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昆虫飛翔筋のはたらきとその進化
Structure, Function and Evolution of Insect Flight Muscle

岩本裕之
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昆虫は地球上で最も繁栄した動物群であるが，その秘密は飛翔能力の獲得と体の小型化にあると考えられる．しかしこれらを
同時に実現するため，昆虫は高周波の羽ばたきを余儀なくされた．このため飛翔筋が特殊な進化を遂げ，非同期型飛翔筋が誕
生した．ここではそのユニークな構造と機能，構成分子の特徴について概説したい．



超解像顕微鏡の進展

Recent Developments in Super Resolution Fluorescence Microscopy

藤田克昌

FUJITA, K.

光学顕微鏡の空間分解能は光の波長で制限されるといわれてきたが，近年，この限界を超える手法がいくつか登場した．これら
の手法では，誘導放出や蛍光励起の飽和の利用して蛍光信号の測定範囲を狭めることや，試料内の分子を個別に発光させて分子
の位置を高い精度で測定することにより，
空間分解能の高い像を得る．
本稿では，
これらの超解像観察法の原理と特徴を概説する．

※本文中「
（電子ジャーナルではカラー）
」の記載がある図は，http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/ で
カラー版を掲載しています．
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自分のラボをもつまでに，お給料をもらいながら 4 つの異なる
研究室を渡り歩いた．振り返ると，ポスドク（任期付き研究員）
の時期はかけ値なしに楽しかった．お世話になったモトボスや同
僚の失笑を覚悟しつつ，ポスドクという職業の魅力について書い
てみたい．
まず研究環境が整っている．私が学部生として研究をはじめた
とき，ラボにはピペットマンが 5 本しかなくいつも順番待ちだっ
たが，ポスドクでは当たり前のように専用のピペットマンを渡さ
れた．本当に嬉しく思ったものである．自分用の実験ベンチや光
学顕微鏡一式を独占できたことさえある．ラボによって差はある
だろうが，人を雇えるだけの潤沢な予算をもった研究室で仕事を
するわけだから，キャリアの中でも最も整った研究環境の 1 つに
置かれるはずだ．
またポスドク時代は，さまざまな部分を鍛え直すまたとない
チャンスである．研究者たるもの，学位を取得した瞬間にすべて
をこなせる実力を身につけているのが理想だが，なかなかそうは
なっていない．効率的な解析方法，英語の実力，共同研究の進め
方，果ては業者との交渉にいたるまで，研究の本質とはズレるが

ポスドクは
チョー
超 楽しい！

研究を支えるのに不可欠な要素がまだ不十分だろう．ポスドクの
期間は，独立前にそういったことをたたき込む最後の機会になる．
そして（これはポスドクという職業の不安定さと表裏だが）こ
4
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れ以上ないくらいのプレッシャーに日々さらされるという素晴ら
4

しさがある．任期付きであるため，その期間中に次のポストに繋
がる結果を必ず出さなければならない．がけっぷちだからこそ，
研究者（マネージする側ではなく自分で手を動かす側）として，
この大変さを糧とした充実した時間が過ごせる．
私ごとではあるが，ポスドクの時期は，おざなりにしていた自
分の未熟な側面を否応なしに成長させてくれた．正直，夜中に突
然目覚め，暗澹とした将来に背筋がスーッと冷たくなる思いもた
びたびであった．それでも，進路に悩んでいる修士や博士課程の
若い人たちがいたら，ポスドクという経験がいかに有意義である
か，声を大にして伝えたい．素晴らしく整った研究環境で，これ
以上ないプレッシャーのもと，自分を鍛え抜くことができる．研
究を志す者にとってまさに理想の修業時代が，ポスドクという職
業の本質である．
自分のラボをもつのと引き替えに私の研究環境はリセットさ
れ，再びピペットマン 5 本からスタートした．しかし次第にラボ
は立ち上がっていき，昨年度は自身の雇った 6 人のスタッフと一
緒に研究を楽しんだ．色んなことがありながらもへこたれず，今
日も実験が続けられるのは，あの辛くともチョー楽しい！夢のポ
スドク時代があったからこそである．
西坂崇之，Takayuki NISHIZAKA
学習院大学理学部物理
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郷モデルの35年
―郷信広先生に応えて―
高田彰二

京都大学理学研究科生物物理学教室

2．1 人歩きした郷モデル

学会 50 周年特集として本年 1 月号に郷信広氏が書
かれた記事をうけて，郷氏の整合性原理と郷モデルの
その後について，同じ分野の後輩研究者の 1 人とし
て，私なりの概観を書いてみたいと思います．

83 年のレビュー以後，郷氏はフォールディング研
究と訣別しました．皮肉なことに，郷氏がこの分野を
離れた後，郷モデルは徐々に世の注目を浴びることに
なりました．1987 年米国で，Wolynes らは，ランダム
系の統計物理学を用いてタンパク質フォールディング
問題を定式化し， フラストレーション最小の原理
を提唱しました．タンパク質は天然構造において，原
子間相互作用のフラストレーションを最小にするよう
にデザインされている，というものです．これは郷氏
の整合性原理の発展形です．
郷氏の整合性原理と Wolynes のフラストレーション
最小の原理とは明らかに似ており， 同じだ という
人も多くいますが，私の解釈は少し違います（ちなみ
に私は，郷研 OB ではなく，Wolynes 研 OB です）
．対
比的にいうと，郷氏のものは，天然構造の理想的な整
合性を主張したものであり，Wolynes のものは，理想
的な整合性と不可避的な不整合性（フラストレーショ
ン）の比を最大化する，という主張です．比喩的に
は，郷氏のものは理想極限の第 1 項を議論し，Wolynes のものは第 1 項と第 2 項の大きさの比を議論して
います．2 つの項を比べることにより，Wolynes らは，
天然構造の折れたたみ能を明示的な数式にしました．
その後 Onuchic らは，フラストレーション最小の原
理に従うタンパク質のエネルギー地形は，大域的に見
てファネル（漏斗）状になっているとよびました．す
なわち，天然構造が最小エネルギーをもちファネルの
底に対応し，それから構造が離れるほど平均してエネ
ルギーが高くなる，という考えです．フラストレー
ションは，ファネルの斜面上のでこぼこに対応しま
す．滑らかなファネルの極限が郷モデルに対応すると
いうことができます．
87 年から 00 年代半ばまで，欧米を中心にフォール
ディングの物理学的研究は隆盛を迎え，その過程で郷
らの研究は再評価されていきます．95 年ごろ，Dill，
Shakhnovich，Karplus らは，具体的なアミノ酸配列に
基づき徹底的な格子モデルのシミュレーションを行い

1．整合性原理と郷モデル
整合性原理や郷モデルとは何か，ご存知でない方も
多いと思いますから，まずそれを簡単に説明しましょ
う．
1975 年，当時九州大の郷グループは，タンパク質を
格子モデルで表現し，そのフォールディング過程の計
算機シミュレーションを行いました．格子モデルと
は，アミノ酸を格子上の点で表し，その点をつなげた
折れ線 としてタンパク質を表現する，というきわめ
て簡単なモデルです．格子モデルは高分子物理では当
時すでに使われていましたが，タンパク質フォール
ディングに使ったのは郷氏がはじめてでした．このよ
うな簡単なモデルであっても，当時の計算機で十分に
折れ線 構造を探索し尽くすことは不可能だったと思
われます．そこで，天然構造に速く到達する必要性か
ら郷氏は，タンパク質分子内の相互作用は 非常に特
異的に 天然構造を安定化している，と仮定しました．
特異性の 極限 を考えますと，個々のアミノ酸が，
天然構造中とまったく同じ相互作用をもつとき だけ
安定化に寄与する（負のエネルギー）が，それ以外の
ときはまったく安定化しない（エネルギーゼロ）
，とい
うことになります．これが郷モデルの考え方です．
郷グループは 1975 年から 82 年まで，郷モデルを用
いた一連のシミュレーション研究を行い，83 年には
これらをまとめたレビューを発表しました．その中
で，郷モデルの根拠となる原理として，タンパク質は
天然構造において 2 次構造と 3 次構造すべての相互作
用が整合して全体を安定化している，という整合性原
理を提唱しました．タンパク質は進化の所産としてこ
のような整合性をもつアミノ酸配列を獲得したので
す．また，整合性原理を 理想的に 実現するモデル
が郷モデルである，というわけです．
35 Years of the Go Model
Shoji TAKADA
Department of Biophysics, Grad School of Science Kyoto University
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ました．その際，対照実験として郷モデルが使われ，
対照実験としての否定的なニュアンスで 郷モデル
という用語が生まれ定着していきました．一方当時，
多くのフォールディングの実験研究者は，タンパク質
工学による部位特異的アミノ酸置換を武器に，フォー
ルディング経路の途中に位置する遷移状態の構造的特
徴を解析する  値解析に夢中でした．99 年，郷モデ
ル様のアイデアを使った理論モデルによって，多くの
タンパク質の遷移状態の構造がまずまずの精度で計算
できる，という論文が立て続けに発表されました．こ
れで郷モデルは一気に，専門家の間では，否定的な
ニュアンスから肯定的なものへと変化しました．
も う 1 つ の 重 要 な 発 展 は，98-00 年 に か け て
Onuchic らが，もともと格子上のモデルであった郷モ
デルを，連続空間（非格子）へと拡張したことです．
これにより郷モデルは，抽象的にフォールディングの
物理を理解するための道具から，具体的に個々のタン
パク質のフォールディングを研究する道具へと進化し
ました．個々のタンパク質について，非格子型郷モデ
ルでシミュレーションし，実験の  値解析と比べると
いうことが可能になったのです．紆余曲折はありまし
たが，結果，郷モデルでかなりのところが説明できる
ことが明らかになりました．郷モデルの成功は，翻っ
て，整合性原理の傍証ということもできます．
いまフォールディング研究の最前線では，郷モデル
で説明できない現象を追っています．郷モデルが正確
なモデルでないことは確かです．しかし郷モデルは，
フォールディング の 理 論 家 の 間 で は， タ ン パク質
フォールディングの第ゼロ近似モデル，ファネル状エ
ネルギー地形を具現化するミニマルモデルとしての確
固たる地位を築いています．

3．郷モデルの

あたりまえ

と

スを作る水素結合はいつでも同じ強さの相互作用のは
ずだ，というものです．
批判 1 をするのはふつう生物学者です．生物学者に
とっては，タンパク質はフォールディングするもので
あり，合目的にそうなるようにできているはずと映る
ようです．批判 2 をするのは分子科学者あるいは物理
化学者です．物質論的には，同じアミノ酸の相互作用
であっても，天然構造中に見いだされるか否かで相互
作用を差別する，という郷モデルの考え方は許しがた
いようです．
これらの批判に繰返し反駁するうちに，私はこれこ
そ郷モデルの妙味だと思うようになってきました．つ
まり，第ゼロ近似としての郷モデルが成功するという
ことは，生物学者にとって当たり前に思えること（タ
ンパク質がフォールディングできること）を導くため
には，分子科学者にとって一見とんでもないことを仮
定しなければならない，ということなのです．それが
進化によって獲得された特異性なのです．郷モデルの
中心理念は，物理化学と進化という一見して相容れな
い 2 つの概念の接点なのだといえるかもしれません．

4．フォールディングから動的機能へ
00 年代後半から郷モデルはさらに新しい展開をみせ
ています．郷モデルが，機能シミュレーションへと適
用されはじめたのです．一般に，リガンド結合の前と
後では，リガンドとの相互作用分だけタンパク質のエ
ネルギー地形は異なります．あるタンパク質について，
リガンドなしとリガンド有の 3 次元構造が知られてい
る場合，それぞれの構造情報から，リガンド結合前と
リガンド結合後の郷モデルが構築できます．これを利
用することでリガンドによるタンパク質の構造変化が
記述できるわけです．さらに，2 つの安定状態をもつ
郷モデルなどもいろいろ提案されています．これらの
拡張型郷モデルは，F1-ATPase の回転運動やキネシン
の歩行運動などさまざまな系へと応用されています．

とんでもない

郷モデルは，専門分野の異なる研究者からは，しば
しば批判の的になるようです．私は，郷モデルを使っ
た研究を相当数行ってきましたから，多くの批判を受
けてきました．
（いちばん多い，そして単純なものは，
郷モデルでフォールディングが起きるのは当たり前
で，トートロジーである，というような批判です．郷
モデルを使って理論的に理解・予測するのは，フォー
ルディング途中の経路や速度などであり，これが正し
く記述できるか否かはまったく自明ではありません．
）
興味深いことに，本質的な批判はまったく相反する
2 つの方向に分かれます．1 つは 1）実験的にフォー
ルディングするという事実から天然構造が安定になっ
ているのは当たり前で，だから郷モデルは当たり前
だ，というものです．反対の批判は，2）天然構造中
に存在する相互作用だけ考えて，それ以外の相互作用
を無視するなんてとんでもない！ たとえばへリック

5．最後に
郷モデルを越える新しいタンパク質像はあるので
しょうか？ もちろん答えは明らかではありません．
構造形成の本質を捉えた郷モデルの次に必要なのは，
機能的制約の本質を取り込む理論かもしれません．ヒ
ントはアロステリーでしょうか？
郷モデルは，はるか昔に郷氏の手を離れて 1 人歩き
しています．知名度は間違いなく上がっています．支
持と批判が交錯しています．しかし，誇るべき 日本
発の生物物理学 の 1 つであることに疑問の余地はな
いでしょう．郷モデル誕生から 35 年，今年米国タンパ
ク質科学会の Carl Brändén Award が郷信広氏に授与さ
れることを，心よりお喜び申し上げて結びとします．
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ロドプシン研究はどこへ行くのか？
―吉澤透先生に応えて―
須藤雄気

名古屋大学 / 科学技術振興機構PRESTO

特集「日本発の生物物理学」は，実に面白い企画で
あると思う．ともすると，われわれは，諸先生方が，
研究の現場で活動されていたことを忘れがちである．
特集には，発見に結びついた生の体験が凝縮されてい
る．最近，生物物理学会においてすら，そこはかとな
く感じる先生・学生間のつながりの希薄さに警鐘をな
らす，正にタイムリーな企画であると思う．

ている．さらに，2000 年から大きく進んでいるロド
プシンタンパク質群の結晶構造解析でも，液体窒素温
度（77K）などの低温条件下で，光反応中間体をト
ラップする操作を行う．
フェムト秒レーザーが，レーザー研究者のみなら
ず，一般の研究者でも広く利用され，室温での反応測
定を容易に行うことができる現在においても，吉澤先
生らが提唱された光反応サイクルは受け入れられてい
る．つまり，光照射後フェムト秒での励起状態生成
後，フォトロドプシンが生成し，バソロドプシンに変
わ る． こ こ で は 発 色 団 レ チ ナ ー ル が，11-cis か ら
all-trans へ異性化するものの，歪んだ構造をとる．さ
らにルミロドプシン，メタロドプシンを経由し，その
間に情報伝達分子（G タンパク質）へ情報を伝達する，
という考え方である．情報量の限られていた時代であ
ることを考えるとそれが卓見であったことがわかる．
一方で，ロドプシン分子のもつ高い量子収率，発色団
のもつ 2 成分の励起状態の緩和過程やきわめて低い熱
雑音（いい換えると熱反応のポテンシャルバリアーが
高い）については，理解が進んでいるとはいい難い．
今後も実験・理論の両面で解析が進められていくと考
えられ，これらの研究は，現在京都大学・七田芳則教
授や，名古屋工業大学・神取秀樹教授などのもとで継
続している．また，前田章夫先生（京都大学名誉教
授）や神取教授らが，低温赤外分光法により，水分子
や側鎖を含む詳細なタンパク質構造の変化を明らかに
している．日本発だけでなく，現在でも日本が世界の
第一線でしのぎを削っている分野でもある．

1．吉澤透先生
私が，吉澤先生の文章 1) を受けて応答を書かせてい
ただく身として適当である自信はないが，吉澤研，あ
るいは関連研究室関係者というわけではなく，外野か
ら羨望の眼差しで見つめてきた身として，また，吉澤
先生が開拓されてきた手法を正に使っている身として
応答文を書かせていただく．
私が吉澤先生とはじめてお会いしたのは，2000 年の
フィンセンメダル（国際光生物学連合）の受賞祝賀会兼
研究会であったと記憶している．私のデータを一部発
表するということで，北海道大学・加茂直樹教授（現・
松山大教授）に連れられ，右も左もわからぬまま，岡田
哲二さん（現・学習院大教授）の発表（論文発表前の
GPCR としてはじめてとなるロドプシンの結晶構造）な
どを聞き，夜は東岡崎駅近くの川に面した料理屋の 1 階
で懇親会が行われた．研究者を目指そうかどうか迷っ
ていた自分にとって，この会で吉澤研関係者の方々と
お話しでき，特に岡田さんに「微生物のロドプシンは面
白いよね」といわれたことは，現在でも大きな励みに
なっている．吉澤先生には，このような出会いやきっ
かけを作っていただいたという面で大変感謝している．

3．情報伝達機構
吉澤先生は，光反応サイクルの同定だけでなく，生
物学者ということもあり，ロドプシンの情報伝達機構
解析においても多くの業績を残されている．特に，反
応中間体・メタロドプシン II が，細胞内の酵素カス
ケードを駆動する生理活性型中間体であることを見い
だされた 2)．現在では一般的になっている GPCR を介
した，生物の感覚応答機構（受容体→ G タンパク質

2．低温分光法
吉澤先生が開拓されてきたレチナールを発色団とす
るロドプシン分子の低温分光法は，現在，さまざまな
光受容タンパク質，あるいは関連タンパク質に適用さ
れ，タンパク質の反応・構造変化の理解に大きく役
立っている．私たち世代は，もはや当たり前の手法と
して，また，欠かすことのできない手法として使用し

What Goal should Rhodopsin Research Achieve?
Yuki SUDO
Division of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya University / PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST)
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→効果体）において，吉澤先生の行われた視興奮過程
に関する業績は，その先鞭をつけたといえる．また，
深田吉孝先生（現・東京大学教授）らと，三量体 G
タンパク質の  および  サブユニットがそれぞれ，
ファルネシル化およびアシル化という脂質修飾を受け
ていることを明らかにし，これらが光情報伝達に必要
不可欠であることを示した 3)．
現在は，さまざまなロドプシン分子の原子レベルで
のエネルギー変換・情報伝達機構について興味が移り
つつあるが，項目 2 の低温分光法とも関係して，1 つ
の大きな問題がある．すなわち，タンパク質骨格や
側鎖の広域での構造変化を伴う後期中間体における
低温結晶構造と，実際の生理機能を発揮する常温での
構造および反応は同じであるか？というものである．
2000 年以降，さまざまなロドプシン分子の中間体構
造が次々と明らかとなり，それまでの解析との相違
点・矛盾点が明らかになってきたことによる．たとえ
ば，私が解析を行 っ て い る セ ン サ リ ー ロ ド プシン
II(SRII) において，われわれはレチナール異性化後の
K 中間体においてレチナールの 14 位の C-H と Thr204
残基との間の大きな立体障害を報告し 4)，この変化
が，伝達タンパク質（HtrII）への光情報伝達に必須
であることも明らかにしている 5)．しかし，SRII-HtrII
単体および複合体の K 中間体の結晶構造は，驚くほ
ど類似しており，14 位 C-H と Thr204 との大きな立体
障害も見られない 6)．また，活性型 M 中間体の結晶
構造も，基底状態のそれと類似しており 7)，同一研究
グループおよびわれわれの解析で明らかとなった光励
起 後 の SRII-TM6 ヘ リ ッ ク ス の 構 造 変 化 と，HtrIITM2 の回転も見られていない．プロトンポンプ・バ
クテリオロドプシン（BR）や，アニオンポンプ・ハ
ロロドプシンにおいても，さまざまな問題が指摘され
ている．この問題は，現在でも解決されていない．
構造解析の有力な手法である電子線構造解析や固体
NMR 解析も高分解能構造を明らかにするためには，
結晶化が必要であり，溶液 NMR 法は，分子量の問題
やスペクトルの分離の悪さから，この問題にアプロー
チできるまでにはいたっていない．しかしながら，生
物と物理の境界領域にある生物物理学は，新たな分
野・手法を開拓する姿勢が重要であり，これらの問題
を解決することが，私たち新しい世代の生物物理学研
究者へ課せらせた課題であると認識している．

野である．これらは，吉澤先生をはじめ，特集号の執筆
者でもある津田基之先生（現・徳島文理大学薬学部教
授）や諸先輩方の努力の結果である．その一方で，私
は，ロドプシン研究の潮流が，2000 年付近を境に，以
下の 3 点から，大きく変わってきていると感じている．
（1）X 線結晶構造解析後のタンパク質解析：現在では，
ロドプシンが唯一の GPCR の結晶構造ではなく，
微生物型ロドプシンの構造も中間体も含めて続々
と明らかになってきている．百聞は一見にしかず
であり，美しいタンパク質構造により，そのタン
パク質機能を理解した気になるが，実際には先ほ
どの問題や，色（吸収波長制御機構）の問題など，
むしろ不明な点が続々と明らかになってきている
のが現状である．
（2）ゲノム科学進展による新たな分子の発見：2000 年
付近まで，ロドプシン類は，高等生物と好塩古細
菌にのみ存在するローカルなものであると考えら
れてきた．しかしながら，現在では 1000 を超え
る新たな分子がさまざまな生物種から発見され，
ロドプシンを介した光受容がさまざまな生物で重
要であることがわかってきている．また，その機
能はイオンチャネルや転写制御など多岐に渡る．
これらの機能発現メカニズムは不明な点が多い．
（3）新たな分子による応用研究：新たに発見されたク
ラミドモナスのロドプシン（チャネルロドプシ
ン）や，ハロロドプシンなどは，光により簡便か
つ高精度で，イオン透過を制御可能なことから細
胞の神経活動の on/off を制御でき，新たな光神経
科学分野が開拓されている．
「ロドプシンの利用」
はますます拡がっていくことであろう．
以上，吉澤先生がまいた種は，おそらく当初予想さ
れなかったような広がりを見せ，特に，ご退官された
2000 年以降，新たな局面に入ってきたと感じている．
これを気に，このような記事を書くこととなり，ま
た，はじめて主催する研究会（2010 年 3 月）に吉澤
先生をおよびできたことには，不思議な感覚を覚え
る．最後に，ラボを構える諸先生方にお願いがある．
ぜひ，研究や研究以外のことも含めた，ご自分の体験
を研究室のメンバーに伝えてください．体験記は，小
説を読むよりも面白いと思う人は，私だけではないと
信じています．
文
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4．ロドプシン研究の未来
ロドプシンタンパク質は，GPCR（微生物型ロドプ
シンを除く）
，光受容タンパク質あるいは膜タンパク
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日本発の生物物理学

生物物理学における振動分光法の未来
―北川禎三先生に応えて―
古谷祐詞

分子科学研究所・総合研究大学院大学

赤外分光法やラマン分光法に代表される振動分光法

することで，研究対象の本質に迫る研究事例も増えて

は分子の構造情報を得る手段としておもに物理化学分

おり，使い手次第で生命科学分野に大きなインパクト

野で発展してきた ．その後，タンパク質に適用する

を与えることも可能であろう．

1)

