーズ

F1-ATPaseをモデルとした，1 分子構造変化
検出による酵素機能発現の理解
政池知子

1.

学習院大学理学部物理学科

にも工夫を施した．詳しくは原著論文 2), 4) に譲るが，

構造変化の検出は酵素機能解明の要

ATP 切断の反応ステップの待ち時間が長くなる変異 

酵素機能発現の理解には，酵素の原子構造はもとよ

を 1 つもしくは 2 つ導入したハイブリッド F1 を観察

り，その変化を明らかにすることが必須である．構造

に用いた（図 1b 左）
．この F1 の非対称な回転ステッ

変化のモデルを考えるとき，コンフォメーションの異

プ（図 1b 右） を 手 が か り と し て， の 各 停 止 角 度

なる複数の結晶構造をスナップショットとして推測す

（図 1b 右の各棒の向き）における蛍光標識  の化学

ることができるが，機能を保った酵素が反応するとき

状態を一意的に決定した．これにより， の構造変化

それらの構造が実際に出現するかどうかを検証しなけ

を ATP 加水分解の反応ステップと  の回転ステップ

ればならない．また，構造変化の全容を明らかにする

の両方と関連付けることができた．

ためには，結晶構造では得られない不安定な構造も知

3.

る必要がある．そこで，ATP 合成酵素の一部分である世

 はヌクレオチド状態変化時に構造変化する

図 1c, d は  と  の動きの同時観察結果である 2)．

界最小の回転分子モーター F1-ATPase をモデルとして，
活性をもつ 1 分子の構造変化を顕微鏡下で測定した．そ

の回転停止時間範囲ごとに， に結合した蛍光分子の

れを結晶構造と比較することにより，酵素機能の発現

蛍光強度の sin 波近似（図 1c 下の緑，ピンク，水色，

機構の解明をめざした．

黄色）から遷移双極子モーメントの向き，すなわち C

2.

末端へリックスの向きを検出した．2 種類のハイブ

1 個の蛍光分子の向きによる  の構造変化観察

リッド F1（図 1b）の結果を合わせると， の 1 回転中
に  は 0 → 40 → 40 → 40 → 20 → 0 と 変 化 す る

本研究では，F1-ATPase の機能に重要な役割を果た

す触媒サブユニット  の構造変化に着目した．33

ことがわかった（着目した  が ATP 結合待ちのとき

部分複合体（以下 F1）は，33 リングの中心を回転軸

の  と  の向きを 0 とする）．この 40 の角度変化は，

1)
サブユニット  が貫く構造をとっている（図 1a, b）
．

結晶構造において  のヌクレオチド非結合状態の

これまで，3 つの  における協同的な ATP 加水分解

Open 型（O）からヌクレオチドが結合した Closed 型

に伴った構造変化が  の回転を駆動すると考えられて

（C） へ の 構 造 変 化 に 相 当 す る． し た が っ て， は

きた．しかし， の構造変化を  の回転ステップと関

O → C → C → C → C（半閉）→ O という構造変化経

連付けた研究は報告されていなかった．そこで， に

路をたどることが明らかになった．興味深いことに，

直径 200 nm のポリスチレンビーズを結合し回転を観

構造変化が起こるのは ATP 結合，ATP 切断，ADP 解

察するのと同時に，同じ 1 分子中にある 1 つの  に

離というヌクレオチド結合状態が変化する反応ステッ

結合した蛍光分子 1 個の角度変化を偏光変調全反射型

プであった．

顕微鏡で測定した ．この顕微鏡は，一定速度で励起
2)

4.

光の偏光の向きを回転する（図 1a 回転する緑色の励
起光）ことにより蛍光分子を明滅させ（図 1c 下青線），

結晶構造にない ATP 結合待ちの新規構造

1 つの  で検出した構造から， が回転停止中の 3 つ

その sin 波の位相のずれ角度から色素の向きの変化を

の  の構造の組み合わせを抽出して結晶構造と比較す

検出する顕微鏡である 3)． の C 末端へリックスに

ると，2 つの重要な知見が得られた．1 つ目は，これ

1 つの蛍光分子を 2 ヵ所で固定することで，へリック

までに決定されたほとんどの結晶構造 1), 5), 6) にみられ

スの角度変化を蛍光分子の向きの変化として検出する

る 3 つの  の COC の組み合わせは，1 つの  が ATP

ことができた．さらに，この実験ではサンプルの F1

の切断を待ち， が 80, 200, 320 のいずれかの角度で

F1-ATPase as a Model for Understanding Mechanisms of Enzyme Functions through Detection of Conformational Changes in Single Molecules
Tomoko MASAIKE
Department of Physics, Gakushuin University



目次に戻る
「生きた」酵素の構造変化経路の 1 分子観察

停止した状態に相当するということである（図 1d）
．
これは，結晶構造 1) が ADP 阻害型 7) という安定な構
造 で あ り， 一 方，ADP 阻 害 に よ り 回 転 は 80, 200,
320 で停止する 8) というこれまでの知見と矛盾がな
い．切断待ちの ATP（図 1d グラフと F1 の模式図中の
黄色の ATP）が分解後，分解産物の Pi がすぐに解離
して ADP のみが残ると， が回転せず COC 構造のま
ま ADP 阻害型になる可能性が考えられる．2 つ目に，
 が 0, 120, 240 のいずれかで停止する ATP 結合待
ちの構造はこれまでにみられたことのない OCC 構造
であるということが本研究ではじめて明らかになった
（図 1d）． が少し閉じた構造は結晶構造 9) にもある
が，それは 3 つの  にヌクレオチドが結合し ADP 解
離待ち状態と考えられる CCC の組み合わせにしか現
れていないため，本研究の OCC 中の C とは異なる
構造であると筆者は考える．これまでさまざまな条件
で F1 の結晶化が行われたにもかかわらず ATP 結合待
ちの結晶構造が 1 つも得られなかったのは，結晶化条
件の ATP 存在下では空の  にも ATP が結合して反応と
回転が次の段階に進んでしまうためであろう．
本研究では，活性を保った酵素の 1 分子観察により反
応サイクルにおける既知の結晶構造の位置づけを明ら
かにし，更に結晶化されていない中間体の構造も検出
することで構造変化経路全体を明らかにした．今後，
他のタンパクにもこの手法を応用したい．
謝
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図1
F1-ATPase の触媒サブユニットの構造変化と中心軸の回転の 1 分子
同時観察 2)．
（a）実験系の模式図．
（b）ハイブリッド F1 とその回
転の軌跡（青線）
．
（c） に結合したビーズの回転と  に標識した
蛍光分子の明滅．
（b）の上段の分子の観察例．
（d） の向きと 
の角度の関係．文献 2 の図を改変．
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機能的ネットワークの可視化によって探る
時系列処理を司る局所神経回路メカニズム
西川

1.

淳

理化学研究所・脳科学総合研究センター・生物言語研究チーム

が歌の直接制御を担っており，HVC → Area X → DLM

はじめに

→ LMAN → RA からなる迂回投射系は歌の学習・維
持に関与することがわかっている 5)．ジュウシマツの

複雑な時系列規則をもった音声を学習する能力は，
言語に代表されるようにヒトにおいて特に発達したも

歌系列には区切りがあり，区切られた数個の音要素の

のであり，膨大な数のニューロンから構成される脳に

まとまりをチャンク，チャンクのまとまりをフレーズ

よって実現されている．ヒトを対象にした実験では，

とよぶ．同様な破壊実験により，直接制御系において

fMRI や MEG などの非侵襲計測法に頼らざるを得な

は，NIf がフレーズレベル，HVC がチャンクレベル，

いが，現状では時間・空間分解能の制約から，特に

RA が音要素レベルを階層的に役割分担していること

ニューロンレベルや局所神経回路レベルの情報を得る

も明らかにされている 3), 6)．HVC が完全に破壊されて

ことは難しい．そこで，ヒト以外の動物をモデルとし

しまうと歌うことができなくなるのに対し，NIf が完

た研究が 1 つの方策となるだろう．系統発生的にヒト

全に破壊されても歌うことができることから，音要素

に最も近いチンパンジーやサルにおいても，複雑な時

の時系列情報はおもに HVC に埋め込まれており，NIf

系列音声を学習する能力はもっていないが，鳴禽類に

からの入力はそれを補助的に調整していると考えられ

属する鳥類では複数の音要素を複雑な系列規則にした

る．これまでにわれわれは，さまざまな音要素系列に

がって並べたさえずり（歌）を学習できることが知ら

対する HVC ニューロンの聴覚応答を体系的に調べ，

れている

．中でも，筆者が実験に用いているジュ

刺激と神経活動との相互情報量の時間発展を計算する

ウシマツという小鳥は，鳴禽類の中でも特に複雑な時

ことにより，時系列情報が HVC において細胞集団レ

系列規則をもった歌をさえずることができる．この

ベルでコードされていることを明らかにしてきた 7)．

1), 2)

ジュウシマツという小鳥をモデル動物とすることで，

3.

複雑な時系列規則をもった歌を生成・学習するために

HVC 局所神経回路における機能的ネットワーク

必要な神経機構をニューロンレベル・局所神経回路レ

各神経核の役割分担や神経核間の相互作用について

ベルにおいて明らかにできれば，ヒトの言語獲得を司

多くの知見が得られる一方，単一の神経核内の局所神

る神経機構を解明するための重要な知見をも得ること
ができるかもしれない 3)．
2.

歌の生成と学習に特化した神経回路

ジュウシマツには，歌の生成と学習に特化して発達
し た 神 経 回 路 が 存 在 し， 歌 制 御 系 と よ ば れ て い る
（図 1）4)．歌制御系は，数万〜数百万個のニューロン
からなる局所神経回路である神経核が相互結合した
ものであり，機能的には哺乳類の大脳皮質―基底核―視
床―大脳皮質ループに対応することがわかっている．
以下の NIf, HVC, RA, Area X, DLM, LMAN というのが
それぞれ別の神経核を表している．

図1
ジュウシマツの歌における複雑な系列規則と，それを支える神経
回路である歌制御系の模式図．
（電子ジャーナルではカラー）

特定の神経核を特異的に破壊した際の歌に現れる症
状の違いから，NIf → HVC → RA からなる直接制御系

Local Circuit Mechanism for Sequential Processing Revealed by Visualization of Functional Networks
Jun NISHIKAWA
Laboratory for Biolinguistics , RIKEN Brain Science Institute
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時系列処理を司る局所神経回路メカニズム

経回路における複数ニューロン間の相互作用や情報

局所神経回路メカニズム解明を目指して

4.

