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バクリオロドプシン（BR）やハロロドプシン（HR）などの光駆動イオンポンプの結晶学的研究から，タンパク質内の水分子
がイオン輸送にとって重要な役割を果たしていることが示された．反応中間体の構造をもとに，
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CFTR は，ABC タンパクスーパーファミリーで唯一イオンチャネルとして機能しているメンバーである．この CFTR チャネル
が見せる ATP 依存性ゲーティングを詳解することによって得られた ABC ファミリー共通の ATP 加水分解駆動エンジンの動作
メカニズムについての最新の知見を紹介する．

※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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自分で実験ができることの最大の醍醐味の 1 つは，教科書のど
こにも載っていない素朴な疑問にも，自分で実験をしてその結果
を自分自身で見いだすことができることではなかろうか．ときに
は単純な実験で結果を得ることもできるが，場合によっては，そ
のための装置づくりだけで 5 年，10 年という時間があっという
間に経ってしまう．たとえば，大腸菌 1 細胞が分裂して生まれた
2 匹の娘細胞は，どこまで振る舞いが同じなのか？（細胞分裂を
するたびに姉妹細胞の 1 つを排除して）何世代も孤立化し続けた
細胞は細胞内の情報を変化させるのか，という世代をまたがった
時間軸の素朴な問いに対する単純な実験から（結果は一言で書け
るほど単純ではなかったが…）
，マクロファージの特定の表面に
複数の餌を同時に与えたときに貪食のミスは起きるのか（どさく
さに紛れて間違って本来食べない細胞も食べてしまうのか？―答
えは「マクロファージはとても賢くて行儀がよかった」
）という
ような時空間軸での実験，あるいは心筋拍動細胞の拍動安定性に

教科書には
書かれていない
実験の醍醐味

対するコミュニティ・エフェクト（細胞集団数と空間配置）や神

巻／頭／言

そあれ，目的のための技術や方法を作ってようやく目指す研究が

経細胞ネットワークによるヒステリシスの理解などの空間軸での
実験など生命科学の中の素朴な疑問に対する研究を，自分の研究
室を立ち上げるとともに「1 細胞」から始めて，あっという間に
12 年のときが経ってしまった．どの実験でも，難易度の違いこ
進められるのであるが，実際に測定できる段階になって実験を
行っているときに学生に「世界に 1 つしかないこのシステムで見
ている現象は，われわれが世界ではじめて見ているんだよ！」と
いってもあまりピンとこないとがっかりしてしまう．昔，学部
3 年生の時に卒業研究のための研究室を考えるために，いろいろ
な研究室をまわっていたときに斉藤信彦先生に「生物物理とは何
ですか？」と質問をしたところ「方法論を創り出すこと自体が生
物物理かな．たとえば電子顕微鏡も開発しているときは生物物理
だが，その技術が生命科学で普及して使われるようになれば生物
学となる」という内容のお話と「生物物理をするならぜひ実験系
を選びなさい」というようなお話を伺ったことを思い出す．どん
なに素朴な疑問であっても，誰に聞いても知らないことを自分自
身の考えた方法で明らかにしてゆく実験ができること，自分が世
界ではじめて見ること・知ることができるということ，ここに
1 つの生物物理の醍醐味があると実感する今日このごろである．
安田賢二，Kenji YASUDA
東京医科歯科大学，教授
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タンパク質の折れたたみ，
構造予測，
立体構造構築原理
―斎藤信彦先生に応えて―
千見寺浄慈

名古屋大学大学院工学研究科

この文章は斎藤先生の研究されてきたタンパク質の
フォールディングと立体構造予測法（この原稿では誤
解を恐れずにシミュレーションで構造予測する方法の
ことを ab initio 法とよぶことにする）に対して 1)，近
年の展開，また，構造予測と構築原理の関係などに関
して記述しようとしたものである．まずは（必要かど
うかはさておき）私の自己紹介を兼ねてフォールディ
ングの話からはじめよう．

しかし，これらの研究をみて私は非常に複雑な気持
ちになった．なぜなら，フォールディングを研究する
ことが構造予測につながると考えていたのに，フォー
ル デ ィ ン グ 研 究 は「ど ん な 構 造 に フ ォ ー ル ド す る
か？」ということよりもむしろ，
「与えられた構造に
対してどのようにフォールドするか？」という問題を
議論するものになってしまい，構造予測とは完全に分
離したものになってしまったという印象をもったから
だ．その後，私はポスドクになってから本格的に立体
構造予測の研究を始めたわけであるが，常々「フォー
ルディングと立体構造予測はそもそも同じ問題であっ
たはずであるから，両者を統一的にとらえた研究をし
たい」という願望だけはもって研究してきた．という
わけで，以下は，上記のようなモチベーションで立体
構造予測の研究を行ってきた人間が書いた駄文である
と思っていただければ幸いである．

1．タンパク質のフォールディングと立体構造予測
私 が 大 学 院 生 だ っ た こ ろ（実 は ち ょ う ど そ の 頃
PRC 2) にて，1999 年 4 月 20 日に投稿された記事に端
を発する「タンパク質の立体構造構築原理はすでに解
明されたのか否か」という議論が熱く展開されてい
た．が，あえてここでは触れないことにする），タン
パク質の立体構造予測に興味は大いにもっていたのだ
が，実際にやっていたことは格子模型を使ったタンパ
ク質のフォールディングの研究であった．フォール
ディングの仕方がわかれば，それはタンパク質の立体
構造予測につながると思っていたのだ．そんな折に，
郷モデルを用いてフォールディング経路を予測する
研究が大成功を収め，郷モデルを使った研究が大流行
していた 3)．これらは，天然構造が与えられたとき
に，その構造に似ていれば似ているほどエネルギーが
安定になる，といういわゆる郷モデルを用いて，その
構造へ折りたたむ途中経路を理論的に計算する，と
いうものであった．この理論は複数のタンパク質に対
して  値解析の実験と定量的な一致を見せ，大いに
人々を驚かせた．また，このことからタンパク質の
エネルギーランドスケープはファネル状の形状をして
いることが示唆された 3)．これらの成果はタンパク質
研究の歴史の中でもきわめて重要なものの 1 つである
といっても過言ではないだろう．また，この一連の
研究の中で使われた手法の中には，斎藤らが提唱した
理論 4) が重要な役割を果たしたことも記しておくべき
であろう．

2．ab initio 予測法の近年の展開
ab initio 法の現状を語る上で，最も客観的な判断材
料となるのはタンパク質のブラインド立体構造コンテ
スト CASP 5) の結果であろう．というわけで，以下で
は近年の CASP の結果を眺めることによって近年の展
開を紹介しよう．
ab initio 法のはじめての成功例は 1998 年に行われた
CASP8 での予測が最初のものだといわれている 6)．こ
のとき H. A. Scheraga と D. Baker の成功例が報告され
たそうであるが，中でも，D. Baker らによるフラグメ
ントアセンブリ法は，これ以降のすべての CASP で相
対評価としては最も強力な方法であることが証明され
続け 7)，いまや ab initio 法のスタンダードな方法にな
りつつある．この方法は，構造予測のみにとどまら
ず，フォールディング過程 8) やアロステリック反応の
解析 9)，NMR のデータと併用による構造決定 10)，新
規フォールドをもつ人工タンパク質の設計 11)，などに
も応用され，研究の広がりを見せている．
さて，上で「相対評価としては最も強力な手法であ

Protein Folding, Structure Prediction and the Principle of Protein Architecture
George CHIKENJI
Deptartment of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Nagoya University
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タンパク質の折れたたみと構造予測

る」と述べたが，絶対評価としてどのくらいのことが
予測でき，まだ予測できないものはどのようなもので
あろうか？ 今までの CASP の結果 12), 13) を眺めると，
以下の 2 つのことがいえる．①（新規フォールドを定
義することは，本当は難しいのだが）誰もがコンセン
サスをもって認める新規フォールドは，他の方法論も
含めてフラグメントアセンブリ法でも予測できていな
い．②スレディングなどでは検知できないような遠
縁，もしくは相似の関係にあるテンプレートが PDB
にある場合で，かつ比較的小さい（100 残基以下）タ
ンパク質の場合は，フラグメントアセンブリ法を用い
ることによって予測できる場合が多い．きわめて乱暴
にざっくりいってしまうと，だいたい確率 1/2 でトポ
ロジーレベルの予測ができるのではないだろうか，と
いう印象をもっている．というわけで，フラグメント
アセンブリ法というのは，もともと新規フォールドを
予測するのに開発されてきたはずなのだが，実際のと
ころ，予測のパフォーマンスという意味では，シミュ
レーションをやってフォールド認識をしている，と
いったことに近いことになってしまっている．これは
ちょうど，古典的なスレディングが収斂進化による類
似性を検知することを目指していたのに，実際には同
一起源から分岐した相同性タンパク質の検知に対して
有効であった，という状況に似ている 6)．フラグメン
トアセンブリ法のパフォーマンスがこのようになって
いる原因の 1 つに，フラグメントアセンブリ法におい
て，フラグメント構造を配列プロファイルに基づいて
用意しているから，ということが考えられる 14)．進化
情報をまったく使わずに立体構造予測ができるのか？
といった問題はきわめて興味深く，チャレンジングな
問題として残っている．

あった．他方，フラグメントアセンブリ法は，PDB
からとってきた局所構造（フラグメント）は自由エネ
ルギー的に安定な（無矛盾な）構造である，という仮
定のもとに，
「局所的に無矛盾な構造を組みあせて全
体構造を作ることによって，非局所的にも無矛盾な構
造（疎水性相互作用などが安定な構造）を探す」とい
う手続きを具現化している方法論である．このような
背景があるので，予測がうまくいくときはフラグメン
トアセンブリ法を使って得られたエネルギーランドス
ケープは，コンシステンシー原理を具現化した郷モデ
ルの特徴であるファネル状のエネルギーランドスケー
プに近い形をしている．また，このために構造予測が
簡単にできるという仕組みになっている 16)．逆に，こ
のことから考えると，
「なぜタンパク質のエネルギー
ランドスケープはファネル状になっているのか？」と
いう問いに対して，
「局所的に無矛盾な構造だけから
全体構造を作ると，とりうる構造空間はかなり制限さ
れ，それがエネルギーランドスケープをファネル状に
している」という側面があることが示唆される 16)．ま
た，以上の議論から，立体構造構築原理の理解に向け
て，タンパク質の局所構造の重要性がクローズアップ
されたといってよいだろう．
このように，立体構造予測の研究から，フォール
ディングや立体構造構築原理に関しておぼろげながら
見えてきた（かもしれない）側面もある．しかし，ま
だまだ，ゴールは遠い．
「アミノ酸配列から立体構造
への情報変換の一般論を，どれだけ人間にとってわか
りやすい概念として記述できるか」17) という問題に対
して，どれだけ面白い回答を提出できるか，挑戦して
いきたい．
文
1)
2)

3．構造予測と構築原理の理解に関して
現状のフラグメントアセンブリ法は新規フォールド
予測としてはいまだ満足できるものではない．しか
し，この方法の登場により，それ以前ではまったく予
測できなかったものが，多数予測できるようなったこ
とは明らかであり，その意味で立体構造予測の歴史の
中できわめて重要な一歩であったことは間違いない．
それでは，このフラグメントアセンブリ法の成功か
ら，立体構造構築原理に関して学べることは何かない
だろうか？ また，フォールディングとの関連はない
のだろうか？
フラグメントアセンブリ法の精神は，実は郷が提唱
したコンシステンシー原理 15) と共通の部分がある．
コンシステンシー原理は「局所構造も非局所構造も無
矛盾な構造が天然構造である」ということを主張する
ものであり，それを具現化するモデルが郷モデルで

3)
4)
5)
6)
7)
8)
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大西俊一先生がスピンラベル法を始められてから

カーを介してニトロキシドとタンパク質が結合しま

50 年近くが経ちました ．50 年前といえば世界は東

す．タンパク質に結合した MTSL はアミノ酸側鎖程

西冷戦のさなかでした．ベルリンの壁崩壊により冷戦

度の大きさであり，リンカーがすべて単結合のため比

は終結しましたが，いまだ各地で紛争の火種は絶えま

較的自由に，ローカルな環境の影響を受けながら回転

せん．50 年前の日本はといえば高度成長期の中にあ

運動を行います．スピンラベルがタンパク質表面に露

り，昨年その成長をよくも悪くも支えた自民党体制が

出していれば速くて等方的な運動になり，立体障害を

終わりました．社会情勢は必ずしもよくなったとはい

受けている場合には遅くて異方的な運動によるスペク

えませんが，スピンラベル法はこの 50 年で確実に進

トルを示します．また相互作用部位近傍のラベルは，

歩しました．ここでは私がかかわっているスピンラベ

相互作用の有無によってその運動性を変化させます．

ル法によるタンパク質研究において，その発展と現

SDSL で も う 1 つ 重 要 な こ と は，1 つ の タ ン パ ク 質

状，そして展望について筆を進めます．スピンラベル

分子に 2 つのスピンラベルを導入することが容易に

法でタンパク質のなにがわかるのか，ということに力

なったことです．複数ラベルはそのスピン間距離に応

点を置きたいと思います．

じてスペクトル線幅の広がりを生じさせ，広がりを解

1)

析することにより距離を算出できます．タンパク質分
子における距離情報，特に構造変化と分子間相互作用

1．SDSL-ESR
タンパク質分子にスピンラベルするには，ニトロキ

を研究する強力なツールとなりました．

シドラジカルをシステイン残基（Cys）に結合させる

私は，荒田敏昭博士のポスドクとしてスピンラベル

方法が一般的です．スピンラベル黎明期には，天然の

によるタンパク質研究を始めました．そこでトロポニ

タンパク質に存在する Cys のみがラベルの対象でし

ン（Tn）複合体の Ca 依存的な構造変化を研究しまし

た．Cys をもたないものや多すぎるものに応用するの

た．Tn は故江橋節郎博士らによって発見された筋収

は難しく，研究対象となるタンパク質は限定されてし

縮の細胞内情報伝達に関与する Ca 結合タンパク質で，

まいます．しかし，PCR 法と部位特異的変異導入法

大西先生と江橋博士によって，Ca によるスピンラベ

の開発によって状況は一変しました．タンパク質の

2)
ル運動性変化を測定した先駆的研究があります ．わ

目的部位に遺伝子工学的に Cys を導入してスピンラベ

れわれはスピン間距離変化によって Tn の構造変化を

ル化する，いわゆる SDSL-ESR 法（Site-Directed Spin-

調べたのですが 3)，実際に Ca によってスペクトルが

Labeling ESR）が Hubbell 博士らによってはじめて行わ
れたのは 1980 年代後半．このときよりスピンラベル
法によるタンパク質研究は大いにその可能性を広げま
した．
SDSL によってタンパク質分子のまさに調べたい部
位の情報を得ることが可能になりました．現在広く使
われているスピンラベル試薬は MTSL ((1-oxyl-2,2,5,5tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl) methanethiosulfonate,

図1
スピンラベル試薬

図 1a) です．MTSL ではジスルフィド結合を含むリン
Modern Spin Labeling in Protein Science
Shoji UEKI
Tokushima Bunri University
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変化するようすを観測したとき，スピンラベル法の面