ことで単なる構造情報だけでなく，機能に関連したさ
まざまな知見が得られることが示されてきた．現在の

2．北川禎三先生との出会い

振動分光法の発展は，北川禎三先生をはじめ，さまざ

北川先生は，振動分光法，特にラマン分光法をタン

まな諸先輩方の奮闘によるものであることに異論はな

パク質研究に適用した開拓者の 1 人である．私が北川

いであろう．それでは今後，振動分光法を用いて生物

先生とお会いしたのは，京都大学理学研究科でセミ

物理学にどのような発展が期待できるのであろうか？

ナーをされたときで，おそらく博士課程の大学院生に
なったばかりであったと思う．当時，私は電子線回折
法によるロドプシンの立体構造解析から，低温赤外分

1．生命科学分野における振動分光法の位置づけ
タンパク質の機能発現機構を研究するためには，原

光法による構造変化解析にテーマを大きく変更し，神

子レベルでの構造情報が不可欠である．タンパク質の

取秀樹先生（現，名古屋工業大学教授）から手ほどき

原子座標が得られる X 線結晶構造解析や NMR 分光法

を受け，ロドプシンの光誘起赤外差スペクトルにおけ

は非常に強力な実験手法である．立体構造情報をもと

る重水分子の O-D 伸縮振動バンドの帰属を行ってい

にして，機能発現に重要と思われるアミノ酸残基を改

た．北川先生は共鳴ラマン分光法によって，CO 解離

変した部位特異的変異体（タンパク質および個体レベ

後のミオグロビン内部のヘムの温度を，ストークス散

ル）の機能解析も可能となる（実際には，機能解析が

乱とアンチストークス散乱のラマンバンドの強度比か

先行し，後に立体構造情報が得られて，注目していた

ら，ピコ秒の時間スケールで追跡することが可能 2) と

アミノ酸残基がなぜ機能発現に重要であったかがわか

いうご講演をされ，大変興奮したことを記憶してい

ることのほうが多い）．

る．その後，生物物理若手の会にて 2003 年度第 43 回
夏の学校の分科会講師をお願いしたところ，快く引き

では，タンパク質研究における振動分光法の役割と
従来は，赤外分光法は二次構造情

受けてくださった．ご講演のタイトルは「振動分光法

報を得る手段として位置づけられ，ラマン分光法は共

で見るタンパク質のダイナミクス」であった．タンパ

鳴効果を利用することで，タンパク質に結合した補酵

ク質の全体構造を一様に 2-3 Å 程度の分解能で解析す

素（ヘムやレチナールなど）の構造解析に用いられて

る X 線結晶構造解析とは異なり，共鳴ラマン分光法

きた．最近では，振動分光法を時間分解計測や低温ト

は特定の化学結合をミリ Å の精度かつピコ秒の時間

ラップ法などと組み合わせることで，タンパク質の機

分解能で計測することも可能な計測法という説明に感

能発現過程での構造変化を明らかにし，その機能発現

銘を受けた．私自身も低温赤外分光法によりロドプシ

に本質的に重要な部位があぶり出されることもある．

ンの機能発現に重要な水分子やスレオニン残基などを

立体構造が得られる X 線結晶構造解析や NMR 分光

見いだした頃であり，振動分光法の威力に魅了されて

は何であろうか？

いた．

法と比較して，振動分光法がもたらす構造情報は格段
に少なく，生命科学分野ではあまり重要とは認識され
てこなかったように思われる．しかし，測定法を工夫
Perspectives of Vibrational Spectroscopy in Biophysics
Yuji FURUTANI
Institute for Molecular Science
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3．ロドプシンの機能発現に重要な役割を果たす
水素結合変化の検出

用したユニークな研究例がある．北川研究室で総合研

バクテリオロドプシンに代表されるように，古細菌

（現，東北大学教授）は，急速溶液混合法を組み合わ

型ロドプシンの中には光駆動プロトンポンプとしては

せることで，水溶性タンパク質のフォールディング機

たらくものがある．一般的に，そのプロトンポンプ機

構における脱水和の重要性などを見いだした 8)．

究大学院大学の博士課程を修了された高橋聡先生

構において，アスパラギン酸やグルタミン酸だけでな

最後に，東京大学の濵口宏夫教授の研究グループ

く，タンパク質内部の水分子が重要な役割を果たして

が，顕微ラマン分光法を用いて生細胞に特徴的な振動

いることがよく指摘されている．私は，名古屋工業大

バンドを 1602 cm1 に見いだした報告を紹介する 9)．

学の神取研究室において，さまざまな古細菌型ロドプ

そのバンドは生細胞中のミトコンドリアにのみ観察さ

シンに対して網羅的な解析を行うことにより，強い水

れ，KCN で呼吸を止めると消失する．このことから

素結合を形成した水分子の存在と光駆動プロトンポン

「生命のラマン分光指標」と名付けられている．顕微

プ活性に相関が見られることを明らかにした ．これ

ラマン分光法は，タンパク質や脂質などの生体分子の

は 1 つの水分子によってロドプシンの機能がわかると

ラマンスペクトルを生細胞中でも計測することが可能

いうユニークな研究だと思っている．

であり，今後，生命科学分野で活発に利用されること

3)

また，古細菌の負の走光性に関与するファラオニス

が期待される．

フォボロドプシン（ppR）に対して赤外分光計測を行
い，その情報伝達機構にかかわる構造変化を明らかに

5．今後の展望

してきた．光異性化直後に形成される K 中間体にお

振動分光法は，すでにタンパク質だけでなく細胞の

いてレチナールの C14 位が Thr204 と立体障害を起こ

研究にまで適用されており，今後はより高次な神経系

し，その結果，Thr204 の水素結合が pHtrII と複合体

における細胞ネットワークや個体レベルでの研究にま

を形成しているときだけ変化することを明らかにし

で発展していくのではないかと思われる．特に，ラマ

．共同研究者の須藤雄気博士（現，名古屋大学

ン分光法は生体適合性，空間分解能の点で優れてお

准教授）はバクテリオロドプシンにスレオニン残基を

り，イメージングにおいて画期的な発展が期待され

ppR の Thr204 の位置に導入することで，プロトンポ

る．一方，赤外分光法についても表面増強効果や近接

ンプをセンサーへと変換した．この変異タンパク質に

場効果を取り入れるなどして，先端的な研究が展開さ

おいてもスレオニンが水素結合変化することを赤外分

れていくであろう．究極的には単一分子の振る舞いを

光法で確認した ．特定のアミノ酸残基が機能変換に

振動分光法で検出することが夢となろうか．筆者自身

かかわることを明らかにするのに赤外分光法が大きな

は，さまざまな妄想を巡らしつつも，
「愚公山を移す」

役割を果たしたものと考えている．

の故事成語に習い，地道に研究を行っているところ

た

4), 5)

6)

である．「人間万事塞翁が馬」と思えるように，自分

4．近年の展開；タンパク質から生細胞まで

自身が置かれた環境でベストを尽くしたいと考えて

近年，振動分光法を利用した研究の展開はめざまし

いる．

いものがあり，すべてを紹介することは紙面の都合上
できないが，私が注目している研究例をいくつか紹介
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させていただく．
まず，金属薄膜による表面増強赤外吸収分光法と全
反射赤外分光法とを組み合わせた手法である．これに

プロトン移動の方向を制御したという報告がある 7)．
将来的には，膜電位が存在する中で，膜タンパク質が
機能する姿を捉える有力な手法に発展するのではない

13396.
9)

かと期待されている．
また，顕微赤外分光法においては，イメージングで

Huang, Y.-S. et al. (2004) J. Raman. Sepctrosc. 35, 525-526.
特集
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その通り，
そのイメージは間違っている
―森本英樹先生に応えて―
Jeremy R. H. TAME
横浜市立大学

森本先生の文章を読んだときには，最初は興奮やら

しかし，すぐにもう一度最初からモデルを組み直し

共感やら，果ては何か違うという気分までどうにもま

て，今日知られているヘモグロビンの構造にたどりつ

とまらない印象が交錯しましたが，やっと最後に，森

いたということです．ヘモグロビンの構造と機能の関

本先生はまったく正しいことをいわれているのだけれ

係について説明する 2 状態モデルは，Monod-Wyman-

ど，あることについては誤った判断をしている，とい

Changeux（MWC）によってパリで生まれました．こ

うことで納得することにしました．

れはもともと酵素活性を説明するために提案されたも

私の経歴は，いくつかのところで森本先生と交錯し

のですが，ヘモグロビンが基質結合状態に依存して

ています．森本先生の弟子にあたるケンブリッジの長

2 つの結晶構造をとるというケンブリッジの実験がパ

井潔教授のもとで博士論文を書いたことからすれば，

リに多大な影響を与えたことによって，ヘモグロビン

私は森本先生の孫弟子であるということになります．

の問題に展開されたといえるでしょう．

長井教授は大阪大学の森本研出身で，ケンブリッジに

MWC モデルは実にエレガントで，異なった条件の

留学して，はじめてヘモグロビン変異体を人工的に作

実験結果によって決まる少数のパラメータだけで，ヘ

ることに成功した方です 1)．そのようなケンブリッジ

モグロビンの働きをよく表現しています．その単純さ

と大阪のつながりは，森本先生が 70 年代にケンブ

が批判されることがよくありますが，実際，ヒトのヘ

リッジに留学したことに始まり，その留学がなければ

モグロビンがこのモデルでよく説明できることは否定

私が今このように日本で職を得ることもありませんで

のしようがありません．しかしうまく説明できるから

した．私のそのような結晶科学者としての来歴からす

と い っ て， そ れ で よ し と す る こ と は で き ま せ ん．

れば，私のものの見方は，20 数年の時間の隔たりは

Perutz，Herman Lehmann そして留学中の森本先生は，

あるものの，森本先生の引き写しであるといってもい

ヘモグロビンの構造に基づいて，アミノ酸変異が，酸

いのかもしれません．

素親和性に影響を与えるかどうかを調べました．その

私は 80 年代にケンブリッジの学生であったときに，

結果，サブユニット間の接触面に起こる変異が最も酸

Max Perutz の講義を聞いたことがきっかけで，タンパ

素親和性に影響を与え，分子表面の変異はほとんど影

ク質の立体構造研究の道に進むことになりました．少

響を与えないことを見いだしました．そして，その結

しその周辺に触れましょう．私が学生のときにはすで

果をまとめたものが，1971 年に森本先生を筆頭著者

に，有名なヘモグロビンの 2 状態モデルは教科書的に

2)
として，Nature に発表されました ．森本先生がケン

確立されたものとなっていました．Perutz は直感を信

ブリッジにもたらした正確な実験手法がこの成果を生

じて突き進む実に変わった方でした．彼が一度何かを

み出したといえます．Lehmann には会ったことはない

真実だと見定めてしまうと，なにごともその信念をゆ

のですが，Perutz のもとで何年か学んだ経験からすれ

らがすことはできません．Perutz 自身から聞いたこと

ば，予想と異なった実験結果を見たときの Perutz の不

なのですが，そのような強すぎる信念が行きすぎて，

機嫌な顔を十分に想像できます．森本先生の文章にあ

40 年代後半に有名なヘモグロビンの “hat box” model*

るように，必ずしも友好的でないケンブリッジの雰囲

を出してしまったのだそうです．これについては後年

気の中で，森本先生が正確な実験を行うという考えを

Francis Crick が誤りを指摘したのですが，それを聞い

曲げなかったことには驚きいりました．今では結晶学

たとき Perutz は相当に頭にきたといっていました．

者は，その成果が生み出された過程でのこのような重

Yes—It’s Wrong!
Jeremy R. H. TAME
Yokohama City University
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大な貢献を忘れて，その結果だけを見ているように思

明らかです．さらに直接的にこの違いを示したのは，

えます．

この 10 年ほどの米谷隆さんの研究です

5), 6)

．ヘモグ

Perutz はタンパク質の構造を原子レベルで明らかに

ロビンの高酸素親和性構造（R state）に結合して酸素

した先駆者でした．したがって当然のことながら，彼

親和性を大幅に弱めるいくつかの小さな分子を発見し

の研究には，彼が当時受けた化学と鉱物結晶学の教育

たのです．このようなヘモグロビンの結晶構造と酸素

が色濃く反映されています．これは静的な平均構造の

親和性の不整合は，これまでにも病理的変異体で見つ

みに注目するという研究姿勢で，たとえばケンブリッ

かっています．たとえば，Hb San Diego では，アミノ

ジの地図がどこに歴史的建造物があるかを示すのと同

酸変異が  サブユニットと  サブユニットの間にあっ

じように，X 線データはどこに原子があるかを示すだ

てヘムから遠いために，構造からは酸素親和性には影

けのものだと考えるものです．当時でもタンパク質が

響を与えないように見えますが，実際は酸素親和性を

振動していることは誰しも認めてはいましたが，その

高くする．同様に，低酸素親和性構造（T state）にあ

頃の構造科学のなかに運動の概念を見つけることは

る塩橋の切断が親和性をあげることも 1 つの例でしょ

まったくできません．現在では，NMR や他の分光学

う．したがって，
「T state の親和性」
，
「R state の親和

的手法，そして計算機シミュレーションなどのおかげ

性」というように固定的に想定することは意味があり

で，常温でタンパク質がどれほど動いているかをよく

ません．もう少しいえば，ヘモグロビンが動きやすく

理解することができるようになり，さらにその動きが

なると親和性があがるように見えます．このような見

タンパク質の機能発現に必須であることも受け入れら

方は，学生に教えている教科書的なヘモグロビンのモ

れています．しかし，Perutz が有名な 1970 年と 1972

デルとまったく異なります．その意味で，時代遅れの

年の論文で展開したヘモグロビンの 2 状態モデル

3), 4)

モデルはなかなか変わらないという森本先生が抱いて

は，現在でも動かしがたい教科書的知識として教えら

いる苛立ちを私も共有しています．最近のアロステ

れています．多くの研究者が，この 2 状態モデルをさ

リーについて議論は，ヘモグロビンはすでに重要な対

らに複雑なモデルに発展させようと努力しましたが，

象ではなくなったとして，ダイナミクスの寄与が最初

結局 MWC モデルに取って代わる 3 番目の状態をみ

から明瞭なものばかりに集中しています．地球全体を

つけることはできませんでした．最近では，ヘモグロ

写した衛星写真が天気予報の精度を向上させることが

ビンの 3 次構造と 4 次構造が相関しないモデルまでも

できないと同様に，単純な機械的モデルはタンパク質

が提案されています．このモデルは，高酸素親和性構

の詳細な振る舞いを捉えることはできません．

造（R state）のヘモグロビン 4 量体構造の中に，低酸

森本先生がヘモグロビン機能の解明に成功しなかっ

素親和性のサブユニットが存在し得るとするもので

たという判断をされるのであれば，それはすべての科

す．こうなるともうパラメータの数が多くなって，当

学者が成功しなかったというべきでしょう．完全な説

然のことながら実験の酸素平衡曲線ときわめてよく合

明はありえないことを考えれば，森本先生の「失敗し

うようになりますが，そのモデルが真実に近づいてい

た」という判断は誤りです．タンパク質が機械仕掛け

るのかどうかは誰にもわかりません．

のおもちゃのように理解できるという考えこそが本当

私の考えは森本先生とまったく同じです．つまり，

の失敗を招きます．森本先生の考え方はむしろこれか

タンパク質の機能を理解するためには，その動的な側

らの主流になるものと確信します．

面を理解しなければならない．ある特定の結晶構造情
報とそのタンパク質の酸素親和性を結びつけようとす

文

ることは，誤った単純化だと考えます．ヘモグロビン
は，さまざまな条件で同一の結晶構造を与えますが，
それぞれ酸素親和性が大きく異なることから，それは
* “hat box” model：ヘモグロビンの平行にへリックスが並んでいる
モデルで，Perutz が 1948 年頃に提案していた．
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データを解釈する者は誰か
―和田昭允先生に応えて―
金城

玲

大阪大学蛋白質研究所プロテオミクス総合研究センター / 情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター

系の状態が変化する．この変化が作り出す新たなパ
ターンが「意味」である．
「情報とはそれによって生
物がパターンを作り出すパターンである」という定義
もある 2)．では解釈する者は誰か．生物である．それ
は生物としてのわれわれ研究者でもあるが，より直接
的には研究対象としての生物である．あたり前のよう
にも思われるが，この点はしばしば混同されている
（そのせいで一見豊富なアノテーションが直接モデル
化に活かせない事態が生じている）
．生物が情報を解
釈するさまを解釈するというメタレベルの解釈行為が
現代の生命研究の重要な部分であるといってもよい．
ここで生物物理学について考える前に，情報の意味
を生物が解釈することの意味をもう少し検討してみよ
う．生物における解釈とは物質・エネルギーのパター
ンである情報を境界条件（初期条件も含む）として進
行する物理過程（分子間相互作用や化学反応）であり，
その結果変化した物質・エネルギーのパターンがもと
の情報の意味となる．これがさらに解釈されて生物学
的過程が進行していく．一見優れて物理的な現象であ
る．しかし，ここで生物にとってより本質的なのは物
理過程の仕組みではなく，その境界条件すなわち情報
のほうである．なぜならこの条件を変えれば物理過程
は同一の物理法則にしたがいつつも異なる軌跡をたど
るだろうが，そうすると生物は生きていけなくなるか
らだ．ミオグロビンの天然構造がなぜグロビンフォー
ルドなのかという問いには，そのアミノ酸配列がグロ
ビンフォールドに特有のパターンをもっているからだ
と答えれば済む（ホモロジーモデリングは最良のタン
パク質立体構造予測法である）
．ところが物理学にお
いて境界条件というものは理論の外部から与えられる
ものであり，なぜその境界条件がそのようであるのか
という問題は物理学ではむしろ切り捨てるべきもので
ある．このことは情報の意味を解読するために，情報
媒体の物理計測が必須ではあっても，物理法則はほと
んど役に立たないことを意味する（ab initio 立体構造
予測を見よ）
．ところで「物理・化学情報」という言
葉が使われることがあるが 3)，この場合，情報を解釈

「生命科学研究者は，生命の不思議が醸し出すロマ
ンに陶酔しながらも，データードリブン，テクノロ
ジードリブン，モデルドリブン研究は不可避という冷
徹な現実を直視しなければならない．」―和田昭允 1)
データは洪水だ．その洪水を統御するためにはテク
ノロジーで武装する必要がある．そもそもデータの洪
水自体がテクノロジーによって生み出されてきたこと
を鑑みると，まさに毒をもって毒を制す，である．大
量データを最新テクノロジーでむやみにいじりまわし
たところで出てくるのはゴミと相場は決まっている．
そこで人間の悟性に適合するモデルが必要となる．モ
デルを組み立て，データを流し込み，かきまわす．そ
の結果が生命現象の一断片をスッキリ説明できればよ
いが，そうでなければそのモデルを捨て，新しいモデ
ルを次々に試す果てしない旅が続くことになる．さら
にはこうした数々のモデル自体までもがデータとな
り，それらが生産した 2 次データと相俟ってデータの
拡大再生産を加速していく．かくして，データ，テク
ノロジー，モデルは三位一体となってわれわれに襲い
かかる．もはや現代の生命科学研究者に生命の不思議
が醸し出すロマンに陶酔している暇はない．すなわ
ち，データドリブン，テクノロジードリブン，モデル
ドリブン研究は大量のデータ，最新のテクノロジー，
多数のモデルに振りまわされる研究と定義される．
「ドリブン（driven）」は受動態である．
しかし，振りまわされるばかりでもいけない．和田
先生に倣って 1)「彼」であるデータと「己」である生
物物理学について考えてみよう．データとはそれ自体
では単なるビットの列であり，生物系における物質や
エネルギーの系列を測定して記録したものである．そ
の「意味」を解読すること，これが問題である．意味
を伴ったデータはすなわち情報である．意味はデータ
に内在する「パターン」を「解釈」することによって
生じる．
「パターン」とはパターン間の差異の集合で
ある．つまりあるパターンは何らかの仕方で他のパ
ターンとは異なるということである．「解釈」はある
主体が行う行為ないし動作であって，その結果として

Who Interprets the Data?
Akira R. KINJO
Institute for Protein Research, Osaka University / Database Center for Life Science, Research Organization of Information and Systems



目次に戻る
データを解釈する者は誰か

ないという訳ではないが，生物物理学が表舞台に立つ
ことはない．
前向きに考えると，生命情報と生体物質の関係の必
然性を仮定するかしないかにかかわらず，その両方を
統合的に扱うことがこれからの生物物理学の課題であ
るべきだと思われる．
「自然二分論」の復活だ．和田
先生ご自身が，
「生命探求の道が論理的に『生命の物
理・化学』と『生物種間比較』とに明確に区別され」
ると述べられている 3) のは示唆的である．しかしこの
明確な区別を再び不可分に融合してしまうことこそ生
物物理学の目標ではないか．では実際に何をどうすれ
ばよいだろう．永山は生物を「天然の技術」の塊とと
らえる観点から，
「人工の技術」の学である工学と対
比させ，工学を介して物理学と生物学を接続する考え
を提案している 6)．大野は自然現象を基礎法則と補助
条件からなると捉え，後者の本質的部分である「基礎
条件」を同定するための「統合された自然史」を提案
している 7)．私自身は，パターン間の差異が意味を産
み出すという観点から，差異を積極的に無視してきた
これまでのタンパク質構造の分類体系の見直しを始め
ている．どのようなアプローチをとるにせよ「この生
物のこの情報はなぜこの物質でなくては扱えないの
か」という問題に取り組む必要がある．そのために
は，分子やその集合体の物理・化学的性質の生物種
間・生物種内比較（物理学的博物学？）が必須となろ
う．論理的に明確に区別された生命探求の 2 つの道
は，こうしてふたたび 1 つになりうる．結果的に情
報・物質間の必然性がないことがわかったとすれば，
現存の生物とは異なる物質的基盤をもつ「生命」が論
理的に可能になるという意味で大きな収穫である．
このようなことを考えていて痛感させられるのは，
現在はゲノムとそれに関連するデータは大量にある
が，これらは生物を規定する情報の一部でしかない，
ということである．特に，細胞の構造に関する定量的
データはほとんどないといってよい．したがって，計
測技術を先鋭化させるという従来の生物物理学の役割
もまだ重要性を失ってはいない．しかし，生命情報の
意味解釈（のメタ解釈）という問題を無視しては，生
物の面白さを取り逃がす可能性があるということは認
識しておく必要がある．

する者は物理・化学者であって，対象とする物理・化
学系ではない．物理・化学系自体に上の意味での情報
は（境界条件を除けば）存在しない．生物系は情報を
蓄え，複製し，処理し，これらの過程を制御する情報
までをも含んでいる．ここに物理学と生物学の間の深
い溝がある．いまや「生物は物質の部分空間．した
がって，物質研究で成功してきた物理学の対象として
攻める」1) という見方は的を外していたといわざるを
得ない．生物は物質の部分空間ではないのだ．生命情
報のメタ解釈としての生命研究には，情報の伝達・貯
蔵・変換および意味解釈を扱う体系である情報科学 4)
こそが必要とされている．逆に情報科学の確立には，
生命研究の進展が大いに寄与するだろう．では「生命
現象の本質は情報にある．したがって情報科学の対象
として攻める」といい切ってよいだろうか．
それに答えるために，情報科学の代表例である「プ
ログラムを実行する計算機」を生物と比べてみよう．
計算機（物質）のみを調べてもプログラム（情報）の
内容は理解できないという点では生物とよく似てい
る．内容の不明なプログラムを解読するには入力デー
タやプログラム自体を少し改変しては計算機で実行さ
せてその結果を改変前のものと比べるということを繰
り返すしかないが，これは分子生物学の手法そのもの
である．しかし，
（高級言語で書かれた）プログラム
は異なる計算機上で実行でき，計算機自体もいろいろ
な素材で作ることができるので，プログラムと計算機
の関係には何の必然性もない．これに対してタンパク
質や核酸や細胞をもたない生物が発見されていない以
上，生命情報と生体物質の関係には何らかの必然性が
あると仮定するのは自然だろう．この仮定が真なら
ば，情報科学だけで生命現象を解明するには限界があ
るだろう．仮定が偽ならば，物質科学は計測技術とし
てのみ有効であり（それを過小評価することはできな
いが）
，生命科学で生体物質を扱うのは生命情報を解
釈できる系が現状ではたまたまそれしかないからだと
いうことができる．
生物物理学は生命科学と物質科学の融合をめざして
始まったと伝説は語る．しかしその実態は，生体物質
の物性物理学，あるいは生物の物理計測とその技術開
発であった．
「生命は積木細工ですね」という湯川秀
5)
樹の言葉 は，情報概念を無視したことの帰結ではな
いだろうか．分子機械もルースカップリングも，情報
処理という視点を欠いてはただの物理学である．だか
ら面白くないという訳ではないが，生命現象の本質に
は迫れない．では，ゲノム情報をはじめとする大量の
情報とその生物にとっての意味を研究すればよいのか
というと，それは分子生物学（とりわけゲノム科学）
が日々行っていることであり，ただの情報科学だ．タ
ンパク質は○や△や記号でこと足りる．だから面白く
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解説

昆虫飛翔筋のはたらきとその進化
岩本裕之

（財）高輝度光科学研究センター

Insects, the largest group of animals on the earth, owe their prosperity to their ability of flight and small body sizes. The
ability of flight provided means for rapid translocation. The small body size allowed access to unutilized new niches. By
acquiring both features, however, insects faced a new problem: They were forced to beat their wings at enormous frequencies. Insects have overcome this problem by inventing asynchronous flight muscle, a highly specialized form of striated muscle capable of oscillating at >1,000 Hz. This article reviews the structure, mechanism, and molecular evolution
of this unique invention of nature.
insect flight muscle / asynchronous operation / stretch activation / thin-filament regulatory system

ば現在知られる最小の昆虫は寄生バチの 1 種（体長

1.