コーディングについては，現在ほとんどわかっていな
い．それらを調べるためには，単一神経核からの多点

HVC 内の局所神経回路についての知見としては，

同時記録研究が必要である．しかし，神経核が数百

これまでに Duke 大学の Mooney のグループが行った

m 程度と小さいことに由来する技術的困難のため，

研 究 が 知 ら れ て い る． 彼 ら は HVC 内 の 異 な る

その研究報告は過去なかった．本研究では，微小領域

2 ニューロンから同時に細胞内記録を行い，それぞれ

に記録点を高密度かつ規則的に集めることができる高

のニューロンタイプも同定した上で，その機能的結合

密度シリコン電極を用いて，ジュウシマツにおいて歌

をシナプス電流のレベルで示した 8)．これは HVC 局

の系列処理を担っている神経核 HVC から同時に多数

所回路のミクロな構造を調べる上で大変重要な成果で

のニューロン活動を記録することに挑戦し，10 〜

はあるが，多数のニューロン間の相互作用や機能的

30 個のニューロンを安定的に同時記録することに成

ネットワークのマクロな構造についての知見を得るこ

功した．さらに，得られたデータからすべてのニュー

とはできない．こうしたミクロな機能的結合を明らか

ロンペアにおける相互相関を計算することによって，

にするための研究と，本研究に代表されるマクロな機

HVC 局所神経回路内における機能的ネットワークを

能的ネットワークの構造を明らかにするための研究を

抽出した（図 2）．自発活動における機能的ネットワー

相補的に進めていくことにより，歌の生成と学習を可

クと比べると，自分の歌の順再生で聴かせた際の聴覚

能にする局所神経回路メカニズムの解明へ近づくこと

応答と，その逆再生を聴かせた際の聴覚応答とでは，

ができると期待される．

それぞれに異なるネットワーク状態へ遷移することが
明らかになった．
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図2
ジュウシマツにおいて時系列処理を司る局所神経回路である HVC
からの多点同時記録と，自発活動・自分の歌の順再生への聴覚応
答・その逆再生への聴覚応答において抽出された機能的ネット
ワーク．
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用
語
解
説

KIF1A
細胞内での物質輸送のため，膜顆粒を担いで微小
管上をすべるように直線的に動くキネシンタンパ
ク質の 1 つ（微小管依存性モータータンパク質）．
通常は 2 量体で働くが，単量体でもすべり運動が
可能である．これも ATP 加水分解のエネルギーで
働く分子モーター．
（121 ページ）
（古池ら）
ヘリカーゼ
Helicase
ATP 加水分解のエネルギーで働く分子モーター．2
本鎖の DNA や高次構造をとった RNA を 1 本鎖に
解きながら，核酸の高分子鎖上を動いていく．こ
の機能は，遺伝物質の複製，組み換え，転写など，
基本的な細胞内プロセスで必要になる．
（121 ページ）
（古池ら）
 バルジ構造
 bulge
 バルジ構造は，通常の  シートの主鎖水素結合

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

が局所的に壊れて数残基が  シートから飛び出
たものである．形成する構造パターンによって
クラス分けがされている（Richardson ら（1978）
；
Thornton ら（1993）
）
．
（127 ページ）
（真壁）
複製酵素
Replication enzyme (Replicase)
本研究で用いているのは，大腸菌ファージ Q 由
来の RNA 依存性 RNA 複製酵素である．特定の認
識配列をもつ 1 本鎖 RNA を鋳型とし，相補的な
RNA を合成する．
（128 ページ）
（市橋）
無細胞翻訳系
Cell-free translation system
細胞から抽出した成分を使って，試験管内でタン
パク質の翻訳反応を行う実験系を指す．本研究で
はその中でもすべての成分が独立に精製された
PURE SYSTEM3) を用いている．
（128 ページ）
（市橋）
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Phillips, R., Kondev, J. and Theriot, J.
Garland Science, Nov. 2008
Molecular Biology of the Cell の出版社からの教科
書です．生物物理学の分野がバランスよく網羅され
ています．構造生物学がほとんど抜けていますが，
同社から別に本が出ています．数式がないとピンと
こない，という向きにも，生身の触感がなければど
うも，という向きにも，満足できる構成となってい
ると思います．教科書とはいえ，専門性の高い読者
にも十分満足できる内容に見えます．イラストはカ
ラーでないのが残念ですが，Cell のイラストを担当
した Nigel Orme による，実感に訴える，わかりや
すい図が多用され，分担執筆にもかかわらず統一感
があるのは，それが一因でしょうか．随所にサイズ
や時間，分子密度などのスケールを実感させようと
する試みが織り込まれています．授業に利用される
場合は，白黒ですが，ppt ファイルも web site から
download できます．学生に独占させるのはもった
いない，お茶を片手に図だけめくっても，つい寄り
道したくなるような所が見つかると思います．
http://www.garlandscience.com
（高知大・医・免疫 宇高恵子）
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膜透過性塩基性ペプチドを用いる細胞内送達技術
〜その分子機構と応用〜
二木史朗，中瀬生彦
京都大学化学研究所

も数多く報告され，その方法の簡便さともあいまっ

1. はじめに

て，年ごとに報告例が増加してきている．これまでに

細胞内タンパク質と GFP やその類縁体との融合タ

数々の膜透過性の細胞内送達能をもったペプチドが見

ンパク質を細胞内で発現させて，細胞内分子の動きを

いだされ，それぞれ特徴をもつが，本稿では，もっと

可視化する試みは広く一般に行われており，これによ

も典型的で汎用されている HIV-1 の Tat タンパク質の

りさまざまな細胞内イベントに関する情報が得られて

48 か ら 60 位 に 相 当 す る 塩 基 性 ペ プ チ ド（GRK-

きている．一方では，タンパク質などの生体分子の認

KRRQRRRPPQ）やオリゴアルギニンなどアルギニン

識能を活かしたさまざまなバイオセンサーが開発さ

に富む塩基性ペプチド（アルギニンペプチドと略記）

れ，細胞内の環境や相互作用の可視化への応用の期待

に関して解説する．

が高まっている．これらの分子の中にはタンパク質を

細胞への効率的な導入には一般に導入する分子と膜

適当な蛍光団や官能基で修飾したものも多く，このよ

透過ペプチドが共有結合的に架橋されていることが重

うな分子を細胞に入れることができれば，上記の GFP

要であり，目的分子を膜透過ペプチドと直接結合させ

を用いるアプローチと相補的な，あるいは違った角度

る，あるいは，適当な架橋剤を用いて膜透過ペプチド

からの知見が得られるかもしれない．これに限らず，

とのコンジュゲートを調製することで効果的な導入が

本来細胞膜を通過しない生理活性物質や機能分子を細

行われる．タンパク質の場合は，遺伝子工学的に膜透

胞内に導入できれば，生物物理学，生化学，ケミカル

過ペプチドと導入するタンパク質の融合タンパク質を

バイオロジーといったさまざまな分野で有用な情報を

調製するアプローチも可能である．この際，膜透過ペ

与えうる．

プチドがタンパク質の N 末端側に配置されても C 末

従来，このように膜を通過しない分子を細胞内に導

端側に配置されても，細胞への移行自体は起こりうる

入するには，マイクロインジェクションやエレクトロ

と考えられる．効率に関してもおそらく同程度と考え

ポレーションといった機械的あるいは物理的方法や，

られるが，膜透過ペプチドとの融合により，もとのタ

あるいは膜融合性のリポソームなどを用いる方法がと

ンパク質の活性自体に影響が出ないかに関しては注意

られてきた．しかしながら，これらの方法は，細胞に

すべきである．また，大腸菌で発現させるとき，膜透

与えるダメージや導入効率といった観点から，必ずし

過ペプチド配列を N 末端側に配置するか C 末端側に

も満足できる方法ではなかった．

配置するかで，大腸菌におけるタンパク質の発現量が
異なってくる場合もあることに留意すべきかもしれな

2. 膜透過ペプチドを用いた細胞内送達

い．Tat やオリゴアルギニンなど，アルギニンに富む
膜透過ペプチドとの融合タンパク質を大腸菌に発現さ

近年，膜透過性をもつペプチドを利用した細胞内送
達法が試みられるようになった ．一般には，細胞内

せた場合，これらのアルギニンペプチドにリポ多糖

に導入したい物質をこのような性質をもつ 10-20 残基

（LPS）が吸着され，完全に除くことが困難となるこ

程度のペプチドで修飾し，細胞培養液に加えることで

とが多い 2)．したがって，これらの混入が実験の遂行

細胞内導入が達成される．この方法は，必ずしもオー

上問題となるときは注意を必要とする．

1)

ルマイティーではないものの，これらの修飾により膜

膜透過ペプチドを用いることで，これまでに，タン

不透過性の物質の細胞内移行効率が大きく向上した例

パク質，ペプチド，低分子化合物，核酸，合成高分

Intracellular Delivery Using Membrane-Permeable Basic Peptides: The Molecular Mechanisms and Applications
Shiroh FUTAKI and Ikuhiko NAKASE
Institute for Chemical Research, Kyoto University
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子，リポソームや量子ドットなどのナノ粒子，ラムダ

3. アルギニンペプチドの細胞内移行機序

ファージなど，さまざまな物質の細胞移行が促進され
たことが報告されている．しかしながら，一般に，導

アルギニンと同じ塩基性アミノ酸としてリジンがあ

入物質のサイズが大きくなるにつれ，細胞内移行効率

げられる．ポリリジンは細胞への遺伝子導入にも用い

は低下する．たとえば，分子量が比較的小さいタンパ

られていることから，オリゴアルギニンの代わりにオ

ク質やペプチドの場合は 30 分程度で細胞内への効果

リゴリジンを使うとどうなるかという質問をよく受け

的な移行が見られるのに対し，ナノ粒子では数時間程

る．もちろんオリゴリジンを用いてもそれなりの細胞

度かかる場合も多い ．また，後述のように，細胞の

導入能を示すが，一般にポリアルギニンを用いたほう

生理的な飲食作用であるエンドサイトーシスでこれら

がこれより数倍高い細胞内取り込みを示す．アルギニ

の分子が細胞内へと取り込まれた場合，これらの物質

ンはその側鎖のグアニジノ基でリン酸基，硫酸基，カ

がエンドソームからサイトゾルへと放出されることな

ルボキシル基などとの間に 2 本の水素結合を形成でき

しには，目的の生理作用や機能を発揮できない場合が

る（図 1）．これに対してリジンは 1 本の水素結合し

多い．このエンドソームからの脱出に関しても分子量

か形成できないために，同数のアルギニンとリジンが

あるいは物質のサイズが大きくなるにつれ一般に効率

分子内に存在すれば，オリゴリジンよりオリゴアルギ

は悪くなる ．

ニンのほうが強く細胞膜上の分子と相互作用しうると

3)