スピンラベルの ESR スペクトルは，不対電子をもつ

白さを実感したことを思い出します．

溶存酸素分子の影響を受けます．脂質 2 重膜中の溶存
酸素濃度は膜中心部が最も高く，表面で低くなってい
ます．そのためラベルの膜内での位置に依存した影響

2．パルス ESR
ハードの面でも大きな進歩がありました．パルス

が見られ，膜内トポロジー情報を得ることができるの

ESR の開発と普及です．これにより，より小さな相互

です．この溶存酸素の影響は膜タンパク質だけでなく

作用の検出が可能になりました．従来の連続波（CW）

水溶性のタンパク質にも応用できます．われわれは

ESR での距離測定では，スピン間の双極子相互作用に

Tn に付けたスピンラベルが構造変化によって溶媒に

よる線幅の広がりが，それ以外の相互作用による広が

露出するようすを観測しました 5)．

りよりも大きい必要があります．そのため十分に大き
な相互作用でないと観測されず，測定可能距離の上限

4．タンパク質の構造ゆらぎ研究への応用
タンパク質による絶妙な機能制御には分子の静的な

がおよそ 25 Å までに限定されてしまいます．一方，
パルス ESR を用いた PELDOR (Pulsed Electron Double

立体構造だけではなく，構造のゆらぎが重要な役割を

Resonance, DEER ともいう ) や DQC (Double Quantum

果たしています．この立体構造のゆらぎの研究にスピ

Coherence) といった方法では双極子相互作用の周波数

ンラベル法を用いる例が増えています．先に述べたよ

そのものを観測できるため，およそ 80 Å の長距離測

うに，スピンラベルの ESR スペクトルはラベルの運

定が可能です．また距離分布の情報も容易に得ること

動性を反映します．MTSL の場合，それはおもにリン

ができます．われわれは PELDOR 法で Tn のサブユ

カー部の回転運動ですが，もしリンカーを介さずに不

ニット間の距離と距離分布を測定しました ．それに

対電子を導入できれば，得られるスペクトルはタンパ

より，予想されていた Ca 依存的なサブユニット間お

ク質主鎖のゆらぎに支配されます（溶液中のタンパク

よび Tn–actin 間相互作用が，実際に溶液中で起こっ

質分子全体の運動も反映しますが，これは実験的，理

ていることを示しました．ただしこれらパルス ESR

論的に処理できます）
．この目的で使用されるスピン

を使った測定では，サンプルを低温にするなどしてス

ラベル試薬が TOAC (4-amino-1-oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-

ピンを固定化する必要があります．そのため，測定距

piperidine-4-carboxylic acid, 図 1b) で す．TOAC が 合 成

離は短いが室温での測定が可能な CW ESR による距

されたのは 1967 年と歴史は古いのですが，ペプチド

離測定も捨てたものではありません．

の化学合成技術の進歩によって膜貫通ペプチドなどの

4)

研究に使用されるようになってきました 6)．今後はさ
らに長いペプチド合成が容易になるか，TOAC を含ん

3．膜タンパク質への応用
他の分光法と比較して，スピンラベル法の最も特徴

だタンパク質の生合成技術の開発が待たれます．

的な点は，系中に導入した電子スピンのみを観測す

X 線結晶解析や NMR などの高解像度の分光法の発

る，という点です．これは一度に得られる情報が少な

展によって，タンパク質研究のフロンティアは，より

いといったデメリットでもありますが，観測対象分子

複雑な系へとシフトしてきています．そういった状況

がどんなに大きく，たくさんの分子と複合体を形成し

の中で，不対電子のみを観測するというスピンラベル

ていても，目的部位の情報が得られるということでも

法の特徴がさらに輝きを増すことになるでしょう．た

あります．そのため，膜タンパク質分子の膜内構造研

だ 1 つのものを見つめ続ける姿勢は，スピンラベル法

究へのスピンラベル法の応用が多くなりました．近年

を支えてきた先達の心意気と通じるものがあると感じ

のタンパク質結晶化技術の進歩によって，膜タンパク

ずにはいられません．

質の X 線構造解析が徐々にその数を増やしてきてい
ます．NMR による構造解析も，より大きな分子に対

文

応できるようになってきています．しかし膜中でのタ
ンパク質構造を解析するとなると，いまだ難しい現状
です．今後，膜タンパク質の構造―機能研究にスピン
ラベルがさらに活躍することと思います．また，タン
パク質の膜内トポロジーを観測することも可能です．
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日本発の生物物理学
か よ い ぢ

科学の 雲の通ひ路
―柳田敏雄先生に応えて―
西坂崇之

学習院大学物理学科

柳田敏雄先生より「どうすれば，日本発の生物物理

姿

しばしとどめむ とある． 雲 の中に天女の 通

を育て上げ，世界に発信できるのか」という重い宿

ひ路 （通り道）を見立てて， をとめ（乙女）の姿

題 をいただいた．実験の現場にいる研究者として，

をしばらく留めて欲しいと詠んでいる．われわれに

考えていること・感じていることを自由に論じてみた

とっての

いと思う．

しむべき対象であれば十分ではないだろうか．

1)

自分の専門である分子モーター研究の開闢と発展を

雲

は外から与えられた目標ではなく，楽

日本人は，とかく

見立て

が好きである．自然の

通じて，日本の生物物理研究者の姿勢を直接目にする

中に物語や意味を見いだし，そこに季節の移ろいを

ことができた．80 年代おわりにモーターをガラスに

味付けしてミニマルな洒落っ気を出したのが短歌だと

吸着させた in vitro 滑り運動系が確立され，原田慶恵

思う．取り巻く外界に夢を馳せ，より単純な形で本質

先生や豊島陽子先生らにより，骨格筋ミオシンにおけ

を理解したいと考えるのである．動機を同じにして，

る運動の最小単位が調べられた

2), 3)

．蛍光 1 分子イ

メージングという切り口から，船津高志先生の

そこに厳密さを加えれば，これはまさに自然科学を研

1分

子のタンパク質とその化学反応が直接目で見える

究する者の理想的な営みそのもののような気がする．
千年単位で維持してきたこの感性をしっかり保つこと

4)

というメッセージが発せられ，F1 回転モーターの発

ができれば，日本独自のサイエンスは産まれ続けると

見 5) や，酵素の中間状態まで含めた 1 個のタンパク質

思う．

の顕微鏡解析 6) が導かれた．

だがしかし，これをどうやって世界に発信するか

この潮流は今日にいたるまで，日本の若手研究者に

は，明らかに 別の次元 の話しである．柳田先生は，

さまざまな形でつながっていると思う．最近では政池

個人のサイエンスに対する意識改革の重要性を唱えら

知 子 さ ん が 1 分 子 の 中 の -helix の 角 度 変 化 を 検 出

1)
れた ．サイエンスを自ら楽しむ大切さは否定せず，

し 7)，構造生物学と 1 分子研究をつなぐという新しい

しかしそれを社会に還元するという責任があるのだと

流れに先鞭をつけた．また，上村想太郎さんがコドン

いうことを，しっかり自覚するという意識改革であ

レベルでタンパク合成の瞬間を捉える ことについに

る．だが，これだけ大きな問題の責を，個人にもって

成功した．このように

不屈の

いっても解決策にはならないように思える．主体があ

という，日本人が最も得意とする生物物理の姿

くまで研究者ひとりひとりであり，しかもその意識改

勢が花開いた卓越した成果は，これからも生まれ続け

革を，果たしてどこにつなげていくかという方向性が

るだろう．

示されていないからだ．必要なのは，さまざまな立場

8)

解析

丁寧な装置開発

と

の人たちが科学にかかわれるような枠組みを，しっか

にたとえた「日本は外圧に強い」 という単純な

りと，研究機関の中に作るということではないかと思

雲

これだけの研究が成し遂げられたのは， 坂の上の
1)

構図では説明できない． 雲

の中に日本人だからこ

う．

そ見いだすことのできる世界があって，その世界に対

たとえば研究の現場に近い人であれば技術補佐員で

するひたむきな思い入れと，日本人らしい丁寧な作業

あり，彼らは，専門の装置に対して高い操作技術をも

がマッチングしたとき，幸運にも新しいサイエンスが

ち，研究の効率を上げるには不可欠な人材である．も

生まれるのだと思う．話は飛ぶが，小倉百人一首の

しその人たちに対して継続して働ける立場を確保でき

1 つに

なければ，せっかく大きな研究費によるプロジェクト

天つ風

雲の通ひ路

吹き閉ぢよ

をとめの

“Lasting Peace” in the World of Science
Takayuki NISHIZAKA
Department of Physics, Gakushuin University
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が動いて新しい芽が出ても次につながらない．立ち上

ろう．新しい潮流が仮に生まれたとして，それをベン

げた複雑な作業を学生や研究者自身が代行することに

チャーにまで昇華させる忍耐と才能を兼ね備えた人材

なり，新しい展開が現場の人たちに見えていたとして

が，研究者の中から，自然発生的に生まれることをわ

も，人手不足で空回りに終わるだろう．

れわれは期待できるのだろうか（そもそも期待してい

研究の現場から少し離れた，成果をどう扱うかとい

るのだろうか）
．リサーチをイノベーションのレベル

う問題も同じで，それを本気で，しかも継続的に社会

まで高めて世界に打って出るには，それに特化した頭

に発信していくのであれば，それにふさわしいポジ

脳が必要なはずである．

ションが必要なのは明白である．企業も少し大きくな

日本の大学の特許出願は，年間 1 万件にも達すると

れば Public Relations 専門の部署が不可欠である．リ

いう記事を読んだ．その運用がそれぞれの大学にいる

サーチを本気でイノベーションにまでつなげるという

発明者頼みになってしまうとしたら，本当に愚かなこ

ことであれば，それだけに労を割ける優秀な人たちが

とである．研究者は，普通の人と違った視点で研究を

いなければ成り立たないだろう．できるならば研究機

進めることができても，普通の視点でそれを社会に還

関の中，まずは外部に委託という形で，研究の重要性

元できる人種であるとは限らないのだ．必要なのは，

を PR する専門職が当たり前のようにあるのが理想で

普通の感覚，つまり損得を秤にかけることのできる企

ある．たとえばこのようなことを夢想する：博士号を

業のバランス感覚をもって，リサーチとイノベーショ

もち，情報収集を主とした，世界の学問の趨勢に対す

ンを橋渡しのできる人材である．しかもその分野の専

る up to date な見識をもった集団がある．研究費の申

門の知識も不可欠なわけだから，当然，研究経験が

請書類にある

もたらされ

あって博士号はもっていないといけない．きちんと世

等々には，彼らの推薦を必ず書いてもら

の中を見通して，社会のニーズと基礎研究をつなげ

うことを決まりとし，採用されれば十分な reward が

る，そういった専門家がアカデミックの世界の中でも

彼らに保証される．さらにベンチャーへの優先権も与

評価されるような枠組みが必要なのではないかと思う．

えられる．あるいは，研究費の 30% が経費として PR

基礎研究は道楽ではない，社会に還元できる出口が

活動用に支給され，現場からの社会への貢献を官が主

あるという人がいる．つまり必ず 別の次元 への道，

る波及効果

社会へのインパクト

や

導する．
…つまりは巨大な専門職の雇用が創出される．

天に通じる路

があるということと解するが，しか

そもそも日本では，科学に貢献できる高い能力・技

し個々の研究者すべてに応用を語れというのはあまり

術をもっている人材を支える仕組みが貧弱ではないだ

に難しく，しかも本当に適した人材の居場所を追い立

ろうか．技術員に対する評価も十分だと思えない．少

ててしまうことにもつながる．天に通じる路を知って

し横道にそれるが，昨今のポスドク問題の根も結局は

いるのは天女であり，彼ら彼女らに対して，官，社

そこにあると思う．ポスドクという立場は，博士号取

会，そして現場の研究者が，日本人だからこそできる

得後の数ある選択肢の 1 つに過ぎないのに，皆が PI

やり方で，十分な敬意を払うという精神性の変化が必

を目標として専門的な研究を修士から徹底すること

要なのだと思う．それこそが，50 年や 100 年という

で，それでしかやっていけないような人を育ててしま

単位で，日本の生物物理を世界に発信する鍵となるの

う．官が，博士号を必須とする専門職をきっちり規定

ではないだろうか．

すれば，大学もそれに合わせた人材を産み出すための

文

緩やかな舵取りを行い，知性と情熱を兼ね備えた人材
を教育と実社会の狭間で浪費させるような悲劇は減っ
ていくのではないかと思う．
さて 1 回の化学反応を信号として検出する方法論に
先鞭をつけたのは，確かに日本人の

見立て

であっ

たが，それを DNA sequencing に高めたのはベンチャー
9)
企業であった ．このように，基礎研究を世界で認め

られるような新しい段階にまで高めるという
元
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アクチン研究の展望
―葛西道生先生に応えて―
小田俊郎

理化学研究所放射光科学総合研究センター

アクチン細胞骨格が細胞の移動方向に細胞膜を押し出

1．アクチン
アクチンはハンガリーの A. Szent-Györgyi の研究室

して葉状仮足（lamellipodium）や糸状仮足（filopodium）

で F. B. Straub によって 1942 年にはじめて筋肉組織か

を形成し，力を発生して移動します．この膜の押し出

ら単離されました．アクチンは低イオン強度の溶液で

しは，トレッドミリング（treadmilling）とよばれる現

は単量体の状態（G アクチン）で存在し，塩の添加に

象によって引き起こされます．F アクチンには性質の

よって，重合してフィラメント（F アクチン）を形成

異なる 2 つの端，B 端と P 端があり，ATP を結合した

します．葛西先生のご研究をはじめとした日本の生物

G ア ク チ ン は B 端 に 結 合 し， 結 合 ATP を 分 解 し て

物理学研究によって，F アクチン溶液に常に G アク

ADP を結合したまま P 端から脱重合した後，結合ヌ

チンが共存しており，G アクチンと F アクチンは動的

クレオチドを ADP から ATP に交換します．この一連

平衡になっていることが示されました ．現在では，

の過程が定常になると，B 端でのフィラメントの伸張

G アクチンと F アクチンとの動的平衡はごく普通の

と P 端での短縮が同じ速さでおこり，フィラメント

概念となっています．そして，アクチン分子が重合と

の長さが変わらず，フィラメント全体が B 端方向に

脱重合を繰り返す動的なタンパク質であるという認

移動しつづけます．この B 端の定常的な伸長が生体

識が，アクチンが細胞内でどのように機能するかを

膜を押し出しているのです．しかし，細胞内で観察さ

考える際，共通の前提となっています．しかし，F ア

れる運動は試験管内で観察されるトレッドミリングよ

クチンを細胞の骨格であると記述するため，F アクチ

り約 100 倍速いので，これだけで説明できるわけでは

ンは安定で不活性であるという印象を与えています．

ありません．一群のアクチン結合タンパク質が重要な

そ こ で，F ア ク チ ン を “cytoskeletal filament” で は な く

役 割 を 果 た し て い ま す．Cofilin は ADP を 結 合 し た

“cytomotive filament（細胞質運動性タンパク質）” と改

F アクチンサブユニットに結合して脱重合を促進し，

名すべきとの提案までもがあります ．

Profilin は G アクチンのヌクレオチドの交換を促進し，

1)

2)

日本のアクチン研究はそのほかにも，アクチンが筋

CP（capping protein）は B 端に結合してその数を制限

肉細胞だけでなく一般細胞にも豊富に含まれているこ

し速く重合する F アクチンを生み出します．つまり，

とを見いだし，さらに，アクチン重合を制御するタン

アクチンはアクチン結合タンパク質まで含めたシステ

パ ク 質 と し て N-WASP や WAVE を 発 見 し て い ま す．

ムとして（これをアクチン細胞骨格系とよぶのです

このように，日本はアクチン細胞骨格系の研究をまさ

が）
， モータ

に牽引してきました．

60-100 種類のアクチン結合タンパク質が同定されて

と し て 機 能 し ま す． 現 在 ま で に，

います．アクチン細胞骨格系の解明は，個別の生理現

2．細胞運動とアクチン

3)

象の解明として，細胞生物学の中心的課題となってい

生体運動と聞くと生物物理の方はモータタンパク質

ます．生体膜直下で起こるアクチン制御の問題や F ア

を思い浮かべるかもしれません．実は，生体には，ア

クチンを生成させる問題などがトピックスとなってい

クチンなどの重合性タンパク質の重合・脱重合反応を

ます

4), 5)

．

利用して運動する機構も数多く存在します．創傷治癒

最近，F アクチンの構造が高分解能でモデリングさ

や胚発生における細胞の再配置，転移性腫瘍細胞の浸

れて，GF 変換に伴う構造変化の概要がわかりました．

潤・転移などに見られます．これらの細胞運動では，

しかし，重合により活性化される ATP 加水分解反応

Perspective of Actin Studies
Toshiro ODA
RIKEN SPring-8 Center, X-ray Structural Analysis Team
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のメカニズムやトレッドミリングの実体など，アクチ