はじめに

0.2 mm）で，その幼虫は微小昆虫の代表格であるア

昆虫は，地球の生態系を維持し，森林や農業の生産

ザミウマ（体長 1-2 mm）の卵の中で育つという．し

を支える一方で伝染病も媒介するなど，人間生活と深

かし小型化の過程で，昆虫は小型化するほど高い周波

くかかわっている．地球上に 100 万種以上が生息する

数で羽ばたく必要に迫られた．これは，体重が体長の

といわれる昆虫たち．その大部分は数ミリからせいぜ

3 乗に比例するのに対し，揚力は体長の 4 乗に比例す

い 1-2 センチの小さなものである．しかしその 1 匹

るためである 2)．実際，カは 500 Hz で羽ばたくし，

1 匹を生存と繁栄の工夫がぎっしり込められた究極の

さらに小型のユスリカの類は 1000 Hz で羽ばたくとい

マイクロマシンとして見たとき，その精巧さには驚か

う 3)．これを筋肉の通常の収縮弛緩の繰り返しで実現

される．たとえば ミ ツ バ チ の 脳 は 恐 ら く ヒ ト脳の

するのは困難である．

1 千万分の 1 程度の体積しかない「微小脳 」だが，

昆虫の飛翔筋は脊椎動物の骨格筋と同じ横紋筋であ

1)

それでも餌のありかを記憶し，巣に戻ってその方角や

り，その収縮弛緩の制御のしくみも骨格筋と基本的に

距離を仲間に伝えることができる．体積あたりのパ

は同一である（図 1）
．すなわち筋細胞の興奮により

フォーマンスの高さはヒト脳の比ではなかろう．この

筋小胞体（SR）から放出された Ca イオンはアクチン

ように，昆虫はスペースの厳しい制約の中で，生物個

繊維上の調節タンパク質トロポニンに結合する．する

体の機能を徹底的に効率化するよう進化した生物とい

ともう 1 つの調節タンパク質トロポミオシンが抑制位

える．ここでは，もう 1 つ徹底的に効率化し，昆虫に

置から移動して，収縮が開始する．弛緩は Ca イオン

とって象徴的な組織へと発展した飛翔筋に関して，そ

が SR の Ca ポンプにより再取り込みされることで起

の構造と動作の分子機構・進化上の生い立ちについ

こる．この再取り込みはエネルギーを用い，濃度勾配

て，現在までにわかっていることを概説し，将来の研

に逆らって行われる能動輸送である．したがって通常

究へつなげたい．

の収縮弛緩の繰り返しで高い羽ばたき周波数を実現し
ようとすれば，SR と，それにエネルギーを供給する

2.

ミトコンドリアが発達しなければいけない．すると肝

昆虫が飛ぶためには

心の筋原繊維のスペースが減少してしまう．このよう

昆虫の繁栄をもたらしたのは飛翔能力の獲得と体の

な理由で，通常の収縮弛緩で実現できる羽ばたき周波

小型化であると考えられる．小型化は大型動物には利

数は 100 Hz が限度といわれてきた．バッタのように

用不可能な新しいニッチの開拓を可能にした．たとえ

原始的で羽ばたき周波数の低い昆虫は神経インパルス

Structure, Function and Evolution of Insect Flight Muscle
Hiroyuki IWAMOTO
SPring-8, JASRI
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図2
同期型飛翔筋（a）と非同期型飛翔筋（b）の動作．上段が羽の動
き，下段が運動神経インパルス．羽ばたき周波数は昆虫の種類に
より大きく異なる．

図1
昆虫飛翔筋の基本構造と収縮弛緩の制御．機能の最小単位である
1 個の筋節の構造を示す．A，アクチン繊維；C，C- フィラメント；
M，ミオシン繊維；MT，ミトコンドリア；PM，細胞膜；SR，筋小胞
体；Tn，トロポニン；Z，Z 膜．ミトコンドリアと SR は必ずしも筋
節に対応しない．

励振動を行う（図 2b）
．この間 Ca 濃度の変動がない
ので SR と Ca ポンプは最低限でよく，エネルギーを

1 回ごとに通常の収縮弛緩を行って羽ばたく「同期型」

有効に筋原繊維に振り向けることができるばかりか，

タイプである（図 2a）．

羽ばたき周波数の上限もなくなる．ハチ飛翔筋の場

ところがコナジラミという微小昆虫（カメムシ目）

合，筋原繊維の体積は 53% を確保，ミトコンドリア

は同期型ながら 100 Hz 以上で羽ばたくというので話

が 43%，SR はわずか 4% となっている 6)．ミトコンド

題となった．しかし結局この昆虫は後述の「非同期

リアが多いのは後述のように筋原繊維自体のエネル

型」であることがわかった ．この論文が Nature 誌に

ギー消費が激しいためであろう．ハチの他に，前述の

掲載されるほど同期型が 100 Hz の壁を越えるのは一

カ・ユスリカを含むハエ目や甲虫目などの進化した昆

大事だったわけである．

虫グループはすべて非同期型である．

3.

るのだろうか？

4)

非同期型における羽ばたき周波数はどうやって決ま
鳴く魚とガラガラヘビ

多くの昆虫の飛翔筋は直接羽を動か

すのではなく，羽のある胸部外骨格を変形させること

飛翔以外で高周波の収縮弛緩がみられるのは「鳴

で間接的に羽を動かす「間接飛翔筋」タイプである

く」 動 物 の 場 合 で あ る． こ の 場 合 は 同 期 型 で も

（図 4）
．ここでは胸部の前後に走る dorsal longitudinal

100 Hz 以上で振動するものがある．浮き袋を震わせ

muscle（DLM） と， 上 下 に 走 る dorsoventral muscle

て 200 Hz で鳴く toadfish（ガマアンコウ）は，ミオシ

（DVM）が拮抗筋として働く（一方が縮むと他方が伸

ンのアクチンへの結合を短くし，張力を犠牲にするこ

ばされる）
．非同期型飛翔筋には伸ばされると活性化

とで速い収縮弛緩を可能にしている ．最高 100 Hz

されて大きな力を出す stretch activation（SA，伸張によ

で発音するガラガラヘビでは，発音筋細胞に占める筋

る活性化）の性質があるため，拮抗筋の間で引っ張り

原繊維の体積の割合は 32% 程度しかなく，ミトコン

合いを延々と繰返すことで Ca 濃度に変動がなくても

ドリアと SR が 26% ずつである （図 3）．さらにセミ

持続的な羽ばたきが起きる．このときの周波数を決め

には 550 Hz で鳴くものもあるが，鼓室筋の筋原繊維

るのは基本的には胸部の固有振動数であるが，神経イ

はわずか 22%，ミトコンドリアと SR が 34% ずつと

ンパルス頻度を増すことで Ca 濃度を上げ，周波数を

なっている ．このように収縮力を犠牲にして周波数

上げることもできる（ショウジョウバエでは，インパ

を確保するやり方は発音のためならよいが，力の必要

ルス 3 → 5.5 Hz のとき羽ばたき 185 → 195 Hz） ．何

な飛翔筋にとっては適切な選択肢ではない．

れにせよ非同期型動作の採用により振動を筋肉に任せ

5)

6)

6)

7)

る分散処理が実現し，中枢神経は個々の羽ばたきを制

4.

御する負担から解放されている．これも冒頭で述べた

非同期型飛翔筋

微小脳の実現に一役買っているのかもしれない．

それでは昆虫は高周波羽ばたきの問題をどう解決し
たか？

それは「非同期型飛翔筋」の採用である．非

5.

同期型飛翔筋では，低い神経インパルス頻度で細胞内
Ca イオン濃度を一定に保ち，その間に収縮要素が自

非同期型飛翔筋の構造的特徴

非同期型飛翔筋にはいくつかの構造的な共通点があ
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る．まず，筋節を隔てる Z 膜とミオシン繊維の両端が

6.

C-フィラメントとよばれる弾性タンパク質の強固で短

Stretch activation の分子機構

い繊維で結ばれている．このため筋線維の引っ張りに

前に述べた stretch activation（SA）は非同期型動作に

対する抵抗はきわめて大きく，長さを大きく変えるの

不可欠のものと考えられ，多くの研究者がそのしくみ

が困難である．次に，筋節内でミオシン，アクチンな

を解明しようと思案をめぐらせた．特徴的なタンパク

どのタンパク質分子が結晶のようにきわめて規則的に

質配列の高い規則性と SA の関係に着目したのも当然

配列している．このため X 線を照射すると，結晶から

で，ここからいわゆる「マッチ―ミスマッチ仮説」が

得られるようなスポット状に独立した反射が記録され

生まれた 10)．ミオシン分子はアクチン繊維上のどのモ

る．さらにこの規則性は一筋節内にとどまらず，格子

ノマーとも結合できるわけではなく，結合できるのは

面の向きは筋節の境界（Z 膜）を超えて筋原繊維の全

適切な向きにある一部のモノマーに限られる．アクチ

長にわたって厳密に保存されることがわかった

．

ン繊維上で結合可能なモノマーのある領域をターゲッ

8), 9)

すなわち 1 本の筋原繊維全体が「生きたタンパク質の

トゾーンとよぶ．1 本のミオシン繊維に着目して，そ

巨大単結晶」の形態をとる．この構造のため，径を

の周囲に並ぶ 6 本のアクチン繊維を眺めると，ター

2 m にまで絞った X 線マイクロビームを単一筋原繊

ゲットゾーンはらせん状に並んでいる（図 6）
．ある

維の長軸に沿って照射すると，筋フィラメントの単一

筋節長では，どのミオシンもターゲットゾーンから離

6 角格子に対応する反射が記録される（図 5）
．以上は

れていて結合できないが，筋節をアクチンのラセンの

非同期型タイプの昆虫に例外なく見られる特徴である．

半ピッチ分（19 nm）伸張するとミオシンとターゲッ
トゾーンの位置が一致し，多くのミオシンがアクチン
と結合できるようになる．これが SA の「マッチ―ミス
マッチ仮説」である．しかし 1 本のミオシン繊維だけ
を考えれば確かにそうであるが，多数のミオシン繊維
を考えたときは必ずしも伸張によって結合の確率は上
がらないという反論もあり 11)，また実際に生きた昆虫
での筋長変化の振幅は 3%（約 45 nm のすべりに相当）

図3
筋細胞全体積中に占める各構造の割合．（a），ガラガラヘビ通常
骨格筋；
（b），ガラガラヘビ尾部発音筋；
（c），セミ鼓室筋；
（d），ハ
チ飛翔筋．文献 6 より改変．

図5
非同期型飛翔筋の筋原繊維から記録された単一 6 角格子に由来す
る反射．

図4
間接飛翔筋の動作と stretch activation を示す模式図．上段，左が
dorsoventral muscle（DVM），右が dorsal longitudinal muscle（DLM）
が収縮したところ．胸部外骨格の変形と羽の位置の関係に注意．
下段，DLM と DVM の張力の関係．伸張により遅れて張力が発生
するのが stretch activation で，DLM と DVM の張力発生は相補的
になる．図では矩形波の長さ変化に対する応答を示しているが，
実際の昆虫体内では正弦波的になる．

図6
1 本のミオシン繊維を囲む 6 本のアクチン繊維（ピンクの線）と，
その上のターゲットゾーン（赤の丸），ミオシン頭部の位置（点）
の関係．アクチンに結合しているミオシン頭部は緑の丸で示す．
（a） で は ほ と ん ど の 頭 部 が 結 合 で き な い が，（b） の よ う に 約
20 nm 筋節を伸張することで多数の頭部が結合できるようになる．
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もある点 12) も同仮説と矛盾する．ここで同仮説に代わ

8.

り，最近クローズアップされてきたのが SA に対する

非同期型飛翔筋を構成するタンパク質

以上説明してきたように，非同期型飛翔筋は脊椎動

収縮調節タンパク質（特にトロポニン）の役割である．

物の骨格筋と同様の横紋筋であるが，小さな振幅で高

7.

速振動するように構造も機能も高度に特殊化したもの

Stretch activation に対する調節タンパク質の役割

である．意外なことに非同期型飛翔筋固有の新規タン

アクチン繊維上の Ca センサーであるトロポニンは

パク質はほとんどなく，構成タンパク質は脊椎動物の

Ca 結合部位のあるトロポニン C（TnC），抑制作用を

骨格筋にあるものばかりである．しかし構成タンパク

もつトロポニン I（TnI），トロポミオシンと結合する

質の多くは飛翔筋特異的な分子種として発現してい

トロポニン T（TnT）の 3 成分からなる．TnC はカル

る．つまり昆虫は既存の素材を改良し，組み替えるこ

モジュリン様のダンベル型分子で，N 末端側と C 末

とで特殊な筋肉を作りあげたといえる．以下におもな

端側にそれぞれ 2 個の 2 価イオン結合部位がある．脊

構成タンパク質について概説する．

椎動物骨格筋で実際の収縮調節にかかわるのは N 末
ミオシン

端側から数えて 1 位，2 位の Ca 結合部位である．非

X 線回折実験の結果から，SA に伴って（つまり羽

同期型飛翔筋の材料として最もよく用いられるタガメ
に は，2 種 の TnC ア イ ソ フ ォ ー ム（分 子 種 F1，F2）

ばたきごとに）ミオシンが結合解離を繰返しているの

が飛翔筋に発現している．F1 は 4 位のみ，F2 は 2 位

は確かなようである．つまり羽ばたき周波数の高い昆

と 4 位 に Ca 結 合 部 位 が あ る．F1 と F2 は 7:1-10:1 の

虫ほどミオシンの結合解離も速いことになる．飛翔筋

量比で発現しているが，Bullard らは筋細胞を用いた

ミオシンの ATPase 活性は羽ばたき周波数に比例して

TnC 交換実験から，F1 が Ca の代わりに伸張を感知し

高くなることも知られている 18)．非同期型飛翔筋のミ

て SA を引き起こすもので，F2 は骨格筋の TnC のよ

オシンでそのキネティクスが詳細に調べられたのは

うに定常的な張力を制御するのだと主張している ．

200 Hz で羽ばたくショウジョウバエのものである 19)．

他種の TnC と構造がほとんど変わらない F1 が伸張を

ショウジョウバエの筋肉ミオシン（ミオシン II）の遺

直接感知するとは考えにくい．この点，Bullard らの

伝子は 1 つしかなく，飛翔筋特異的なものを含むあら

最近の論文では伸張を感知するセンサーは TnI にある

ゆる分子種が選択的スプライシングで作られる．通常

と提案している ．昆虫飛翔筋の TnI は C 末端にプ

ミオシンの「速さ」の指標とされるアクチンからの解

ロリンとアラニンに富んだ長大な延長部があり，全体

離速度定数は，飛翔筋特異的分子種の場合 3,698 s1 と

の分子量が大きいため TnH（H は Heavy の意）とい

きわめて大きく，最速のミオシン II といわれる（骨

う呼称がある．この延長部がミオシン繊維まで伸び

．しかし羽ばたき周波数がさら
格筋では 200-500 s1）

て，伸張に伴うアクチン繊維・ミオシン繊維間のずれ

に高い昆虫では解離もさらに速いと予想される．解離

を検知するというのである．しかし延長部は同期型飛

が速いのは，通常はアクトミオシン反応の律速となる

翔筋の TnI にも存在するし，延長部の発現を抑えても

ADP 解離ステップが加速されているためで，このあ

ショウジョウバエの飛翔力に影響しないという報告も

おりで ATP に対する親和性まで低くなっているとい

あるため （ショウジョウバエの TnH については後

．論文の著
う（K  0.2 mM1．骨格筋では 0.8-9 mM1）

述）
，この提案にはさらに検証が必要だろう．

者は，ショウジョウバエの飛翔筋は通常よりも高い

13)

14)

15)

何れにせよ SA に対して収縮調節タンパク質が何ら

ATP 濃度で作動すると予想しているが，細胞内 ATP

かの役割を果たしていることは X 線回折実験からも

濃度の文献上の値や筆者の実測値は他の筋肉のものと

予想される．アクチン第 2 層線反射はトロポミオシン

それほど変わらない．脊椎動物骨格筋と異なり，昆虫

分子の動きを反映するが，これが Ca による活性化時

飛翔筋のミオシンは飽和 ATP 濃度よりかなり低いと

だけでなく SA 時にも強まることがわかっており

16), 17)

，

ころで作動している可能性がある．

さらに飛翔筋のトロポミオシンは骨格筋のものより速
くミリ秒の時間スケールで動けるらしいことも示され

アクチン

た ．非同期型動作の採用で Ca イオンの出入りはな

ショウジョウバエに飛翔筋特異的アクチン遺伝子

くなったが，トロポミオシン自体は同期型の祖先と同

（Act88F）があるのはよく知られている．アクチンは

じように，羽ばたきごとにアクチン繊維上を移動して

保守的なタンパク質で，Act88F タンパク質は他の分

ミオシンの結合を制御しているのかもしれない．

子種とは 27 個のアミノ酸の違いが見られるだけであ

17)
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る．その少数を他の分子種のものに置換しても影響は

を詳細に検討した Marco らによれば F1 型は体全体に

少ないが，18 個を置換すると飛翔不能になるとい

発現する一般的な分子種であり，2 位と 4 位に Ca 結

う 20)．したがってこれらのアミノ酸の変化により，

合部位をもつ F2 型こそが飛翔機能の発達に伴って出

Act88F タンパク質が通常と異なる機能を獲得したの

現した飛翔筋特異的分子種だという 26)．F2 型は遺伝

であろう．

子重複によってさらに多数の分子種を生じ，そのコ

ショウジョウバエ以外の昆虫でも飛翔筋特異的なア

ピ ー 数 は 羽 ば た き 周 波 数 30 Hz の タ ガ メ で 1 個，

クチンが発現しているかは不明である．しかし一般に

200 Hz 程度のショウジョウバエとミツバチで 2 個，

昆虫飛翔筋のアクチンは，Ca により活性化したとき

500 Hz のハマダラカで 4 個となっている．ミツバチ

脊椎動物骨格筋と異なる構造変化をすることが X 線

の F2 はハエ目の F2 とはまったく別の祖先遺伝子か

回折法により示された 21)．この構造変化はトンボのよ

ら生じたもので，収斂進化の産物なのだという．以上

うな同期型タイプの昆虫にも共通して見られ，非同期

から Marco らの F2 重要説にもそれなりの説得力があ

型に固有のものではない．

り，今のところ Bullard らの説とはうまく整合してい
ない（TnC 分子種の同定には現在混乱があり，推移

トロポニンとトロポミオシン

を見守る必要がある）
．

筋タンパク質のうちで最も特異なのが昆虫飛翔筋の
トロポニンであろう．トロポニンの 3 成分のうちで最

プロジェクチン

も特徴的なのが，前述のとおり C 末端にプロリン・

これはイムノグロブリンやフィブロネクチン様ドメ

アラニンに富んだ 200 残基にも及ぶ延長部をもつ TnI

インなどが多数直列に並んだいわゆるモジュラータン

（TnH）である ．その巨大さのため，昆虫飛翔筋の

パク質である．脊椎動物のコネクチンのホモログで，

トロポニン複合体は電子顕微鏡像でもはっきり認識で

sls 遺伝子より選択的スプライシングで生じる 27)．こ

きる．TnH は，当初非同期型飛翔筋の SA を担うもの

れは前述の C- フィラメントの構成成分で，ミオシン

と期待されたが，これも同期型も含め有翅昆虫の間で

フィラメントを Z 膜にアンカーしている．プロジェ

普遍的にみられることが明らかになった．しかし飛翔

クチンは飛翔筋以外の筋（足）にもあるが局在は異な

筋特異的なのは事実である．興味深いのはハエ目で，

り，骨格筋のコネクチンと同様にミオシンフィラメン

このグループに TnH は存在せず，TnI は通常の分子

トに沿って存在しているようである．恐らくプロジェ

量である．その代わりプロリン・アラニンに富んだ延

クチンは前口動物の筋肉に普遍的な弾性タンパク質だ

長部はトロポミオシンの C 末端に存在している．こ

が，非同期型飛翔筋が生じる際に転用されて Z 膜付

のためショウジョウバエでは通常のトロポミオシン

近に局在するようになったのであろう．

22)