3)

考えられる．

アルギニンに富む膜透過ペプチドの細胞内移行に

アルギニンペプチドの細胞内移行機序に関しては，

は，そのカチオン性と水素結合形成能に基づく細胞表
面分子との相互作用が重要であると考えられる．した

生理的局面と物理化学的局面がある．生理的局面に関

がって，オリゴアルギニンを例にとれば，アルギニン

しては，細胞の飲食作用であるエンドサイトーシスを

の数が 5 個以下のときには細胞内への移行効率はきわ

利用しての取り込みがあげられる．一般的なクラスリ

めて悪いが，アルギニンの数がこれより増すにつれて

ン依存性のエンドサイトーシスなどによってもアルギ

細胞内移行能は格段に高まり，アルギニン数が 12-16

ニンペプチドは細胞内に取り込まれるが，近年，マク

個程度で取り込みは最大となることが多い

．しか

ロピノサイトーシスという特殊なエンドサイトーシス

しながら，これよりアルギニン数が多くなると細胞膜

がこれに関与しうることがわれわれを含めたいくつか

への吸着が強くなりすぎ，膜を損傷し，細胞毒性が出

のグループから提唱されている 5)．マクロピノサイ

たり，膜と強く相互作用するために細胞内への移行が

トーシスにおいては細胞骨格アクチンが細胞外からの

かえって妨げられる場合が多い．また，血清存在下で

刺激に応じて再構成され，細胞膜の波打ち化が誘起さ

インキュベーションを行う際には，アルギニン数が増

れる．これと連動する細胞膜の融合により，細胞外の

えるにつれて血清タンパク質への吸着の度合いも増え

物質はマクロピノソームとよばれる小胞に包含され，

ることも考慮すべきである ．これらの要因ならびに

細胞内に取り込まれる．一方，細胞表面にはプロテオ

アルギニンペプチドの調製の容易さという観点から，

グリカンという硫酸化された糖鎖とタンパク質の複合

実際にはアルギニン数 8-12 程度のペプチドが用いら

体が提示されており，この硫酸化された糖鎖（グリコ

1), 4)

4)

れる場合が多い．オリゴ核酸の導入では，アルギニン
のグアニジノ基と核酸のリン酸基が静電相互作用なら
びに水素結合により強く相互作用することが問題とな
る．これらの架橋体を形成させようとすると，多くの
場合，これらの分子を混合すると凝集を起こし沈殿し
てしまい，その後の取り扱いが困難になる．また，架
橋の困難さに加え，リン酸基を含むオリゴ核酸との混
合により，アルギニンの正電荷が中和されてしまい，
移行効率は他の分子の導入の場合に比べ劣る場合が多
い．プラスミド DNA の導入に関しても，同じことが
あてはまる．このため，アルギニンペプチドで修飾さ
れたリポソームに，プラスミドやオリゴ核酸を内包
し，細胞内に送達するアプローチも行われている．

図1
アルギニンのグア二ジノ基の水素結合形成
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サミノグリカン）とアルギニンペプチドの相互作用に

と考えられる．これを可能とする要因として筆者ら

より，マクロピノサイトーシスとアルギニンペプチド

は，膜電位と対イオン分子の存在を考えている．細胞

ならびにその架橋体の細胞内への取り込みが誘起され

の内部は通常細胞外より低く電位が保たれており

ることをわれわれは報告している ．すなわち，アル

（60 mV 程度）
，この電位差を解消すると，この細胞

ギニンペプチドは，プロテオグリカンとの間の静電的

内への直接移行は見られなくなる．また，アルギニン

相互作用や水素結合により細胞表面に引き寄せられる

ペプチドは酸性リン脂質であるフォスファチジルグリ

とともに，積極的な細胞への取り込み経路を活性化す

セロール存在下，クロロホルムに分配可能である．ア

ることにより，効率よく細胞内に取り込まれると考え

ルギニンのグアニジノ基とリン酸基が水素結合で結

られる．さらに，取り込まれた物質の一部がエンド

合し，電荷を打ち消しあうとともに，アルギニンペプ

ソームあるいはマクロピノソームから脱出して生理作

チドと脂質分子との相互作用により全体として疎水

用を発揮すると考えられているが，その詳細な機序に

性の複合体が形成されることが上記の結果から示唆さ

関しては不明である．

れる．正電荷を帯びたアルギニンペプチドの膜透過

5)

物理化学的あるいは非生理学的な膜透過を支持する

は，膜電位をドライビングフォースとし，このような

結果として，アルギニンペプチドそのもの，あるいは

対イオン分子と一過性の複合体を膜内で形成すること

比較的分子量の小さい（たとえば 2000 程度かそれ以

によって達成されると考えられる．また，アルギニン

下）分子との架橋体の直接的膜透過があげられる．上

ペプチドが膜の相転移を誘起する可能性も提唱されて

記のマクロピノサイトーシスを含めた生理的取り込み

いる 7)．

経路は ATP 依存性のものであり，これが産生されな

4. 疎水性対イオン分子存在下での高効率膜透過

くなる 4C などの低温では働かない．細胞を低温条
件下に保ち，蛍光ラベルしたアルギニンペプチドを投

上記の結果から，筆者らは，何らかの疎水性の対イ

与すると，37C でインキュベーションしたときのよ

オンを介在させることにより，より効率的なアルギニ

うにエンドソーム様の粒状のシグナルは顕微鏡観察に

ンペプチドの直接膜透過が可能にならないかと考え

おいて細胞内には認められず，細胞内全体に拡散した

た．いくつかの疎水性対イオンを検討した結果，ピレ

ペプチドのシグナルが認められる 6)（図 2a, b）．つま

ンブチレート（図 2c）の存在下，アルギニンペプチ

り，この条件下では，アルギニンペプチドは，細胞膜

ドはきわめて効率的に細胞内に移行し，移行量も数倍

を直接通過しサイトゾルにいたると考えられる．アル

に増加することを見いだした 8)．具体的手順として

ギニンペプチドのような高い親水性を有し正電荷を帯

は，まず，細胞の培地を 50 M 程度のピレンブチレー

びた分子が疎水性の細胞膜を通過するのは一般に困難

トを含むリン酸緩衝生理食塩水（PBS）に置換する．
細胞を洗浄することなく，アルギニンペプチドを最終
濃度 10 M 程度になるようにこれに加える．これに
より，数分〜 30 分程度でアルギニンペプチドの細胞
内移行が達成される（図 2b）．ペプチドの導入後細胞
を PBS で洗浄後，通常の培地に置き換える．この PBS
洗浄により，ピレンブチレートは効果的に細胞から除
かれるのに対して，ペプチドは細胞内に保たれる．ピ
レンブチレート存在下でのインキュベーションには
PBS を使用することが重要で，通常の培地，あるいは
血清の存在下では効率的移行は見られない．このよう
な効率的な細胞内移行はアルギニンペプチドと EGFP
(enhanced GFP) との融合タンパク質でも見られ，ピレ

図2
（a）蛍光ラベルしたアルギニンペプチドやそのコンジュゲートが
エンドサイトーシスで細胞に取り込まれると粒状のシグナルを与
え，投与したペプチドのかなりの部分がエンドソームに保持され
ていることが示唆される．（b）これに対して，低温条件下やピレ
ンブチレート存在下にアルギニンペプチドを投与すると，細胞全
体に拡散したシグナルを与える．ピレンブチレートとアルギニン
は（c）のような複合体を形成することが想定されている．
（電子
ジャーナルではカラー）

ンブチレートを介在させることで，ラット海馬の初代
培養細胞への導入が達成された．これらの融合タンパ
ク質の膜透過に関しては，アルギニンペプチド部分は
ピレンブチレートと複合体を形成することが想定され
るが，タンパク質部分は具体的にどのようにして膜を
通過するのかに関してはよくわかっていない．おそら
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く，アルギニンペプチドの通過に伴い，膜が瞬間的に

を用いる方法とコンセプトは異なるものの，比較的分

不安定化して，タンパク質の通過を可能にしているの

子サイズの大きい物質の細胞導入にも適用可能と考

ではないかと思う．したがって，タンパク質のサイズ

え，導入する物質によってはこのアプローチも利用可

や物性によっては，このような直接的透過が難しい場

能と考える．

合もあるが，試みる価値のある方法と筆者らは考えて
いる．この方法の応用例の 1 つとして，最近，京都大
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学の栃尾，白川らは N でラベルしたユビキチンを細
15

胞内に導入し，その細胞内での NMR を測定すること

質 の 検 出 感 度 や 時 間 分 解 能 な ど に 関 し て， 今 後 の
NMR の性能のさらなる向上が待たれることはあるも
のの，NMR を用いたタンパク質の生細胞内でのリア

9)
10)

ルタイム測定の可能性を示した点で本論文は非常に意

Inomata, K. et al. (2009) Nature 458, 106-109.
Kobayashi, S. et al. (2009) Bioconjug. Chem. 20, 953-959.

義のあるものではないかと考えている．
5. おわりに

膜透過ペプチドを用いた細胞内導入法は，その簡便
さのゆえに，さまざまな形での応用が図られ，その成
功例も数多く報告されている．もちろんオールマイ
ティーではなく，さらなる改良が必要な部分もあるも
のの，細胞内での可視化や計測を含めたさまざまな形

二木史朗

での一層の応用が期待される．本稿では主としてアル
ギニンペプチドを用いた細胞内送達について概説した
が，筆者らは pH 感受性の膜融合ペプチドを利用した
細胞内送達に関しても報告している 10)．この方法は，
エンドサイトーシスによる物質取り込みとエンドソー
ムからの脱出を利用するもので，アルギニンペプチド

二木史朗（ふたき しろう）
京都大学化学研究所教授
1987 年京都大学薬学研究科博士後期課程中退．
徳島大学薬学部助手，同助教授，京都大学化学研
究所助教授を経て 2005 年より現職．薬学博士．
研究内容：生体機能化学
連絡先：〒 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄
E-mail: futaki@scl.kyoto-u.ac.jp
URL: http://www.scl.kyoto-u.ac.jp/~bfdc/index.html
中瀬生彦（なかせ いくひこ）
京都大学化学研究所助教
2005 年京都大学薬学研究科博士後期課程修了．
米国ワシントン大学博士研究員を経て京都大学化
学研究所助手，07 年から現職．博士（薬学）
．
研究内容：細胞ペプチド工学
連絡先：同上
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HIV Tat タンパク質
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Tat
protein
HIV-1 の転写調節に係わるタンパク質であり，ウ
イルス RNA 中の TAR とよばれる塩基配列を認識
して特異的に結合し，ウイルス遺伝子の転写を促
進する．ウイルスの宿主細胞への侵入は gp120 タ
ンパク質などによって行われ，Tat は関与しない．
（137 ページ）
（二木ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