ことも示されています．生体の中で複数の役割をもつ

ン自体の機能すべてが解明されているわけではありま

タンパク質を “moonlight protein” とよびますが，アク

せん．たとえば，上で述べたトレッドミリングは，

チンはこの典型と思われます．しかし，それぞれの複

ATP 加水分解反応が両端で重合に必要な臨界濃度に差

合体内でアクチンがどのような役割を果たしているか

を生み出し，一方向性にサブユニットが流れると説明

わかっていません．同様な例として，クラミドモナス

されます．しかし，臨界濃度の差の生成にもいくつか

の鞭毛にある inner arm dynein にも軽鎖としてアクチ

の可能性があり，両端の構造を基盤に議論する必要が

ンが含まれますが，その役割もわかっていません 7)．

あります．純アクチンの研究はアクチン結合タンパク

GF 変換以外でどのようにアクチンが機能するか興味

質を議論するために必須であると思います．

がもたれるところです．

3．バクテリアのアクチン様タンパク質 2)

5．F アクチンの多型性

興味あることに，バクテリアにはモータタンパク質

F アクチンがミオシンなどのアクチン結合タンパク

がなく，その代わりに，多様なアクチン様タンパク質

質と相互作用しながら機能する際，エネルギーのやり

（MreB, ParM など），チューブリン様タンパク質（FtsZ,

取りをするために，F アクチンはエネルギーのレベル

TubZ）
，WACA（Waker A ATPase をもつ重合性タンパ

の違う複数の状態をとると考えられます．F アクチン

ク質）があります．これらのタンパク質も重合・脱重

の状態はその構造によって規定されるので，F アクチ

合を利用して機能し，MreB はバクテリアの形体維持

ンが複数の構造を採ると考えられます．最近になっ

を担い，ParM は細胞分裂のとき DNA の分離を引き

て，全反射型光学顕微鏡を用いた 1 分子測定や低温電

起こします．バクテリアには，機能ごとに重合性タン

子顕微鏡を用いた単粒子解析が進歩して，F アクチン

パク質があると思えるほど存在します．重合・脱重合

1 本の状態や構造に言及できるようになりました．た

を利用した運動は生物にとって普遍的であり，進化の

とえば，F アクチンに結合させた 2 種類の蛍光分子間

観点からも興味をひきます．また，それらの機能を制

のエネルギー移動効率を 1 分子測定して，F アクチン

御するタンパク質もほとんど見つかっておらず，今後

がミリ秒のオーダーで 2 状態をゆらいでおり，ミオシ

の研究が期待されます．

ンとの相互作用はこの 2 状態の分布を変化させると報
告しています 8)．酵素の構造ダイナミクスとその機能

これらのタンパク質はフィラメント，チューブ，
2 次元シートなどを形成します．それら構造を構成す

との関係は NMR を用いてさかんに研究されていま

る分子が一列に積み重なった部分構造をプロトフィラ

す 9)．酵素の可塑性がその機能に重要であるという報

メントとよびます．MreB はプロトフィラメントが平

告があり，たとえば，基質を結合する構造が，何も結

行に並んだ 2 次元シートやカールを形成し，一方，

合していないときの，ゆらいでいる構造にすでに存在

ParM は 2 本のプロトフィラメントが互いに巻きつい

するといわれています．触媒機能をもつ小さな酵素の

た，F アクチンに似たらせんフィラメントを形成しま

研究から示唆された概念は，F アクチンとアクチン結

す．これらの構造体は，プロトフィラメントを安定化

合タンパク質による機能発現メカニズムを理解するた

するように形成されています．F アクチンの構造多型

めに役立つかもしれません．F アクチンの構造から多

も，プロトフィラメントに注目する必要があるかもし

型を議論できる段階ではありませんが，現時点，F ア

れません．

クチンの構造モデルが利用可能であり，また，低温電
子顕微鏡を用いた主要な F アクチンの構造を高解像度

4．核のアクチン

5)

で決定する努力が続けられています．

1963 年にウシ胸腺の核にアクチンが存在するとの

文

報告がなされたのですが，この仕事は多くの批判にあ
い，長年にわたって核内に常時アクチンが存在すると
いう主張は疑問視されていました．最近になって解析
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されないので，F アクチンとは別の様式で存在してお
り，クロマチンの構造転換や RNA の転写を行う複合
体に含まれ，核膜を安定化する Lamin と相互作用する
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1. はじめに

達系の末端酸化酵素である 3)．この酵素の機能は，生
体内エネルギー変換過程の 1 つである細胞呼吸に深く
関与する．すなわち，本酵素は細胞内に取り込まれた
酸素分子を水分子へと還元し，それと共役して膜の一
方からもう一方へプロトンを能動輸送する．結果とし
て生じる膜を介したプロトン濃度勾配が，近傍に存在
する ATP 合成酵素の駆動力となる．
ウシ心筋由来の CcO の X 線構造は，同研究所のタ
ンパク質結晶成長機構研究部門の吉川グループやタン
パク質構造解析研究部門の月原グループにより
1.8 Å の分解能で決定されている 4)．この精密な立体構
造の情報と，同研究所のタンパク質振動分光学研究部
門の小倉グループによる振動分光学的研究の結果，お
よび同研究所のタンパク質部位特異的同位体標識研究
部門の島田グループによる分子生物学的研究の結果を
あわせ，ウシ心筋 CcO に対して H パスプロトンポン
プ説というプロトンポンプ機構が提案されている 5)．
この H パス説の鍵となる問題の 1 つとして，
「プロ
トンはペプチド結合を乗り越えられるか？」がある．
すなわち，この H 経路の途中にはペプチド結合があ
り，ポンプされるプロトンはそこを飛び越える必要が
ある．これまで水溶液中のモデルペプチドの研究よ
り，ペプチド結合を介したプロトン移動反応として
はペプチドグループのケト／エノール互変異性化を
伴う反応が知られていた 6)．この反応では，ケト型ペ
プチドグループ [-CO-NH-] の構造異性体であるエノー
ル 型 ペ プ チ ド グ ル ー プ [-C(OH)N-] が， イ ミ ド 酸
[-C(OH)-NH-] を介した反応により形成される．エ
ノール型はケト型より不安定であるため，エノール型
ペプチドグループはケト型へと互変異性化するが，そ
の際にプロトンがペプチドグループを介して移動する．
この反応機構に基づき，同研究所の島田グループ
（当 時， 慶 応 大 学） は， ウ シ 心 筋 CcO 中 の Tyr440Ser441 ペプチドグループの Ser441 をプロリンに置換
した変異体（S441P）
，すなわちケト型ペプチドグルー
プのアミドプロトン（-NH）を消失させることでイミ

本稿では，50 周年記念特集に寄稿された月原冨武
先生の文章「ウシ心筋のチトクロム c 酸化酵素の構造
と機能の研究」に対する応答として，同酵素に対する
筆者らの理論研究の一例を紹介する．月原先生は先の
文章において，タンパク質の精密な立体構造と量子化
学計算によるタンパク質の働きの仕組みを解き明かす
研究を展望されている 1)．これを理論研究の側面から
考えると，まず最初に実験の現状を深く認識し，当該
分野で重要な問題を実験グループと共有することが不
可欠である．これは，理論グループと実験グループと
の円滑で有機的な共同研究や研究交流によりはじめて
可能となる．このような異分野間の研究交流の中で理
論研究を推進することにより，同研究が構造生物学分
野に大きく寄与することができると考えている．

2. ピコバイオロジー研究
理論グループが実験グループと有機的に研究交流で
きる場の 1 つとして，月原先生や筆者が所属するピコ
バイオロジー研究所がある．同研究所は，ピコバイオ
ロジー研究の推進母体の 1 つであり，5 つの部門が設
置されている 2)．ピコバイオロジーとは，すべての生
命現象をタンパク質により駆動される化学反応として
捉え，その機能発現の仕組みを原子レベルから解明す
ることを目指す研究全体のことである．
筆者の所属する同研究所のタンパク質機能理論研究
部門（以下，理論部門）では，同研究所の実験部門と密
接に連携し，最新の実験結果の理論的な解析が行われ
ている．具体的には，X 線構造解析と振動分光解析によ
りタンパク質の構造を精密に決定すると共に，得られ
た実験結果に基づいて理論的解析を行い，タンパク質
の機能を原子の挙動として捉えることが行われている．

3. 実験と理論で共有された問題
現在のピコバイオロジー研究所のおもなターゲット
タンパク質の 1 つとしてウシ心筋チトクロム c 酸化酵
素（以下，CcO）がある．このタンパク質は，われわ
れヒトを含むほぼすべての好気性生物における電子伝

Theoretical Research for Protein Functions in Picobiology
Katsumasa KAMIYA*
Picobiology Institute, Graduate School of Life Science, University of Hyogo
*Present Address: Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba
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ド酸 [-C(OH)-NH-] の形成を阻害するような変異体
を作製した 7)．その結果，S441P 変異体は酸素還元活
性を保ったままプロトンポンプ活性のみが消失する表
現型を示した．このことから，ウシ心筋 CcO におけ
る ペ プ チ ド 結 合 を 介 し た プ ロ ト ン 移 動 反 応 に は，
Tyr440-Ser441 ペプチドグループのケト／エノール互
変異性化反応が鍵であり，その原子レベルのメカニズ
ムの解明が最重要であることが示唆された．
このような実験研究で顕在化した「プロトンはペプ
チド結合を乗り越えられるか？」という問題は，実験
と理論の研究グループ同士の密接な研究交流の中で，
ピコバイオロジー研究における実験と理論で共有する
最初の問題の 1 つとなった．そこでこの問題に対する
理論的なアプローチとして，著者らは当時最新の実験
で得られていた精密な立体構造に基づく量子論的第一
原理分子動力学計算を実行し，当該プロトン移動反応
の原子レベルのメカニズムを検討した．

な立体構造で生じる極微の現象を物理を介して検討し
たためであると考えられる．
現在理論部門では，ウシ心筋 CcO のプロトン移動
経路の入口にある特異な水素結合環境に関する研究を
進めている．同酵素の精密な立体構造解析では，当該
部位におけるタンパク質表面の結晶水もはっきりと同
定されているため，タンパク質の表面と水相との界面
領域にある当該部位の特徴的な構造が高精度に同定さ
れている．これまでの研究から，この特異な水素結合
環境は，当該部位にあるアミノ酸の異なるプロトン化
状態のエネルギー差をちょうど補償するような環境で
あり，そのエネルギー差は結晶水 1 〜 2 個程度の解離
により容易に逆転することができる機能的な環境であ
ることが明らかになりつつある 9)．

5. おわりに
本稿では，理論計算によるピコバイオロジー研究の
一例として，実験と理論の研究グループで共有された
ウシ心筋 CcO における問題の 1 つを紹介した．この
ような理論研究グループと実験研究グループとの積極
的な研究交流により，タンパク質の精密な立体構造に
基づく物理や化学を介してその働きの仕組みを解き明
かすことが，今後の構造生物学分野の進展に対する理
論研究において重要であることを述べた．
今後の展望としては，さらに多くの異分野間の共同
研究や研究交流が，分野常識に捕われない新しい知の
創成につながり，次世代の生命科学分野の発展をもた
らすことが考えられる．今後もそのような異分野交流
の中で，量子論に基づく理論計算の手法を基盤とし
て，タンパク質の働きの仕組みを原子レベルから解き
明かす研究の推進に貢献できれば幸いである．

4. 新しいプロトン移動のメカニズム
計算の結果，ウシ心筋 CcO の Tyr440-Ser441 ペプチ
ドグループを介したプロトン移動のメカニズムと
して，タンパク質主鎖の生理的なループ構造を介し
た多段階的な反応機構があり得ることがわかった
（図 1）8)．得られた結果を箇条書きにまとめると，以
下のようになる．
（1）ある種の堅固なループ構造が主鎖に存在するときに
は，プロトンはペプチド結合を介して運ばれてもよい．
（2）プロトンは，エノール形からケト形への互変異性化
によってペプチドグループの下部から上部に運ばれる
が，その際にループ構造を利用して 2 段階で運ばれる．
これらの結果より，ウシ心筋 CcO にはペプチド結
合を介したプロトン輸送を行うのに都合の良い立体構
造があり，ペプチドグループの主鎖自身がその生理的
な構造によってプロトン移動を可能とする機能をもつ
ことが可能になることがわかった．このようなプロト
ン移動機構は，従来の「水素結合を介したプロトン移
動（Grotthuss 機構）」とはまったく異なるタンパク質
内プロトン移動機構である．このような新しいタイプ
のプロトン移動機構を提案することができたのは，実
験と理論の研究グループで重要な問題を共有し，精密
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特集

日本発の生物物理学

AFMを用いたタンパク質研究〜現状と展望〜
―猪飼 篤先生に応えて―
内橋貴之

金沢大学理工研究域

日本発の生物物理学の特集ということで，東工大・
猪飼先生が原子間力顕微鏡（AFM）を用いたタンパ
ク質研究，特にタンパク質の 1 分子力計測から発信さ
れる生体ナノ力学（nano-biomechanics）について，そ
の現状と将来展望をレビューされた 1)．筆者には猪飼
先生の文章を受けて，AFM を用いたタンパク質研究
の現状と展望について，自由に書くようにとの仰せで
ある．筆者は，これまでおもに AFM の装置開発に携
わってきており，表面科学に近い分野から始まり，最
近になって生物物理に関連する AFM 装置開発および
タンパク質の観察に従事している．AFM の特徴の
1 つはイメージングと力学的操作の両方ができること
にあり，そのどちらも生物物理学に有効な解析手段を
もたらすものである．すべての解析装置がそうである
ように，AFM にも長所と短所があり，それらを理解
し課題を解決することで，AFM が生物物理学に真に
有益な情報を与える手法になると考える．そこで，本
稿では，猪飼先生の生体ナノ力学の勧めを受けて，日
頃感じている AFM という実験方法の生物物理学にお
ける現在の位置づけと課題，将来の展望をレビュー的
にまとめたいと思う．
1986 年に Binnig, Quate らによって発明された AFM 2)
は，絶縁体表面でも高解像度で表面形状を可視化でき
る装置として急速に広まった．そもそも，AFM は走
査型トンネル顕微鏡（STM）が導電性試料しか測定
できないという欠点を克服するために開発された装置
で，当初はプローブと試料の間に働く原子間力を利用
して無機材料の表面形状をイメージングするのみで
あった．現在では原子間力検出から派生して，金属あ
るいは磁性体をコートしたカンチレバーを利用した磁
気力，静電気力により磁性や電荷分布も可視化できる
ようになっており，プローブ顕微鏡ファミリーとして
発展してきている．動作モードも，初期の探針と試料
を常時接触させるコンタクトモードから間欠的な接触
を行うタッピングモード 3)，非接触モード 4) まで，試
料や測定環境に応じて使い分けられている．1987 年
には早くも AFM が溶液環境下で動作することが実証

され 5)，その後の微細加工技術を利用したマイクロカ
ンチレバー，光てこ変位検出方式の開発や操作性に優
れた市販装置の出現で，多種多様なタンパク質，核
酸，染色体から細胞まで多岐にわたる試料に適用され
てきている．
AFM は生物物理学でどのような問題解決に利用さ
れているであろうか？ いいかえれば，既存の解析装
置では得られない，AFM でのみ知ることができる情
報とは何であろうか？ 周知のとおり，AFM の主要
な特徴は，溶液中に存在するタンパク質や DNA を
1 分子レベルで直接可視化できることにある．生体試
料の高分解能構造解析装置としては，まず走査型電子
顕微鏡（SEM）や透過型電子顕微鏡（TEM）が用い
られてきた．しかしながら，観察には，通常真空環境
が必要であり，さらには重金属による被覆や染色も必
要となる．そのため，得られる観察データは，その試
料が実際に機能しているときの状態を反映しているか
どうかを知ることは困難である．電子顕微鏡を用いて
機能している状態にあるタンパク質の構造を解析する
手段として，氷包埋された試料を cryo-TEM で観察し
単粒子解析によって立体構造を得る方法が広く用いら
れている．この手法では，生理状態にあるタンパク質
の構造を 10 Å 程度の高分解能で決定することが可能
であるが，多くの分子を平均化して解析する必要があ
る．また，X 線結晶構造解析や NMR によって正確な
構造を決定可能であるが，タンパク質の結晶化などの
多大な労力・時間と大掛かりな装置が必要といった制
約がある．AFM は比較的簡便に 生 の状態で高解
像な画像を得ることができることは大きな利点と考え
られる．しかし残念ながら，分解能の点では電子顕微
鏡の単粒子解析や回折法の威力には遠く及ばない．
AFM に単粒子解析法を援用し，タンパク質のへリッ
クスを画像化できた報告例もあるが 6)，高分解能な構
造決定という点では，新たに得られる情報は多くない
と考えられる．
構造決定という点で AFM が電子顕微鏡や X 線結晶
構造解析に及ばないのであれば，タンパク質研究に