（分子質量 35 kDa）の他に約 80 kDa のトロポミオシ
分子進化

ンが 2 種存在し，これが Mogami らによって記載され
（これら

以上を概観すると飛翔筋構成タンパク質の特殊化は

を TnH とよぶ文献もあるので注意）．ハエ目（カ，ハ

3 段階で起こったと思われる．1 つ目は飛翔筋そのも

エ，アブ）は単系統群で，共通の祖先から生じたと考

のが生じたとき，2 つ目は非同期型が生じたとき，3

えられているが，その祖先の段階で遺伝子の転移が起

つ目は昆虫の体のサイズなどに合わせたファイン･

こったのであろう．何れにしてもその延長部がすべて

チューニングである．3 つ目はミオシンの反応速度が

の有翅昆虫で保存されていることには何らかの意味が

該当し，近縁の昆虫でも大型種・小型種があることか

あるのだろう．たとえば，その延長部はグルタチオン

らわかるように比較的短期間で生じうる小進化であろ

-S- トランスフェラーゼという酵素を結合することが

う．タンパク質の特定ループのアミノ酸配列と反応速

わかっている 24)．この酵素は有害物質の解毒を担うも

度の相関を見いだすのはそれほど困難ではなかろう．

ので，マラリアを媒介するハマダラカに殺虫剤耐性に

それに対し前 2 者は大進化にあたる．この際に起きた

た飛翔筋特異的タンパク質 33 と 34 である

23)

．解毒といえば肝臓の役割だが，昆

分子進化を明らかにするには，原始的なものも含めた

虫体内で大きな体積を占める飛翔筋が肝臓の役割を

多種の昆虫のゲノム情報が必要である．現在ゲノムが

担ったとしても不思議ではない．

解読された昆虫はごく少数であり，ほとんどが非同期

貢献するという

25)

TnC については前述のとおり，Bullard らの説では 4

型である．したがってこれらの少ない情報から導かれ

位のみに Ca 結合部位をもつ F1 分子種が非同期型動

た一般的な結論には注意が必要である．

作にとって重要である．しかし TnC 遺伝子群の進化
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ニッチ
Niche
生態的地位．ある生物種が占める環境的空間のこ
と．古典的には草原や森林などだが，本文では新
しいニッチの具体例として「アザミウマの卵の中」
があげられている．（168 ページ）
（岩本）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

アクチン第 2 層線反射
2nd actin layer line reflection
F-アクチン 2 重らせんの基本周期（約 38 nm）に
．このらせんに
由来する 2 次層線反射（1/19 nm1）
沿って走るトロポミオシン分子が活性化位置に移
動すると全体の構造が基本周期約 19 nm の 4 重ら
せんに近づくため，第 2 層線反射が増強し第 1 層
線反射（1/38 nm1）は弱くなる．
（171 ページ）
（岩本）
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解説

超解像顕微鏡の進展
藤田克昌

大阪大学大学院工学研究科

精密科学・応用物理学専攻

Recent developments in fluorescence microscopy techniques have broken the diffraction limit and achieved the spatial
resolution of sub 100 nm range. Saturated excitation (SAX) microscopy and stimulated emission depletion (STED) microscopy utilize saturable optical phenomena seen in laser excitation and stimulate emission of fluorescence molecules to
induce strongly nonlinear optical effects for the resolution improvement. Photoactivated localization microscopy
(PALM) and stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) applied photoswitchable fluorescence probes for
precise measurement of positions of the fluorescence probes in a sample in a few tens of nanometer scale. This review
introduces the principles and the characteristics of those super resolution microscopy techniques with discussing the imaging formation and the resolution limit in conventional microscopy techniques.
super resolution microscopy / confocal microscopy / fluorescence microscopy / SAX microscopy / STED microscopy /
PALM / STORM / SIM

1.

度）までしか絞り込めない（図 1）
．この光の特性の

波長の壁

ため，光学顕微鏡の空間分解能は光の波長により制限

「光学顕微鏡で観察できる構造は，光の波長の半分

されるとされてきた．

程度まで」
．顕微鏡や顕微観察法の教科書には，そう

ところが最近，この限界を超えた新しい顕微鏡，い

書かれている．可視から近赤外の光の波長は 400 nm-

わゆる超解像顕微鏡，がいくつも登場してきた 1)-3)．

900 nm であり，顕微鏡の空間分解能はその半分の

これらの顕微鏡は，試料である蛍光分子の光学応答や

200 nm-450 nm ということになる．これは，細胞内の

光学系の特性を巧みに利用し，波長の限界を超えるこ

小器官の分布がようやく観察できる程度の値である．

とに成功した．本稿では，以下，光学顕微鏡の結像特

なぜ光学顕微鏡は光の波長の半分程度までしか解像

性と空間分解能の限界について述べた後，超解像顕微

できないのであろうか．その理由は，光の波としての

鏡の原理と特徴を紹介する．

性質（波動性）にある．1 つの蛍光分子から発せられ

2.

た光でも，レーザーからの光でも，レンズを通った後

顕微鏡の空間分解能

空間分解能は，顕微鏡でどれだけ小さな構造を観察

では，波として存在できる領域（光の波長の半分程

できるかを示す指標であり，どの程度まで近接した
2 つの輝点を，別々に結像できるかで定義できる．光
学顕微鏡の場合は，その値は波長の半分程度になる 4)．
レーザー走査顕微鏡において，空間分解能を決定す
るおもな要因はレーザー焦点の大きさである（厳密に
は蛍光の波長も空間分解能に影響する．蛍光の波長が
短いほど，空間分解能は高い）
．図 2a のように，レー
ザー顕微鏡では，対物レンズで試料中に集光された
レーザー光により試料中の蛍光物質を励起し，その蛍
図1
点光源からの光をレンズで集光した際の，焦点付近の光強度分布
（点像分布関数）．集光角（）と波長（）で広がりの大きさが決
まる．NA は対物レンズの開口数．

光発光を検出する．レーザースポットの領域内の分子
は 1 度に励起，検出されるため，観察像において各分
子を分離することが難しい．レーザー焦点の大きさ

Recent Developments in Super Resolution Fluorescence Microscopy
Katsumasa FUJITA
Department of Applied Physics, Osaka University
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用する．これらの飽和応答が発生するとレーザー光の
分布と蛍光発光の分布が一致しなくなり，そこに空間
分解能向上の糸口を見いだすことができる．本稿では
特に光励起，および誘導放出の飽和を利用した超解像
顕微鏡について概説する．
3.1

飽和励起（SAX）顕微鏡

蛍光分子を励起するレーザー光（励起光）の強度を
徐々に大きくしていくと蛍光発光の強度も大きくな
るが，いずれその強度は飽和する．レーザー焦点内に
ある蛍光分子の数が有限であること，分子が励起され
て発光するまで遅延がある（蛍光寿命がある）ことが
その理由である．このように蛍光応答が飽和するよう
な光励起（飽和励起；saturated excitation; SAX）下では，
励起光の強度と蛍光の強度とは比例せず，非線形な関

図2
（a）レーザー走査顕微鏡，および（b）広視野顕微鏡による結像
と空間分解能の限界．

係となる．
SAX 顕微鏡では，飽和励起した蛍光分子からの応答
を検出して高空間分解能を得る 5), 6)．蛍光応答の飽和

は，図 1 にも示したように，使用する対物レンズの

は励起光の強いレーザー焦点中心部分において顕著

開口数（Numerical Aperture, NA  n sin ）とレーザー

に現れるため，飽和した応答のみを分子測定できれ

光の波長により決定される．

ば，レーザー集光点の中心に近い蛍光分子のみを検出

広視野顕微鏡の場合は蛍光の波長により空間分解能

できる．

が決定される（図 2b）．たとえ単一分子のような微小

分子の応答が飽和しているかどうかは，励起光の強

な発光点を観察したとしても，前述のように，カメラ

度を変化させながら蛍光の強度を測定すればわかる．

受光面や網膜上にはある程度の広がりをもったスポッ
トとして観察される．微小な発光点（蛍光分子など）
が近接した場合は，この像の広がりのために，それら
を複数の点として区別することができなくなる．
どちらの顕微鏡においても使用する波長を短くすれ
ば空間分解能を向上できる．しかし，試料の損傷や試
料内での光損失，必要な光学部品の特殊さを考慮する
と，生体観察において可視光より短い波長の光を利用
するのは得策ではない．使用する波長を短くせずに光
学系で決定される空間分解能を超えるのが超解像顕微
鏡である．

3.

レーザー走査顕微鏡における超解像：
蛍光の検出領域を狭める

レーザー走査顕微鏡における超解像の実現は，蛍光
の発光領域や検出領域を狭い範囲に限定させることに
より行う．たとえレーザースポット内の蛍光を同時に
励起したとしても，蛍光を検出する領域をそれより狭
めることができれば，波長で与えられる空間分解能を
超えた解像力が得られる．
蛍光の検出領域を狭めるために，蛍光分子の光励

図3
SAX 顕微鏡での空間分解能向上の原理．

起，誘導放出，光異性化といった光学応答の飽和を利
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図 3 に示すように，励起光の強度を単一周波数  で

にも空間分解能の向上が確認でき，試料の立体構造を

変調しておくと，蛍光応答が飽和していない場合は，

より詳細に観察できる．

蛍光の強度も同様の周波数で変調される．しかし，飽

SAX 顕微鏡の空間分解能は，今後の光検出技術，蛍

和励起により蛍光の応答が非線形になると，蛍光の強

光プローブの改善によりさらに向上できる可能性があ

度の変調波形は歪み，励起光のそれとは異なるものに

る．図 3 に示すように，レーザー焦点中心部の蛍光

なる．歪んだ波には，2 倍，3 倍，の周波数を含む波

分子の応答はより飽和し，より高い周波数で変調され

（高調波）が現れる．波形に高調波がふくまれるかど

る．そのため，蛍光信号からより高い周波数成分を抽

うかはフーリエ変換などの周波数解析により簡単に行

出すれば，より高い空間分解能が得られる．ただし，

えるため，それにより高い周波数で変調された蛍光信

実際の観察では蛍光の褪色により，得られる蛍光量が

号を抽出すれば，飽和励起された蛍光分子のみを検出

制限されるため，褪色を軽減し，いかに多くの蛍光光

できる．

子を得るかが今後の課題である．

図 4 に，HeLa 細胞内のアクチン（ATTORho6G phal-

現時点での SAX 顕微鏡の空間分解能は，共焦点顕

loidin により染色）を，（a）通常の共焦点顕微鏡，お

微鏡に比べ，約 1.5-2 倍程度である．励起光の強度を

よび（b）SAX 顕微鏡で観察した結果を示す．飽和励

変調し，蛍光信号を復調するのみで簡単に空間分解能

起を用いた観察時には，励起光を 10 kHz で変調し，

を向上でき，また使用するレーザー光の波長は 1 つだ

蛍光信号をその 2 倍の 20 kHz で復調した．飽和励起

けであるため，多様な試料に対応できる．画像処理も

下にある蛍光信号を検出することによって空間分解能

必要なく，装置構成も単純でコストパフォーマンスが

が向上し，試料のより細かな構造が結像されている．

高く，さまざまな場面に利用しやすい超解像顕微鏡で

共焦点観察時，および飽和励起観察時の試料面での励

ある．

起光強度は，それぞれ 3.4 kW/cm ，および 18 kW/cm
2

2

であった．

3.2

誘導放出抑制（STED）顕微鏡

図 4c，d に同じ試料の xz 断面の像を示す．SAX 顕

STED（Stimulated emission depletion）顕微鏡は，励起

微鏡では，レーザー焦点の中心部分のみからの蛍光信

された蛍光分子のうち焦点外辺にある分子の発光を抑

号を取り出すため，3 次元のすべての方向に空間分解

制することにより，非常に高い空間分解能を達成す

能が向上する．SAX 顕微鏡では，奥行き方向（z 方向）

る．蛍光分子の発光の抑制は，誘導放出により行う．
誘導放出とは，励起状態にある分子に光が照射された
際に，その分子が強制的に基底状態に移り，その結果
失ったエネルギーを光子として放出する現象である．
STED 顕微鏡では，図 5a に示すように，励起用の
レーザー焦点に，ドーナツ状の強度分布をもつ誘導放

図5
STED による空間分解能向上の原理．（a）励起光スポットにドーナ
ツ状の誘導放出光を重ね，自然放出による発光領域を狭める．
（b）および（c）誘導放出光の強度を大きくすると，自然放出によ
る蛍光発光の領域が次第に狭くなる．

図4
HeLa 細胞のアクチンの観察像．波長 532 nm の連続発振光を励起
光に用い，NA1.49 の対物レンズにより観察．
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出用のレーザー光（STED 光）を重ねる．スポット状

で，3 次元方向のすべてにおいて空間分解能を向上す

に励起された蛍光分子のうち，中心部分の分子は自然

ることもでき，ミトコンドリアなどの細胞内小器官の

放出により発光し，周辺部分の分子は誘導放出により

立体構造の詳細な観察にも成功している 9)．また，背

発光する．誘導放出される光の波長はレーザー光と

景光が少なく，高速撮像にも有利であり，これまで，

同じになるため，それとは異なる波長の蛍光のみを検

シナプス小胞の動きをビデオレートで観察した結果が

出すれば，スポット中心部分の蛍光分子のみを検出で

報告されている 10)．
STED 顕 微 鏡 の 空 間 分 解 能 の 限 界 は， ど れ だ け

きる．
STED 顕微鏡の空間分解能は STED 光の中心の暗点

STED 光の強度を上げられるかで決定される．どの程

（ドーナツの穴）の大きさで決まる．ドーナツの穴の

度強力な STED 光を入射できるかは，蛍光分子の褪色

大きさは，上記のレーザースポットと同様に，光の波

のしやすさに依存する．褪色に非常に強い蛍光プロー

動性により決定され，その限界はやはり波長の半分程

ブ（たとえば蛍光性ナノダイアモンドなど）では，

度である．これでは，それほど大きな空間分解能の向

STED 光強度を大きくできるため，これまでに約 7 nm

上を期待できない．しかし，STED 顕微鏡では，誘導

の空間分解能が達成されている 11)．また，高い空間分

放出効率の飽和を利用して，このドーナツの穴の大き

解能を得るためには，ドーナツ状の STED 光の中心強

さを波長の限界を超えて小さくする．

度をゼロにすることが重要である．この部分の光強度

図 5 に示すように，ドーナツの各部位において起こ

がゼロでなければ，スポット中心部の蛍光も誘導放出

る誘導放出の効率は 100% を超えることはなく，STED

で失われてしまう．試料内での屈折率分布が大きい場

光の強度を大きくすると飽和する．さらに STED 光の

合，光の波面収差の影響により，STED 光の中心強度

強度を大きくしていくと，誘導放出を起こす領域はど

をゼロに保つのは難しくなる．そのため，試料内での

んどん広がり，反対に自然放出で発光する領域はどん

収差をいかに抑えるかということも STED 顕微鏡で高

どん狭くなる．ドーナツの中心部分の光強度がゼロで

い空間分解能を得るためのポイントである．

あれば誘導放出の効率は常にゼロであるので，SETD
光の強度を大きくすればするほど，自然放出による発

4.

光領域は狭くなる．

広視野顕微鏡での超解像：分子を 1 つずつ測定

STED 顕微鏡の原理は 1994 年に Hell らにより提案

図 2 に示したように，広視野顕微鏡では多くの分

され，その実現のためさまざまな技術開発が試みられ

子からの蛍光を同時に観察するため，各分子からの発

た ．その結果，近年になり，数十 nm という非常に

光を分離できない．しかし，個々の分子が別々に発光

高い空間分解能で生体試料の観察に成功している．

する場合はこの限りではない．

7)

図 6 に ATTO647N で免疫染色された神経芽細胞腫内

Photoactivated localization microscopy(PALM)/STORM

の神経繊維の像を示す ．STED の利用により，通常

(Stochastic optical reconstruction microscopy) とよばれる

の共焦点顕微鏡よりも数倍高い空間分解能が得られて

手法では，試料中の分子を個別に発光させ，その試料

いることがわかる．STED 光の形状を工夫すること

内での座標を逐次記録していく 12), 13)．光学顕微鏡下

8)

においても孤立した微小な発光点の位置は数 nm の精
度で測定できるため，試料中のすべての分子の位置を
記録すれば，その分布から蛍光画像（＝蛍光分子の密
度分布）を構築できる．
蛍光分子を個別に発光させるには，発光可／不可の
状態をスイッチングできる分子を利用する．Dronpa
などの蛍光性タンパク質や，Cy5 などの色素は，特定
の波長域の光を照射することにより，発光が可能な状
態（on）
，不可能な状態（off）を切り替えることがで
図6
（a）共焦点顕微鏡，および（b）STED 顕微鏡で観察した神経芽細
胞腫内の神経繊維 8)．左上図は図中で囲まれた部分の拡大像．右
下図はその画像にデコンボリューション処理を施したもの．ス
ケールバー  1 m．Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Methods, 4, 915, copyright (2007).（電子ジャー
ナルではカラー）

きる．このような蛍光プローブを “off” の状態のまま
試料内に導入しておき，比較的微弱な光でスイッチン
グを行えば，試料内の少数の分子のみが確率的に “on”
の状態になる．
図 7 に示すように，各分子の距離が十分に離れて
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図7
PALM，および STORM による超解像イメージング．（a）視野内の蛍光分子を同時に観察した場合の像．（b）実際の蛍光分子の分布．（c）少
数の蛍光分子を発光状態にし，個別に観察．すべての分子の位置を記録していけば，空間分解能の高い蛍光像を構築できる．（電子ジャー
ナルではカラー）

いる場合，各分子の座標を個別に精度よく測定でき

図 1）で決定され，その値は波長の半分程度である．

る．各時間の点像に 2 次元ガウス関数をフィッティン

そのため，N 個の光子が得られる場合は，/N の位

グさせ，その中心位置を分子の位置として記録する．

置精度で分子の座標を決定することができる．

–

“on” の状態にある分子を褪色させるか，別の光により

PALM/STORM では視野内にあるすべての蛍光分子

“off” の状態にした後，再び，少数の分子のみを “on”

の座標を計測するため，観察時間（時間分解能）は試

にして観察していく．この作業を試料中のすべての分

料内の分子の数に依存する．観察対象の分子数が多い

子の観察が終わるまで繰返せば，試料中の蛍光分子の

場合には非常に長い時間がかかってしまうが，約

分布を正確に把握できる．

60 nm の空間分解能を達成しながらも，25 秒のフレー

図 8 は PALM/STORM により観察されたサル腎臓

ムレートで観察した例も報告されている 15)．

細胞内のミトコンドリアおよび微小管である 14)．従来

3 次元空間内での分子の座標を計測できれば，試料

の蛍光顕微鏡象に 比 べ， 数 十 倍 高 い 空 間 分 解能が

の立体構造も超解像観察できる．結像光学系，もしく

PALM/STORM により実現されている．細胞内の微小

は照明光学系を工夫する必要があるが，すでに数例の

管（緑）とミトコンドリア（紫）の形および位置関係

発表がある 14)．また 2 光子吸収を使って光スイッチン

を詳細に把握することができる．

グを行い，特定の深さにある分子のみを発光させる手

PALM/STORM の空間分解能は，いかに正確に分子

法も報告されている 16)．光スイッチングの方法にもさ

の位置を計測できるかにより決定される．1 つの蛍光

まざまな手法が提案されており，蛍光分子の励起 3 重

分子より検出される光子の数が多ければ多いほど，そ

項状態を利用した手法 17), 18) や量子ドットのブリンキ

の正確さは増す．光子を 1 つ計測できた際の位置の測

ングを利用した方法 19) などが報告されている．PALM/

定精度（標準偏差 ）は点像の広がり（点像分布関数：

STORM は新しい画像構成法が空間分解能の向上に有
効であると示した最初の例であるため，今後もこれを
発展させた手法が多く登場すると予想される．

5.

その他の方法：Structured Illumination Microscopy

最近注目されている高空間分解顕微鏡に，Structured Illumination Microscopy（SIM）とよばれるものが
ある 20)．SIM では，試料を縞状のパターンで照明，蛍
光を励起する．縞の方向と位置を変化させながら（通

図8
サ ル 腎 臓 細 胞 の 蛍 光 像．（a） 従 来 の 蛍 光 顕 微 鏡，（b）PALM/
STORM に よ る 観 察 像 14)． ス ケ ー ル バ ー  3 m．Reprinted by
permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Methods, 5, 1047,
copyright (2008).（電子ジャーナルではカラー）

常は，3 方向に 3 つずつ．合計 9 回）
，蛍光像を取得
後，得られた画像をフーリエ空間で結合し，高い解像
度の観察像を再構成する．SIM は，通常の広視野顕微
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6.

おわりに

本稿では，従来の光学顕微鏡の限界を超えて高い空
間分解能を得る手法について紹介した．これらの手法
を用いれば，電子顕微鏡に頼らなくとも，手軽に高分
解能観察が行える．また従来から活用されてきた強力
な蛍光標識技術も活用できる点も魅力的である．しか
し，単に微細な構造を見るだけなら，電子顕微鏡や原
子間力顕微鏡を用いればよい．光学顕微鏡を用いる最
大のメリットは，生体の活動を生きたまま観察できる
ことにある．それを理想的に行なうためには，空間分
解能だけではなく，時間分解能の向上，光毒性の抑

図9
レーザー光の集光スポットと干渉縞の比較．集光スポットの幅よ
りも干渉縞の幅のほうが狭い．干渉縞は 2 本のレーザーを干渉さ
せてつくる（3D SIM の場合は 3 本）．

制，複数の分子種の同時観察や生体機能の可視化のた
め蛍光プローブやその検出手法など，まだまだ技術開
発が必要な内容は多い．

鏡の 2 倍の空間分解能が得られる．この高い解像力
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SIM の高い解像力のポイントは，照明光の縞間隔に
ある．2 つの光線を干渉させてつくる縞の間隔は，同
じ角度で集光したレーザー焦点のサイズよりも小さく
なる（図 9）
．このため，レーザー走査顕微鏡のよう
にこの縞を走査（縞の位置をずらして撮像）すれば，
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複数の点で同時に蛍光を検出でき，高い分解能の画像
が得られそうである．ただし，縞と並行な方向に関し
ては通常と同じ照明となってしまうため，異なる方向
の縞状照明を用いて別々に観察し，各観察結果を計算
により結合させる必要がある．こうみてみると，SIM
はレーザー走査顕微鏡と広視野顕微鏡との中間に位置
づけできることがわかる．
SIM は光学系の限界を超えた空間分解能は有さない

以下での観察例もある 21)）ことなど，応用面において
多くのメリットがある．また，照明光の干渉縞を 3 次
元的に構築すれば，3 次元構造の立体観察も可能であ
る 22)．理想的な計算結果が得られるよう，試料内での
収差の発生や，多重露光の際の褪色，信号対雑音比に
気をつけながら測定すれば，さまざまな試料に対して
効果を発揮するであろう．また，励起の飽和を利用し
て，光学系で決定される空間分解能の限界を超える手
法（Saturated Structured Illumination Microscopy: SSIM）

藤田克昌

も提案されており，さらなる空間分解能の向上も期待
できる 23)．
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アミノ酸の非対称性の起源：
RNAワールドの観点から
田村浩二

1.