マクロピノサイトーシス
Macropinocytosis
細胞膜の細胞外への突出と融合により細胞外液を
取り込むアクチン駆動型のエンドサイトーシスの
一形態．ファゴサイトーシスがマクロファージな
どの食細胞が細菌や死細胞などの大きな粒子を細
胞内に取り込む現象であるのに対し，マクロピノ
サイトーシスは食細胞以外でも行われ，細胞外液
とともに細胞内に養分や水溶性の高分子などを取
り込む．（138 ページ）
（二木ら）
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生物発光リアルタイム測定システムの歴史と展望
〜生物発光からゲノム学・生物物理学への潮流〜
小内
2

清1，石浦正寛1,2

名古屋大学遺伝子実験施設
名古屋大学大学院生命理学研究科
1

や発現パターンを指標とした突然変異体（有用生物

1. はじめに

株）や化合物の大規模なスクリーニングなどの用途に

細胞内の遺伝子発現は外部刺激，時刻，成長などさ

最適である（図 1）．

まざまな要因によって変動するため，時系列変化を詳

3. 生物発光の原理と発光レポーター

細に測定することが，遺伝子機能の解明に重要であ
る．遺伝子発現の時系列変化を測定する手法としてノ

生物発光の原理は，発光基質（ルシフェリン）が発

ザン解析，RNase プロテクションアッセイ，RT-PCR，

光酵素（ルシフェラーゼ）の触媒によって酸化される

ウェスタン解析，DNA マイクロアレイが用いられて

際に光エネルギーが放出される生化学反応である（こ

い る． し か し， こ れ ら の 手 法 は， 細 胞 を 破 砕 し て

の反応には GFP のように外部からの励起を必要とし

RNA やタンパク質を抽出する必要があり，同一試料

ない）．したがって，反応に必要な要素が細胞内に

における時系列解析が不可能である．また，煩雑な試

揃った状態を作り出せば，細胞は自家発光する．ルシ

料の前処理に多大な時間と労力を必要とするため，ハ

フェリンとルシフェラーゼは由来する発光生物によっ

イスループット化が困難である．

て，まったく異なるタイプの組み合わせが存在してい

本稿では，遺伝子発現を生きたままの細胞で長期間

る．生物発光リアルタイム測定法の発光レポーターと

（数時間〜数週間）にわたり全自動測定することが可

して適するのは，ホタル型ルシフェラーゼ（ホタルや

能な「生物発光リアルタイム測定法」とそれを大規模

鉄道虫由来の LUC や SLR など）とバクテリアルシフェ

に活用するためのシステムについて解説し，ゲノム学

ラーゼ（発光性ビブリオ菌由来の LuxAB など）である．

や生物物理学への応用を展望する．

ホタル型とバクテリア型の発光基質は，それぞれ Dルシフェリンと n-デカナール（アルカナールの 1 種）

2. 生物発光リアルタイム測定法とは？

であり，他のタイプのルシフェラーゼの発光基質（た

生物発光リアルタム測定法とは，着目する遺伝子の

とえばウミシイタケルシフェラーゼの基質であるセレ

発現を，発光レポーター遺伝子の発現に起因する生物

ンテラジンなど）と比較して安定性が高い．ホタル型

発光として，生理学的な生きたままの細胞で連続的に

の発光基質は水溶性なので培地へ直接添加しておくこ

自動測定する手法であり，以下の特長をもつ．
（1）細

とで，バクテリア型の発光基質は揮発性なので気相か

胞を破砕することなく，細胞を生理学的な条件で培養

ら，それぞれ生細胞に連続投与することができる．い

しつつ測定ができる．（2）長時間（数時間〜 1 週間以

ずれの場合も，発光基質は外部から細胞内へと速やか

上）の全自動測定ができる．
（3）ダイナミックレンジ

に拡散し，測定中に基質を追加投与する必要がない．

が広い．
（4）感度・精度がきわめて高いので，ノザン

GFP や GUS のようにタンパク質の安定性が高いレ

解析や RT-PCR で検出が困難な，あるいは正確に定量

ポーターにおいては，mRNA レベルの経時変化（特に

できない微弱な遺伝子発現を測定することができる．

減少）をタンパク質の量的変化へ鋭敏に反映すること

（5）高い時間分解能で詳細にリアルタイム解析でき

ができない．これに対して，ホタル型とバクテリア型

る．これらの特長から，任意の鍵遺伝子の発現レベル

のルシフェラーゼは，細胞内における半減期が 2 時間

Real-Time Monitoring of Bioluminescence for Gene Expression Analysis
Kiyoshi ONAI1 and Masahiro ISHIURA1,2
1
Center for Gene Research, Nagoya University
2
Graduate School of Science, Nagoya University
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4. 生物発光リアルタイム測定システムの要素

生物発光リアルタイム測定システムは以下の 3 つの
要素から構成される：
（1）目的に適した発光レポー
ター株，（2）生物発光自動測定装置，（3）生物発光
データ測定・解析ソフトウェア．
発光レポーター株の作製は，遺伝子移入系が確立さ
れている生物種であれば可能である．再現性よく光検
出器で十分に捉えることのできる生物発光を示す細胞
株を樹立する必要がある．このために，ルシフェラー
ゼ遺伝子の選定やコドンの最適化，イントロン配列や

図1
生物発光リアルタイム測定システムの概要．着目する遺伝子のプ
ロモーター配列とルシフェラーゼー遺伝子のコード領域を接続し
た遺伝子カセットを生物のゲノムへ移入して，発光レポーター株
を作製する．この発光株へルシフェリンを投与すると，細胞内の
酵素反応によって，微弱な生物発光が発生する．この生物発光を
生物発光測定装置で自動測定し，ソフトウェアで測定と同時に自
動処理することで，有用株・有用物質の選別や，詳細な発現解析
が実現できる．

ターミネーター配列の有無などのレポーター発現の効
率や安定性を高めるための工夫を，生物種ごとに検討
する必要がある．また，同じ生物種であっても，目的
の遺伝子発現の変化の度合いが系統間で異なる場合が
多々あるため，目的に適した系統を選定することが重
要である．
原核生物においては，ホタル型とバクテリア型の両

程度と比較的短時間であり，基質存在下の細胞におい

タイプのルシフェラーゼが使用可能である．これに対

て過剰に蓄積しない．これらの特徴から，生物発光リ

して真核生物においては，ホタル型を使用する．これ

アルタイム測定法においては，mRNA の量的変化が

は，バクテリアルシフェラーゼ遺伝子がオペロン構造

ほとんどタイムラグ無しにルシフェラーゼの量的変化

をとっており，1 つの遺伝子セット luxAB から 2 つの

をもたらし，生物発光量の変化へと反映される．図 2

サブユニット LuxA と LuxB が別々に翻訳され，この

は高等植物シロイヌナズナの遺伝子発現をノザン解析

両者が発光に必要とされるためである．真核生物にお

と生物発光リアルタイム測定法で測定して比較した結

いて LuxA と LuxB を融合タンパク質として発現させ

果である．いずれの遺伝子の場合も，mRNA レベルと

た例もあるが，リアルタイム測定に成功した報告例は

生物発光量の変動パターンがきわめてよく一致する．

存在していない．

図2
mRNA レベルと生物発光との相関．シロイヌナズナの 6 つの遺伝子の発現をノザン解析（青のプロット）と生物発光リアルタイム測定法（赤
のプロット）で調べた結果を示した．
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好熱性生物種においては，常温性の発光生物に由来

物 発 光 リ ズ ム を 光 電 子 増 倍 管（photomultiplier tubes,

するルシフェラーゼは熱安定性の問題からリアルタイ

PMT）で検出し自動記録することに成功した 7)．同時

ム測定に適さない．この場合，好熱性の発光生物由来

期に発光細菌やホタルからルシフェラーゼ遺伝子がク

または遺伝子工学的に耐熱性に改良したルシフェラー

ローニングされ，発光レポーターとして使用すること

ゼをレポーターとして使用する．われわれは，好熱性

が可能となり，生物発光リアルタイム測定システムを

藍色細菌 Thermosynechococcus elongatus BP-1 において，耐

実現するための基盤が整った．そして，1990 年代は

熱性バクテリアルシフェラーゼ遺伝子をレポーターに

じめに近藤と石浦のグループによって，世界初の生物

使用することで発光系を確立し，好熱性生物種に生物

発光リアルタイム測定システムが藍色細菌 Synechococ-

時計が存在することを生物発光リアルタイム測定法で

cus sp. PCC 7942 で実現された．近藤と石浦は，バク

はじめて証明した 1)．

テリアルシフェラーゼを発光遺伝子に使用してレポー

生物発光リアルタイム測定法は，核コードの遺伝子

ター株を作製し，独自の測定装置とソフトウェアを開

発現に対してのみでなく，オルガネラの遺伝子発現に

発して生物発光リズムのリアルタイム測定に成功し

対してもきわめて有用である．われわれは，コドンを

た 8)．これまでの発光レポーターの活用は，in vitro に

最適化したホタルルシフェラーゼ遺伝子を単細胞緑藻

おける測定や in vivo における一過的な遺伝子発現の

Chlamydomonas reinhardtii の葉緑体ゲノムへ遺伝子移入

測定に限定されていた．しかし，近藤と石浦のシステ

し，葉緑体の遺伝子発現をリアルタム測定することに

ムは，in vivo における任意の遺伝子発現をリアルタイ

成功した 2)．

ム測定できる画期的なものであった．次に近藤と石浦

生物発光自動測定装置に関しては，生物試料の交換

は，寒天培地上の多数の藍色細菌コロニーの生物発光

と測定を自動化することによる完全な無人化や，長時

を冷却 CCD カメラで撮影し，画像解析によって個々

間の連続運転に必要な動作安定性と耐久性，微弱光を

のコロニーの発光強度を自動測定する新たな生物発光

検出可能な高感度な光検出器などが重要である．ま

測 定 装 置 と ソ フ ト ウ ェ ア を 開 発 し， 一 度 の 実 験 で

た，生物試料の培養環境を均一に保つ工夫も必要であ

10,000 以上の独立なコロニーのリアルタイム測定を実

る．植物系細胞が試料の場合，培養に照射光が必要で

現した 3)．そして，このシステムを使用して，藍色細

あり，その照射光量が遺伝子発現に影響を及ぼす場合

菌で数 10 万クローンの規模のリズム変異体の大規模

が多いので，均一な光照射が必要である．詳細は後述

スクリーニングを行い 9)，リズム変異体の原因遺伝子

するが，われわれはこうした点を考慮して測定装置の

の 1 つとして時計遺伝子クラスター kaiABC をクロー

開発を進めてきた

ニングした 10)．

3)-5)