Biophysics and Atomic Force Microscopy—Present and Future—
Takayuki UCHIHASHI
Department of Physics, Kanazawa University
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パク質の力学操作は，従来法でも光学顕微鏡と組み合
わせた磁気・光ピンセットを用いて行われているが，
1 個の分子にビーズを接着する必要がなく，かつ高い
感度で力検出ができることから，多くの場合 AFM が
使われている．また，フォースカーブ計測は，1 分子
の引っ張りだけでなく細胞の凝着力や粘弾性分布など
の計測も可能なことから，従来法では不可能な生体分
子の機械特性に関する情報を得ることができる．
以上述べてきたように，AFM のイメージングと力
計測機能は，既存の生体分子解析手法の弱点を補完す
る，さらには AFM でしか計測できない情報も与える
ことができる．しかしながら，生物物理分野において
AFM はまだまだマイナーな存在である．試料の形状
をおおまかにつかむために， 粗さ計 的な使用方法
をされている方は多数おられるが，電子顕微鏡や光学
顕微鏡のように主要な解析手法としてタンパク質研究
を進めているパワーユーザーの人口は圧倒的に少な
い．単に電子顕微鏡や光学顕微鏡に比べて歴史が浅い
ことがおもな原因かもしれないが，蛍光顕微鏡による
1 分子観察が 1990 年代頃から始められたことを考え
ると，技術の未成熟さだけではないように思われる．
やはり，いまだ AFM を用いてはじめて明らかになっ
たメカニズムや現象などでインパクトのある成果がほ
とんどないためであろう．AFM をタンパク質の解析
装置として，得られたデータを信頼性のあるものにす
るためには，上で述べた問題点を克服するための装置
の改良や周辺技術の開発が必須である．イメージング
では，安定で先鋭な探針，タンパク質間の相互作用を
乱さず観察できる支持基板の開発が試料系毎に必要と
なる．フォースカーブ計測では得られたデータを説明
できる理論やシミュレーション，本当に 1 分子の延伸
実験が行われていることを担保する何らかの検証方法
も必要であろう．AFM が生物物理分野で多くの研究
グループで利用されるようになるにはまだ時間が必要
かもしれないが，われわれ，現在携わっている研究者
が改良を重ねながら信頼性のあるデータを世に出して
普及していく努力が必要であると思う．

AFM を用いる大きな利点とはいったい何であろう
か？ 1 つには，電子顕微鏡などでは観察が難しい膜
タンパク質の集合状態を可視化できることがあげられ
る．例として，円盤膜中でロドプシンがダイマー列を
形成する AFM 画像が提出され 7)，その後のロドプシ
ン研究に多大なインパクトを与えた．このダイマー列
構造についてはいまだに真偽が議論されているが，こ
の研究は生体膜中におけるタンパク質超分子構造解析
に AFM が大きく資する可能性を示している．もう
1 つ，AFM の大きな利点として，同一分子の構造変
化を追跡可能であることがあげられる．最近では筆者
の所属するグループの安藤敏夫教授を中心としてイ
メージング速度の各段の向上が図られ，タンパク質の
ダイナミクスを AFM で可視化できるようになってき
ている 8)．実際に，ミオシン V やバクテリオロドプシ
ンの生理機能に関連した構造変化 9) や GroEL-GroES
の分子間相互作用の可視化に成功している．タンパク
質のダイナミクス観察法としては蛍光 1 分子顕微鏡が
強力なツールとして生物物理学の中心をなす技術であ
るが，蛍光色素や GFP などのラベルリングを必要と
すること，分子そのものの形態を観察できない，膜タ
ンパク質結晶のように密集した高濃度状態での観察が
できないという弱点も抱えている．高速 AFM はタン
パク質の構造そのものを視覚化できることから，蛍光
輝点の軌跡の詳細な解析から導かれていた結論を一目
で導くことができる．そういったことから，1 回イ
メージングに成功すれば，回答がすぐさま得られると
いうことになり，従来の蛍光 1 分子観察を補完または
凌駕する手法になると期待される．しかし，その一方
でイメージングに先鋭な探針を使用するがゆえの問題
点もある．それは，探針自体の形状によって画像が大
きく異なるという点である．しばしば，多探針効果に
よりアーティファクトが生じ，間違った像解釈を誘発
したり，再現性の低下をもたらす．また，探針からの
力がタンパク質間の相互作用に与える影響も考慮しな
ければならない．たとえば，ミオシン V とアクチン
間の stall force は光トラップの実験から 3 pN 程度と見
積もられているが，AFM 探針からの平均的な力は小
さくした場合でも 10 pN 程度はかかってしまう．さら
には，生体試料は柔らかいのが特徴であるが，探針か
らの斥力や探針との凝着によってしばしば致命的な構
造破壊が生じる．
一方で，探針との凝着力を積極的に利用し制御する
ことで，情報を得ようとするのがフォースカーブ計測
によるタンパク質の力学的特性計測である．1994 年の
Gaub らによるアビジン―ビオチン間の結合力測定 10)，
タイチンのアンフォールディング計測 11) や猪飼先生ら
による単一タンパク質の延伸実験 12) が先駆けとなり，
これまで生体ナノ力学の分野が確立されてきた．タン
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解説

光駆動イオンポンプの作動原理
神山

勉

名古屋大学理学研究科物質理学物理系

Crystallographic studies of archaeal light-driven ion pumps, including bacteriorhodopsin (BR) and halorhodopsin (HR),
have shown that water molecules entrapped in protein cavities play an active role in the ion-translocation mechanism.
On the basis of structural data of the reaction intermediates, we have proposed the hypothesis that BR functions as a
proton/water antiporter, while HR functions as a proton/HCl antiporter.
bacteriorhodopsin / archaerhodopsin / halorhodopsin / retinal proteins / proton pump

い」生体分子機械の反応機構に秘められた謎の 1 つで

1.

はじめに

ある．本稿では，光駆動プロトンポンプとその類縁タ

生体分子機械の特徴を述べるのに，「硬い」人工機

ンパク質の結晶構造解析により何が明らかにされてき

械との対比から「柔らかい」機械であるという表現が

たかを紹介するとともに，何が未解明のまま残されて

好んで用いられる．「柔らかい」という言葉には曖昧

いるかについて述べる．

さを許容する効果が含まれており，反応機構について
の記述が理解しづらいものにならざるをえない．にも

2.

かかわらず，その曖昧なところにこそ本質が隠されて

光駆動イオンポンプの高次構造

いるとして，大沢文夫らは入力エネルギーと出力エネ

7 回膜貫通型レチナール結合タンパク質にはプロト

ルギーは 1 : 1 に固定されておらず状況によって変わり

ン輸送，陰イオン輸送，光センサーなど多種類のもの

うるという反応メカニズム，いわゆる，loose coupling

が知られているが，ここでは，それらを総称してロド

説を提案した ．この説とどのように付き合うべき

プシン群タンパク質とよぶ．この一群のタンパク質で

か．この問いかけは，プロトンポンプの反応状態の

共通してみられることとして，7 番目の膜貫通へリッ

構造解析を進めている筆者にとって，難問の 1 つで

クスの中央付近にあるリジン残基にレチナールがプロ

ある．

トン化シッフ塩基結合を介して結合している点をあげ

1)

生体分子ポンプの作動機構を構造学的観点から解明

ることができる．分子進化により異なる機能をもつよ

しようとすると，暗黙のうちに，「硬い機械」とみな

うになったロドプシン群タンパク質の構造を比較する

して研究を推し進めることになる．実際のところ，カ

ことにより，機能発現にとって重要な構造モチーフを

ラクリ人形の仕掛けを解き明かすのと同じスタンスで

明らかにできるかもしれない．そのような期待感か

生体分子ポンプの作動原理を理解しようと努力すれ

ら，筆者のグループでは 6 種類のロドプシン群タンパ

ば，それなりの手応えが得られる．ところが，反応状

ク質（プロトンポンプ 3 種類，塩素イオンポンプ 1 種

態の構造データが蓄積してくるにつれて，雲行きが変

類，視物質 2 種類）の結晶化が成し遂げられた 3)．結

わってきた．たとえば，プロトンの細胞外側への放出

晶化の試みで意識してきたのは，
「いかにして生理的

と細胞質側からの取り込みのタイミングが溶媒条件に

条件に近い状態を保ちつつ良質の 3 次元結晶を作製す

よっては逆転するという観測結果を裏付ける構造デー

るか」である．そのような考えの下，
「膜融合法」と

タが得られた ．プロトン輸送のようすが溶媒環境に

いう究極の結晶化法（＝膜小胞を融合して平面状の膜

依存するのであるから，カラクリ人形の仕掛けと同様

構造を積み重ねる方法）が開発された 4)．

2)

膜融合法では天然の脂質を除去することなく結晶化

には語れないことを意味する．この現象は「柔らか
Molecular Mechanism of Light-driven Ion Pumps
Tsutomu KOUYAMA
Department of Physics, Graduate School of Science, Nagoya University
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を行うため，タンパク質―脂質間相互作用についての

3.

情報をもたらしてくれる．図 1 に，膜融合法により

バクテリオロドプシンは水分子／
プロトン対輸送体である

BR のプロトン輸送サイクルがスタートするのは，

作製された結晶中でのアーキロドプシン-2（aR2）
，お
よび，ファラオニス・ハロロドプシン（pHR）の構造

レチナールが光を吸収して全トランス型から 13- シス

．aR2 はオーストラリアの塩湖に棲む好塩

型に異性化するときである．レチナールの構造が直線

菌に見いだされた光駆動プロトンポンプであり，pHR

状から「くの字」の形に変わると，周りのアミノ酸残

は好アルカリ性好塩菌に見いだされた光駆動塩素イオ

基が押しのけられる．そして，タンパク質全体へと構

ンポンプである．それぞれ異なる機能を有するが，い

造変化が伝播し，吸収スペクトルの異なる 5 つの中間

ずれも 3 量体構造を作り，隣り合うタンパク質の間の

体（K，L，M，N，O）を経て数ミリ秒で始状態に戻

隙間に第 2 番目の色素であるバクテリオルベリンが結

る（図 2）
．この間に 1 個のプロトンが細胞質側から

合している．aR2 と pHR との間のアミノ酸配列の相

細胞外側に輸送される．すべての反応中間体の構造を

同性が低い（24%）にもかかわらず，両者で高次構造

求めればプロトン輸送の分子機構の全容が解明できる

が保存されている．別種の好塩菌に見いだされた光駆

であろうという期待の下に，BR の反応中間体の構造

動プロトンポンプであるバクテリオロドプシン（BR）

解析が行われてきた．

を示す

5), 6)

の 3 量体構造ではどうかというと，バクテリオルベリ

始状態の立体構造を求めるときと比べると，反応状

ンとは異なる脂質成分がタンパク質間の隙間に結合し

態についての有意義な情報を抽出するにははるかに厳

ている．にもかかわらず，aR2 や pHR の 3 量体とほ

しい条件を満たさねばならない．まずもって，X 線損

ぼ同形である．これらの 3 つのタンパク質の構造を重

傷の影響（これは決して軽視できない！）を軽減しな

ねてみると，特に 3 量体の中心部の脂質結合部分の形

ければならない 7)．また，光照射前の構造が均一で，

状がよく保存されていることがわかる．あたかも特殊

かつ，光反応の進み具合も均一であることが必要条件

な脂質成分を取り込むために 3 量体構造が設計されて

に加わる．幸いなことに，膜融合法で作製した BR の

いるようにも思える．興味深いことに，BR の M 中間

結晶を用いると，2.0 Å 分解能の構造決定を達成でき

体の形成時に最も大きく動く部分（へリックス C の

る．他の方法で作製された結晶より大きな結晶が得ら

細胞外側）はこの脂質成分に接している．また，脂質

れるので，その分だけ X 線損傷の影響を相対的に軽

分子が取り除かれた aR2 の結晶中ではへリックス C

減できる．結晶構造は広い pH 範囲にわたって安定で

の構造が大きく変形している．これらを考慮すると，

あり，浸透圧の変動にも耐えうる 2), 8)．このような特

適切な脂質環境を維持することはタンパク質が正常な

性を有するため，反応状態についての多彩な構造情報

反応を行うには必要なのであろうと推察される．

を得ることができた 7)-10)．
図 3 に L および M 中間体の構造解析の結果の要約
を示す．注目すべきことは，タンパク質内に存在する
水分子がプロトン輸送にとってきわめて重要な役割を
果たすことが示された点にある．始状態での水分子の
配置に注目すると，タンパク質の中央を貫くプロトン
チャネルに沿って 9 個の水分子が存在し，それらのほ
とんどがプロトン放出チャネル（レチナール結合部位
から細胞外側の表面にいたるチャネル）に偏って存在
する．反応サイクルにおける水分子の動きに着目する
と，始状態でレチナール・シッフ塩基と水素結合して
いた水分子が L 中間体の形成時に，シッフ塩基を飛
び越して，細胞質側に移る．この水分子は，M 中間
体の形成時には，さらに細胞質側に移動する．そうす
ると，水素結合の相手（水分子）を失ったシッフ塩基
のプロトンを保持する能力が下がり，シッフ塩基から
近くにあるアスパラギン酸（Asp85）へのプロトン移

図1
膜融合法で結晶化されたロドプシン群タンパク質の構造．灰色の
球は水分子を表す．（電子ジャーナルではカラー）

動が生じる．
これらの一連の構造データをもとに，
「水分子が一
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図2
BR の構造と反応サイクル．中性 pH 域でのプロトン移動は，レチ
ナール・シッフ塩基  Asp85（M の形成時），Glu194/Glu204 ペ
ア構造  細胞質側表面（M の形成直後），Asp96  レチナール・
シ ッ フ 塩 基（M  N 転 移），Asp85  Glu194/Glu204 ペ ア 構 造
（O  始状態）の順番で起こる．右側は空気入れの模式図．
図3
BR の反応サイクルにおける水分子の動き．レチナールのポリエ
ン鎖は光励起後（K 中間体で）左ねじの向きに捩じれる．L 中間
体の形成時にポリエン鎖の捻れは解消し，シッフ塩基の NH 結合
は細胞質側方向に向く．また，レチナールの 13-メチル基と接す
る Leu93 の側鎖が回転する．その結果生じる空隙に水分子 #2 が
移動する．M 中間体では，水分子 #2 がさらに細胞質側へと移動
し，水素結合の相手を失ったシッフ塩基はプロトンを保持する力
を弱める．

方向に移動することにより，プロトンの流れの一方向
性が保証される」というプロトン輸送機構，すなわ
ち，BR を「水分子／プロトン対輸送体」と見なす説
を提唱した 9)．この説は，配向した紫膜にパルス光を
照射したときの電流測定の結果により支持される 11)．
たとえば，L 中間体で正電荷が細胞膜側方向に（＝プ
ロトン輸送の方向とは逆向き）に移動するという観測
データは，シッフ塩基に水素結合している水分子の向

分子の存在確率は低く保たれている．L 中間体形成時

きが反転（＝双極子モーメントの反転）するという構

にレチナールの 13 メチル基と接触している Leu93 の

造モデルと定量的に合致する．また，最新の分子動力
学シミュレーションによっても，K  L 転移時に水分

側鎖が回転すると，これらの 2 つの空隙はつながり，

子がシッフ塩基を飛び越して移動することが示された

い，Leu93 の側鎖がもとの構造に戻り，空隙内の水分

そこに水分子が 2 個入りこむ．M 中間体の形成に伴
子はさらに移動する．この実験結果から，タンパク質

（A. N. Bondar 博士からの私信）．

内の空隙の形態変化に着目することも「タンパク質の

4.