東京理科大学基礎工学部生物工学科 / 東京理科大学総合研究機構 / 科学技術振興機構さきがけ

はじめに

天然のタンパク質は，特殊な例外を除いて，L-アミ
ノ酸のみから構成されている．リボザイムの発見は，
RNA が最初の生命として，情報の担い手であると同
時に酵素として機能し得た可能性を示す「RNA ワー
ルド」仮説 1) の提唱につながったが，本稿では，RNA
ワールドの立場から，アミノ酸のホモキラリティーの
起源を考えてみたい．
2.

RNA のキラル選択的アミノアシル化

RNA が初期生命として機能していたとき，アミノ
図1
RNA ミニヘリックスのキラル選択的アミノアシル化．（a）アミノ
アシル―リン酸―オリゴヌクレオチドを用いたアミノアシル化と
tRNA への進化．（b）キラル選択性を生み出すメカニズムの概略
（電子付録参照）．（電子ジャーナルではカラー）

酸のホモキラリティーを決定する場面は，RNA とア
ミノ酸とがはじめて出会うステップであっただろう．
現在の生物系において，それは「tRNA のアミノアシ
ル化」反応に相当する．これは，一般的に，アミノア
シル tRNA 合成酵素（aaRS）によって活性化されたア

ニヘリックスのアミノアシル化を試みた．

ミノ酸（アミノアシル AMP）を対応する tRNA に結
合 さ せ る 2 段 階 反 応 で あ り， 一 旦， ア ミ ノ ア シ ル

tRNA と同様に，ミニへリックスにも存在する 1 本

AMP が生成されれば，tRNA への転移はエネルギー的

鎖の CCA 配列とアミノアシル―リン酸―オリゴヌクレ

にダウンヒル反応である．一方，tRNA は L 字型の立

オチドの双方の配列に相補的な配列を有する架橋分子

体構造を有しているが，「ミニヘリックス」とよばれ

を用い，アミノ酸をオリゴヌクレオチドのリン酸基か

る L 字の片方の腕に相当する部分は，aaRS の基質に

らミニヘリックスの 3-末端のアデノシンの OH 基へ

なりうる場合が多く，アンチコドン部分に先立って確

と移動させた．反応部位は 3-OH の部分に限られた．

立された，原始 tRNA としての形態を保存していると

このような制約は，アミノ酸のキラル選択性にも影響

考えられる （図 1 参照）．

を与え，L-アミノ酸が D-アミノ酸よりも 4 倍程度優

2)

位にアミノアシル化された 3)．

アミノアシル AMP，および，オリゴヌクレオチド
は，前生物学的環境でも生成されることが実験的に示

RNA のリボースは D-リボースで構成されており，

されているので，アミノ酸が（アミノアシル AMP と

現在の地球上の生物界は「L-アミノ酸，D-リボース」

同一の）アミノアシルリン酸結合を介してオリゴヌク

という特徴的なホモキラリティーをもった存在であ

レオチドにつながった形の分子（アミノアシル―リン

る．この組合せの重要性は，すべての RNA を L 型の

酸―オリゴヌクレオチド）が，前生物学的に作られて

リボースで作製し，同様の実験を行った結果，D-ア

いた可能性は高い．RNA ワールドでのアミノアシル

ミノ酸のほうが優位にミニヘリックスにアミノアシル

化の起源に迫るために，アミノアシル―リン酸―オリゴ

化されたことからも確かめられた 3)．
アミノアシル化反応は，ミニへリックスの 3-O が

ヌクレオチドを用いて，タンパク質なしの状態で，ミ

Origin of Asymmetry of Amino Acids: Relationship to the RNA World
Koji TAMURA
Department of Biological Science and Technology, and Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science / PRESTO,
Japan Science and Technology Agency
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アミノアシルリン酸結合上のカルボニル炭素を求核攻

生命誕生の頃の原始地球の環境が，現在より高温であ

撃することによって始まる．求核試薬（Nu）による

ることが明らかになってきており，RNA ワールドが

カ ル ボ ニ ル 炭 素 の 攻 撃 は，Nu-C  O の な す 角 が 約

存在したにしても，ピュアな RNA ワールドではなく，

105 になるような制約のもとで起こり，その角度は

さまざまな他の物質を含んだ RNA ワールドだったの

Bürgi-Dunitz angle として知られている．結論からいう

かもしれない．また，本稿で示したキラル選択性は，

と，D-アミノ酸の側鎖はミニヘリックスに対して近

最初に L-アミノ酸からなるペプチドが生成し，それ

接して位置し，この立体障害によって，D-アミノ酸

が D-リボースから構成される RNA を選択したという

の 移 動 が 阻 害 さ れ て い る（図 1 お よ び 電 子 付 録 参

可能性を否定しない．強調すべきことは，RNA が確

照） ．詳細は省くが，アミノ酸の最隣接部位のヌク

かにアミノ酸のキラル選択性を識別する構造的要素を

レオチドに非ワトソン―クリック型塩基対を導入する

有しており，それが実験的に検証できたという点であ

ことで，この謎が解けた．さらに，リボースのパッカ

ろう．今後，生命の起源のような問題にも，実証的な

リングの違いにも依存した微妙なキラル選択性が関与

アプローチを取っていくことが，Science を真に成熟

していることも明らかになった ．

した段階に押し上げると信じたい．

4)

5)

3.

L-アミノ酸の起源

謝

辞

さまざまな実験事実から，生命進化のある時点で，

本 稿 の 内 容 は，The Scripps Research Institute の Paul

RNA ワールドが存在したのは間違いないと思われる．

Schimmel 教授との共同研究の成果を含んでおり，ま

この立場に立つと，アミノアシル化の過程を通して，

た，科学技術振興機構・さきがけ（RNA と生体機能）

L-アミノ酸が選ばれ，ホモキラルなタンパク質合成系

から資金助成を受けた．ここに感謝の意を表す．

を生み出したというストーリーを描くことができる．
文

しかし，これらの話は，D-リボースから構成され
る RNA ワールドの存在を前提としている．RNA ワー
ルドにおける D-リ ボ ー ス の 起 源 に 関 し て は，RNA
ワールドの成立過程について考察する必要がある．
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よってできたと考えられるが，すべての組合せを含む
任意のエナンチオマーで構成されるオリゴマーを出発
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必ずホモキラル（すべて D かすべて L）になること
が実験的に示されている 6)．そして，最終的に，D-ラ
イブラリと L-ライブラリに含まれる RNA の配列は同
一ではなくなる．この状況で，生命の進化にかかわる
「何らかの」化学反応を触媒するたった 1 つの RNA 配
列がたまたま D-ライブラリに現れ，もはや L-ライブ
ラリには存在できない，という状況が生まれてくる．

田村浩二

RNA ワールドにおいて，D 型の糖が選ばれた理由は，
おそらくそのようなものであっただろう 7)．
4.

おわりに

本稿では，RNA のアミノアシル化の過程がアミノ
酸のホモキラリティーを決めた可能性があるという立
場から話を進めたが，これが真実である確証はない．

トピックス
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粘菌アメーバの牽引力と力学応答
岩楯好昭

1.

山口大学大学院医学系研究科 / 科学技術振興機構（JST）さきがけ

ると，細胞の牽引力で地面が歪み，その歪みをビーズ

はじめに

の変位として検出できる．ビーズの変位と地面のヤン

アメーバ運動は神経細胞や白血球，傷修復時の上皮

グ率から，細胞が地面に及ぼした牽引力の 2 次元の空

細胞などに見られる細胞の普遍的な機能である．細胞

間的な分布を計算できる．この方法で，彼らは繊維芽

がアメーバ運動するためには地面に対して牽引力を及

細胞で牽引力の画像化に成功した．

ぼすはずであるが，細胞がいかに牽引力を発揮し，そ

一方，細胞内の力発生タンパク質の振る舞いは，全

れを利用してアメーバ運動を実現しているのか，詳細

反射顕微鏡法（TIRFM）2) で観察できる．Force micros-

なメカニズムはわかっていない．

copy と TIRFM を組み合わせることができれば，細胞

筆者らは全反射顕微鏡での細胞内分子の観察と弾性

が地面に及ぼす牽引力と牽引力の源であるアクチンや

のある地面を用いた牽引力の測定方法を組み合わせる

ミオシン II などの力発生タンパク質の振る舞いを同時

ことで，粘菌アメーバを用いて，細胞内タンパク質と

に画像化できる．Force microscopy では弾性体の地面上

牽引力を同時に観察する手法を開発した．本稿では，

を細胞に這わせるため，TIRFM と組み合わせるため

アメーバ運動でのアクチンやミオシン II などの力発

には弾性体地面と水層との界面で全反射を起こさせな

生タンパク質とそれによって地面に及ぼされる牽引力

く て は な ら な い． こ れ ま で 報 告 さ れ て い る Force

との関連について，筆者らの最近の研究を中心に紹介

microscopy では地面にポリアクリルアミド 1) やゼラチ

する．

ン 3) が用いられている．これらの屈折率は水とほぼ

2.

等しく，水層との界面で全反射を起こすことは原理的

アメーバ運動の分子動態と牽引力の測定

に不可能である．われわれは屈折率が水よりも高く，

アメーバ運動を実現させるためには，細胞前端が伸

かつ，細胞の発揮する程度の力で歪む柔らかさの地面

長し後端が収縮しなくてはならない．細胞の前端部分

として，シリコン（CY52-276，Dow Corning Toray，ヤン

では，アクチンの重合が絶え間なく起きており，これ

4)
．この地
グ率 1.0 kPa, 屈折率 1.40）を採用した（図 2）

が前端の伸長の原動力になっているといわれている

面を用いると地面と水層との界面で全反射を実現で

（図 1）
．一方，後端では，常時ミオシン II が局在化し

き，粘菌アメーバを用いてアクチンやミオシン II の振

もともと張り巡らされているアクチン繊維の網目構

る舞いと牽引力を同時に画像化することができた 4), 5)．

造とアクトミオシンを形成する．このアクトミオシン

力発生タンパク質と牽引力の同時観察によっていく

の収縮が後端の収縮の原動力であると広く信じられ
ている．
もしこれらが事実ならば，細胞前端付近の地面は，
細胞がアクチン重合で前端を押すための足場となり，
細胞は地面に対し進行方向と逆向きの牽引力を及ぼす
はずである（図 1）．一方，細胞後端では，アクトミ
オシンの収縮力による後端の収縮に伴って，細胞は地
面に前向きの牽引力を及ぼすはずである．
Dembo らは細胞が地面に及ぼす牽引力の分布を画
像化する方法（Force microscopy）を開発した 1)．地面

図1
アメーバ運動する細胞での力発生タンパク質の働きと地面への牽
引力の予想図．

を柔らかいポリアクリルアミドゲルで作成し，その表
面に蛍光ビーズを敷きつめる．この上に細胞を這わせ

Amoeboid Movement Based on Traction Forces and Mechanosensing System in Dictyostelium Cells
Yoshiaki IWADATE
Graduate school of Medicine, Yamaguchi University / PRESTO, Japan Science and Technology Agency
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TIRFM を組み合わせると糸状突起の牽引力をも観察
できる 4)．牽引力を発揮しながら退縮した糸状突起の
箇所ではその後の仮足の形成は見られず，牽引力を発
揮せずに退縮した糸状突起の箇所では仮足が形成され
た 7)．細胞は糸状突起などで地面をランダムに引っ
張ってみて，その反作用の大きさをもとに前後極性を
創り出し進行方向を決めているのかもしれない．
おわりに

4.
図2
細胞内分子と牽引力の同時観察法．シリコンの表面には微小ビー
ズが多数敷きつめられている（図では省略）．シリコンと水層との
界面で励起光を全反射させ，細胞内分子の動きと牽引力による
ビーズの変位を同時に撮影することができる．細胞前部の牽引力
の大きさは，最後端の牽引力の大きさを上まわることはなかった．

形態を維持し運動という細胞全体で統合された機能
を発揮することは細胞の種類によらず不可欠である．
今回，粘菌アメーバの運動でわかったことは，白血球
やケラトサイトなど種類の異なる細胞のアメーバ運動
にも普遍的であることを期待している．

つかの知見が得られた

4), 5)

．図 1 で予想されたように，

Force microscopy と TIRFM を組み合わせ，生細胞で，

細胞前部ではアクチン重合に由来する牽引力が，細胞

牽引力と牽引力の源である力発生タンパク質の振る舞

の進行方向とは反対向きに発生していた．後部では最

いを同時に 2 次元画像として微細に観察できるように

後端へのミオシン II の局在化とそれに続く牽引力の

なった．しかし細胞局所での力学的な応答と細胞全体

発生が確認された．興味深いことに細胞前部の牽引力

の極性との間にはスケールのギャップがある．牽引力

の大きさは，最後端の牽引力の大きさを上まわること

とそれを形成する力発生分子の振る舞いを，細胞と

はなかった（図 2）5)．つまり細胞は大きな牽引力を発

いうシステム全体で考えることが，今後アメーバ運

揮した方向には進まないのである．

動のメカニズムを理解するために重要になっていく

3.

だろう．

細胞の力学応答とアメーバ運動の自律的形成

アメーバ運動というと誘因刺激に向かって動く走性

謝

が一般的である．しかし，細胞は外部に誘因物質がな

辞
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くても運動している．つまり，アメーバ運動は外部に
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何もない状態でも自律的に形成されるのである．この
とき細胞がさらされている環境には地面との力学的な

文

関係しかない．ということは，細胞は自分が地面に発

1)

Dembo, M., Wang, Y. L. (1999) Byophys. J. 76, 2307-2316.

2)

Axelrod, D. (1989) Meth. Cell Biol. 30, 245-270.

3)

Doyle, A. D., Lee, J. (2002) Biotechniques 33, 358-364.

4)

Iwadate, Y., Yumura, S. (2008) Biotechniques 44, 739-750.

を実現しているに違いない．上記の牽引力測定の結果

5)

Iwadate, Y., Yumura, S. (2008) J. Cell Sci. 121, 1314-1324.

と考え合わせると，細胞は自らの牽引力に対して大き

6)

Iwadate, Y., Yumura, S. (2009) Biotechniques 47, 757-767.

7)

岩楯好昭，祐村恵彦．第 47 回日本生物物理学会年会（徳島，

揮した牽引力の反作用を自分で感知することで前後の
極性を創り出し，走性よりも階層の低い根本的な運動

な反作用を受けた方向には進まない，という仮説がな

献

2009 年 10 月 30 日-11 月 1 日）．

り立つ．
試しに細胞が接着している地面を一定方向に周期的
に伸縮させ，細胞に地面からの反作用に相当する力刺
激を強制的に一定方向に与え続けると，細胞は確かに
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脂質膜によるペプチドの2次構造制御
三浦隆史

1.

東北大学大学院薬学研究科

つホスファチジルセリン（PS）やガングリオシドを含

はじめに

む膜に対しては結合し， ヘリックスまたは  シート

アミロイド線維はミスフォールドしたタンパク質や

構 造 を 形 成 す る． た と え ば， ジ ミ リ ス ト イ ル PS

ペプチドの病原性凝集体であり，ポリペプチド鎖間で
異常な

（DMPS）と 1-パルミトイル -2-オレオイル PC（POPC）

 シート構造が形成されることにより生じ

の等モル混合脂質膜を PrP106-126 に添加した場合，

る．たとえば，アミロイド （A）とアミリンは，線

脂質濃度が低い場合には  シート，高くなると  ヘ

維化することにより脳や膵島に沈着し，それぞれアル

リックスが形成される．しかし，POPS-POPC 混合脂

ツハイマー病，II 型糖尿病の発症と密接なかかわりを

質膜の場合，低脂質濃度でも  シートの形成はほと

もつ．これらのペプチドの線維形成は脂質膜により促

んど観測されず， ヘリックス形成が優勢となる．

．一般に，脂質膜と

POPS（主転移温度 Tm  14C）と POPC（Tm  2C）は，

結合したペプチドは，一旦  ヘリックス構造を形成

測定を行った 24C では共に液晶相で混ざり合うが，

した後， シート構造に転移し線維化する 3)．した

DMPS-POPC の組み合わせでは DMPS（Tm  36C）が

がって，脂質膜によるペプチドの 2 次構造制御は，ア

ゲ ル 相 と な り， 液 晶 相 の POPC 膜 と 相 分 離 す る．

ミロイド線維が関与する病気の発症を左右する鍵に

PrP106-126 は，負電荷をもつ PS が存在する膜領域の

なっている可能性がある．筆者らはプリオンタンパク

みに結合するため，相分離している膜のほうが効率的

質神経毒性セグメントや A などのペプチドと脂質膜

にペプチドの局所濃度を上げ，分子間での  シート

の相互作用を種々の分光手法を用いて解析し，相分離

形成を促進すると考えられる（図 1a）
．

進されることが知られている

1), 2)

やアルキル鎖のパッキングなどの脂質膜の物理的性質

3.

がペプチドの 2 次構造制御にかかわることを見いだし

PC の脂質 2 重膜は高温で液晶相であるが，温度低

た 4), 5)．
2.

アルキル鎖のパッキングとペプチドの 2 次構造

下により波打ち構造をもつリップル相に転移し（主転

膜の相分離とペプチドの 2 次構造

移）
，そのやや低温側で密にパッキングされたラメラ

プリオンタンパク質（PrP）は約 200 アミノ酸残基

ゲル相となる（前転移）
．ラメラゲル相では，脂質のア

の GPI アンカー型膜タンパク質であり， ヘリックス

ルキル鎖は全トランス構造を取っているが，リップル

に富む C 末端側球状構造とフレキシブルな N 末端側

相の膜には，液晶相に多いゴーシュ型構造も一部含ま

領域からなる．一方，PrP は分子間会合を契機として

れる．これらの相転移温度は炭化水素鎖の長さなどに

 シートに富む別の構造に転移する場合もあり，後者

より異なるが，2 本のアルキル鎖が共に C16 の長さを

は海綿状脳症を引き起こす．C 末端側球状構造に隣接

もつ飽和炭化水素であるジパルミトイル PC（DPPC）

するフレキシブルな Lys106-Gly126 領域を断片化した

の場合，主転移（Tm）と前転移（Tp）は，それぞれ

ペプチドは培養神経細胞に対して毒性を示すことか

41, 34C で生じる．
ペ プ チ ド 濃 度 16.7 M, 脂 質 濃 度 5 mM の 条 件 で，

ら，PrP の病原性に関与する可能性が指摘されてい
る．筆者らは，PrP の神経毒性セグメント PrP106-126

34C よりも高温側，すなわち DPPC 膜が液晶相また

の構造に対する脂質膜の影響をおもに円偏光 2 色性

はリップル相である場合，A は膜に対して結合せず，

（CD）を用いて調べた ．

一定の 2 次構造を形成しない．しかし，ペプチドの

4)

リジンに富む塩基性ペプチドである PrP106-126 は

CD スペクトル，チロシン残基の蛍光強度，および脂

正味の電荷をもたないホスファチジルコリン（PC）

質 の ラ マ ン ス ペ ク ト ル の 温 度 依 存 性 の 解 析 か ら，

のみで調製した脂質膜とは結合しないが，負電荷をも

34C 以下でラメラゲル相となった DPPC 膜に対して

Regulation of Secondary Structure of Peptides by Lipid Membranes
Takashi MIURA
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University
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A は結合し， ヘリックスを形成することが明らか

においても，アルキル鎖長の違いにより Tp との温度

となった ．さらに温度を下げると，A は膜上にお

差が異なれば，膜のパッキング状態はわずかながら異

ける平均密度が一定のまま  ヘリックスから  シー

なると予想され，この違いがペプチド 2 次構造の違い

トに構造転移した．したがって，この  シート構造

をもたらすと考えられる．

5)

形成は膜によるペプチドの濃縮効果のみでは単純に説

おわりに

4.

明することができない．
アルキル鎖長の異なる PC についても A の結合は

細胞膜の外葉には，秩序液体相をとる脂質ラフトと

その膜の Tp で， ヘリックスから  シートへの構造

よばれる膜ドメインが，周囲の液晶相（無秩序液体

転移は Tp よりも 5-10C 低温側で生じた．このため，

相）の膜から分離した状態で存在し，A に対して凝

た と え ば 30C に お い て，A は Tp  14C で あ る

集の場を提供すると考えられている．液晶相と比べて

DMPC 膜とは結合しないが，Tp がそれぞれ 34, 49C

秩序液体相では脂質分子のパッキングが密であるた

である DPPC, DSPC 膜に対して結合し，結合時の構

め，ラフトは相分離による濃縮効果をもつだけでな

造は前者では  ヘリックス，後者では  シートとな

く，パッキングの点からもペプチドの  シート形成

る（図 1b）
．同じ温度でも脂質の鎖長が異なると，膜

に適する性質を備えている可能性がある．脂質膜の

結合状態の A の構造が異なることから，2 次構造間

パッキング状態がペプチドの 2 次構造に影響を及ぼす

の転移温度は単に温度によって決まるのではなく，膜

メカニズムについては，まだ不明な点が多く，今後，

の状態と関係しているようである．

解明していく必要があるであろう．

Tp 以下でラメラゲル相になった PC 膜は，さらに冷
却されると，より密なパッキングをもつ膜に段階的に
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図1
脂質膜の物理的性質とペプチドの 2 次構造 （a）PS-PC 混合脂質
膜の相分離と PrP106-126 の 2 次構造 4)．（b）PC 膜のアルキル鎖の
パッキングと A の 2 次構造 5)．

三浦隆史
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アミロイド構造による神経変性部位特異性の
決定
田中元雅，猫沖陽子

1.

（独）理化学研究所

脳科学総合研究センター

凝集しうるか検討した．これまでに，酵母プリオンの

はじめに

研究で，温度変化はアミロイドの構造を変えることが

神経変性疾患の原因タンパク質には，細胞内環境の

明らかになっているため 3)，httEx1 を 4C と 37C で

変化に伴いタンパク質がミスフォールディングし，

凝集させた．両者の物理的性質を調べるために，熱に

シート構造に富む線維状の凝集体（アミロイド）を形

対する抵抗性を検討したところ顕著な差が見られ，

成するものがある．アンフィンゼンのドグマによる

4C のアミロイドはより脆弱で，37C のアミロイド

と，タンパク質は 1 つの最安定構造に折りたたまれる

はより強固であることが判明した．さらに，ポリグル

が，それとは対照的に，凝集するときには，異なる構

タミン部位を抗原とする抗体 1C2 との反応性を調べ

造をもつさまざまなアミロイドが形成しうることが，

たところ，4C アミロイドは高い反応性を示したが，

近年明らかになっている 1)．興味深いことに，このよ

37C アミロイドは低い反応性を示した．次にアミロ

うなアミロイドの

イドの 2 次構造を赤外分光法で調べたところ，4C の

構造多形

は，その凝集体がもつ

異なる表面構造を介した相互作用によって，異なる生

アミロイドには分子間  シート構造が比較的少なく，

理的影響をもたらす．その顕著な例が，さまざまな疾
患症状（たとえば重篤度）をもたらす

37C ア ミ ロ イ ド に は 多 い こ と が 明 ら か に な っ た

プリオン株

（図 1）
．アミロイドのコアは  シートによって形成さ

の存在である 2)．筆者らはこれまでに，プリオン病の

れているため，4C のアミロイドは  シート含量が少

異なる細胞表現型の出現が，プリオン凝集体の構造の

ないためにより脆弱であると考えられ，また，ポリグ



差異に由来することを，酵母プリオン [PSI ] の系を用

ルタミン鎖が露出しているため 1C2 抗体との反応性

いて明らかにしてきた 3)．神経変性疾患では，脳の領

が高いと推測された．一方，37C のアミロイドは，

域特異的に神経細胞が脱落することが多いが，タンパ

シート含量がより高いために強固で，また，ポリグル

ク質凝集体の構造多形は，その疾患部位特異性に影響

タミン鎖がアミロイド内部に埋もれているために 1C2

を与えているのだろうか？

抗体との反応性が低くなったと考えられた．さらに，

異性が

筆者らは神経変性部位特

アミロイドの構造多形

で説明できるか検討

を行った ．
4)

2.