．

生物発光データ測定・解析ソフトウェアは，生物発

この初期のシステムは，バクテリアのコロニーのよ

光自動測定装置によって出力される大量の時系列数値

うな微小な生物試料に対してきわめて有効であった

データを測定と同時に処理する．測定装置からの時系

が，他の生物試料のハイスループット測定が困難であ

列数値データの受信とデータベース化，視覚化，数学

り，汎用的ではなかった．そこでわれわれは，この問

的解析，統計解析，データや試料の検索，データファ

題点の解決と，より高感度な測定とを実現するため

イルの入出力，印刷などの機能が必要である．これら

に，96 ウェルマイクロプレートに入れた生物試料を

の機能は，既存の複数のソフトウェアを組み合わせれ

全自動で測定・解析する「第 2 世代のシステム」を開

ば，ある程度は実現できるが，煩雑な操作と多大な時

発した．まず，20 枚の 96 ウェルプレート（1,920 試料）

間を要する．また，測定と同時進行でデータを処理す

を自動搬送する試料搬送ロボット（現在「BL 試料搬

ることが困難である．われわれは，測定期間中に一連

送装置」として市販）を開発し，96 ウェルプレート

の作業を迅速かつ簡単に行うことができる「生物発光

対 応 シ ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ ー TopCount NXT

データ測定・解析ソフトウェア RAP」を開発して使

（Packard 社，現在の PerkinElmer 社）と接続すること

用している 6)．

で「平板型生物発光測定装置」を開発した 4)．次に，
50C までの温度条件下で 10 枚の 96 ウェルプレート

5. システムの開発と応用

（960 試料）を自動測定可能な「巡回型生物発光測定

生物発光の自動測定は，1986 年にアメリカの J. W.

装置 MLC-R21」を新たに開発した 5)．これらの測定

Hastings のグループによってはじめて報告された 7)．

装置はいずれも，PMT を検出器として搭載すること

Hastings らは，単細胞藻類の 1 種である発光性渦鞭毛

で高感度な測定を実現した．また，植物系試料を均一

藻 Lingulodinium polyedra（旧名 Gonyaulax polyedra）の生

な光条件下で培養しつつ自動測定することができる．
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装置開発と並行して，測定装置から出力される膨大な
発光データを測定と同時に処理する生物発光データ測
定・解析ソフトウェア RAP も開発した 6)．そして，開
発した第 2 世代のシステムを用いて，シロイヌナズナ
とクラミドモナスにおいて，それぞれ 10 万クローン
と 1 万 6 千クローンの規模でリズム変異体の大規模ス
クリーニング行い 11), 12)，高等植物の時計遺伝子 PCL1
図3
第 3 世代の測定システム．ハイスループット生物発光測定装置の
外観（左写真）と処理能力の比較（右図）
．（電子ジャーナルでは
カラー）

と緑藻の時計遺伝子 ROC をクローニングした 12), 13)．
また，他の研究者と共同で，高等植物の低温応答や
油脂合成にかかわる突然変異体の大規模スクリーニン
グや，膜輸送系遺伝子の詳細な発現解析なども進めて

り組んでいる．前述の「第 2 世代のシステム」と比較

いる．

して 10 倍の大規模化と 10 倍の高感度化を目指してお

このように，生物発光リアルタイム測定システム
は，生物時計研究のみならず遺伝学・ゲノム学全般に

り，既に目標をほぼ達成した．10 倍の大規模化は，

おいてきわめて強力かつ有用であるが，生物物理学に

一度の測定で約 2 万試料が測定可能な「ハイスルー

おいてもきわめて有用である．われわれは藍色細菌の

プット生物発光測定装置」
（図 3）を開発することで，

時計タンパク質 KaiA 14) と KaiB 15)，時計関連タンパク

10 倍の高感度化は，新規開発した高感度 PMT を搭載

質 Pex

した「高感度生物発光測定装置」を開発することで，

16)

の構造―機能相関を構造解析と生物発光リア

ルタイム測定法とを併用することで解明してきた．ま

それぞれ実現した．また，従来よりも大規模な生物発

ず，X 線結晶構造解析によってタンパク質の立体構造

光データを迅速かつ詳細に測定・解析するための新た

を明らかにし，それに基づいて変異型タンパク質をデ

なソフトウェアの開発も進めている．これらの開発を

ザインする．この変異型タンパク質を発現する変異株

達成することで，従来よりも迅速な有用生物株の大規

を作製し，その表現型を指標遺伝子（われわれの場合

模スクリーニングや，より詳細かつ高感度な遺伝子発

は時計遺伝子）の発現として生物発光リアルタイム測

現の解析が実現できる．
近年，次世代 DNA シークエンサーが実用化され，

定法で詳細かつ正確に評価する．この戦略は，時計タ
ンパク質以外のさまざまなタンパク質の機能解析にお

全ゲノム塩基配列を短期間で安価に決定することが可

いても適用できる．

能となった．着目する生命現象に関する突然変異体を

近年，ルシフェラーゼの生物発光を顕微鏡を用いて

網羅的に分離することができれば，変異体のゲノム塩

測定・解析する技術が開発され，遺伝子発現を一細胞

基配列を一括して決定して変異を比較解析すること

レベルで解析することが可能となった．検出感度やス

で，短期間で目的遺伝子を網羅的に探索することがで

ループットなどの点で多くの課題が残されているが，

きる．第 3 世代の生物発光リアルタイム測定システム

遺伝学，細胞生物学，生物物理学，数理学などが融合

は，この戦略を成功させるための重要な鍵である．

された新たな研究が展開されつつある．
謝辞・共同研究の募集

6. 第 3 世代測定システムの開発と展望

本稿の測定システムの開発には，岡本和久博士（現

2005 年からわれわれは，科学技術振興機構の先端

タイテック）の多大な貢献がありました．また，中立

計測分析技術・機器開発事業の支援のもと，
「第 3 世

電機，浜松ホトニクス，アロカ，パーキンエルマーの

代の生物発光リアルタイム測定システム」の開発に取

ご協力のもとに開発を進めてきました．関係各位に感
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謝の意を表します．第 3 世代システムの開発は，科学
技術振興機構先端計測分析技術・機器開発事業「機器
開発プログラム」および「ソフトウェア開発プログラ

14)

Uzumaki, T. et al. (2004) Nat. Struct. Mol. Biol. 11, 623-631.

15)

Iwase, R. et al. (2005) J. Biol. Chem. 280, 43141-43149.

16)

Kurosawa, S. et al. (2009) Genes Cells 14, 1-16.

ム」のご支援のもとに進めています．
本稿で紹介した測定システムを活用した共同研究を
募集しております．ご興味をおもちの方は，小内また
は石浦までご連絡ください．
文

献

1)

Onai, K. et al. (2004) J. Bacteriol. 186, 4972-4977.

2)

Matsuo, T. et al. (2006) Mol. Cell. Biol. 26, 863-870.

3)

Kondo, T., Ishiura, M. (1994) J. Bacteriol. 176, 1881-1885.

4)

Okamoto, K. et al. (2005) Anal. Biochem. 340, 187-192.

5)

Okamoto, K. et al. (2005) Plant Cell Environ. 28, 1305-1315.

6)

Okamoto, K. et al. (2005) Anal. Biochem. 340, 193-200.

7)

Baroda, H. et al. (1986) J. Biol. Rhythms 1, 252-263.

8)

Kondo, T. et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 5672-5676.

9)

Kondo, T. et al. (1994) Science 266, 1233-1236.

10)

Ishiura, M. et al. (1998) Science 281, 1519-1523.

11)

Onai, K. et al. (2004) Plant J. 40, 1-11.

12)

Matsuo, T. et al. (2008) Genes Dev. 22, 918-930.

13)

Onai, K., Ishiura, M. (2005) Genes Cells 10, 963-972.

石浦正寛

小内 清（おない きよし）
名古屋大学遺伝子実験施設研究員
1998 年岡山大学自然科学研究科修了，同年理学
博士（岡山大），同年基礎生物学研究所非常勤講
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研究内容：植物時計の比較解析，生物発光リアル
タイム測定システムの開発
連絡先：〒 464-8602 愛知県名古屋市千種区不老
町 名古屋大学遺伝子実験施設
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1976 年大阪大学大学院理学研究科修了，同年大
阪大学微生物病研究所助手，78 年理学博士（大
阪大）
，79 年基礎生物学研究所助手，95 年名古
屋大学理学部助教授，99 年名古屋大学遺伝子実
験施設教授，2004 年同施設施設長（兼任）
．
研究内容：生物時計分子装置の解明，生物発光リ
アルタイム測定システムの開発
連絡先：同上
E-mail: ishiura@gene.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.gene.nagoya-u.ac.jp/~ishiura-g

理論／
実験 技術
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用
語
解
説

時計関連タンパク質 Pex
Period extender
藍色細菌の概日リズムの周期を引き延ばす働きを
もつ．PadR ドメインをもつ転写因子であり，時計
遺伝子 kaiA のプロモーターに結合して，KaiA の

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

発 現 を 正 に 制 御 し て い る．pex の 欠 失 は 周 期 を
2 時間短縮させるが，リズムを消失させないので，
リズム発振には必須ではない．
（144 ページ）
（小内ら）
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シリーズ：世界の生物物理学 II ③