働く仕組み」を理解するには不可欠であると認識され

プロトン輸送にはタンパク質内の「空」が必要である

た．タンパク質内で水分子を動かすためには，タンパ
ク質内に空間的な遊びがあらかじめ用意されていなけ

構造既知の光駆動プロトンポンプ（aR1, aR2, BR）
に「真空」キャビティ（空隙）が共通して存在するこ

ればならない，と素朴に考えるのである．
最近の研究によれば，BR の M  N 転移において，

とが明らかになった 12)．それらは，反応中間体の形成

シッフ塩基と Asp96 の間の空隙が拡大し，この空隙に

に伴い拡大・収縮する．BR の始状態では，シッフ塩

3 〜 4 個の水分子からなる水素結合網が瞬間的にでき，

基と Asp96（＝プロトン取り込みチャネルにあるアス

この水素結合網に沿って Asp96 からシッフ塩基へのプ

パラギン酸）の間に 2 つの空隙がある．その 1 つには

ロトン移動が起こることが示唆されている 13), 14)．疎

1 個の水分子が強く結合しているが，他の空隙での水

水的空隙に入り込んだ水分子がプロトン通路を一瞬だ

の構造比較から，レチナール・シッフ塩基の細胞質側
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け作るという考えは，M の寿命が水分子の活性に強

Glu204）構造が，中性 pH 域で形成された M 中間体

く依存するなどの実験データをもとに導かれた．その

では完全に壊れるのに対して，弱酸性 pH 域で形成さ

証明には遷移状態の前後の構造データが不可欠である

れた M 中間体では不完全にしか壊れないことが明ら

が，残念ながら N 中間体の X 線結晶構造解析にはい

かにされた 2)．興味深いことに，プロトン放出チャネ

まだに成功していない．BR の 2 次元結晶を用いた電

ルで起こる大きな構造変化は弱酸性 pH 域でも同様に

子線構造解析の結果によれば，へリックス F の細胞質

観測された．一方，始状態の構造解析からは，グルタ

側部分が N 中間体の形成時に大きく傾くことが示唆

ミン酸ペア構造は広い pH 範囲（pH 4 〜 pH 9）で安

されている ．N 中間体の形成時にプロトン取り込み

定であり，極端な pH 域（pH  3，または，pH  10）

経路にある Asp96 が脱プロトン化すると，その周りに

で壊れることが示されている 8)．光誘起 pH 変化の測

水分子が取り巻くように集まり，細胞質側の領域での

定データともあわせて分析すると，低障壁水素結合に

大きな構造変化を誘発するのであろう．この構造変化

より維持されていたグルタミン酸ペア構造が，中性

はプロトン輸送サイクルにおける重要な反応ステップ

pH 域で M 中間体が形成されると破壊され，そこに捕

であるのは間違いないが，次の反応ステップ（＝レチ

捉されていたプロトン（＝低障壁水素結合の担い手）

ナールの再異性化）にどのようにつながるのかについ

が細胞外に放出されると解釈される．
（グルタミン酸

ては未解明のままである．

ペア近傍の 2 個の水分子に捕捉されたプロトン

15)

（H5O2）が放出されるという主張もあるが，最新の理

5.

）
論計算からは疑問視されている 18)．

pH 勾配存在下におけるプロトン輸送

上 記 の 構 造 デ ー タ か ら は， 大 き な pH 勾 配

BR は膜を隔てて 1 万倍以上のプロトン濃度差を作

（pHout  5）の下で M が形成されると，プロトン放出

る能力を有し，たとえば，細胞外の pH（pHout）が 5，

チャネル（Glu194/Glu204）にプロトンが留まったま

細胞内の pH（pHin）が 9，という条件下でもポンプ活

まである確率が高いと推論される．この推論は，エネ

性を示す ．この驚異的なポンプ活性を理解するに

ルギー変換効率の観点からも支持される．M 形成時

16)

は，
「pH 勾配がある中での反応においてプロトンの

にプロトン放出が可逆的に起こる条件（pHout 〜 5）で

逆流を防ぐ仕掛けは何か」という問いに答えねばなら

は，プロトンの放出が不可逆的に起こるような条件

ない．この仕掛けを説明するため，従来の BR のプロ

（pHout  7）に比べて，プロトンの放出に伴うエネル

トン輸送モデルでは，反応サイクルの 1 ヵ所ないし

ギー・ロス（＝プロトン放出チャネルでのプロトンの

2 ヵ所で不可逆な反応が起こるものと想定されてき

化学ポテンシャルと細胞外溶媒中でのプロトンの化学

た．その中でもよく引用されるのが，「M 中間体には

ポテンシャルの差）が小さいからである．いずれにせ

2 つのサブ状態があり，その間での転移に伴い，細胞

よ，エネルギー変換効率が最大近くなる条件下（pH

外溶媒へのプロトンの放出が不可逆的に起こる」とい

〜 4）では，プロトンの細胞外側への放出と細胞質側

う輸送モデルである．しかし，このモデルでは説明し

での取り込みのどちらが早く起こるかが不確定となる

きれない現象もいくつか見つかっている．たとえば，

点に留意しておきたい．

BR のプロトン輸送サイクルにおけるプロトンの細胞
外側への放出とプロトンの細胞質側からの取り込みと

6.

のタイミングが pH に依存して変動することが光誘起

生体分子ポンプと人工ポンプとの比較から
見えてきた BR の水分子／プロトン対輸送体

pH 変化の測定から示されている 17)．具体的には，中

反応素過程のタイミングが狂えばエネルギー変換効

性 pH 域では，プロトンの細胞外側への放出は M 中

率に重大な影響が生じる可能性を，タイヤの空気入れ

間体（M2）の形成時に起こり，プロトンの細胞質側

とのアナロジーから分析してみる．空気入れには，空

からの取り込みは N 中間体の減衰時で起こる．これ

気の流れを制御する弁が 2 ヵ所ある（図 2）
．ピスト

に対して，弱酸性 pH（pH  5.8）では，細胞外側への

ン運動が駆動されると，2 つの弁はそれぞれの両面に

プロトン放出は，細胞質側からの取り込みより遅れた

かかる空気圧の差を感知し自動的に開閉し，大気中か

タイミング（反応サイクルの最後のステップ）で起こ

らタイヤ内への空気の流れを可能ならしめる．いうま

る．

でもなく，空気入れとしてうまく作動するには弁の開

この現象を構造学的な観点から理解するため，BR

閉のタイミングが重要である．たとえば，弁の付け位

の構造の pH 依存性が調べられた．その結果，プロト

置をずらしてピストン運動に対する弁の開閉のタイミ

ン放出チャネルにあるグルタミン酸のペア（Glu194/

ングを 180 度ずらせば，減圧ポンプに変身するであろ
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う．あるいは，複数個のポンプを連結し，弁の開閉を

7.

外部制御すれば，圧力差を利用して動くモータに変身

ハロロドプシンは HCL/プロトン対輸送体である

イミングによっては，気体分子の流れの方向，あるい

BR の反応中間体の構造解析から，
「レチナールの光
異性化  空隙の形態変化  水分子の移動  アミノ

は，エネルギー伝達の方向が逆転することも起こりう

酸残基の pKa の変化  プロトン移動  機能発現」と

ることが示唆される．

いう反応スキームを提唱した．では，この反応スキー

させることもできる．以上の考察から，弁の開閉のタ

ムは他の機能性タンパク質にも適用できるであろう

では，大きな pH 勾配存在下での生体プロトンポン
人工ポン

か．まずは，近縁関係にある塩素イオンを輸送するハ

プとのアナロジーからは，プロトン輸送の逆流を防止

ロロドプシン（HR）ではどうであろうか，について

するための異なる 2 種類の弁機構が備わっているとす

考察する．

プの様子はどうなっているのであろうか？

るのが合理的な考えと思われる．ところが，人工ポン

図 1 に BR と pHR の構造を並べて示す．共通する

プと生体プロトンポンプとの間には決定的な違いがあ

こととして，1）細胞質側のへリックス間の隙間は疎

り，人工ポンプでは多数の分子が一度に輸送されるの

水的アミノ酸残基でほぼ埋め尽くされている，2）水

に対して，生体プロトンポンプでは反応サイクルあた

分子が始状態では細胞外側に偏在する，点があげられ

り 1 個のプロトンが輸送されるだけである．空気入れ

る．もちろん違いもある．1）BR は活性中心に 2 個の

のシリンダー内の空気圧に対応する物理量（「活性中

アスパラギン酸（Asp85/Asp212）を有するのに対し，

心でのプロトンの圧力」）が定義できそうにない．し

HR ではアスパラギン酸の 1 個がスレオニンに置き換

たがって，局所的なプロトン濃度差を感知する弁機構

わり，塩素イオン結合部位を形成する．2）BR はプロ

が生体プロトンポンプに備わっているとは思えないの

トン取り込みチャネルに 1 個のアスパラギン酸
（Asp96）を有するのに対し，HR ではアラニンに置換

である．

されている（図 4）
．

そこで，発想を転換して，「BR は水分子／プロトン
対輸送体である」という説に立脚して問題を整理して

荷電性アミノ酸残基の配置に違いがあるものの，

みる．仮に，レチナール・シッフ塩基部分が水分子に

BR と pHR との間の構造類似性は非常に高い．特に，

対するゲート WG1，Asp96 と細胞質表面までの領域

タンパク質内の空隙の分布が似ている．この類似性

がゲート WG2，シッフ塩基と Asp96 の間の空隙が空

は，BR と pHR との間で機能の互換を容易に行えるこ

気入れのシリンダーに対応していると想定してみよ
う．WG1 は K  L 転移時にのみ開くとし，WG2 は通

とにつながっている．たとえば，BR の Asp85 をスレ
オニンに置き換えると，BR は塩素イオンポンプに変

常は閉じていて構造ゆらぎによりときどき開くとすれ

身する．一方，pHR の塩素イオン結合部位に弱酸性

ば，BR は水ポンプとして機能するであろう．もちろ

分子であるアザイドが結合すると，pHR はプロトン

ん，BR を単純な水ポンプと見なすのは正しくない．

ポンプ活性を示すようになる．これらの観測結果をあ

そうではなくて，水の動きがプロトン移動を支配して

わせて分析すると，
「HR の塩素イオン輸送サイクル

いるとし，プロトンの流れを制御する弁の役割をする

でもプロトン移動が BR と同様に起こっている」とい

ものを探しだすことを試みるのである．たとえば，
シッフ塩基と Asp96 の間の空隙に複数個の水分子が集
められると，それらが鎖状に連なったクラスターが形
成される瞬間に Asp96 からシッフ塩基へのプロトン移
動が起こる，という弁機構を描くことができる．もう
1 つの弁としては，プロトン放出チャネルにある水分
子クラスターが有力候補である．こちらは，始状態で
はつながっているが，M 形成時の大きな構造変化に
より寸断される．
タンパク質内の水分子の振る舞いについては未解明
なことも多い．その実態を解明するためには，計算機
図4
BR と HR との反応機構の比較．「BR  水分子／プロトン・対輸送
体」説と「HR  HCL/ プロトン・対輸送体」説の概念．（電子ジャー
ナルではカラー）

シミュレーションをも利用した理論的研究を押し進め
ることが大切である．
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う可能性が否定できなくなる．このような背景から，

と力学の問題とも絡む方向での研究展開も予想され

「BR は H2O/プロトン対輸送体であるのに対して，HR

る．より具体的には，膜電位を含めた外力がレチナー

は HCL/プロトン対輸送体である．」という仮説を提
唱した ．これは，「HR が塩素イオンを輸送し，BR

ルの光異性化後のタンパク質内ストレスの解放プロセ
ス（  イオン輸送効率）に及ぼす影響についての解

はヒドロキシイオンを輸送する」という一昔前に流

析を推し進める必要がある．loose coupling 説は，もと

行った考え方を 180 度捻ることにより導きだせる．

もとは運動モータの反応機構についての考察から提唱

6)

「対輸送」説が正しいかを決めるには今後の研究の進

されたのであるが，イオン輸送の反応機構を論じる場

展を待たねばならないが，状況証拠は揃っている．す

合にも曖昧なカップリングという概念に無関心ではい

なわち，pHR の細胞質側半分は疎水的アミノ酸で埋

られない．

め尽くされており，この領域を負電荷の塩素イオンが
文

通り抜けるには非常に大きなエネルギー障壁を越えね
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は EF ループが隣のタンパク質と接触していて，EF
ループの大きな動きは抑え込まれている．浸透圧を利
用して EF ループにかかる結晶格子力を大きくすると，
M の寿命が指数関数的に増大することが観測されて
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いる 2)．この観測結果は，結晶中での構造変化のよう
すは溶液中とは多少異なることを意味する．これは避
けがたいことであるが，これを逆手にとって，結晶格
子力と反応キネティックスの相関を解析することもで
きる．光駆動イオンポンプについて未解明な問題が残
されていることを述べたが，これらを突き詰めていく

解説
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総説

ABCトランスポータ・CFTRチャネルにおけるNBDエンジンの

動作メカニズム

相馬義郎1,3，
Tzyh-Chang HWANG2,3
1

慶應義塾大学医学部薬理学教室

2

Department of Medical Pharmacology and Physiology, School of Medicine,

3

John M. Dalton Cardiovascular Research Center, University of Missouri-Columbia

The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), a member of the ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily,
is an anion channel which plays an important fundamental role in fluid and electrolyte transport across epithelial tissues. In the most of
ABC transporters, two highly-conserved nucleotide-binding domains (NBDs) form a common engine that utilizes the energy of ATP
hydrolysis to active-transport a wide spectrum of substrates. In CFTR, the ATP-dependent “NBD engine” drives the gate of the ion
conducting pore by cycles of ATP binding and hydrolysis. In this review, we introduce the recent advances in the studies for the molecular mechanism of ATP-dependent NBD engine in CFTR channels.
CFTR / Cystic Fibrosis / ATP Binding Cassette / ABC transporter / ATP hydrolysis / anion channel

1.

ある嚢胞性線維症 Cystic Fibrosis(CF) 3) の原因遺伝子

はじめに

産物である 1)．CFTR は，生体内ではおもに気管・肺
胞上皮や膵外分泌腺導管上皮などの輸送上皮の管腔側

CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) 1) は，バクテリアからヒトにいたるまでよく保

膜に発現して陰イオンチャネルとして機能しており，

存された ATP 結合ドメイン Nucleotide Binding Domain

これらの輸送上皮における主要陰イオン輸送経路を形

(NBD) を保持する ATP-Binding Cassette (ABC) タンパ

成して，その水・イオン輸送システムの主調整点とし

ク質スーパーファミリー の内で唯一，イオンチャネ

て重要な役割を果たしている．

2)

ルとして機能しているメンバーである．CFTR チャネ

CFTR チ ャ ネ ル は，2 つ の 6 回 膜 貫 通 ド メ イ ン

ルにおいては，NBD における ATP 加水分解サイクル

（Membrane Spanning Domains: MSD）と ATP が結合す

に従ってチャネルポアの開閉（ゲーティング）が行わ

る 2 つ の NBD， お よ び 制 御 ド メ イ ン（Regulatory

れており，パッチクランプ法を用いることにより，こ

．
Domain: RD）から構成されている 1)（図 1）

の NBD の動作サイクルを 1 分子レベルでリアルタイ

NBD は ABC スーパーファミリー全体を通じて高い

ムに追跡することができる．本稿では，CFTR チャネ

相同性を保っているが，MSD は各メンバーの多岐に

ルの ATP 依存性ゲーティング解析を通じて得られた，

わたる異なった機能を実現するために，ファミリー内

医学的に重要である ABC スーパーファミリーに共通

でもその構造は大きく異なっている 2)．CFTR では，

した ATP 加水分解 NBD エンジンの動作メカニズムに

MSD は 6 〜 10 pS の単一チャネルコンダクタンスを

ついての最新の知見を紹介する．

もち，直線的電流―電圧関係を示す，陰イオン選択性
チャネルポアを形成している．RD は，ABC ファミ

2.