ハンチントン病におけるアミロイドの構造多形

ハンチントン病は，不随意運動と認知力低下を伴う
遺伝性の神経変性疾患で，おもに大脳の線条体で神経
細胞の脱落が見られるが，その分子機構はいまだ十分
に理解されていない．ハンチントン病では原因タンパ
ク質ハンチンチンのエキソン 1（httEx1）内に存在する
グルタミンリピートの数が約 35 以上に増えている 5)．
異常に伸長したグルタミン鎖を含むハンチンチンは凝
集しやすく，神経細胞の核内で，また in vitro で，ア

図1
httEx1-Q42 アミロイドの赤外吸収スペクトル．4C アミロイド
（実線），37C アミロイド（点線），1620，1640，1660-1680 cm1
の各シグナルは，それぞれアミロイド内の分子間  シート，
シート，ループ／ターン構造に由来する．

ミロイドを形成することが明らかになっている 6), 7)．
筆者らは，まず，42 個のグルタミン（Q42）を含む
httEx1Q42 タンパク質が，異なるアミロイド構造へと

Amyloid Conformation-Dependent Cellular Toxicity and Regional Specificity in Huntington Disease
Motomasa TANAKA and Yoko NEKOOKI-MACHIDA
RIKEN Brain Science Institute, Tanaka Research Unit
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これらの 2 つのアミロイドの細胞毒性をマウス神経芽

る毒性をもつことを示した本研究の結果は，アミロイ

細胞腫 neuro2a を用いて，ミトコンドリアの酵素活性

ドがあるときには毒性を示し，また示さないというこ

を指標とした MTT 法によって評価した．その結果，

れまでの一見，矛盾した複数の報告を統一的に説明し

4C のアミロイドは 37C のアミロイドに比べて高い

うる．

毒性を示した．したがって，同数のグルタミンからな

では，このようなアミロイドの構造多形の出現は一

るポリグルタミン鎖でも異なる構造をもつ httEx1 ア

体，何に由来するのであろうか？

ミロイドが生成し，それらは異なる細胞毒性をもたら

て，マイクロアレイの結果が示すように，脳の部位に

すことが明らかになった．

よって疾患原因タンパク質の結合タンパク質やシャペ

1 つの可能性とし

次に，httEx1 アミロイドの構造多形が in vivo 由来の

ロンの種類および発現量が異なるため，モノマーの構

アミロイドにも観察されるか検討した．ハンチントン

造が脳の各領域で異なっていることが考えられる．筆

病モデルマウスとして，145 個のグルタミン（Q145）

者らは，モノマーのわずかな構造の差異が凝集初期核

を含む httEx1 を過剰発現するトランスジェニックマ

の大きな構造の違いを生み出し，それが，最終的に生

ウス R6/2 を用い ，その大脳皮質，線条体，海馬，

成するアミロイドの構造や細胞の表現型に大きな影響

小脳から httEx1 凝集体を精製した．それらアミロイ

を与えることを酵母プリオンの系で最近見いだしてお

ドの構造を調べたところ，線条体由来のアミロイド構

り 11)，同様のことは他の神経変性疾患原因タンパク

造は in vitro の 4C アミロイドのように脆弱で，比較

質にもあてはまると考えている．

8)

的  シート含量が少ない構造であった．一方，海馬
謝

と小脳におけるアミロイドは in vitro の 37C アミロイ

辞

本研究における共同研究者の貫名信行（理研）
，黒

ドのように強固で， シートに富む構造を示した．さ
らに，これらのアミロイドを neuro2a 細胞へ導入し，

沢大（理研）
，伊藤和輝（理研播磨，SPring-8）
，小田

その細胞毒性を調べたところ，線条体のアミロイドが

俊郎（理研播磨）各氏に深謝いたします．

最も高い毒性を示した．この結果は，in vitro のアミロ
文

イド構造と細胞毒性との相関に合致し，また，ハンチ
ントン病では線条体で神経細胞の脱落が著しいことに
も一致した．本研究結果は，脳の部位によってアミロ
イドの構造が異なり，その差異が異なる細胞毒性をも

Kodali, R. et al. (2007) Curr. Opin. Struct. Biol. 17, 48-57.

2)

Collinge, J. (2001) Annu. Rev. Neurosci. 24, 519-550.

3)
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4)

Nekooki-Machida, Y. et al. (2009) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106,

たらすことによって，神経変性の部位特異性が生じる

9679-9684.

ことを示している．
3.

おわりに

近年，タンパク質の凝集が関与する神経変性疾患で
は，アミロイドの形成途中に存在する可溶性の凝集体
オリゴマー

献
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が細胞毒性を示す本体ではないかと考
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えられてきている 9)．成熟したアミロイドは  シート
が内部に埋もれており，疎水性アミノ酸の露出も少な
く，細胞毒性を発揮することができない．一方，オリ
ゴマーは露出したアミノ酸に富むために他のタンパク
質との相互作用を介して細胞毒性を発揮すると推測さ
れている 10)．同様に，本研究の 4C アミロイドや線
条体由来のアミロイドも，より露出したポリグルタミ

田中元雅

ン鎖が細胞毒性を示したと考えられる．このように，
タンパク質凝集体自身の大きさや可溶性・不溶性にか
かわらず，より露出したポリグルタミン鎖が毒性を示
すという点で，本結果は「オリゴマー仮説」とも一致
する．さらに，アミロイドがその構造に依存して異な
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イオントフォレシスによる高分子の皮膚透過
小暮健太朗1，気賀澤郁2，濱

1.
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京都薬科大学

2

北海道大学大学院生命科学院

3

北海道大学大学院薬学研究院

進1，梶本和昭3

ラチン線維で満たされており，角質層が外来物質の皮

はじめに

膚透過の最大障壁である．つまり，薬物の経皮吸収は

皮膚から薬物を体内に吸収させる「経皮吸収」は，

角質層の突破が重要になる．

薬剤の投与方法の 1 つである．たとえば，湿布はそれ

薬物の経皮吸収を促進するさまざまな技術が開発さ

に含まれる薬物（炎症を抑える成分など）を皮膚を介

れている．大別して，化学的促進法と物理的促進法が

して吸収させ，皮膚直下の筋肉層の炎症を抑えて痛み

ある．化学的促進法とは，吸収促進剤などで皮膚を処

を和らげる．他には，禁煙用のニコチンパッチがよく

理することで薬物透過性を向上させるものであり，た

知られているだろう．ニコチンパッチを皮膚に貼るこ

とえばℓ-メントールなどが用いられる．一方，物理

とで，皮膚内部の毛細血管からニコチンが吸収され，

的促進法とは，電気や超音波などの物理的刺激によっ

中枢に送達されることでタバコを吸いたいという欲求

て皮膚の透過性を亢進するものである 2)．たとえば，

を満足させる．このように，薬物の経皮吸収はわれわ

エレクトロポレーション法は，高電圧パルスを負荷す

れの身近なものである．

ることで細胞膜に一過的な穿孔を形成し，物質透過を
促進する方法であり，大腸菌や培養細胞への遺伝子導

経皮吸収は，注射や飲み薬と比べて多くの利点を有

入などにも用いられている．

する．たとえば，注射は痛いが，湿布は痛くない．注
射や飲み薬は，1 度投与されると途中で止めることはで

物理的促進技術の 1 つにイオントフォレシス（ionto-

きないが，湿布は剥がせばそれ以上薬は取り込まれな

phoresis）がある 3)．イオントフォレシスは，大雑把に

い．飲み薬は，腸から吸収された後，肝臓で代謝され

いうと，皮膚上で行う電気泳動であり，電気の力で荷

効果を発揮できる成分の割合が低くなってしまう（肝初

電性薬物を皮内に押し込む技術である（図 2）
．すな

回通過効果）が，経皮吸収は皮膚の毛細血管から直接薬

わち，電極と皮膚の間に荷電性薬物水溶液を充填し，

物が血液中に入るので肝初回通過効果を回避できる．

電流を負荷することで，電気的反発によって同電荷の

このように，経皮吸収は多くの利点を有しているた

物質を皮膚内に送り込むのである．このとき，水溶液

め，もっと多くの薬が経皮吸収によって投与されても
よさそうであるが，現実はせいぜい筋肉痛をとる湿布
かニコチンパッチに類似した適用範囲にとどまってい
る．なぜであろう．それは，皮膚が非常に優れたバリ
アーであり（図 1）
，薬のような低分子物質ですら簡単
に透過しないためである．これは当然のことで，簡単
に外部からいろいろな物質が侵入しては困るのである．
経皮吸収に適応可能な物質特性として，低分子量
1)
（受動拡散では 500 Da 以下 ）であること，ある程度

の疎水性を有すること，があげられる．皮膚表面は，
表皮細胞（ケラチノサイト）が脱核し硬化した角質層

図1
皮膚の構造（概略）．（電子ジャーナルではカラー）

で覆われている．角質層の細胞質内は非常に堅固なケ

Transdermal Penetration of Macromolecules by Iontophoresis
Kentaro KOGURE1, Kaoru KIGASAWA2, Susumu HAMA1 and Kazuaki KAJIMOTO3
1
Kyoto Phamaceutical University
2
Graduate School of Life Science, Hokkaido University
3
Faculty of Pharmaceutical Science, Hokkaido University
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利点を核酸医薬に応用できないかと考え，その技術開
発に取り組んでいる．核酸医薬は，特異的な遺伝子の
発現制御などの機能を有し，さまざまな疾患の新しい
治療薬として期待されている．たとえば，siRNA（small
interfering RNA）は RNA 干渉とよばれる現象に関与し，
細胞質において mRNA を破壊することで配列特異的な
遺伝子発現抑制が可能である．皮膚疾患では，アト
ピー性皮膚炎や皮膚がんなどが核酸医薬の治療対象と
なり得る．当初，高分子である核酸医薬は，イオント
フォレシスによる皮内送達が困難であろうと危惧され
図2
イオントフォレシスによる薬物の皮膚浸透（概略）．（電子ジャー
ナルではカラー）

たが，意外にも siRNA を皮膚炎誘導ラットにイオント
フォレシスしたところ，効率よく皮内に送達された
（図 3） ．メカニズムは不明だが，角質層および表皮層
4)

に siRNA が認められたことからこれらの層を直接透過
したことが推察される．さらに，アトピー性皮膚炎に
関与するサイトカイン interleukin (IL)-10 遺伝子に対す
る siRNA を，炎症誘導ラットにイオントフォレシスし
た後，IL-10m RNA 量を定量したところ，約 74% も抑
制された 4)．このことから，高分子物質であってもイ

図3
イオントフォレシス後の siRNA の皮内分布．ラット皮膚に蛍光ラ
ベル化 siRNA をイオントフォレシス後，皮膚切片を共焦点レー
ザー顕微鏡で観察．図中，白っぽいのが皮膚内に存在する siRNA．

オントフォレシスにより非侵襲的に皮膚に浸透し，皮
膚細胞の細胞質にまで送達されることが示唆された．
このように，皮膚は堅牢なバリアーだが，電気の力

中のイオンが動き，それに伴い皮膚内で水の移動が陽

により浸透困難な物質の透過が可能になる．従来，高

極から陰極方向に生じる（電気浸透流）．薬物は，こ

分子のイオントフォレシスは報告例が少なかった．そ

の水の流れによっても皮膚内に移動する．薬物の透過

れは，皮膚を単なる物理的バリアーとして捉え，採取

ルートは，図 1 で示した皮膚構造における皮膚細胞

皮膚を用いた研究が多かったためかと推察している．

層（角質層・表皮層）を横切るルートと，皮膚細胞の

現在，筆者は皮膚が電気刺激に反応し生理的性質が変

隙間を経由するルートや毛穴などの付属器官を経由す

化することでバリアー能が変化するため高分子でも浸

るルートが考えられている．イオントフォレシスは，

透可能になると仮説を立て検証している．近い将来，

米国では実用化されており，リドカインなどの局所麻

このことが明らかになり経皮吸収技術が飛躍的に進展

酔剤をより早く皮膚内に送り込むために臨床現場で用

することを期待している．

いられているし，また電気浸透流を利用して皮膚から

文

移動してくるグルコースを捉えて血糖値を計測する装

1)

置も開発されている．

2)
3)
4)

イオントフォレシスに適応可能な薬物として，荷電
を有する，ある程度の疎水性を有する，分子量が比較的

献
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小さい，などの制約があり，あらゆる薬物への適応は困
難であると考えられている ．しかし，イオントフォレ
3)

シスによる経皮送達は，多くの利点を有しているため，
従来適応が困難と思われている薬物（タンパク質，機能
性核酸など）への展開が望まれている．さらに，イオン
トフォレシスは皮膚を傷つけずに薬物を皮内に送達が

小暮健太朗

できる非侵襲的な技術としても注目されている．
筆者の専門は遺伝子や核酸医薬の送達技術開発で
あったが，実は経皮吸収やイオントフォレシスに関し
ては素人であった．筆者らは，イオントフォレシスの
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ギャップ結合チャネルのX線結晶構造
前田将司

1.

兵庫県立大学生命理学研究科

はじめに

3.

構造解析

ギャップ結合は隣接する細胞間をつなぐチャネルを

反射強度データから計算されるパターソン関数と自

形成する特殊な構造体である．このチャネルを分子量

己回転関数から，ギャップ結合チャネルはその分子内

1500 以下の分子が移動することで，接続されている

2 回軸が原点を通る結晶学的 2 回軸と一致しており，

細胞を均一化し，恒常性の維持に寄与する．心筋の同

6 量体に起因する非結晶学的対称（NCS）である 6 回

期した収縮や発生過程での細胞分化に不可欠であるこ

軸は z 軸方向から約 30 傾いていることがわかった．

とが知られている ．ギャップ結合は膜タンパク質コ

重原子同型置換法による初期位相決定後，NCS に基

ネキシン（Cx）からなるチャネルによって形成され

づく 6 回対称の電子密度平均化（NCSA）によって位

る．直径約 1-2 nm の孔を中心に周りに 6 つの Cx が会

相改良を行った．このとき，6 回対称軸の z 軸に対す

合したものをコネクソン，隣接細胞由来の相対する

る角度を 28.0 から 34.0 まで 0.1 ごとにそれぞれ固

2 つのコネクソンが細胞外領域で会合した 12 量体を

定してそのパラメータで位相計算を行った．得られた
位相から求めた Fc と観測値 Fo との R 値 (R  hklFo

1)

ギャップ結合チャネルとよんでいる ．
2)

おもに電子顕微鏡による解析によって進められてき

Fc/hklFo) と相関係数 CC (CC  (FoFo)/(Fc
Fc)/[(FoFo)2  (FcFc)2]1/2)においてもっ

た 3)-5)．しかしながら，そのいずれもが低分解能での

ともよい値を示す角度 31.1 を決定し，その後の位相

解析であり，アミノ酸側鎖を識別できるレベルには達

改良はこの角度を用いて行った．また，最終抗凍結剤

していなかった．筆者らはチャネル構造形成基盤やポ

濃度を変えて「わざと」同型性を変えた結晶を用いて

ア（孔）の詳細な構造を明らかにすることなどを目的

結晶間での平均化を行うことにより，さらなる位相改

として，2002 年 8 月から X 線結晶構造解析による高

良に成功した 6)．

ギャップ結合チャネルの構造研究はその発見以来，

分解能構造解析をスタートさせた．本稿では，データ

4.

収集から構造解析における工夫を交えつつ，ギャップ

上記のようにして改良した位相を用いて計算した，

結合チャネルの構造を紹介したい．
2.

異常散乱活用と分子モデル構築

セレノメチオニン（SeMet）置換体およびタンパク質

ギャップ結合チャネルの高分解能データ測定

が天然にもっている硫黄原子由来の異常散乱差フーリ

われわれがターゲットとしたのはヒト由来 Cx26 か

エマップから，開始 Met を除く単量体あたり 6 つの

らなるギャップ結合チャネルである．これを昆虫細胞

Met の位置と，Cx ファミリーで高度に保存されてい

発現系によって発現させ，カラムクロマトグラフィー

る細胞外領域の 3 つの近接した分子内 SS 結合の位置

などを用いて精製した．結晶化条件の最適化，抗凍結

を決定した．

剤添加を非常に緩やかに行い，最終濃度で 1 晩置くと

これらの情報を盛り込みながら，逐次モデル構築と

いった手法により，同型な多数の結晶を比較的安定に

フーリエマップを繰り返し，最終的には全 226 アミノ

得ることができた．データ収集は SPring-8 の BL44XU

酸のうち，2-109 および 125-217 のモデル構築を行う

で行った．通常，数秒の露光時間で十分なデータの収

ことができた 6), 7)．

集が可能なところ，高分解能側の反射測定の精度を高

5.

めるために X 線照射時間を 30-60 秒とした．長時間露

Cx26 ギャップ結合チャネルの全体構造

光により 1 つの結晶から得られるイメージ枚数は減る

Cx26 ギャップ結合チャネルはそれぞれの細胞から

が，多数の同型な結晶から回折データを収集すること

供与されるコネクソンとよばれる Cx6 量体が細胞外

で 3.5 Å 分解能でのデータの完全性を得た．

領域で結合して構成される．その外形は日本の伝統和

Structure of Human Gap Junction Channel
Shoji MAEDA
Department of Life Science, University of Hyogo
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ギャップ結合チャネルの X 線結晶構造

楽器「鼓」によく似ており，両端に向かって広がって
いる．分子の長軸は約 155 Å，細胞間間隙は約 40 Å で
膜面に平行な方向での最大直径は約 90 Å であった．
ポアの直径は細胞内からの入り口で約 35 Å，そこか
らチャネル内部に入るにしたがって約 14 Å 程度まで
狭くなり，細胞外領域にかけて再び広くなる．細胞内
領域の構造の一部が観測されていないものの，チャネ
ルパス内に物質透過を妨げるような構造は見受けられ
ないことから，われわれの決定した構造はチャネルの
開状態であると考えられる．
6.

図1
Cx26 ギャップ結合チャネルの全体構造を膜面に平行な方向から見
た図（左）Cx26 1 分子を赤色で示す．チャネルを垂直方向から見
た図（右）ポアファネル構造を赤色で示す．（電子ジャーナルでは
カラー）

チャネルの構造から見えてきたこと

観察された構造は 12 量体の細胞間チャネルの状態
であったため，単量体内・コネクソン内・コネクソン
間での相互作用様式を明らかにすることができた．こ

ル研究に活用され，多くの研究者の後押しとなること

れらの結合にかかわる残基の多くは，その変異がいく

を期待したい．

つかの遺伝病と関与することが知られており 8)，こう
謝

した遺伝病関連変異が Cx に及ぼす影響を構造から示

辞

本研究は兵庫県立大学の月原冨武教授のご指導のも

すことができた．
ギャップ結合チャネルの構造が明らかになって，そ

と，大阪大学蛋白質研究所の菅倫寛君（現・オレゴン

の中でも最も興味深いと思われるものが，各単量体か

健康科学大学）
，中川宗君，山下栄樹博士のご協力に

ら短いへリックスを含む N 末端領域が伸びてきてポ

より完遂することができました．京都大学の藤吉好則

ア入り口付近に形成されているファネル（漏斗）構造

教授，大嶋篤典博士には構造に関する考察において多

である．電子顕微鏡による低分解能 2 次元結晶構造解

大なご協力をいただきました．この場をお借りしまし

析ではこの領域にプラグ（栓）構造が見られ，物理的

て御礼申し上げます．

にチャネルを閉じているように見える ．この解析は
5)

文

チャネル透過性を落とす Met34Ala 変異体を用いて行
われた．Trp3 が隣接する単量体の Met34 と疎水性相
互作用することでファネル構造がチャネル内壁に固定

献

1)

Saez J. C. et al. (2003) Physiol. Rev. 83, 1359-1400.

2)

Alberts B. et al. (2008) Molecular Biology of THE CELL fifth edition, 1158.

されており，Met34Ala 変異体の透過性低下の原因を

3)

Uniwn P. N. et al. (1980) Nature 283, 545-549.

よく説明している．ネガティブ電荷をもった Asp2 が

4)

Unger V. M. et al. (1999) Science 283, 1176-1180.

5)

Oshima A. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 10034-

ポア内に露出しており，これが細胞間に生じる膜電位

10039.

差を感知してチャネルの開閉を引き起こすと考えられ

6)

Suga M. et al. (2009) Acta Cryst. D 65, 758-766.

7)

Maeda S. et al. (2009) Nature 458, 597-602.

の構造変化と会合状態の変化がギャップ結合チャネル

8)

Laird D. W. et al. (2006) Biochem J. 394, 527-543.

の開閉を担っているとしてプラグ開閉機構を提唱し

9)

Verselis V. K. et al. (1994) Nature 368, 348-351.

る．われわれはこの 2 つの構造をもとに，N 末端領域

た．このモデルは，ギャップ結合チャネルにおいて N
末端領域が細胞間に生じる膜電位差を感知して構造変
化を起こすことにより開閉を行うという Verselis らに
よる機能解析の結果 9) ともよく合致するものである．
ギャップ結合チャネルを構成する Cx はその 1 次構
造がファミリー内で高度に保存されている．したがっ
て，われわれの解析した Cx26 チャネルの構造は他の

前田将司

Cx チャネルについてもあてはめることができる構造
の鋳型となる．この構造が今後のギャップ結合チャネ
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情報伝達タンパク質Ras，
RAF間の分子認識の
細胞内1分子計測
日比野佳代

1.