2010年IUPAB理事会報告
永山國昭

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター（第16期IUPAB会長）

世界の生物物理学第 II 期シリーズは今回をもって

い．最近の彼らのまとまりと活動力を反映している

終わる．今年の 4 月はじめに岡崎で開かれた IUPAB

（世界の生物物理学 II ①参照）．

理事会の報告のタイミングを考え，はじめから 3 回連
載を考えていた．1 年半後にせまった北京での第 17 回

基調講演予定者リスト

IUPAB Congress とその背景としての IUPAB の活動を

1. Thomas A. Steitz (2009 Nobel Prize, UK) as Katchalski

生物物理学会員に知悉してもらうためである．

lecturer
2. Xiaodong Wang (mitochondria/apoptosis, China) as

1. IUPAB / BSC
（中国生物物理学会）
Joint Meeting報告

Shizang Bei lecturer

IUPAB の最大行事は無論 IUPAB Congress いわゆる

3. Roger Y. Tsien (fluorescence imaging, 2008 Nobel Prize, US)

国際生物物理学会である．3 年ごとに開かれるが，そ

4. James Rothman (membrane trafficking, US)

の中間地点で 17 人の IUPAB 理事が一堂に会し，主催

5. Elizabeth H. Blackburn (aging, 2009 Nobel Prize, Australia)

国の実行委員会と合同会合をもつのが慣例である．そ

6. Paul Nurse (cell cycle, 2001 Nobel Prize, UK)

の場で運営法やプログラムの骨子が再確認され，共催

7. Michael Brown/ Joe Goldstein (cardiovascular diseases,

が実質的に成立する．今回は 2010 年 4 月 1 日〜 2 日

1985 Nobel Prize, US)

岡崎ニューグランドホテルでこの会合が行われた．以

8. Kazuhiko Kinoshita (Single Molecular Biophysics, Japan)

下その報告である．

こ の 中 か ら あ と 2 つ の 冠 講 演 者 Engstrom lecturer,
Ramachandran lecturer が決まる．

合同会合出席者リスト（出身国に注目）

日本から木下会員が選ばれている．また半数がノー

K. Nagayama（日本）会長，G. C. K. Roberts（英）次
期会長，P. J. Cozzone（仏）会計，C. dos Remedios（豪）

ベル賞受賞者で他もノーベル賞候補者である．中国側

事務局長，A. Alonso（スペイン）理事，F. J. Barrantes

は IUPAB Congress への客寄せパンダ，特に国内向け

（アルゼンチン）理事，M. I. El Gohary（エジプト）理

にこうした布陣を組んだ．IUPAB 理事の中にはこう

事，N. R. Jagannathan（インド）理事，E. Kovacs（ルー

した事大主義への反発もあったが，ほぼ了承された．

マニア）理事，P. Laggner（オーストリア）理事，M. M.
シンポジウムセッション名

Morales（ブラジル）理事，G. U. Nienhaus（ドイツ）理
事，M. Prieto（ポルトガル）理事，A. Rubin（ロシア）

1. Advances in biophysical simulation, 2. Bioenergetics &

理事，X. Yan（中国）BSC 幹事，J. Shen（中国）BSC 幹

photosynthesis, 3. Biophysics of neural circuits and synapses,

事，P. Liu（中国）BSC 幹事．

4. Biophysics of sensation, 5. Biophysics of the immune response, 6. Protein synthesis (millions of proteins from thou-

出身国に米国がなく非欧米国が多い．北米からはカ

sands of genes), 7. Biophysics of vascular disease, 8. Brain

ナダ出身の前会長 I. Smith が出席予定だったが急きょ

imaging and cognitive science, 9. Cell cycle, DNA damage

病欠．北米のかわりに Iberoamerica 系（スペイン，ポ

and aging, 10. Cell signalling networks, 11. Channels and re-

ルトガル，ブラジル，アルゼンチンなど）の割合が多

ceptors, 12. Combining low and high resolution structural

World-wide Biophysics Now II. (3) Recent IUPAB Council Meetings
Kuniaki NAGAYAMA
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Science
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studies on functional complexes, 13. Cytoskeleton and motor

おける生物物理課程廃止について，7. ロレアル女性科

dynamics, 14. Epigenetics: from DNA to chromatin, 15.

学者賞推薦，8. その他．

Pumps and transporters, 16. Extending the limits of imaging,

3. IUPAB 戦略方針

17. Free radicals & human health, 18. Membrane protein
structure, 19. Membrane structure, assembly and trafficking,

IUPAB のミッションは IUPAB Congress の開催以外

20. Muscle contraction and cell motility, 21. Nanobiophysics,

定常的な活動の中にもある．そのための考え方（戦略

22. New and notable, 23. Protein dynamics on the cellular

方針）が次期会長 R. Gordon の素案をもとに IUPAB 常

timescale, 24. Protein folding/unfolding, 25. Protein struc-

務理事会（3/31，4/2）
，理事会（4/2）で議論された．

ture and allosteric communication, 26. Single molecule dy-

その骨子を図示すると下記のようになる．

namics, 27. Structural basis of programmed cell death, 28.
Synthetic biology, 29. Systems biology, bioinformatics and

生物物理学における
基礎研究の発展支援

proteomics, 30. The RNA world, WA: Capacity building in
biophysical research.
各セッションに対し 4 〜 8 名の招待講演者のリスト

発展途上国における
生物物理学の啓蒙活動

づくりを行い，順位をつけ筆頭者が中国側と協力し，

社会における
生物物理の応用展開

セッション組織者の任を負ってもらう．分野専門委員
にお願い集計した日本からの候補者提案の中から約半

この図からわかるように基礎研究，応用研究そして

数がリストに残った．

生物物理学の世界的啓蒙活動が 3 極をなしている．

特徴として 4 つ以上のパラレルセッションを置かな

IUPAB（International Union for Pure & Applied Biophysics）

いこと，初日と 2 日目の夜に生物物理の初心者と若手

の名前自体に基礎と応用が含まれており，応用展開の

へのワークショップを設けること（これは特に中国の

重要性が指摘された．IUPAB Congress のシンポジウム

若手に向けて国際学会に参加しているトップクラス研

セッションタイトルにもその傾向が伺えよう．今回の

究者を紹介する意味が大きい）があげられる．総じて

理事会では IUB（International Union for Biophysics）と

地域および国際学会に併設するワークショップやス

いう名称変更も議題にのぼったが即時に否決された．

クールを積極的に開催しようとする気運が高まってお

これら 3 極のバランスのとれた戦略的実行がこれから

り，IUPAB 理事会として推奨している．

の IUPAB の課題である．

2. IUPAB 理事会報告

永山國昭（ながやま くにあき）
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター兼生理学研
究所教授
理学博士．1973 年東京大学大学院理学系研究科満期退学，74 年
理学博士．同助教，日本電子（株）生体計測学研究室長，科学技
術振興事業団プロジェクト総括責任者，東京大学教養学部教授，
生理学研究所教授を経て，2001 年より現職．
研究内容：イメージングサイエンス，電子線顕微鏡学，生命の熱
力学的基礎論
連絡先：〒 444-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山 5-1
E-mail: nagayama@nips.ac.jp
URL: http://www.nips.ac.jp/dsm/

2010 年 4 月 2 日の午後 IUPAB 理事会が開かれた．
議題は 1. 今回の合同会議結果とその扱い，2. IUPAB
財政報告（半数以上の加盟国が拠出金を数年間送って
いない．このままでは第 18 回 IUPAB Congress（Brisbane， 豪） で 財 政 破 綻）
，3. IUPAB 戦 略 方 針（後 述）
の承認，4. IUPAB 総会での不効率な投票法の変更お
よび拠出金未払い国の投票権停止，5. アフリカでの生
物物理学啓蒙（ISCU 支援あり）
，6. インドでの私学に

談
話
室
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ク質分子，フィラメントタンパク質系，変性タンパク
質，分子間相互作用（B 細胞，T 細胞）系などの多く
のタンパク質の分子内部運動を計測してきました．研
究の中心地を関西から関東に異動したので，おもな実

支 部 だより

験場所も SPring-8 だけではなく KEK(PF-AR) へも広げ
ることができ，優秀な共同研究者からなる中規模な
DXT コンソーシアムが形成されつつあります．構造

〜東京大学柏キャンパス〜

生物学では理解できなかった生命現象を 1 分子内の運
動を測定することで前進できないか日夜一喜一憂して
おります．私が関与しない独立の DXT ユーザーも出
てきましたが，やはり主要プローブである数十 nm の
結晶性よい金ナノ結晶の供給源が市販的供給のできる
体制でないため，ユーザー人口は広がっていません．
財団法人から大学法人への異動（佐々木裕次研究室）

供給元を早期に確立させることが必要な時期がきたと

平成 20 年 11 月に財団法人高輝度光科学研究セン

考えています．また利用できるビームラインの拡張も

ター（SPring-8/JASRI）研究部門から，東京大学柏キャ

現在計画しております．

ンパスにある大学院新領域創成科学研究科に異動しま

放射光関係者は今「革命前夜」の状態といえ，新し

した．所属研究室の正式名称はかなり長くて，基盤科

い桁はずれの高輝度光源（X-FEL,ERL）の本格的登場

学研究系物質系専攻多次元計測科学講座多次元画像科

をあと数年後に控えています．新規方法論を研究テー

学分野となります．私自身自分の専門と思っている

マとする私としては，千載一隅のチャンスであり，こ

「計測科学」という名称が自分の研究講座名称になっ

の時期の革新的な手法の提案は，きわめて大きなイン

ているのは予想以上に嬉しいモノで，枕詞を抜きにす

パクトをサイエンスに与えることができます．その結

れば日本唯一の「計測科学」を専門と自負する研究講

果，自分のオリジナル手法で，細胞内で 1 分子だけか

座の誕生となりました．赴任時，スタッフゼロで，空

らの構造決定が可能になったり，フェムト秒レベルの

居室・空実験室からのスタートは清々しく，人生 2 度

高速運動も手に取るように理解できるようになるかも

目の転職なので楽しく引っ越しさせていただきました

しれません．

（段ボールの山は 1 年以上経った今でもあります）
．
学融合ビジュアライゼーションシンポジウムの開催

私の所属する物質系専攻は，英語名で Department of
Advanced Materials Science という名称ですから物質材料

大学における最重要業務である教育に関しては，私

系を専門とする部門です．無機材料から高分子までの

は，「基盤科学領域創成研究教育プログラム」http://

高領域の物性研究が非常にアクティブに幅広く研究展
開されています．生物物理学関連の研究室は私のとこ
ろだけですが，生物系に近い研究対象を取り扱ってい
る研究室としては，ヘテロ構造新機能物質学分野（川
合眞紀研究室）と超分子科学分野（伊藤耕三研究室）
があります．もともと私は材料科学を専門とする学科
の卒業なので，古巣に帰ったような居心地のよさを最
初から感じることができました．
私の研究内容は，新規な 1 分子計測手法を提案し，
そして普及させることです．現在 1997 年に考案した
X 線 1 分子追跡法（Diffracted X-ray Tracking, DXT）を
中心に，その手法を電子線や中性子などの高エネル
ギープローブに適応し，高エネルギーがゆえであるき

初代佐々木研究室メンバー（JST/ERATO 腰原プロからきた
一柳さん，東工大猪飼研からきた関口さん，そして秘書の
小野寺さん．広々した居室で仕事をしています．4 月から
院生が 1 人加わります．

わめて高精度な 1 分子内運動計測をマイクロ秒以下の
高速性を維持し 1 分子計測しています．サンプル系と
しては，DNA 分子からはじまって，機能性膜タンパ
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www.k.u-tokyo.ac.jp/crets/ に属しており，まったく新し