リーのなかでも CFTR に特有なドメインで，リン酸化

CFTR

によるチャネル活性調節機能を担っている 1)．

CFTR は，白人種に多く見られる致死性遺伝疾患で
Mechanism of “NBD engine” in an ABC transporter, CFTR channel
Yoshiro SOHMA1,3 and Tzyh-Chang HWANG2,3
1
Department of Pharmacology and Neuroscience, Keio University Medical School
2
Department of Medical Pharmacology and Physiology, School of Medicine,
3
John M Dalton Cardiovascular Research Center, University of Missouri-Columbia
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図3
CFTR チャネルのゲーティングモデル．NBD との関連は図 5 参照．

は，野生型 (WT-)CFTR と同様な ATP 依存性ゲーティ
ングを行い，しかも脱リン酸化による不活性化（run-

図1
CFTR の（a）膜トポロジーモデルおよび（b）単粒子解析像．文献
4 より．（電子ジャーナルではカラー）

down）を起こさないために CFTR チャネルのゲーティ
ングの研究に有用な変異体である 6)．
活 性 化 さ れ た CFTR は ATP 濃 度 非 依 存 性 の 数 百
msec の開口バースト（open burst）と ATP 濃度依存性

3. CFTRチャネルの活性化とATP依存性ゲーティング

の閉口状態（interburst）を繰り返す（図 2a）
．CFTR

CFTR チャネルの活性化には cAMP/PKA 系による
RD のリン酸化が必要である

1), 5)

チャネルの閉口速度（1/平均開口時間）が ATP 濃度

．RD を取り除いた

非依存性（図 2b）で，開口速度（1/平均閉口時間）

CFTR チャネル（R-CFTR）は，cAMP/PKA 非依存的

が ATP 濃度依存性かつ約 2 s1 (1/500 ms) で飽和する

に ATP 依存性ゲーティングを行うようになることか

（図 2c）ことから，図 3 に示されるような非平衡ゲー

ら，RD は非リン酸化状態では NBD が機能しないよ

ティングモデルが提唱されてきた．

うに抑制していると考えられている．この R-CFTR

4.

Nucleotide Binding Domain:
CFTR チャネルゲートの駆動エンジン
最近，バクテリアの ABC トランスポータホモログ

の結晶構造解析が進み，2 つの NBD が 2 分子の ATP
の結合に伴って 2 量体を形成することが明らかになっ
た 7)．一般に ABC トランスポータの NBD は，Walker
A（G-X-X-G-X-G-K-S/T: X はいずれのアミノ酸も可能）
と Walker B（R-X7-h-h-h-h-D: h は疎水アミノ酸）から
なる Walker A&B 複合モチーフを持つヘッド（head）
サブドメイン，および ABC トランスポータに特異的
な ABC signature sequence (L-S-G-G-Q) を も つ テ ー ル
（tail）サブドメインから構成されている．2 つの NBD
は，それぞれの Walker A&B と他方の ABC signature が
向かい合った形で 2 量体（head-to-tail dimer）を形成し
て，その接合面に 2 ヵ所の ATP 結合部位 (ATP Binding Pocket), ABP1 と ABP2 を形成する（図 4）7)．
CFTR においては，NBD1 以外の高解像度の結晶構
造はいまだ得られておらず，バクテリアホモログの結
晶構造に基づいたホモロジーモデルがよく用いられて
いる 8)．CFTR-NBD の構造的特徴は，ABP1 を形成し
て い る NBD2 の ABC signature (L-S-H-G-H-K-Q-L) が

図2
R-CFTR の（a）シングルチャネル電流と（b）平均開口時間およ
び（c）平均閉口時間の ATP 濃度依存性．保持電位：60 mV， ●：
R-CFTR，○：WT-CFTR．文献 6 より．

コンセンサスと異なることと，ABP2 において ATP 加
水分解のための catalytic base を供与しているグルタミ
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図5
CFTR チャネルゲーティングの NBD 駆動モデル

プをもつ非平衡なモデル（図 3）でよく説明すること

図4
CFTR-NBD エンジンの head-to-tail 2 量体モデル．生理的 ATP 濃度
で は ABP1 は ATP で 飽 和 し，ABP2 へ の ATP 結 合 に よ り ヘ テ ロ
2 量体が形成されチャネルが開口する．

ができ，ATP 加水分解を伴った NBD の構造変化サイ
クルとチャネルポアの開閉サイクルとは密接に連動し
て

ン酸 E1371 の ABP1 における相同位置のアミノ酸がセ

6.

リン（S573）であることである（図 4）．これらのこ
とから CFTR-NBD の ABP1 は他の ABP とは機能的に

1対1

対応していると考えられている 5), 9)．

ABP1 と ABP2 の機能は等価ではない
CF の原因の 1 つとなる ABP2 の ABC signature 中に

も異なっていると考えられる（後述）．

起こる G551D 変異では，開口確率が非常に低くなり，

また ATP の NBD への結合には，NBD1 では W401，

ゲーティングの ATP 依存性を失うが，ABP1 における

NBD2 では Y1219 の側鎖が ATP のアデニン環と芳香

相同変異である G1349D-CFTR は，開口確率こそ低い

環スタッキングすることで ATP の NBD への安定結

が WT 同様の ATP 依存性ゲーティングを示す 12)．

合に重要な役割を果たしていることが明らかになって

また，ABP2 の ATP の結合親和性を下げる Y1219G

いる 10)．NBD1 の ABC signature 中の R555 と NBD2 の

変異を導入すると ATP 依存性開口速度が大きく減少

Walker A&B 中の T1246 間の水素結合が，NBD の 2 量

するが，ABP1 の ATP 結合親和性を下げる（W401G

体形成と安定に重要であることが知られている ．

変異）と，開口速度は影響されずに閉口速度が速くな

11)

る 10)．このように ABP1 と ABP2 のゲーティングに与
える影響が大きく異なっていることから，NBD エン

5. NBD 2 量体仮説に基づいたゲーティングモデル

ジンの作動サイクルにおいては，ABP1 と ABP2 は等価

CFTR においても，2 つの NBD は ABP1 と ABP2 に

ではなく，NBD の構造変化も単純で対称的な NBD の

それぞれ ATP 分子 1 つずつ挟みこんで head-to-tail ヘ

接合と解離の繰り返しではないことを示唆している．

テロ 2 量体を作り（図 4），この NBD 2 量体は ABP2
における ATP の加水分解に続いて解離すると考えら

7.

れている 11)．ABP1 は ATP 結合親和性が高いうえに
ATP の加水分解も起こらないので，生理的 ATP 濃度
では，ほぼ常に ABP1 に ATP が結合している状態にあ

機能データによって示唆される NBD 2 量体解離
過程における中間状態の存在とその予想構造
では，NBD 2 量体形成・解離のプロセスは，どの

り，MSD にある陰イオン選択透過ポアのゲートは

ように進行するのであろうか？

NBD が解離している状態では閉じており，NBD 2 量

来 CFTR を安定開口できない pyrophosphate (PPi) を，

体の形成に伴って開くと考えられている 11)．

一過性に ATP で開口（pre-open）させた後，約 120 s 内

われわれは最近，本

つまり，あらかじめ ABP1 に ATP が結合している状

に投与すると，時間依存性に CFTR チャネルを ATP

態に，ATP が ABP2 へ結合して NBD1-NBD2 2 量体が

で開口するより安定な状態で再開口させることを発見

形成されることでチャネルが開口し，ABP2 における

した（図 6a）13)．この CFTR チャネルの安定的再開口

ATP 加水分解をきっかけとして NBD 2 量体が解離し

の割合は時間依存性で，pre-open 後の時間が長くなれ

てチャネルポアが閉じるというモデルが示唆されてい

ばなるほど少なくなる（図 6b）
．この現象は，ATP に

る（図 5）
．CFTR チャネルのゲーティングは，NBD

よ る 開 口 状 態 O の CFTR が，ABP2 で の ATP の 加 水

における ATP 加水分解に対応する不可逆的なステッ

分解の後，PPi で安定再開口されうる過渡的な閉口状
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日本人にも関係深いさまざまな呼吸器・消化器疾患お
よび不妊症などの病態（CFTR-related non-CF disease）
に関与していることが知られている 3)．
また ABC ファミリーには，抗癌剤耐性を起こす
P-glycoprotein (ABCB1) や Multidrug Resistance Protein 1
(MRP1)(ABCC1)，インスリン分泌調節に重要な働き
をしている SUR1/2 (ABCC8/9) など医学的に重要なメ
ン バ ー が お り 2)， そ れ ら も CFTR と 相 同 性 の 高 い
NBD に駆動されて機能している．CFTR の NBD エン
ジンの動作メカニズムの解明を突破口にして，将来的
に NBD 制御による ABC トランスポータの包括的機
能制御技術が確立されることが期待される．
図6
PPi による CFTR チャネルの安定再開口現象．（a）PPi 投与による巨
視的 CFTR 電流の再増加と（b）その安定的開口成分 ILO の時間依
存性プロット．ATP washout 時間が長くなるほど PPi のチャネル
再開口効果は減少する．（c）PPi 再開口現象に基づいた NBD エン
ジンの構造変化の予想モデル．LO では，PPi が ABP2 に結合して
ABP2 での加水分解が起こらない安定な NBD 2 量体を形成してい
る．文献 13 より．

本 研 究 は 科 研 費（19590215, 22590212）
，NIH
（R01DK55835, R01HL53445）および CFT の助成を受
けたものである．
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体は再開口できない 13)．以上のことから，この再開口
現象は，PPi が ABP2 の本来 ATP 分子の , 位のリン
酸基が結合すべき位置に結合して NBD を 2 量体化す
ることにより引き起こされると推定された 13)．
さらに PPi での安定再開口率が，ABP1 での ATP 結
合親和性を弱める W401G 変異導入によって減少，高
安定結合性 ATP アナログ P-ATP を使用して pre-open
することによって 増 加 す る こ と か ら，Ci 状 態では
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粗視化モデルによる両親媒性分子の自己組織化構造解析
篠田

渉

産業技術総合研究所ナノシステム研究部門

The recently developed coarse-grained (CG) molecular model enables us to investigate meso-scopic morphologies of self-assembly of
amphiphilic molecules at the molecular level. The present CG model is designed to well reproduce the interfacial properties, solvation
free energy, as well as molecular distribution obtained from simulations at the all-atomic detail. The transferability and versatility is
demonstrated by applying the model to the bulk aqueous solution as well as to the air/water interfacial system.
coarse graining / self-assembly / lipid / surfactant / molecular modeling / molecular dynamics simulation

両親媒性分子系に限っても粗視化モデリング手法の

はじめに

1.

提案は数多くなされているが，大きく分けて溶媒をあ

リン脂質や界面活性剤のような両親媒性分子が溶媒

らわに扱うモデルと陰溶媒モデルがある．後者は計算

中で形成する自己集合構造のモルフォロジーは多様性

効率や有効相互作用の精度という観点から希薄系でそ

に富み，分子構造，溶解度，濃度，溶媒および熱力学

の威力を発揮するが，一般に高濃度系など諸条件の変

条件によって変化する．この複雑な現象を分子論に

更によるモデルの汎用性が低く，気液，液液界面の取

おいて理解することを分子シミュレーションの目的に

り扱いが困難である．溶媒をあらわに扱う粗視化モデ

据えることは自然な選択のように思われる．しかし，

ルの構築手法については，大別して次の 3 つの手法が

実際に分子の自己組織化は，分子動力学シミュレー

提案されている．
（1）Reverse Monte Carlo (RMC) 法に

ションによって扱われる通常のサイズよりも大きな

よる原子モデルから得られた分布関数（2 体相関関数）

スケールで起こり，組織化プロセスに要する時間も

（2）Force-Matching
を再現する粗視化モデル構築法 2)，

長い．このスケールの問題を解決する目的で，粗視化

による原子間相互作用から粗視化粒子間の有効相互作

分子モデリングによる研究がさかんに行われるように

用を導く手法 3)，そして（3）粗視化力場として簡単

なってきた．

な関数型による粗視化粒子間相互作用を仮定しパラメ

生物物理の分野では粗視化モデルといえば，GO モ

タリングする方法 4), 5)．これらの各アプローチには利

デルが最も有名なモデルの 1 つであろう．これは複雑

点・欠点がそれぞれあり，解説する紙面の余裕がない

な問題を解くために，敢えて簡単化し物理的なエッセ

ため，詳細は最近の書籍を参照されたい 6)．

ンスを抽出するような粗視化といえる．界面活性剤に

本稿では近年，われわれが研究している粗視化分子

おいても 20 年程前に Smit らが Lennard-Jones (LJ) 粒子

モデリングの手法とその適用研究例を紹介する 5), 7)-9)．

をバネで結んだ，いわゆるバネビーズモデルによっ

本手法は，上記の分類では（3）に属する．力場の構

て，現象論的な粗視化モデルを構築し成功を収めた ．

築においては，原子モデル同様，関数型の決定やパラ

同様なバネビーズモデルの適用はポリマーの分野で広

メタリングの過程において，汎用性と精度のバランス

がり，また，ここで述べる

を迫られる．粗視化はモデルの簡単化そのものであ

1)

原子レベルのシミュレー

ションに基づいた粗視化手法

は，90 年代後半から

り，同じ分子を記述するのにより少ない相互作用点

ポリマー系で進んだ．両親媒性分子の溶液系における

（自由度）で表現するものであることから，現実を再

原子論に基づく粗視化モデリングは 21 世紀に入り，

現できる物性も一般には減る．また，物性のいくつか

Shelley らの脂質分子モデルを機に本格的に始まった ．

は両立が困難な場合もある．この意味で粗視化モデル

2)

Self-assembled Structure of Amphiphiles by Coarse-grained Molecular Model
Wataru SHINODA
Nanosystem Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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はやや限定的な用途に有効なモデルである．ただ，研

めるため，その選択には注意をしなくてはならない．

究対象をよく理解し目的を正しく設定すれば，その高

ただし，分子内の振動，変角のポテンシャルについて

い計算効率から粗視化モデルは原子モデルでは不可能

は，シンプルに調和関数を用いた：

なスケールに及ぶ自己組織化によるモルフォロジー形

2

Ustretching(rij)  kb(rij  r0) ,

成など有益な情報をもたらす．

2

Ubending(ijk)  k(ijk  0) .

粗視化モデル

2.

このパラメータは原子モデルの解析結果として得られ

粗視化レベルの基準として重原子 3 つを 1 つのグ

る分布の平均値と分散を再現すべく決定する．より離

ループとして記述する（図 1a）．付随する水素原子も

れた粒子間は非共有結合相互作用により記述し，関数

含む．水は 3 分子を 1 つの粗視化粒子で表現する．両

として LJ 関数を用いるが，べきを変えて構造などの

親媒性の分子が作る自己集合構造をメソスケールで正

諸データをよく再現するものを選んでいる：

しく記述することが目的である．このような系の構造

  ij m   ij  n 
-  –  -----   .
ULJ(rij)  Bij   ---rij 
 r ij

形態は，界面自由エネルギーによって特徴づけられる
ため，界面の性質を第一に考え，以下のようなター

最終的に {m,n}  {12,4} (LJ12-4) と {9,6} (LJ9-6) を選択

ゲットの性質を掲げる．
1. 界面・表面張力

した 5)．係数 B は関数型に応じて 3(3)1/2/2 (LJ12-4)，

2. 密度

27/4 (LJ9-6) と設定することで， がポテンシャルミ

3. 溶媒和自由エネルギー

ニマムの深さ， が U  0 となる距離と対応するため，

4. 全原子モデルの分布関数

相互作用パラメータの意義が直感的に理解しやすくな

つまり界面性状が正しく記述され，さらに分子の油／

る．水分子が関係する相互作用には LJ12-4，それ以外

水層への分配が正しく起こり，原子モデルの構造をよ

の相互作用は LJ9-6 を用いた．また，脂質のヘッドグ

く再現する．この他にも界面での密度変化（界面層の

ループなど粗視化粒子レベルで帯電している場合は，

厚み）
，圧縮率などにも可能な限り配慮した．

クーロン相互作用をさらに計算する：

力場の関数型の決定は分布関数の再現性の精度を決

qi q j
.
Uc(rij)  ------------------40 r rij

ただし，r を水の誘電率に設定し水粒子が電荷をもた
ないためのスクリーニング効果の代用を行っている．
LJ 相互作用についてはカットオフ距離を 15 Å と定め，
パラメタリングを行った．クーロン相互作用について
も当初，計算効率の向上のため，カットオフの導入を
試みたが，特にイオン性分子を含む場合の異方性の強
い界面系で長距離相関を正しく記述できないため 11)，
本モデルではクーロン相互作用の計算をカットオフな
し の Ewald 法，particle mesh Ewald 法，P3M 法 な ど 10)
で取り扱うことにした．

3.