（独）理化学研究所基幹研究所

Ras-binding domain（RBD）と Cysteine rich domain（CRD）
，

はじめに

そして全長の RAF が，細胞内で Ras の活性化を正し

低分子量 G タンパク質 Ras は，細胞内情報伝達反

く認識できるかを確認した．RAF は Ras の活性化を認

応を ON/OFF 制御するスイッチのような役割を果た

識して，その局在をふだん存在する細胞質から，Ras

す ．細胞の増殖，分化，アポトーシスなどを引き起

の局在する細胞膜へと Ras との結合依存的に変化させ

こす多様な細胞外刺激に応じて活性を調節され，Ras

たが，RBD（RAF の 51-131a.a.）および RBDCRD（RAF

は複数の信号伝達経路の中から必要な経路を ON に

の 51-220a.a.）は，活性化型 Ras（RasGTP）と不活性

して，細胞外刺激 を 適 切 な 細 胞 応 答 へ と 結 びつけ

化型 Ras（RasGDP）をはっきり区別することができな

る ．これまでに，Ras 情報伝達システムの構成因子

かった 4)．Ras と RAF は細胞内でどのように互いを認

や因子間のつながりの全貌がほぼ明らかにされている

識して，信号伝達を制御しているのだろうか？

1)

1)

が，Ras が多様な標的タンパク質から細胞外刺激に

Ras/RAF 間の分子認識過程の詳細を調べるため，細

適ったものを，どのように認識して，活性化している

胞 内 1 分 子 可 視 化 解 析 を 用 い て，RAF，RBD，RB-

のか？

その機構はよくわかっていない．Ras の認識

DCRD それぞれが Ras と結合する時間を計測した．こ

機構を解明するためには，細胞内における，Ras と標

の結合時間分布は，Ras と結合相手との解離キネティ

的タンパク質の反応キネティクスや構造ダイナミクス

クスの情報を含むため，反応素過程の組み立てや反応

を解析することが有効だと考えられるが，現在は，多

速度定数を見積もることができる．

数分子の平均的な動態解析から，間接的に推測するに

計測の結果，RasGDP と RAF の解離反応は初期結合

とどまっている．

状態から直接解離する 1 次反応であったのに対し，

近年，細胞内における分子の局在や構造変化を検出

RasGTP と RAF の解離反応は初期結合状態から中間状

するためのプローブ開発が進み ，また同時に，1 分

態を経由して解離する逐次反応であった（図 1）
．こ

子可視化解析技術を生きた細胞内に応用する試みがな

の結果は，Ras と RAF の初期結合状態が，Ras の活性

され，これらを組み合わせることで，細胞内で生化学

化状態（RasGDP か RasGTP）によって異なることを

反応を 1 分子解析することが可能となりつつある ．

示している．一方，Ras の活性を正しく区別できな

2)

3)

本稿では，これらを背景に進めている「Ras とその標

かった RBD および RBDCRD は Ras の活性化により

的タンパク質の 1 つ RAF の間の結合解離反応の 1 分

反応キネティクスを変化させることはなく，Ras と

子キネティクス解析」と「RAF の分子内構造変化の

RBD の解離反応は 1 次反応で，Ras と RBDCRD の解

細胞内 1 分子計測」についての結果を示し，これらを

離反応は逐次反応を示した 4)．また，Ras と RBD の解

もとに提案している「Ras，RAF 間の分子認識と Ras

離速度定数は RasGDP と RAF の値と同等であった 4)．
これらの結果は，1）RAF は RasGDP と結合する際，

の細胞内情報伝達制御」について紹介する．
2.

RBD を介して相互作用をするが，2）RasGTP と結合

Ras/RAF 反応の細胞内 1 分子キネティクス解析

する際には，RBD と CRD を介すること，3）Ras/RAF

現行の Ras 信号伝達制御モデルでは，Ras が活性化

間 の 正 し い 分 子 認 識 に は，RAF の N 末 の RBD や

すると，標的タンパク質の Ras 結合領域との親和性を

CRD に加えて，C 末を含めた RAF 全長が必要である

上昇させ，標的タンパク質との結合を介して信号伝達

ことを示している．われわれは，分子認識機構を理解

を ON にすると考えられている 1)．そこでわれわれは，

するために，初期結合状態の違いに注目した．

RAF の N 末 に 位 置 す る 2 つ の Ras 結 合 領 域 で あ る
Mutual Molecular Recognition of Ras and RAF
Kayo HIBINO
Cellular Informatics Laboratory, ASI, RIKEN
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情報伝達タンパク質 Ras，RAF 間の分子認識

図2
（a）刺激前，（b）後の細胞内の RAF-FRET-probe の 1 分子像．閉状
態の probe からの GFP の信号はほとんど見えない．（c）は RAFFRET-probe の信号から分離した GFP 蛍光強度の時間変化．GFP 蛍
光強度は FRET 効率に反比例する．Ras と結合した瞬間を時間 0 と
した．文献 4 の図を改変．（電子ジャーナルではカラー）

図1
GFP-RAF の 1 分子キネティクス解析．（a）GFP-RAF を発現させた
HeLa 細胞の基底膜近傍を全反射蛍光顕微鏡で観察した像．（b）
Ras/RAF 結合時間分布．k：解離速度定数．（k1, k2）
：中間状態への
遷移速度と中間状態からの解離の速度の定数．
（k1, k2 は交換可能）
文献 4 の図を改変．（電子ジャーナルではカラー）

GDP にも結合してしまったことを考慮すると，この
構造変化の誘導は，細胞内で誤った信号伝達を防ぐ，
安全機構のような役割を果たしているかもしれない．

3.

Ras と RAF の 分 子 認 識 は RBD と CRD を 含 む 広 い

RAF 分子内構造変化の細胞内 1 分子可視化解析

インターフェースを介して行われ，また，このイン

RAF は，球状の閉状態と鎖状の開状態の少なくと

ターフェースは Ras/RAF 間の分子認識過程で変化して

も 2 つの構造をとると考えられている ．そこで，Ras

いた．Ras は，このような構造変化を含む多面的な分

と RAF の初期結合状態と RAF の構造の関係について

子認識により，多様な標的タンパク質種を認識して，

調べた．FRET の原理を利用した RAF の構造変化プ

適切に信号伝達制御を実現しているかもしれない．こ

ローブ（RAF-FRET-probe）を改良し，細胞内で 1 分子

れらの解明は，今後の課題である．

5)

可視化解析して，Ras と結合した直後の FRET 信号を
謝

計測した（図 2）
．その結果，RasGDP と結合した RAF

辞

は高 FRET 状態（閉状態）をとるが，RasGTP と結合

本研究は広島大学の柴田達夫氏，大阪大学の柳田敏

した直後の RAF は低 FRET 状態（開状態）をとるこ

雄氏，理化学研究所の佐甲靖志氏との共同研究による

とが明らかになった（図 2）．

ものです．

また，Ras の活性化後に細胞質に残ったままのフ

文

リ ー の RAF が， 閉 状 態 を と っ て い た こ と か ら 4)，
図 2c の結果は，閉構造の RAF が，RasGTP と結合し

献

1)

Repasky, G. A. et al. (2004) TRENDS in Cell Biol. 14, 639-647.

2)

Ward, T. H., Lippincott-Schwartz, J. (2006) Green fluorescent
protein: Properties, Application, and Protocols Second Edition, 305-

た後，直ちに（100 msec 以内）開状態へと構造変化す

337.

ることを示していると結論づけた．点変異により常に
開 状 態 を と る 変 異 体 RAF が Ras の 活 性 を 区 別 せ ず
RasGDP に も RasGTP に も 結 合 し て し ま っ た こ と か

3)

Sako, Y. (2006) Mol. Sys. Biol. 56, 1-6.

4)

Hibino, K. et al. (2009) Biophys. J. 97, 1277-1287.

5)

Avruch, J. et al. (2001) Recent. Prog. Horm. Res. 56, 127-155.

ら ，RAF の構造変化は Ras の信号伝達制御に非常に
4)

重要であると考えられる．
4.

まとめと今後

これらの結果をもとにわれわれが提案する Ras/RAF
間の分子認識モデルは，
「活性化型 Ras が標的タンパク
質の構造変化を誘導して，下流への信号伝達を制御す

日比野佳代

る」という，これまで考えられていなかった Ras の活
性を含んでいる．閉状態をとれない変異体 RAF が Ras

日比野佳代（ひびの かよ）
（独）理化学研究所基幹研究所協力研究員
2003 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期
課程修了，日本学術振興会特別研究員を経て，
06 年より現職．
研究内容：細胞システムの動態と論理．現在は，
細胞情報伝達反応のキネティクスとダイナミクス
の 1 分子解析
連絡先：〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
E-mail: kayo_hibino@riken.jp
URL: http://www.riken.jp/cell-info/
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用
語
解
説

ホモキラリティー
Homochirality
鏡像が元の像と重ね合わせることができない性質
をキラル（chiral）といい，重ね合わせることがで
きない鏡像体のことをエナンチオマー（enantiomer）とよぶ．ホモキラリティーとは，片方のエ
ナンチオマーだけが存在している状態を指す．タ
ンパク質は L-アミノ酸のみから，核酸は D-（デオ
キシ）リボースのみから構成されているというホモ
キラリティーが生命世界の特徴である．
（180 ページ）
（田村）
ヤング率
Young’s modulus
物体に与えられた力とその力によって生ずる
歪みは比例する．この比例定数をヤング率という．
断 面 積（S） の 物 体 に 力（F） が 加 え ら れ， 元 の
長さ（L）が（dL）だけ伸びたとき，ヤング率 E は
E  (F/S)/(dL/L) で表される．ヤング率が小さい物体
ほど柔らかい．（182 ページ）
（岩楯）
脂質 2 重膜の相構造
Phase structures of lipid bilayer membranes
ゲル相の脂質 2 重膜は，アルキル鎖が密にパッキ
ングされた秩序性の高い構造をもち，周期的な波
打ち構造で特徴づけられるリップル相と滑らかな
表面をもつラメラゲル相の多形を示す．密にパッ
キングしたアルキル鎖の間にコレステロールが割
り込むと，ゲル相と比べて流動性は増大するもの
の，秩序的な分子配列は保たれた秩序液体相が生

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

じる．スフィンゴ脂質とコレステロールに富む脂
質ラフトは，秩序液体相をとると考えられている．
（184 ページ）
（三浦）
線条体
Striatum
大脳基底核の構成要素の 1 つであり，被殻と尾状
核からなる．被殻と尾状核は内包の発達によって
隔てられたもので，両者の間には互いに結合する
灰白質の線条が多数見られるため，両者をあわせ
て線条体とよぶ．運動機能や情動，認知などさま
ざまな神経過程に関与している．
（186 ページ）
（田中ら）
分子認識
Molecular recognition
分子間の非共有結合（水素結合，疎水結合など）
を介して実行される，分子の状態（活性化，不活
性化）の認識や分子種の認識などをさす．状態認
識は反応 ON/OFF 制御などに関与する．
（192 ページ）
（日比野）
蛍光共鳴エネルギー移動
Förster resonance energy transfer（FRET）
蛍光分子（ドナー）の発光スペクトルと他の蛍光
分子（アクセプター）の励起スペクトルに重なり
がある際に，両分子が近接し，かつ両分子の双極
子モーメントが適切な方向関係にあるとき，ド
ナーの励起エネルギーがアクセプターを励起する
現象．（193 ページ）
（日比野）
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理論／実験 技術

古典的条件づけの学習理論と
可逆的遺伝子発現制御システムを用いた実験的検証
岸本泰司

徳島文理大学香川薬学部生物物理学講座 / 神経科学研究所

1. はじめに

90 年代初頭に遺伝子ターゲティング法を用いた逆
遺伝学が記憶・学習の生物学的研究にあたらしい地平
を切り開いて以来，個体レベルでのマウス遺伝子改変
技術の進歩は，これまで実験レベルでは困難だった学
習理論の妥当性についての検証を可能にしつつあ

図1
マウスを用いた瞬目反射条件づけ法．眼瞼裏に US を与えるため
の電極 2 本と筋電位取得用の微小電極 2 本が埋め込まれている．
CS と US は同時に終了するように対提示される．（電子ジャーナ
ルではカラー）

る 1)．本稿では，運動学習の 1 種として知られる瞬目
反射条件づけを 1 つの学習モデルとして，古典的条件
づけの基本的な学習理論と，可逆的遺伝子 On/Of 制
御システムを利用してそのダイナミクス解明に迫った
最近の研究例について紹介する．

Hebb 則による説明であり，最も単純な形では数式
（1）で記述可能である 3)．

2. 古典的条件づけの学習理論

古典的条件づけの現象が，パブロフによりはじめて

wij  xi xj

（1）

報告されてからおよそ 100 年が経過したが，彼の理論
はいくつかの修正を受けながらも行動主義心理学の礎

ニューロン xi が発火しているときに，このニュー

としての地位を保っている ．この学習は，それ単独

ロンに入力を送るもう 1 つのニューロン xj が発火す

2)

では生体に反応をひき起こさない中性刺激（条件刺

ると，xj から xi への入力結合 wij が強まること，すな

激，CS）と，生理反応をひき起こす刺激（無条件刺

わち同時に発火したニューロン間のシナプス結合が

激，US）が十分な回数対提示されると，本来 US が引

強められるという原理である．この仮説の延長上に，

き起こす反応が CS によって生じるようになるという

後に生理学的にその存在が確認されたシナプス可塑性

学 習 で あ る． こ の 応 答 を 条 件 反 射（conditioned re-

があり，伊藤正男らによる運動学習の長期抑圧（long-

sponse, CR）という．瞬目反射条件づけの場合では，

term depression, LTD）モデルも存在する．この LTD 仮

通常 CS は音，US は瞼への刺激となり，この繰り返

説については次章で独立して説明する．

し提示により動物は音のみで瞬きの条件反射を表出す

一方，実験心理学分野においては 1972 年に Robert

るようになる（図 1）．

Rescorla と Allan Wagner に よ っ て 提 唱 さ れ た Rescorla-

古典的条件づけの学習理論に関しては，これまでに

Wagner モデルが特に重要である．彼らは古典的条件

さまざまなモデルが提唱されているが，生理学と実験

づけの本質を，CS と US の間における連合形成である

心理学のテキストではそれぞれ異なる理論で導入が行

と考え（Stimulus-Stimulus Theory; S-S 理論）
，CS と US

われることが多いようである．まず前者の代表として

の連合強度の大小によって CR の大小を予測できると

は Donald Hebb により提唱された「神経細胞間の結合

した 4)．このモデルは単純な数式（2）で表わされる

強度の変化により 学 習 行 動 を 説 明 で き る」 という

にもかかわらず，学習獲得のふるまいをきわめて正確

Experimental Verification of Classical Conditioning Models by Inducible On/Off Control of Gene Expression
Yasushi KISHIMOTO
Department of NeuroBiophysics, Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University / Neuroscience Institute, Tokushima
Bunri University
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に予測できるという点で画期的であり，以降の実験心

Rescorla-Wagner モデルによる連合強度の獲得および

理学における条件づけ理論に影響を与え続けている．

消去のシミュレーション（図 2a）と野生型マウス
50 匹を用いた実際の瞬目反射条件づけの学習―消去曲

Vi  (  V)

（2）

線（図 2b）を比較した．学習試行，消去試行ともに
初期過程で変化率が大きく，試行が進むにつれ徐々に

式（2）で Vi は，i 番目の試行における CS と US

減少しやがてプラトーに達する．動物実験による実際

の連合強度の変化率を表わしている．,  は学習の

の学習曲線も最初の 2，3 セッション目までが非常に

速さを決定するパラメタで  ≦ ,  ≦ 1 の値をとる．

獲得速度が速く 4 セッション目以降はほぼ飽和に達す

 は連合強度の限界値を表し，学習試行では 1（完全

ることが見て取れる．このようにマウスにおける瞬目

に関連を学習した状態），消去試行では 0（完全に関連

反射条件づけについて Rescorla-Wagner モデルによって

を忘れた状態）となる．ここで V は直前の試行まで

よく説明される学習パターンを表すことが示された．

に獲得された連合強度である．よって (  V) は，こ

3. 瞬目反射条件づけの小脳シナプス可塑性理論

れまでに蓄えられた連合強度をその限界値から引いた
もの，すなわち「どれだけ CS から US を予想するこ

瞬目反射条件づけは神経科学領域で運動学習として

とができないか」の度合いであり，「意外さ」を表す

論じられることが多いことからもわかるとおり小脳学

ものともいえる．ようするに，（2）式は，これまでの

習の 1 種でもあり，その記憶痕跡は小脳内に形成され

経験で得た情報の意味とギャップが大きいほど，生体

る 1)．CS と US の情報が感覚器官から入力された後，

はそのギャップを埋めようとして大急ぎで認識を調整

脳幹を通って小脳にもたらされるまでのシナプス回路

することを意味しており，これは感覚的にも理解しや

を図示した（図 3）
．CS 信号は橋核，顆粒細胞（GC）
，

すいものであろう．

平行線維を通りプルキンエ細胞（PC）に入力する．
一方 US の情報は下オリーブ核を経由した後，登上線
維を通り小脳皮質内に入力する．この 2 つの情報が
PC で連合され，平行線維と PC 間にシナプス伝達効
率の長期抑圧（long-term depression, LTD）が生じると
考えられている．PC の抑制性の出力が解除されるこ
とで，生得的に存在していた「音を聴いて瞬きが起こ
る経路」が堰を切るように出現するという説明がこの

図2
瞬目反射条件づけにおける学習獲得および消去の計算値と実測値
（a）Rescorla-Wagner model による CS-US 連合強度の獲得と消去
のシミュレーション．,  を 3 通りの値で予測した．（2）式は
Vi  (   n
k0 Vk) とも表現でき，横軸の試行数 n 番目までに蓄
えられた連合強度が式中の  n
k0 Vk となる．縦軸は連合強度 V を
表す．（b）野生型マウス（C57BL/6J）を用いた瞬目反射条件づけ
の実際の学習―消去曲線（n  50；n，例数）．

図3
瞬目反射条件づけに関与する小脳神経回路．CS と US の情報は，
小脳内でそれぞれ PC と IPN の 2 部位で統合される．（PC，プルキ
ンエ細胞；PF，平行線維；CF，登上線維，PN，橋核；GC，顆粒細
胞；GN，ゴルジ細胞；MF，苔状線維；IO，下オリーブ核；IPN，中位
核；IN，介在ニューロン）．白い丸は興奮性ニューロン，黒い丸は
抑制性ニューロンを表す．（電子ジャーナルではカラー）
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遺伝子 On/Off による記憶の機構解析

LTD モ デ ル の 主 眼 で あ る． わ れ わ れ は こ れ ま で に

ス伝達は瞬目反射条件づけの記憶成立には必須でな

LTD に欠損があるマウス系統ではほぼすべてのケー

く，表出に重要であることを示唆する結果となった．

スで瞬目反射条件づけに重篤な障害が起きていること

しかしそれは LTD モデルとは一見矛盾するようにも

．これは，小脳 LTD と瞬目反射条

みえる．そこでわれわれは，次に小脳 LTD に必須で

件づけが少なくとも同じ分子基盤を共有していること

ある代謝型グルタミン酸受容体 1 型（mGluR1）を PC

を強く示す証左であり，Hebb 則の流れを汲むシナプ

選択的かつ可逆的に発現可能な mGluR1 conditional KO

ス可塑性理論もまた瞬目反射条件づけをよく説明でき

(mGluR1 cKO) マウス 9) を用いて同様の実験を行い，

ることが実験的に示されつつある．

これをさらに検討した（図 6）
．結果として mGluR1

を示してきた

1), 5), 6)

cKO マウスは第 2 相の初期でも学習障害が残ってお

4. テトラサイクリン遺伝子発現誘導性 On/Off
システムを利用した潜在記憶機構の解析

り潜在記憶は形成されなかった．こちらの結果は少な

ある問題を解決するために新しい技術が生みだされ

くとも GC-PC のポストシナプス機能は瞬目反射条件

た時点でその技術はすでに次の問題を内包しているも

づけ記憶の形成自体に不可欠であることを示すもので

のである．そしてそれはまた次の新技術を生む原動力

あり LTD 仮説と矛盾しないものとなった．潜在記憶

となる．全身遺伝子 KO マウスが開発され，その部位
特異性や時期特異性の問題がコンディショナル KO マ
ウスによって解決された際にも，今度は遺伝子制御の
非可逆性が問題となった 7)．従来の方法論では，ある
遺伝子を欠損させた結果仮に学習に障害が見られて
も，その障害が記憶獲得自体の欠損によるのか，それ
とも記憶は成立していてもそれが表出できなくなって
いるだけなのかを実は見分けることができないからで
ある（この表出されない記憶は潜在記憶とよばれる）
．
この問題を解決するために導入された方法論の 1 つ
がテトラサイクリン遺伝子発現誘導系（Tet-on/off gene
expression system; Tet システム）である．Tet システム
はテトラサイクリン（Tet）耐性オペロンの転写調節
にはたらく Tet 抑制因子と Tet オペレーター配列の性
質を利用して開発され，Tet の誘導体ドキシサイクリ
ン（Dox）の投与により特定の遺伝子発現の有無（On/
Off）を可逆的に切り替えることを可能とする．さら
に，この技術を特異的なプロモータと組み合わせるこ
とにより，ある特定のニューロンで，特定の遺伝子の
みの発現を可逆的に制御することも in vivo で可能と
なった（図 4b）
．そこでわれわれは，まず GC から
PC への神経伝達物質の放出を可逆的に阻害できるマ
ウス（RNB マウス）を利用して瞬目反射条件づけに
図4
GC から PC へのシナプス伝達を可逆的に制御する reversible neurotransmission blocking（RNB）マウスの作成 9)．（a）小脳神経回路
図（図 3 から抑制性介在ニューロンなどを省略してある）．RNB
マウスは Dox を含む餌を与えられると GC から PC への神経伝達
物質放出が可逆的に阻害される．（b）RNB マウスは 2 種類の系統
（line 1 および line 2）の交配によって作成される．（line 1）GABAA
受容体 6 サブユニットのプロモータにより rtTA（テトラサイク
リン調節性トランス活性化因子）が GC のみで発現する．（line 2）
TRE（テトラサイクリン応答性プロモータ配列）がテタヌストキ
シンの上流に組み込まれている．Dox が rtTA に結合した場合，
GC に発現したテタヌストキシンはシナプス小胞膜の VAMP-2 を
切断し神経伝達物質の開口放出を不能にする（文献 8 より引用）．
（電子ジャーナルではカラー）

おける小脳皮質の役割を調べた（図 5）8)．Dox を非投
与の場合，RNB マウスは対照群と同様の学習曲線を
描いた（図 5b）
．一方，第 1 相（day1-7）で Dox を投
与した場合，RNB マウスは野生型に比べ顕著な CR
獲得障害を呈した（図 5c）．しかしこの後十分な期間
Dox を与えずに維持し，再び第 2 相（day21-24）で CS
を与えたところ，驚くべきことに RNB マウスは最初
から高い学習率を示した（図 5c，d）．これは，第 1
相ですでに RNB マウスの中には潜在的に記憶が形成
されていたことを物語っている．すなわちこのシナプ
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6. おわりに

本稿では古典的条件づけの理論と応用について紹介
した．遺伝子発現を自由に制御できる本実験系の利用
により，これまでは取り扱うことが難しかった記憶の
側面について生物学的理解が深まることが期待され
る．パブロフこそは心を計測可能な事象として実験科
学の俎上にのせた現代脳科学の先駆者であった．この
ことはときに，当初志を近しくしながらも後年は神経
症患者の治療という臨床にのめりこんでいった 7 歳違
いの同時代人医師フロイトと対に語られる 10)．前世紀
初頭，彼らがことなる方法論でめざさざるを得なかっ
た抑圧や無意識といった