実験科学と数理科学との次世代的学融合を通し，

い教育プログラムに携わっています．新領域創成科学

生きた実践先端科学の臨場感を教育という場を通

研究科が発足して以来，基盤科学研究系の各専攻（物

して伝え，次世代を先導する若者達と一緒新しい

質系専攻，先端エネルギー工学専攻，複雑理工学専

研究を進展させていきたいと宣言しています．

攻）では，物質科学，エネルギー科学，生命科学及び

第 1,2 回学融合ビジュアライゼーションシンポジウ

情報科学分野における研究・教育が学融合を目指し進

ムでは，天文学から心理学までの幅広い領域における

められてきましたが，これら科学分野の高度化・複雑

「可視化」に関する第一線研究者による講演を結集さ

化にともなって，問題解決のための実験的手法や理論

せ，きわめて魅力的な学融合の種が散りばめられた討

的手法にも新しい展開が求められてきており，計測手

論が行われました．中にはこの発想の重要性を認識し

法や解析手法を統合かつ発展させた教育体制を強化す

共同研究が始まった方もいます．次回は本郷で開催し

ることを目的として平成 21 年にスタートしました．

ますので，関東近辺の生物物理学会関係者の方も是非

この教育プログラムの特徴は，教育と研究をしっか

参加していただきたいと考えています．
「可視化」を

りリンクさせて進めるところにあり，その具体的な研

通して，「生命」だけではなく，
「宇宙」や「環境」を

究テーマは，ほぼ「白紙の状態」で私の赴任となりま

も考慮した新しい生物物理学が展開できないかシンポ

した．担当である 3 人の若い教授が何度も朝夕に集

ジウムを企画しながら夢を膨らませています．

まって，忌憚のない議論を重ね，その研究だけでも
大きな外部予算を取ってくる内容としてまとめるこ

キャンパス内学融合バイオイメージングセンター開設

とが数カ月という短期間にできたのは今考えると「ほ

東京大学の柏キャンパスには，この基盤科学研究系

ぼ白紙」と思っていた研究の方向性は，すでにあった

以外に生命科学研究系や環境学研究系があり，大学附

ようにも思います．決定したのは，研究テーマではな

置研究所として，物性研究所，宇宙研究所，また世界

く「学融合ビジュアライゼーションスクエア Trans-

トップレベル国際研究拠点 WPI として数物連携宇宙

disciplinary Visualization Square (TV-s) 可視化に関す学融

研究機構も今年になって新研究棟が完成したばかり

合のための広場，
「可視化」技術の象徴であるテレビ

です．その中で特に新領域創成科学研究科の 3 本柱で

ジョン（TV）のような社会還元を可能とする技術を

ある 3 研究系を跨いだ「イメージング技術」を共通の

生み出す基礎科学創成を目指すという意味を含む」と

テーマとした研究科附属施設が昨年 4 月に設置され

いう研究機関の立ち上げとなってしまいました．多く

ました http://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros/bioimg/index.htm.

の批判を覚悟で学内予算の申請などを始めましたが，

本研究科で行なわれているさまざまな研究教育におい

意外とウケはよいようで少々安心している今日この頃

て，イメージング技術を組み入れた専攻や研究系間の

です．調子に乗って，
「学融合ビジュアライゼーショ

融合研究を推進するとともに，新規の技術を自ら創造

ンシンポジウム」も学内ですでに 2 度行い，今年の

しそれに基づく革新的な研究成果をあげることを目指

5 月に本郷デビューとなる 3 度目のシンポジウムを開

し，バイオイメージング設備の利用促進を図り，新し

催するところまで進展しています．柏キャンパス内に

い機器の開発などを通じて萌芽的研究を育成し，広い

専用の大きなビルデングが建つのも夢だとは思ってい

視野をもつ人材の育成も考慮した組織となっていま

ません．設立目的は以下の通りです．

す．組織的には，3 つのスケール別研究分野（分子イ

近年「可視化」をキーワードとした最先端研究

メージング分野，細胞イメージング分野，個体・組織

領域がきわめて活性化していますが，この「可視

イメージング分野）とそれを橋渡しする数理イメージ

化」が関連する広域研究領域を網羅し，新しい学

ング分野の 4 分野からなります．私は分子イメージン

問として見直し発展させようという動きはありま

グ分野の仲間に入れていただきました．昨年末に，質

せんでした．原子レベル以下の超先端的物理化学

量イメージング装置などの納品が完了し，理研におら

計測情報の領域横断的取り扱いやポストプロセッ

れた同分野を専門とする鈴木實先生をお迎えし，新し

シングでない新しいデーター認識論および有効的

い利用法などの研究がスタートしたところです．

解析手法を提案する次世代学融合「可視化」学に
おいて，臨場感ある最先端研究における教育と研

佐々木裕次
ycsasaki@k.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院新領域創成科学研究科

究の場を創成することを目的として設立しました．
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若手に必要なサポートを考えていただく機会に，そし
て企業の皆さんにとっては博士課程の学生に期待する
ものを再考していただくきっかけになれば幸いです．

若 手 の 声

自己紹介
就活を行うにあたり自分の背景を確認することは重
要な作業ですから，これ以降の文章を読んでいただく

〜博士の就職活動〜

ためには私の背景を知っていただく必要があると思い
ます．私の特徴は下記のとおりです．
1．細胞を扱っている
2．硬さや拡散を測定している
3．原子間力顕微鏡と蛍光顕微鏡が使える
4．遺伝子操作やプログラミングができる
はじめに

5．若手の会で培ったコミュニケーション能力！

北海道大学大学院理学院博士後期課程 3 年の田村和

1 〜 4 のうち，少なくとも 1 つの要素が当てはまり

志と申します．ご挨拶が遅くなりましたが，柳澤に代

そうな企業を対象にして，研究開発職の採用に応募し

わり，2010 年の生物物理若手の会会長に就任しまし

てきました．

た．歴代の会長を振り返ってみると 4 代前まではずっ
死の言葉

と女性で，生物物理若手の会はいわば女性君主の時代
が続いておりました．また，男：女＝ 3：1 といわれる

マッチング

博士の就活を通じて，間違いなくネックになるキー

男女比率の中で，少なくとも私が入会してからという

ワードが

もの，女性の発言力・存在感が常に圧倒的でありまし

系・化学系など産業に直接結びつくような分野で研究

マッチング

です．これは，電子系・機械

た．そこに私が久しぶりの男性会長になったとあり

をしている（つまりマッチングが期待できる）博士に

「男なんだからしっかりしろよ！」というレディース

とっては素晴らしい言葉です．しかしながら，細胞生

陣営の暖かい視線をひしひしと感じている次第であり

物学のようなレオロジーのような融合領域？で基礎研

ます．しかしそれも期待の現われと捉え，生物物理若

究をしている私のような人間にとって，マッチング

手の会と生物物理学の更なる発展のために努力する所

は，論文投稿後のレビューアーからの「貴様の論文は

存です．どうぞよろしくお願いいたします．

記述的だ」という返事にも似た

さて，ここ最近この

若手の声

のコーナーは，夏

Death Knell（終焉の

兆し） を意味する言葉でもあります．

の学校や支部セミナーなどのイベントの報告や，夏の

マッチングは，説明会で博士採用について質問した

学校へのお誘いなど，連絡や宣伝の場として使われる

り，面接に行ったりするとほぼ必ず出てくる言葉なの

ことが多くなっていました．それもまた重要なことで

で，ほとんどすべての企業が重視していることは事実

はあるのですが，今回，それとは少し異なった視点か

です．博士採用に積極的でない企業は，博士を既卒同

ら有益な情報を提供しようと思い，1 つの試みとし

然と見ていますから，当然その専門性が企業の中で直

て，まずは私から筆をとることにしました．

接生かされることを求めています．ただ，博士を新卒

テーマとした就職問題は，若手の中に渦巻く最も大

として採用することに積極的な企業でも，マッチング

きな不安要素の 1 つといって過言ではないでしょう．

は重視されています．北海道大学の人事育成事業に

アカデミックポストが少ないことは周知の事実なの

赤い糸会

という何とも怪しい名称のイベントがあ

で，今回は企業就職について考えたいと思います．以

ります．これは出会い系サイトのようなものではなく

後，就職とは企業就職のことを指します．私は，おも

て，若手研究者（博士課程の学生・ポスドク）向けの

に北海道大学の事業を通じて，就職に関するさまざま

合同企業説明会です．若手が自分の研究内容やスキル

なイベントに参加してきました．そして，今まさに就

をアピールする場や，企業毎の個別相談ブースも設け

職活動（就活）をしている最中です．その経験談をこ

られています．若手研究者が就職情報を集めるには

の場で紹介し，一例ではありますが

の

うってつけの場です．ここに参加しているのは博士の

実態を知っていただくことで，若手の皆さんにとって

新卒採用に積極的な企業ですが，やはりそこでもマッ

は今後の進路決定の参考に，古手の皆さんにとっては

チングを重視する声が多くありました．

博士の就活
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ところで，何をもってマッチングとするのでしょう