適用研究例
力場関数型を適切に選び，上述の界面物性や構造

図1
（a） 粗 視 化 モ デ ル（POPE (1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylethanolamine) 分子と水）
；W  (H2O)3, NH  (NH3CH2CH2), PH  (PO4), GL
 (-CH 2CHCH 2-), EST  (-CH 2COO-), CMD2  (-CH  CH-), CM 
(-CH2CH2CH2-), CT2  (-CH2CH3)．（b）POPE 膜の膜垂直軸に沿った
各粗視化セグメントの原子分布．（c）POPE 疎水鎖のオーダーパラ
メータ．実線，点線はそれぞれ粗視化モデルと原子モデルから得
られた結果．○と△はそれぞれオレイル鎖とパルミトイル鎖の結果．

を再現する系統的なパラメタリングを施すことで，こ
れまでに非イオン性，イオン性界面活性剤，脂質分
子の粗視化モデルを提案した 5), 7)-9), 11)．図 1 には例と
して POPE 脂質 2 重層膜の粗視化および原子モデル
（CHARMM27R 力場 12)）による分子動力学シミュレー
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ションの結果を比較している．図 1b は膜垂直軸に沿っ

の界面で形成される両親媒性分子の単分子膜であるラ

ての各粗視化セグメントの存在確率を示している．横

ングミュア膜を側方から圧縮すると表面張力が 0 に近

軸原点を膜中心に取っており，黒は疎水鎖，グレーは

づき膜が不安定化する．そのような状況をシミュレー

水やヘッドグループを表す．それぞれ，粗視化モデル

ションで再現した例を図 3 に示す．初期配置では気

（実線）が原子モデル（点線）の分布をほぼ再現する

液界面に脂質過飽和の状態で膜を形成し，その後の膜

ことがわかる．図 1c には疎水鎖のオーダーパラメー

のうねりや隆起（budding）を観察したものである．

タ を 示 す． 横 軸 の 番 号 は 粒 子 EST か ら 疎 水 鎖 末 端

明 ら か に ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル（PEG） 脂 質 と

（CT2）にかけて順に振った番号であり，各セグメント

DPPC 脂質膜の振る舞いに大きな違いがあることに気

間のボンドベクトルが膜垂直軸となす角度  を用いて

がつく．PEG 脂質膜からは多数の球状隆起が起こり
気液界面は平坦な状態を保ち，隆起した構造間の相関

2
S ZZ = 1
---  3 cos  – 1
2

は強くない．それに対し，DPPC 膜では小さな隆起構
造を生成せず，最初膜面の大きなうねりを生じ，その

で定義した．末端に近づくに従ってオーダーが下がる

後一方の単分子膜からは円盤状の budding が起こり，

ようすが見られる．さらにオレイル鎖（図中丸印）に

他方はシミュレーション時間内（150 ns）には準安定

は分子鎖の折れ曲がりを誘起するシス 2 重結合が存在

な曲がった膜の状態で留まった．DPPC 膜は双極性の

し，オーダーパラメータはその位置で極小値を示す．

ヘッドグループ間の相互作用が強く，膜面内の協同性

このような詳細構造について RMC を使わない粗視化
力場モデルでも再現が可能となっている．粗視化モデ
ルの最大のメリットは計算効率であり，シミュレー
ション時間内に自己組織化などのイベントを観測する
可能性が飛躍的に拡大する．図 1 の粗視化によって
相互作用点の減少，粗視化による相互作用の単純化や
サイトの重量の増大のため分子動力学シミュレーショ
ンの時間刻みを大きくでき，さらに自由エネルギー表
面の平滑化に伴い粒子運動の加速が起こるため，計算
効率は約 3 桁促進される．これにより原子モデルで不
可能であったランダムな初期配置からの自己組織化を
観測し，たとえばノニオン性界面活性剤の一種である
C12E6 の濃度に応じてミセルやヘキサゴナル，ラメラ
相の形成を実現している．さらに，ヘキサゴナル相か

図2
ノニオン性界面活性剤 C12E6 のヘキサゴナル相からラメラ相への
相転移．粗視化モデルの 1ns は脂質拡散係数で換算して 4-10 ns
程度に相当する．

ら水分子を取り除き濃度を変えることで，ラメラ相へ
相転移を観測することにも成功している 8)．図 2 には
約 80 万粒子からなる大規模系で，時刻 0 で水濃度を
変えた後の構造変化を示している．初期状態でヘキサ
ゴナルに並んだチューブ構造はナノ秒スケールで周辺
のチューブと融合しラメラ様の構造形成が始まる．し
かしラメラ形成は局所的に起こるため長距離の秩序は
なく，ラメラの向きは揃っていない．その結果，ドメ
イン境界が発生しそれが単一ドメインのラメラ相に落
ち着くには 100 ns 以上の長時間が必要であり，これ
はこのスケールの秩序構造の議論に粗視化モデルが有
効であることを示す一例であろう．
界面への両親媒性分子の吸脱着は，界面性状を知る

図3
過飽和単分子膜からの budding のようす．（a）ポリエチレングリ
コ ー ル 脂 質 (HO(CH2CH2O)5CH(CH2O(CH2)11CH3)2)．（b）DPPC 脂 質
単分子膜．

上で最も重要な情報の 1 つといえる．分子の界面への
吸着状態を実験的に調べることは困難な場合が多く，
シミュレーションによる解析の意義は高い．水と空気
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が強いため明らかに膜がたわみにくい．溶液中に放出

おわりに

4.

された構造体も球状ではなく円盤状のバイセル構造を

粗視化モデルによってリポソームなどの構造形成に

示した．これらの PEG 脂質と DPPC の特徴を捉える
には，適切な粗視化モデリングが不可欠であることは

ついて

計算機実験

が可能となった．膜弾性理論に

いうまでもない．

基づいた連続体理論で現象論的に議論が行われてきた

放出されたバイセルは，DPPC が自発曲率ゼロの

領域に分子特性に則った議論が可能となる．連続体モ

2 重層膜構造をその安定構造としてもつことから，円

デルとの接点として現モデルが曲げ弾性，膜面積弾性

盤の縁で自由エネルギー損を示す．このエネルギー損

率なども実験をほぼ再現することは特筆に値する．本

失は円盤縁の長さに比例し，その比例定数を線張力と

稿では簡単な応用例を紹介したが，脂質混合系となる

よぶ．線張力によるエネルギー損を回避するには円盤

と連続体では容易に記述できない振る舞いが予測され

を曲げて縁をなくす閉じた球状構造，リポソームを形

る．たとえばリポソーム 2 重層膜の内膜・外膜に脂質

成する必要があるが，曲げによって弾性エネルギーの

の分配，さらに膜面内でのミクロ相分離を含む場合に

損失を伴うため，脂質凝集体形状は現象論的にはこの

はリポソームの形態は複雑になる．このような解析に

両 者 の バ ラ ン ス で 決 ま る と 予 測 さ れ る． 図 4 に は

おいて，粗視化モデルは有益なツールとしてその威力

DPPC と類似の DMPC 脂質 1512 分子で形成された脂

を発揮すると期待される．

質凝集体の水溶液中での構造変化を示す．このシミュ
文

レーションは高濃度系でランダム初期配置から自発的
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図4
脂質凝集体のリポソームへの形状変化．水分子は表示していない．
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逆向きプロトン輸送タンパク質の創成
川鍋 陽
古谷祐詞
神取秀樹

1.

大阪大学大学院医学系研究科
分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域
名古屋工業大学大学院工学研究科

はじめに

生体内でのエネルギー産生は，水素イオン濃度が膜
の内外で異なることを利用した ATP 合成を通して行
われる．このプロトン濃度の違いは膜の内側から外側
へとプロトンを汲み出す膜タンパク質群（外向きプロ
トンポンプ）によって行われる．したがってプロトン
の内向き輸送は ATP 合成と競合することになり，生

図1
BR（a）と ASR（b）の光反応．光吸収後の反応過程で K, L, M, N,
O などの中間体を経由するが，M 中間体においてシッフ塩基が脱
プロトン化することが機能に重要である．（電子ジャーナルでは
カラー）

命にとって自殺行為ともいえるため天然には存在せ
ず，人工的にも実現した例は皆無であった．
本稿では，最近筆者らが報告した通常のプロトンポ
ンプとは逆向きにプロトンを輸送するタンパク質につ

するセンサーと考えられている．われわれが光反応を

いて，その発見の経緯とともに紹介する．
2.

検討したところ，普通は光反応後には同じ基底状態に

古細菌型ロドプシン

戻る反応（フォトサイクル：図 1a）になるのだが，驚

バクテリオロドプシン（BR）は，数あるプロトン

いたことに ASR は吸収極大波長が異なるもう 1 つの

ポンプの中でもタンパク質内部のプロトン移動経路ま

基底状態に 100% の効率で転換する光反応（フォトク

で詳細に解明されているため，最も理解が進んでいる

ロミズム：図 1b）を示した 1)．

プロトンポンプといえるだろう．その BR を筆頭にし

4.

た古細菌型ロドプシンは，共通して 7 回膜貫通 -ヘ

逆向きプロトン輸送の発見

リックス構造をもち，内部の Lys 残基に光受容部であ

プロトンポンプ活性がないと報告されていた ASR

る all-trans レチナールをシッフ塩基結合している（図 1,

だが，光反応過程においてレチナールシッフ塩基から

図 2a, b）
．そして，レチナールの光異性化に伴うタン

プロトンが解離する（＝ M 中間体の生成）
．このとき

パク質の構造変化によってイオンポンプや光センサー

の移動方向について，2 つの研究チームから異なる報

としての機能が発現することが知られている．

告がされていた．一方は時間分解赤外分光計測から細

3.

胞質側表面に移動するというものであり 2)，他方は光

Anabaena sensory rhodopsin (ASR)

誘起電流計測からそれとは逆方向に移動するというも
のであった 3)．

Anabaena sensory rhodopsin は真正細菌 Anabaena
sp. PCC7120 の遺伝子より 2003 年に発見された古細菌

そこでわれわれは，プロトンの移動方向に関する知

型ロドプシンである．ASR は実にユニークなロドプシ

見を得るため，ASR 野生型の M 中間体の低温赤外分

ンで，他の光センサーロドプシンが情報伝達時に膜貫

光測定を行った．実際に測定をすると，BR のプロト

通型のトランスデューサーを利用するのに対して，水

ン受容体（Asp85）に見られるような大きく鋭いプロ

溶性トランスデューサーを利用して 2 種類の光を識別

トン化カルボン酸のバンドは観測されず，1730 cm1

Engineering an Inward Proton Transport Protein
Akira KAWANABE1, Yuji FURUTANI2 and Hideki KANDORI3
1
Osaka University, Graduate School of Medicine
2
Institute for Molecular Science, Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
3
Nagoya Institute of Technology, Department of Materials Science and Engineering
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Aps217 を Glu に変異を導入したことでプロトン輸送
活性が現れたことである．
そして，このプロトン輸送メカニズムを赤外分光の
結果と結びつけると，M 中間体においてプロトンが
カウンターイオン（Asp75）ではなく細胞質側の Glu
217 に捕捉されることが一方向性を生んでいることが
示唆された．BR などとはまったく異なるメカニズム
でプロトンの輸送が実現したと解釈できる．
おわりに

5.

近年，陰イオンである Cl を輸送するハロロドプシ
ンや H, K, Na などの陽イオンチャネルとなるチャ
ネルロドプシンを神経細胞へ発現させ，光で神経細胞
の興奮と抑制を制御するような研究が活発に行われて
図2
ASR の X 線結晶構造（PDB:1XIO）．レチナールシッフ塩基近傍（a），
レチナールから細胞質側表面まで（b）．ASR WT と D217E 変異体
の M 中間体赤外差スペクトル（c）古細菌型ロドプシンによるプ
ロトン輸送（d）
：細胞膜にロドプシンを発現させ，外液の光誘起
pH 変化を観測している（両端）．BR を筆頭とするプロトンポンプ
の例（左）および ASR の D217E 変異体（右）．c, d は文献 4) より
改変，Copyright 2009 American Chemical Society．（電子ジャーナ
ルではカラー）

いる．今回，開発した内向きのプロトン輸送はこの新
たなツールとして使える可能性がある 5)．また，内向
きのプロトン輸送は細胞毒性になると考えられること
から薬への応用も期待している 6)．
文

献

1)

Kawanabe et al. (2007) J. Am. Chem. Soc. 129, 8644-8649.

2)

Shi et al. (2006) J. Mol. Biol. 358, 686-700.

3)

Sineshchekov et al. (2006) Biophys. J. 91, 4519-4527.

4)

Kawanabe et al. (2009) J. Am. Chem. Soc. 131, 16439-16444.
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に，Glu を Gln に置換した変異体を作製して，同様の
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付近に小さな信号が得られた（図 2c）．これを帰属す

測定を行ったが，バンドの消失といった期待した効果
はなかった．そこで，Asp を Glu に，Glu を Asp に置
換し測定したところ，変異体の 1 つ，D217E に著し
く大きなバンドが観測された（図 2c）．実に劇的な変
化に驚く一方，ふと，これはプロトンを輸送するので
はないかと考えた．たまたまイオン輸送活性を測定す
る機器があったのも幸いしたが，とにかく測定してみ
たところ，普通のプロトンポンプならプロトンを細胞

川鍋

膜外に排出するので外液の pH は下がるのだが，どう
も逆に pH が上がっていくのだ．ここでも予想外のこ
とが起き，何かの見間違いだろうと思っていたが変化
量があまりにも大きかったので，実際にプロトンを輸
送していると結論づけるより他なかった．つまりプロ
トンを積極的に細胞内部に取り込んでいるのだ
（図 2d）4)．
ここで，特に興味深いのは，プロトン輸送を決定す
る重要な部位はレチナール近傍に存在するとこれまで
考えられていたのに対し，15 Å も離れた細胞質側の

トピックス
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GFPを用いた「ストレインセンサー」で
アクチン―ミオシン相互作用を可視化する
岩井草介

1.