隠された心 ．こうした現

象に対して，まさに統合的アプローチにより光があて
られる時代がくるのではないかと夢想している．
謝

図5
GC-PC シナプス伝達の On/Off が CR に及ぼす効果 8)．Day1 から
7 までの第 1 相と Day21 から 24 までの第 2 相で構成されており，
野生型マウス（n  6），RNB マウス（n  12），Tet マウス（n  11，
図 4 の line 1）および TeNT マウス（n  6，図 4 の line 2）の 4 群
がテストされた．全グループに対し第 1 相では Dox 投与，第 2 相
では Dox は非投与．（a）Day1，Day7，Day21 における代表的な筋
電位．（b）第 1 相で Dox 非投与の場合の野生型と RNB マウスの
学習曲線に差はない（c）第 1 相では，野生型と比べ RNB マウス
は重篤な学習障害を示した．しかし第 2 相に入った直後に RNB マ
ウスは野生型と同程度の学習率を回復した．（d）第 2 相の初日の
学習率を 10 回の試行ごとにプロットしたもの（文献 8 より引用）．
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が RNB マウスで形成され，mGluR1c KO では形成さ
れなかった原因はいくつか考えられる．プレとポスト
の機能差によるもの，また in vivo の生理的状況では
GC からの神経伝達が完全には阻害されていなかった
可能性もある．
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ユビキチンと Eap45
Ubiquitin and Eap45
生体中で合成されたタンパク質は，その役目を
終えると分解される．水溶性タンパク質の場合は，
分解すべきタンパク質にユビキチンがたくさん結
合し，そのユビキチンが目印となり，プロテア
ソームにつれていかれて分解される．細胞膜など
と相互作用する膜タンパク質も同じ過程で分解さ
れるのかと思っていると，実は全然違う．分解され
ることになった膜タンパク質には，ユビキチンは
1 つしか結合しない．目印がついた膜タンパク質
は，最終的にはリソソームに運ばれる．プロテア
ソームはたくさんのタンパク質が集まった超分子
であるが，リソソームは膜でつつまれた細胞小器
官である．ここに膜タンパク質が運ばれて，リソ
ソーム内になるプロテアーゼによって分解される．
ここに示す絵は，分解されるべき膜タンパク質
に結合した（と想定される）ユビキチン（右上）を，
リソソームへの輸送に関与するタンパク質 Eap45
（左下）が認識しているところである．Eap45 は
ESCRT-II とよばれる複合体の 1 つのサブユニット
である．PH ドメインがもつ立体構造と似た構造
をしており，2 枚の  シートが樽状構造を形成し，
 へリックスが樽の横にできる隙間を埋めている．
分 解 さ れ る 膜 タ ン パ ク 質 は，ESCRT-I, ESCRT-II,
ESCRT-III と順番に引き渡されていき，最後は多胞
体を形成する膜の中に組み込まれる．多胞体が
膜タンパク質をリソソームに運ぶ．ということは，
ここに示す相互作用は，膜タンパク質の運命を決
める大切な相互作用である．相互作用に関与する
アミノ酸残基を明示すると，界面にほとんど隙間
がないことがよくわかる．原子のファンデルワー
ルス球上に打った点がごちゃごちゃとなって，向
こう側が見えるところがほとんどない．ここに示

している残基のいずれの側鎖を小型にしても，解
離定数が大きくなることが実験的に示されている．
側鎖が小さくなると，相互作用面に隙間ができて，
相手をしっかりとらえることができなくなり，複
合体構造を維持できなくなるのであろう．そうな
ると分解されるべき膜タンパク質が残ってしまい，
細胞活動に問題を引き起こすに違いない．これだ
け大切な相互作用なので，すべての真核生物で同
じ様式がとられていそうだが，その考えはあっさ
り裏切られる．酵母の Eap45 対応タンパク質には，
大きな挿入が 2 つあり，その挿入部分でユビキチ
ンと相互作用することがわかっている．何でこん
な大事な部分が違っているのか，不思議でならな
い（PDB1) ID: 2dx52)）．
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Hirano, S. et al. (2006) Nat. Struct. Mol. Biol.
13, 1031-1032.
(J. K.)
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理，川崎医大）
，広島（広島大院理，県立広島大）
，山
口（山口大農）の各県（各組織）から 55 名の研究者
が参加し（学生を含む）
，31 題の講演が 2 日間に渡っ
て行われました（図 2）
．

支 部 だより

第 2 回支部大会において前大会から大きく変わった
点は，会期が 1 日から 2 日間となったことです．これ
に伴って，十分な講演時間が確保されたのに加え，各

中国四国支部からのたより

講演後に討論の時間も設けられることとなりました．
余裕のあるスケジュールとなったことを受けてか，参
加者の研究分野は多様性に富んでいるにもかかわら
ず，多くの講演でプレゼンテーションの終了後に専門
分野の枠を超えた白熱した討論が行われていたように
見受けられました．座長をされていた香川弘昭先生
（岡山大理）がフロアの参加者に向かって「素人から

1. はじめに
一昨年，徳島で開催されました第 47 回日本生物物

の質問が本質を突いていることが多い．だから，分野

理学会年会におきましては，多くの皆様方にご参加い

外の人もどんどん質問をしなさい．
」と檄を飛ばして

ただき盛会のうちに無事終了することができました．

いたことも，会場内の雰囲気の活性化に拍車をかけて

中国四国支部の会員一同，心より感謝申し上げます．

いたように思います．また，この支部大会では講演者

不行き届きの点も多々あったかと存じますが何卒ご容

が桐野豊支部長（徳島文理大香川薬）から工業高等専

赦くださいますようお願いいたします．

門学校の学生までと非常に幅広く，誰もが参加して発
表，討論できる雰囲気もその魅力の 1 つとなっていま

日本生物物理学会中国四国支部は平成20年
（2008年）
に活動を開始し，今年で発足 3 年目に入りました．昨

す．決して多くはない参加者が全員一堂に会して行わ

年，徳島で年会が開催されたこともあり，今年ようや

れる本支部大会では，参加者同士の距離がとても近く

く第 2 回の支部大会が，去る平成 22 年 5 月 8 日，9 日

感じられるがゆえに，密な学術交流を図ることができ

に愛媛県の松山大学薬学部にて開催されました

る場となっているのだと思います．このような会の雰
囲気は，年会のような全国規模の学会ではなかなか味

（図 1）
．
2. 第 2 回中国四国支部大会
本会には，香川（徳島文理大香川薬），徳島（徳島
大院ソシオ，ヘルスバイオ，疾患ゲノム，徳島文理徳
島薬）
，高知（高知工専），愛媛（愛媛大院理工，無細
胞研，松山大薬）
，兵庫（兵庫県立大）岡山（岡山大

図1

図2

松山大学薬学部の正面玄関前にて



会場内のようす
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わえず，第 2 回にして早くも支部大会の開催意義が十
分に発揮されはじめたと感じました．
発表終了後には，中国四国支部総会が執り行われ，
いくつかの議題について討議がなされると伴に，次回
の大会開催地（広島）が決定しました．その後，松山
大学の生協食堂に移動し，恒例の懇親会が催されまし
た．講演会参加者のほとんどが懇親会にも足を運ば
れ，盛況な会となりました（図 3）．年会などの大掛
かりな懇親会ではご高名な先生方にはなかなか近づく
ことがかないませんが，本懇親会では学部生や大学院
生が桐野豊支部長や加茂直樹大会実行委員長（松山大
薬）と和やかに懇談する場面も見受けられ，「アット

桐野豊支部長ご挨拶

ホームな雰囲気の中で密に交流できる」という支部大
会の長所をここでも再確認することができました．
3. おわりに
次回（2011 年）の中国四国支部大会は，発足以来
はじめて瀬戸内海を渡り，本州（広島）で開催されま
す．これからも新たな出会いと，交流の場としてこの
支部大会がますます発展していくことを願ってやみま
せん．今後とも，支部会員の皆様，生物物理学会のご
支援，ご協力を賜りますようお願いいたします．
徳島大学疾患ゲノム研究センター

図3

山本武範
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はこんなに大きくなりましたという想いも込めて，講
演の分野を絞らず，さまざまな分野の先生方に講演を
お願いしています
さて，夏の学校には個々の若手研究者が交流を深め

若 手 の 声

やすい環境があります．この特徴を生かすため，今回

〜夏の学校へ行くダガネ！〜

員による研究紹介（1 分間のフラッシュトーク）を新

の夏の学校は従来のポスター発表に加えて，参加者全
たに取り入れました．これにより，若手研究者の間で
交流が進み，互いの情報を交換することで，個人の知
識の幅が広がることを狙っています．
閉会講演は研究を一般の人にわかりやすく伝えるに
はどうしたらいいか（科学コミュニケーション）と，
投資効果を意識した予算の使い方の 2 つのテーマで講
演を行います．昨年 11 月末の事業仕分けで研究者と

夏の学校へ行くダガネ！
はじめまして，生物物理若手の会中部支部の都築峰

世間との意識の差が浮き彫りになりました．この大き

幸と申します．今年の夏の学校の日時，場所が決まり

な原因は研究者の説明不足と自覚の薄さにあると考

ましたのでお知らせします．

え，このような機会を設けることに決めました．
参加してくださった皆さまが，今後，日本の自然科
学の未来を担う際の手助けになるような企画を実行委

日時： 2010 年 9 月 3 日（金）〜 9 月 6 日（月）

員一同考えてきました．そして，この夏の学校の経験

場所： 愛知県一宮市尾西グリーンプラザ

が今後の生物物理学の成長を加速させ，生物物理が

http://www.ailabor.or.jp/grnplaza/

50 年後も活発な分野であってほしいと思います．
開催施設の尾西グリーンプラザは，昨年の開催施設

スケジュール：
9/3（金） 開会講演

である支笏湖ユースホステル周辺の自然美に心を打た

9/4（土） 若手セッション，メインシンポジウム，

れた私が，他の意見を押しのけて無理矢理開催を決め
た施設です．尾西グリーンプラザは木曽川のほとりに

フラッシュトーク
9/5（日） 分科会 1 〜 3

ある施設で，名古屋から 1 時間弱でこられるとは思え

9/6（月） 閉会講演

ないほど風景のきれいな土地です．さらに，施設利用
料も安く，それでいて，公共交通機関が付近まで通っ

私たち生物物理若手の会は，毎年夏の学校というセ

ているので，交通の便も悪くありません．まさに，セ

ミナー合宿を行っています．今年の夏の学校は 50 回

ミナー合宿にうってつけの施設といえます．その結

目の記念すべき会です．そこで，第 50 回夏の学校

果，夏の学校に全日程（3 泊 4 日）参加した場合の費

実行委員会では，
「愛されて 50 年，これからの 50 年，

用が 1 万 5 千円以内になる予定です．尾西グリーンプ

DAGANE !!」をテーマに夏の学校のスケジュールを組
みました．
「日本で生物物理学が始まって 50 年経ち，
いい機会なので過去を振り返ろう．そして，今後の生
物物理学がどうなっていくかをみんなで考えよう．ま
た，今後の生物物理学を支えていく人材を育てるため
に，夏の学校は何ができるだろうか．」今回の夏の学
校のテーマには，そうした想いが込められています．
具体的には，普段の夏の学校では触れない歴史を講
演内容に取り入れました．開会講演では，日本の生物
物理学の創始者である大沢文夫先生をおよびし，大沢
先生の目から見たこれまでの日本の生物物理学に関し

図 1 尾西グリーンプラザの一室から見た風景です．手前は
パターゴルフ場，大きな川は木曽川です！

て講演をしていただきます．
そして，今年の分科会は，50 年経って，生物物理
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ラザのおかげで，夏の学校参加者の負担を大幅に減ら
すことができました．
第 50 回の夏の学校に関する豊富な内容は，以下の
ホームページで詳細に記載してあります．
http://www.bpwakate.net/summer/
google で「生物物理

夏の学校」で検索していただ

くと，トップに当ホームページが表示されます．
また，今回は携帯電話などで利用できる QR コード
も用意しましたので，ぜひご利用ください．
図 3 2010 年 5 月の中部支部研究室紹介のようす．多くの
若手研究者が参加し，議論しました．

手の会中部支部主催の研究室紹介のようすです．こち
らにも多くの研究室，学生，スタッフの方が集まって
くださいました．

夏の学校 in 名古屋

どちらもたくさんの参加者に恵まれ，活発な議論の

夏の学校は全国の若手の会各支部が毎年もち回りで

場となり，たいへん盛り上がりました．

開催し，今回 5 年ぶりに中部支部のもとに帰ってきま
した．中部支部開催の大きな利点の 1 つは交通の便が

この元気な中部地方のメンバーで，夏の学校を盛

あげられます．開催地である愛知県は関東と関西の中

り上げていきます．全国の若手研究者の皆さま，奮っ

間に位置し，そのどちらからもアクセスが良好です．

てご参加ください．

また，名古屋駅まで電車で 30 分の位置にある中部国
スタッフ紹介

際空港を利用できるので，空の便を使った場合も悪く

夏の学校の企画は実行委員による隔週の会議で決め

ありません．
そしてなんといっても，中部地方は生物物理学が活

ています．実行委員会は会議だけでなく，図 2，3 の

発な地方といえます．中部地方には日本生物物理学発

支部セミナーを開催しています．普段の会議と支部セ

祥の地，名古屋大学があり，現在も名古屋大学を中心

ミナーの経験を活かし，より参加者の実になる夏の学

に生物物理の研究室が多く存在しています．

校を日々探求しています．
夏の学校実行委員会は現在，下記のメンバーで構成

図 2 は 2009 年 12 月に行われた生物物理若手の会
中部支部主催のセミナーのようすです．これには 40人

されています．

を超える参加者がいろいろな研究室，さまざまな大学

校長：都築峰幸（名大・TB 研 /D1）

から集まりました．

会計：森義治（名大・TB 研 /D2）
講演：片山耕大（名工大・神取研 /M2）

そして，図 3 は 2010 年 5 月に行われた生物物理若

山田啓介（名工大・神取研 /M2）
広告：久嶋誠也（名大・美宅研 /M2）
会場：尾崎聡（名大・美宅研 /M2）
Web： 浦野諒（名大・TB 研 /M1）
予稿：安西高廣（名大・遠藤研 /D2）
アドバイザー：山田達矢（名大・美宅研 /D4）
根岸瑠美（東工大・林研）
最後になりましたが，夏の学校の準備にあたり，多
くの先生方，企業および研究機関にご協力いただいて
います．この場を借りて厚く御礼申し上げます．
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻
博士課程後期 1 年 都築峰幸

図 2 2009 年 12 月の中部支部セミナーのようす．40 人以上
の人が集まりました．

ttsuduki@tb.phys.nagoya-u.ac.jp
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概念が深く浸透しているからです．若いうちから自立
し，自分で責任を取れないことは決してしません．ま
た個人の限界をよく理解しているから相手を尊重し
コミュニケーションを多く取る．人を助けるという

海 外 だより

姿勢も自然と生まれます．それが筆者の目には心の
ゆとりに映ります．挨拶はもちろん，通りすがりの人
によく話しかけられますし，目の前に困っている人が

〜自由の国から〜

いれば我先にと駆けつけます．移ってきたばかりの頃
は実験器具の使い方もわからないことがありました
が，誰もが気持ちよく教えてくれて感謝しきりの毎日
でした．
もちろん自由過ぎるゆえの代償もあり，いたる所に
ゴミや糞が落ちていますし，単純な事務作業に何週間
こ ん に ち は． 遠 い オ ラ ン ダ に て 研 究 を 始 め て 早

も待たされたり，バカンスで病院が長期休暇なんてこ

1 年．戸惑うことばかりだった海外生活も今ではすっ

ともあります．文化の違いに遭遇することは今もあり

かり馴染み，またたく間に過ぎてゆく時間を惜しむ毎

ますけど，最近は特に気にならなくなりました．何事

日です．2009 年度より日本学術振興会海外特別研究

も便利で丁寧な日本に帰ると逆カルチャーショックを

員として 2 年間の研究支援を得て以来，振り返ること

受けるかもしれませんね．
こちらでは日本人をあまり見かけませんが，オラ

のなかった研究生活ですが，この機会にその意義を見

ンダ人は日本のことをよく知っています．アジアを代

つめなおしてみたいと思います．

表する経済大国であることはもちろん，その勤勉ぶり
や礼儀正しさに対して尊敬の念を抱いているようで

オランダ生活
さて筆者が生活するのはオランダの首都アムステル

す．日本の政治・文化に関しても興味を抱いている人

ダム．皆さんどういうイメージをおもちでしょうか？
？

が多く，ときには意見を求められ，日本のことを以前

「チューリップが咲き乱れ，運河沿いのカフェで風

より考えるようになりました．こちらでは正直である

車や白鳥を眺めながらのんびり」，「ゴッホやレンブラ

ことが美徳と考えられているので，遠慮したり，引っ

ントといった有名画家を輩出した芸術都市」，「大麻・

込み思案な面が出るたびに，自分に腹が立ったり，あ

売春が認められている危険地区」，あるいはオランダ

るいは日本がいちばんだなぁと思ったりします．日本

といわれてもピンとこない方もおられるかもしれませ

人であることを自覚し，日本をより好きになったの

んね．

も，海外に来たことによる副産物だと感じる今日この
頃です．

基本的にどれも正解です．中心地を少し離れれば見
渡す限りの花畑が広がり，地平線に沈む夕日を牛や羊

研究室生活

と一緒に堪能できますし，美術館や個展も心が落ち着
く癒しの空間．危険地域に近づけばおのずと緊張感が

筆者は博士課程において，過渡回折格子（TG）法

高まり日本では目にできない光景に衝撃を受けます

を主としたさまざまな分光法を用いてタンパク質分子

し，自国をアピールして観光客を取り込もうという努

の反応機構解明に取り組み，手法の独自性や高い感度

力をあまり感じない小国家でもあります．

によって未発見の反応ダイナミクスの検出に成功しま
した．そして分子レベルでの反応検出から生理現象に

このように多様な面をもつオランダですが，1 年住
んでみての印象を一言でいうなら

つながる情報伝達過程を議論するうちに，実際にタン

自由の国 ．何で

も合法だという意味ではありません．人々の考え方が

パク質反応がもつ生理的意味の検証を行ってみたい，

自由だと感じるのです．1 つの問題に同じ答えをもつ

生き物を扱ってみたいという思いが募りました．そん

必要はなく，意見があれば喧嘩も辞さずはっきりい

な折，現在お世話になっている Hellingwerf 教授が招

う．教授に対して堂々と噛みついているのを見て心配

待講演のため京都大学を訪れました．中でもバクテリ

になることもありました．自由であることの善し悪し

アの生理機能を定量的に測定するシステムを構築し

が日本ではよく議論されますが，こちらでいう自由と

た話に興味をもった筆者は，アムステルダム大学を渡

は種が違うと感じます．オランダでは自己責任という

航先として選び，生体レベル（in vivo）・分子レベル
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が上がっていないわけではありません．学会やゼミで
多くのデータを発表しますし，論文もよく出ます．も
ちろん大学以外の時間も自宅で作業しているのでしょ
うが，時間を区切り休憩をはさむことで集中力が増し
効率的に作業をしていると感じます．そして何より感
心させられるのが先ほども述べたコミュニケーション
能力の高さです．自分の仕事をはっきり示しながら，
次々に共同研究を始めます．同じ棟に属する研究室す
べてが一体となって共同研究を行っているといっても
過言ではありません．必要とあれば他の大学までその
日に出向いて議論し，その場で実験してくることさえ
あります．またそれぞれの研究室に 3 人は所属してい

晴れた日に友人のボートで（右が筆者）

る技官のサポートも大きいでしょう．こちらでは徹底
した役割分担と日々重ねられる議論が研究成果を支え
（in vitro）での測定結果を比較検討することで，タン

ているのです．日本では個が先立っている感が否めま

パク質が制御する生理現象を分子反応と対応づけるこ

せんが，元から備わる勤勉さに，このコミュニケー

とを試みています．分光測定をおもに行っていた筆者

ション能力を加えれば文字通り最強になるはずです．

にとって新しい実験が多く日々勉強の身ですが，周り
のサポートもあって結果も出てきています．今現在は

皆様へ

得られた知見をもとに，遺伝子操作による生理機能の

オランダは自由だと述べましたが，これは研究と相

効率化も視野に入れた研究を行っています．実際に海

通ずる部分があると思います．研究も自らが疑問に思

外で研究生活を始めるにあたって，当初は不安を抱え

うことを独自に深く問いただしていく．周りの研究者

ていましたが，日本との違いを認識し受け入れること

を尊敬し，意見交換を行う．オランダではその環境か

でそれも解消されていきました．ここでは研究室生活

ら生まれる心のゆとりを教わりましたが，自由な研究

で気づいた点をいくつか報告したいと思います．

を続けられればそれは同様に得られると思います．筆

まず研究室でも自由な雰囲気は変わらずです．実験

者は結果を求められながらも，自分の興味あることに

室では大学より支給されるオーディオ機器から音楽が

没頭できる研究者に憧れます．そのためには豊かな人

流れ，歌い踊りながら実験している人がいます．実験

間関係の構築が重要だと気づかされました．

用の大型冷蔵室にはビールが冷えていて，論文の受理

国によって得られるものは違うと思いますし，異文

や誕生日があれば必ずお祝いします．一転，居室は静

化に触れるだけでもいろいろ考えさせられます．他に

寂が保たれていて，集中してデスクワークをする上で

も語学の向上や世界各地に友人ができたりと，海外に

何の支障もありません．そして毎週金曜日は飲み会で

拠点を移して研究することのメリットは数多くあると

す．誰が誘うともなく，大学近くのバーに行けば皆集

思いますので，興味ある方はぜひ前向きに検討してみ

まってきます．そこでまた他の研究者との交流が始ま

てください．筆者は幸いにして海外で研究する機会を

り，新しい友達ができるわけです．このように研究室

設けていただきましたが，当初は慣れ親しんだ研究室

生活を通しても，オランダの奔放な空気に触れること

を離れる寂しさでいっぱいでした．しかしこちらで失

ができます．

敗や不安を乗り越えた分だけ，得たものがあると信じ

そして最も驚いたのが，帰宅時間が早いというこ

ています．まったく違う環境で自分の居場所を作るの

と．9 時に集まって 17 時に人がいなくなります．夏

も楽しいですよ．何とかなります！

は日が長く 22 時でも明るいので，アフターファイブ

最後に日本学術振興会，Klaas Hellingwerf 教授，寺

を満喫しているのでしょう．また 2 時間ごとにコー

嶋正秀教授をはじめ温かく支えていただいている方々

ヒータイムがあり，皆集まってしばらく談笑していま

に心より感謝いたします．

す．のんびりした空気にはじめは戸惑い，遅くまで作
業していると日本人はハードワーカーだとからかわれ

中曽根祐介
y.nakasone@uva.nl

アムステルダム大学生命科学研究科

たものです．しかし短い作業時間だからといって成果