固執しない柔軟な姿勢をもっていることと，目の前の

か．もし企業の人事担当者が研究者（元研究者）でな

仕事に対して果敢に挑戦する自信があることのアピー

ければ，その人が何とマッチングしているか判断でき

ルが重要のようです（エントリーシートで落とされて

ないはずです．何をマッチングとするかは，その企業

はアピールできませんが…）．そしてもう 1 つは

の研究者に尋ねなければなりません．実際に尋ねてみ

手の会など研究以外の場での積極的な活動

ました．たとえば，菌を使った発酵の事業を行ってい

研究者以前に，社会人として必要なコミュニケーショ

る企業の研究者に，「遺伝子工学の基礎（PCR・DNA

ン能力を学生時代に養ったことが効果的だったようで

の切り貼り）をやっているだけでもマッチングしてい

す．私が「マッチングなんて気にしない！」という企

るといえるのか，それとも発酵そのものを研究してい

業に面接に行った際も，若手の会に関する部分に質問

てはじめてマッチングしているといえるのか？」とい

が集中しました．この企業はまだ選考途中で合否は不

う疑問を投げかけました．そうすると「実際は発酵そ

明ですが，こういった対外的活動で果たした役割を企

のものをやっている人がかなり応募してくるんだよ

業が評価対象としているのは確かだと思います．

若

でした．

ね」という答えが返ってきました．つまり，マッチン
おわりに

グというものは相対的な判断指標であって，よりマッ
チングしている人の方が採用に近いということでし

修士は基本的に

ポテンシャル採用

で専門性がほ

た．いい換えると，採用応募者の集団に対してマッチ

とんど問われないのに対し，なぜ博士はたった 3 年の

ング指標でヒストグラムをとったときに，最大値近傍

差だけでマッチング採用の対象になってしまうのか，

の人がより優先的に採用されるということです．こう

私は強い疑問を抱いています．大学に入っても企業に

なると「細胞とか菌は普段使ってるし，分子生物学的

入っても，1 つの研究だけを 40 年もやり続けること

なこともちょこっとやってるし，ついでに物理もそこ

はほとんど有り得ません．いつかは，専門分野を移る

そこできるよ！」みたいな器用貧乏はダメです．ちな

ことがあるはずです．特に，博士課程を通じて 1 つの

みに，この企業からは応募後の返事がありません．

専門性を身につけたことは，次の専門性を磨くステッ
プに進むよいチャンスだと思います．マッチング採用

どこに何をアピールしたらうまくいったのか

はそれを妨げる壁でしかありません．この壁が新卒博

私のように「自分のやっている研究とマッチングす

士の行く手を阻む限り，博士の就職難は永久に続くで

るような企業はほとんどないなあ…」と考えている人

しょう．これを解決するには，企業がマッチング重視

は多いと思います．なぜなら，企業がやらないような

の姿勢をやめるか，大学が産業応用に直結しない基礎

研究を推進してシーズを作ることが，大学の 1 つの役

科学研究をやめなければなりません．さもなければ，

割だからです．では，そういう人は就職できないので

応用研究でしか博士が育たなくなります．実際，優秀

しょうか．きっとそんなことはないと信じています．

な後輩に出会ったときに博士志望かどうかを聞いて

色々探せば「博士であってもマッチングなんて関係な

も，一笑に付され「博士は就職できないから行かな

い！」といってくれる企業も実際にあります．ただ

い」と返答されることがよくあります．いずれ，日本

し，それは完全にその担当者個人の考えであって，社

の基礎科学研究は死んでいくでしょう．

内一般の考えと異なる場合もありましたから，注意が

博士号は，1 つの専門性を身につけたことの証明で

必要です．

あると同時に，それを有限時間内に成し遂げたことの

北大の OB・OG で，マッチングしない企業への就

証明でもあります．したがって，新しい専門分野にお

職 に 成 功 し た 方 々 が い ま し た． そ の 方 々 に イ ン タ

いてもまた活躍できる力を秘めていることも，博士の

ビューを行った際，就活で効果的に働いたであろうア

特長として捉えていただきたいものです．

ピールポイントを尋ねました．その 1 つは
るという姿勢

何でもや

北海道大学大学院理学院生命理学専攻
博士後期課程 3 年 田村和志

でした．一般的に博士は自分の専門に

固執しがちであると見られているようなので，専門に

tam@mail.sci.hokudai.ac.jp
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している．その発展系として現在世界中で使われてい
るレーザートラップ法が生み出されたと記述すると生
物物理の読者には馴染み深いかもしれない．ノーベル
賞受賞前後に，Chu 教授は研究テーマを原子物理から

海 外 だより

生物へと広げ，2005 年にローレンスバークレー研究所
所長に就任した頃から環境問題（代替エネルギー）へ

〜 From Stanford University, California 〜
Steven Chu 研究室，Joseph Puglisi 研究室

と研究を広げた．そして 2009 年からは米国オバマ大
統領から米国エネルギー庁長官への就任を直接要請さ
れ，現在地球のエネルギー問題のリーダーとして活躍
している．このような偉大な Chu 教授との出会いが私
の研究人生を大きく変えるきっかけを与えた（図 1）
．
私は大きな期待を胸に秘めて渡米した．当時ほとん
ど英語が話せなかったこんな私を受け入れてくれた

はじめに

Chu 教授には本当に感謝してもしきれないと思う．

私の 1 回目の留学は米国スタンフォード大学物理学

まず驚いたことは研究室のメンバーがとても国際色

科の Steven Chu 研究室で 2004 年の 4 月から 2 年半の

豊かだったことだった．私は最初で最後の唯一の日本

期間だった．その後 2006 年 9 月に日本に帰国し，東

人であったが，まわりには中国，韓国，台湾，ドイ

京大学大学院薬学系研究科で 2 年半助教として研究を

ツ，ギリシャ，クロアチア，ロシア，ブラジル，イン

行 っ て き た が，2009 年 の 2 月 か ら 再 び 米 国 ス タ ン

ドからの学生やポスドクがいたのでとても視野が広が

フォード大学医学部構造生物学科の Joseph Puglisi 研究

り，自分は日本人であるということを強く認識させら

室に科学技術振興機構のさきがけ研究員として現在

れた．研究室のミーティングは週に 1 回であったが，

2 回目の米国留学をしている．前半の留学を含めると

ボスは 1 日に約 2000 通のメールがきたり，アメリカ−

現在まででトータル 3 年半のアメリカ生活となる．そ

オーストラリア間を仕事で日帰り往復したりするよう

の間，いろいろな貴重な経験を得ることができた．

な超多忙人だったのでミーティングは実際月に 1 回か

今回はその経験やアメリカと日本の違いなどを記述

2 回だった．そのうちの半分くらいがポスドクインタ

したい．

ビューだったりするので，実質的には月に 1 回だった．

はじめての米国留学（Steven Chu 研究室；2004-2006）

ボスは月に 1 回のミーティング後に 7-8 名ほどのポス

今から 6 年半ほど前の 2003 年 9 月当時，私は早稲田

ドク全員と議論を行わなければならなかった．した

大学の石渡信一研究室の博士課程の学生であり，分子

がって毎回そのための順番待ちをしなければならな

モーターの 1 分子研究に携わっていた．石渡研究室所

かった．いつも驚かされたのはその圧倒的な議論の手

属当初から遺伝発現系に興味をもっていたので，博士

さばきであったし，議論の後には毎回充実感があった．

号を取得したらアメリカで新たに転写や翻訳などの発

研究室の雰囲気はとてもアットホームであったが，

そのため，ボスと議論する時間がほとんどないため，

現系に関係する新しい研究がしたいと心に決めていた．

お互いにライバル意識は常にあったように感じた．

アメリカでなければならない理由は特になかったが，
日本では自分の興味に合う研究室が見つからなかった．
まず，考えたことはアメリカに単身で渡り，研究室
めぐりをするということだった．自分を売り込むこと
はとても大事だと思っていたので，とにかく行動を起
こすべきだと考えていた．東海岸と西海岸合わせて 5
箇所に絞り込み，すべての研究室でポスドクインタ
ビューをした．その結果，運よく Steven Chu 研究室に
ポスドクとして行くことが決定したのである．
Steven Chu 教授を知っている読者はとても多いと思
うが，レーザーを使った原子捕捉による極低温の実験

図1

に成功した功績で 1997 年にノーベル物理学賞を受賞


研究室の前にて．筆者（左）
，Chu 教授（右）

目次に戻る
海 外 だ よ り

ボスと話をする時間がない分，ポスドクたちで議論

Puglisi 教授とは以前から面識があり，一緒に仕事も

する機会はとても多かった．私はタンパク質翻訳の実

していたのでインタビューもなくあっさりと決まっ

験系を新しく始めたが，最初はわからないことだらけ

た．住み慣れた街だったのでもう一度暮らすことには

だった．とにかくまわりのポスドクに聞くことを躊躇

まったく抵抗はなかったが，今回は前回とはまったく

しなかったことで徐々に研究も軌道に乗り始めた．

異なる研究生活を送ることとなった．

2 年半の間，研究室のメンバーみんながボスの自宅

いちばん大きな違いは Puglisi 教授から毎日のよう

に招待されたり，よく仲間同士でパーティーをしたり

にメールがきて，実験の進み具合などの報告をしなけ

したことが一層の仲間意識を強くしたと思う．僕個人

ればならなかったことだった．しかも，会社との共同

の研究成果として第一著者で Nature 誌に論文を掲載

研究であったため，実験できる時間は土日および平日

することができたことがいちばんの喜びとなった．

の夜中のみで，多少過酷な研究生活を送ることとなっ

研究室を去った後の 2008 年には Chu 教授の 60 歳

た．しかし，頑張った甲斐もあって最近再び第一著者

誕生パーティーがバークレーで開催され，私も旧メ

で Nature 誌掲載を果たすことができたことは何より

ンバーとして招待された．そのパーティーには数人

もうれしかった．努力した分だけ結果がついてくると

のノーベル賞学者や研究室の卒業生である Xiaowei

いうことを何よりも実感できた瞬間だった．

Zhuang や Taekjip Ha を は じ め と し，James Spudich，
アメリカと日本の違い

Calros Bustamante などの生物物理分野の大御所たちが
招待され，総勢 200 名を超える参加者だった．このよ

異なる点は数多くある．なによりもアメリカは効

うに卒業した後も多くの仲間との交流もあり，私の研

率重視であり，大学が中心となり研究や教育活動を

究人生にとってかけがえのない時間を過ごすことがで

バックアップする仕組みが隅々まで行き届いている．

きたように感じている．

ポスドクが PI の職を得るにはどうすればいいのか？
研究費を効率よく取得するにはどうすべきか？

2 回目の米国留学（Joseph Puglisi 研究室；2009- 現在）

というキャリアアップセミナーが定期的にあるのは

さて，時は過ぎ 2009 年の 2 月にもう一度留学する

戦略的にとても役に立つが，残念ながら日本にはほ

ために再びスタンフォードの地を踏むこととなった．

とんどない．

その大きな理由の 1 つに 1 分子 DNA シーケンサー会

また，日本では多くの研究費を取得して研究機関に

社の Pacific Bioscience 社との共同研究が可能という話

間接経費として多く貢献したところで自分の給料には

が浮上してきたことがある．それは新しい 1 分子計測

まったく反映されないが，アメリカでは研究費を自分

技術を新しいタンパク質翻訳系に応用することができ

の給料に当てることができる．自由と責任を重視する

る大きなチャンスであった．すかさず私は東京大学助

アメリカらしい制度である．

教の終身職を自ら辞職することを決め，以前 Chu 研

アメリカで研究費を取得するためには綿密な計画と

究室にいたころから共同研究を続けていた Puglisi 教

予備データをかなりの枚数分だけ申請書として書かな

授と話をして再びアメリカにくるチャンスを得ること

いといけないが，日本ではほんの数ページだけで研究

となった（図 2）
．

費を取得できてしまう．取得できない場合でもその理
由はあまり明確にされず，何を改善すればいいのかよ
くわからないのでかなり不透明である．日本ではアメ
リカほど厳密に審査，フィードバックするシステムが
できあがっていないのである．
国会議員による税金の仕分けは大事だが，それ以上
に仕分けされた研究費を厳密にそして公平に申請者た
ちにさらに

仕分け

するシステムの構築も大事では

ないだろうか．
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図 2 研究室の前にて．筆者（右）
，Puglisi 教授（左）