弘前大学教育学部

ジング手法である 3)．励起光波長が変化するので，異

タンパク質分子「ストレインセンサー」

なる 2 波長での励起強度の比（R490/390）を計算するこ

近年，外力によるタンパク質の可逆的な変形が，細

とにより GFP の結合状態を推定できる．さらに，励

胞の弾性維持や機械刺激感知などの力学的応答におい

起スペクトルが GFP の結合状態と解離状態の 2 状態

て重要な役割を担っていることが予想され，注目を集

のみに由来し，FRET のように 2 つの蛍光タンパク質

めている．たとえば，細胞が伸展すると Src キナーゼ

相互の向きや距離に依存しないため，細胞内で観測し

の基質タンパク質が引き伸ばされることによって，機

た場合の解釈が単純になるという利点がある．この

械刺激情報が伝達される ．このような先駆的研究は

PRIM 法を用いてストレインセンサーを開発するため

1)

あるものの，細胞内での外力によるタンパク質変形に

に，柔軟なリンカーを介して 2 つの GFP を連結した．

ついては不明の点が多い．タンパク質に対する外力の

一方を円順列変異型の GFP にすると，リンカー部に

作用や，それによるタンパク質の変形を生きている細

よる結合の妨害はなくなって 2 つの GFP は常時，結

胞の中で検出できるような

タンパク質分子ストレイ

合状態になった．そこでこの連結した GFP を PriSSM

があれば，研究にブレークスルーをもた

(PRIM-based strain sensor module) と名付け，ストレイ

ンセンサー

らすことは想像に難くない．

ンセンサーとしての評価を行った．

本稿では，GFP などの蛍光タンパク質を用いた蛍

アクチン―ミオシン系を用いてストレインを発生さ

光ストレインセンサーについて述べる．それらのセン

せ る た め に，PriSSM の 両 端 に そ れ ぞ れ ミ オ シ ン II

サーは，大きく分けて以下の 2 タイプになる．

モータードメインを連結した（図 1a）
．ストレインが

1）1 個の蛍光タンパク質からなるタイプ：文献 1 で

ない状態では 2 つの GFP は接触を保っているが，F-

は，分割型蛍光タンパク質が外力によって分離するこ

アクチンを添加するとおそらく 2 つのモータードメイ

とを利用してタンパク質の変形を検出している．また

ンが異なるアクチンサブユニットに結合するため，

GFP 自体も数十 pN の外力によって可逆的に変性する

2 つの GFP は解離した状態（ストレインが発生した

ことから，GFP の変性による消光も利用できるかも

状態）になって励起スペクトルが変化した（図 1b）
．

しれない．いずれにせよ蛍光センサーとして利用する

ATP を添加すると，モータードメインはアクチンから

場合は，1 波長励起 1 波長測光型になる．

解離するので，ストレインは解消してスペクトルは元
に戻る．ミオシンモーターの力発生によらずとも，熱

2）2 個の蛍光タンパク質からなるタイプ：異種蛍光
タンパク質間の FRET（蛍光共鳴エネルギー移動）を
用 い た “mechanical stress sensor” な ど が 報 告 さ れ て い
る

2), 8)

．一方著者らは最近，FRET とは異なる GFP 関

連イメージング手法である PRIM (Proximity Imaging)
法 3) を 用 い て， 蛍 光 ス ト レ イ ン セ ン サ ー を 開 発 し
た 4)．以下では，センサーの詳細とそれを用いたアク
チン―ミオシン相互作用の検出を紹介する．
2.

PRIM 法を用いたストレインセンサー
モジュール PriSSM

図1
（a）PriSSM ―ミオシン融合タンパク質および F-アクチンとの結合に
よるストレイン発生の模式図．（b）蛍光励起スペクトル．文献 4
の図を改変．

PRIM 法とは，2 つの GFP が物理的に接触すると励
起スペクトルが変化するという性質を利用したイメー
Visualizing Myosin-Actin Interaction with a GFP-based Strain Sensor
Sosuke IWAI
Faculty of Education, Hirosaki University
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運動によって GFP どうしが解離し，ストレイン発生
状態になることに注意してほしい．
3.

PriSSM を用いたアクチン―ミオシン相互作用の
検出

この PriSSM とミオシンの系を用いて，まずはミオ
シンモータードメインの変異がストレインの発生に与
える影響を調べた．ミオシンの力発生において重要な
役割を果たしていると考えられているモータードメイ

図2
（a）PriSSM ―ミオシン II 融合タンパク質発現粘菌細胞の蛍光励起ス
ペクトルの一例．測定スペクトルを linear unmixing によりセン
サーの成分と自家蛍光成分に分離した（方法の詳細については文
献 5）を参照．（b）センサー成分の 490/390 nm 励起強度比．値
が大きいほど +strain 状態の比率が高い．文献 4 の図を改変．（電
子ジャーナルではカラー）

ン C 末端側のレバーアームにグリシンを導入して柔
軟にしたところ，アクチンとの結合による蛍光の変化
は小さくなった．またミオシンとアクチンの強い結合
を担っている表面ループを欠失した場合も，蛍光変化
は小さくなった．
「ストレインの発生」には，硬直結
合状態においてミオシンモータードメインが適切なポ

トルの変化は，2 つの GFP が物理的に接触することに

ストストロークの構造を維持することが必要と考えら

よりタンパク質構造に歪みが生じ，発色団周囲の水素

れる．これらの変異体の結果から，レバーアームの剛

結合ネットワークが変化して発色団のイオン化状態も

性やミオシンとアクチンの強い結合がモータードメイ

変化することから生じると推測される．一方，円順列

ンのポストストローク構造にとって重要であることが

変異型の YFP にカルモジュリンなどを融合すると，カ

改めて示唆された．

ルシウムに反応して励起スペクトルが変化することが

アクチンとの結合によってセンサーが反応するこ

報告されている 6)．これも構造の歪みによる発色団の

とを使えば，細胞内のミオシンとアクチンの結合を

変化に由来するものと考えられるので，そのような変

検出することができる．PriSSM ―ミオシン II 融合タン

異型の YFP を用いれば，YFP どうしの結合によっても

パク質を発現している細胞にスペクトルの線形分離法

励起スペクトルの変化が起こる可能性がある．さらに，

（linear unmixing; 本誌 50 巻 1 号 p. 27 用語解説または

1 個の YFP でも構造の歪みによって励起スペクトルが

文献 5 を参照）を適用することにより，生細胞内でミ

変化することを利用すれば，1 個の YFP のみからなる

オシン II と F-アクチンの結合を調べた（図 2）．通常

2 波長励起型のストレインセンサーも夢ではない 7)．

の細胞ではミオシン II はほとんどアクチンに結合し

謝

辞

ていないが，細胞内 ATP の枯渇や高浸透圧ストレス

紹介した研究は，産業技術総合研究所の上田太郎博

によって結合の割合は有意に上昇することが明らかに

士との共同研究であり，科学技術振興機構の先端計測

なった．一方，ミオシンフィラメントの形成はミオシ

分析技術開発事業の一環として行われた．

ン II の細胞内局在には大きく影響するが，アクチン

文

との結合の割合にはあまり影響しなかった ．
5)

4.

蛍光タンパク質を用いたストレインセンサーの
開発に向けて
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る分子モーターの発生する力は 1 分子あたり数 pN で
あることから，生理的に有意義な力を検出するために
センサーもそれ以上の力に反応することが望ましい．
今後は GFP の接触面のアミノ酸置換などによって，
破断力を増すことが必要だろう．
GFP 以外の蛍光タンパク質でストレインセンサーを

岩井草介

作成できないだろうか．GFP の結合による励起スペク
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抗HIVタンパク質APOBEC3Gの酵素反応の
NMRによるリアルタイムモニタリング
古川亜矢子

1.

京都大学エネルギー理工学研究所

ナルをリアルタイムにモニターする方法を用いた 2)．

はじめに

最初に，A3G が標的としている 5-C1C2C3-3 を 1 ヵ

HIV は，宿主因子を利用して自己増殖を繰り返すウ

所含む 10 mer の 1 本鎖 DNA を対象とした 3)．シトシ

イルスで，爆発的な勢いで感染者数を増し人類の脅威と

ンとウラシルの 5 位の炭素と水素のシグナルをモニ

なっている．現在の治療法は，おもに多剤併用療法が用

ターすることによって（図 1a）
，2 番目（C2）と 3 番

いられているが，重篤な副作用が生じることや HIV が

目（C3）のシトシンのみがデアミネーションされて

すぐに変異して薬剤耐性を獲得してしまうことが問題と

ウラシルに変換されることが明らかとなった．続い

されている．そのため HIV 感染の拡大を防ぐには，従

て，1D NMR スペクトルを連続的に測定し反応過程

来の HIV 自身を標的とした薬剤の開発だけでは不十分

をモニターした結果（図 1b-f）
，A3G 添加 30 分後で

で，変異しにくい宿主側因子および宿主因子― HIV 間相

は 3 番目のシトシン（C3）がウラシル（U3）へとデ

互作用を薬剤の標的にすることが求められている．

アミネーションされ（図 1c）
，1.5 時間後には 2 番目

興味深いことに近年，宿主に HIV の増殖を阻害する

のシトシン（C2）がウラシル（U2）へと変換された

生体防御機構が発見されてきている．その 1 つが，現在

（図 1d）
．時間経過と共に U2 のシグナルが増大し，

注目されている APOBEC3G タンパク質（A3G）による

4.5 時間後には CUU と CCU が等量存在し（図 1e）
，

．A3G は，HIV
デアミネーション反応である （図 1a）

24 時 間 後 に は デ ア ミ ネ ー シ ョ ン 反 応 が 完 結 し た

の粒子内へ取り込まれた後，宿主細胞内で逆転写され

（図 1f）
．これより，連続するシトシンの中でも 2 番

1)

て生じた HIV の ()DNA 上のシトシンをデアミネー

目と 3 番目のシトシンのみがデアミネーションされ，

ションしてウラシルに変換する活性を有する．この酵

さらに，この 2 個のデアミネーション反応速度は大き

素活性により，HIV の広範囲な ()DNA 上で G から A
への変異が導入され，その結果アミノ酸の変異や偶発
的に停止コドンが生じることによって HIV の増幅が阻
害される．この A3G がもつ抗 HIV 活性の根幹であるデ
アミネーション反応機構は，生化学的手法を用いて研
究されてきたが，数多く連続するシトシンの区別や
HIV のゲノム DNA 上に散在するシトシンクラスター内
での作用機序は不明であった．そこで，筆者らは NMR
を用いて A3G の C 末端ドメインの溶液構造を決定する
とともに，そのデアミネーション反応の動的な作用機
序の解明に取り組んだ 2)．本稿では，後半のデアミネー
ション反応の動的な作用機序の解明について解説する．
2.

APOBEC3G のデアミネーション反応のリアル
タイムモニタリング

A3G が HIV のゲノム DNA 中のシトシンをデアミネー
図1
APOBEC3G によるデアミネーション反応の NMR スペクトルの時
間変化．
（a）シトシンおよびウラシルの構造式（b）
（f）
デアミネー
ション反応の 1D スペクトル．

ションする作用機序を，NMR を用いて解析した．解析
は NMR 管に A3G と標的 1 本鎖 DNA を 1 : 10 で混入し，
消失するシトシンと生じてくるウラシルの NMR シグ

Real-time Monitoring of the Enzymatic Reaction of APOBEC3G Possessing Anti-HIV Activity
Ayako FURUKAWA
Institute of Advanced Energy Kyoto University
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く異なることが明らかとなった．
次に，HIV のゲノム DNA 上には CCC のようなシ
トシンクラスターが数多く存在するため，A3G がシ
トシンクラスターに対してどのような作用機序を示す
のかを解析した．解析には，2 つの標的配列（CCC）
の間に A と T を含む 13 塩基を挟んだものを用いた
（5-C1C2C3------C4C5C6-3）．この解析では，シトシ
ンと新たに生じてくるウラシルの 5 位と 6 位の水素
（図 1a）のシグナルをモニターすることで 6 個のシトシ
ンおよびウラシルを区別した．NMR スペクトルを連続
で測定後，ウラシルへとデアミネーションされること

図2
APOBEC3G 添加による 5 側（C3）・3 側（C6）のシトシンのシグ
ナル強度の時間変化．

で消失する 5 側（C3）と 3 側（C6）のシトシンのシグ
ナル強度を時間に対してプロットした（図 2）
．興味深
いことに，5 側のシトシン（C3）のほうが，速くデア
ミネーションされることが明らかとなった．この結果

が 3  5 の方向性をもって DNA 上をスライドする

は，実際の HIV のゲノム DNA 上において，5 側付近

ことは，3 次元空間で標的領域を探すよりも 1 次元で

に多くの変異が導入されていることとも一致している．

探索するほうが効率的であることから，生物学的にも

5 側と 3 側のシトシンクラスター間においてデア

意味がある機構と考えられる．

ミネーション反応速度に差が生じる原因は，A3G が，

本研究で明らかにしたように，HIV の感染に対して宿

3  5 の方向極性をもって反応を進行するためであ

主側も功名な抗 HIV 機構を保持している．APOBEC3G

ると考えられる．A3G は，1 本鎖 DNA への結合には

のもつ抗 HIV 活性は，新たな抗 HIV 薬の標的として

特異性をもたないため，結合する確率は 3 側と 5 側

重用視されており，抗 HIV 活性の根幹を担うデアミ

共に同じである．しかし，結合後は 3 から 5 へとス

ネーション反応の機構の解明は，新規の抗 HIV 薬の

ライドしながらデアミネーションを進行すると考える

開発において，重要な知見と成り得ると考えられる．

と，5 側のほうがデアミネーションされる確率が高い
謝

こととなる．つまり，5 側のシトシンクラスターのほ

辞

本研究は，横浜市立大学大学院生命ナノシステム科

うが，デアミネーション反応が速いという結果は，
A3G が 1 本鎖 DNA に結合後 3  5 へとスライドし

学研究科片平正人教授（現京都大学エネルギー理工学

ていることを強く示唆している．

研究所教授）
，同永田崇助教，千葉工大工学部高久洋

3.

教授，同杉山隆一修士の方々の支援により推進されま

終わりに

した．この場をお借りして深謝いたします．

今回，A3G の抗 HIV 活性の根幹であるデアミネー
ション反応機構を，従来の生化学的手法よりも高い空

文

間および時間分解能で解析できる NMR を用いた新た
な手法で解析した．その結果，A3G は，（1）連続す
るシトシンの数の違いや隣接する塩基の影響で反応速
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度が大きく異なること，（2）3 から 5 の方向にスライ
ドしながらデアミネーション反応を進行するというこ
とを明らかにした．
A3G に よ る デ ア ミ ネ ー シ ョ ン 反 応 は，HIV の
()RNA 鎖が逆転写されて合成された ()DNA 鎖を
標的としている．しかし，逆転写された ()DNA 鎖
は， 直 ち に ()DNA 鎖 の 合 成 が 3 側 か ら 開 始 さ れ

古川亜矢子

2 本 鎖 DNA を 形 成 す る． そ の た め A3G は， こ の
()DNA 鎖の状態であるわずかな時間に，迅速に変異
を導入していく必要がある．この点において，A3G
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タンパク質線維の構造伝播が制御する
神経変性疾患の発症メカニズム
古川良明
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慶應義塾大学理工学部化学科/理化学研究所脳科学総合研究センター

スシーディング）
．つまり，疾患の原因タンパク質が

タンパク質線維（アミロイド）の構造伝播

変異などによりアミロイド化し，それらがシードと

タンパク質は適切な立体構造をとることでその生理

なって，異種タンパク質のアミロイド化を促進させ各

機能を発揮するが，劇的に構造を変化させることで

種機能を喪失させている可能性が考えられる（クロス

不溶性の凝集体を形成することがある．特に， シー

シーディング仮説）
．そこで筆者らは，神経変性疾患

ト構造に富んだ線維状の形態をもつタンパク質凝集体

の 1 種であるハンチントン病をモデルとして，アミロ

はアミロイドとよばれ，それらの脳・神経組織への蓄

イドのクロスシーディングに焦点を絞り，その仮説の

積は神経変性疾患の発症要因であることが示唆されて

検証に挑んでいる 5)．

いる 1)．

ハンチントン病（HD）は，ハンチンチン（htt）遺

なぜ，アミロイド形成が神経変性を引き起こし疾患

伝子に存在する塩基配列 CAG の繰り返しが 40 回以

の発症につながるのか，その答えはいまだ明確に示さ

上に増加することで発症する神経変性疾患である 6)．

れていない．しかも，アミロイド化するタンパク質が

CAG はグルタミンをコードするため，htt 遺伝子の翻

同じ種類でも，発症年齢や罹病期間といった疾患の表

訳産物であるタンパク質 HTT にはグルタミンの鎖

現型は患者によって大きく異なる．アミロイドの分子

（polyQ）が存在し，polyQ が長くなればなるほどアミ

構造に多型が存在することが，表現型を複雑にしてい

ロイド様の HTT 線維が形成しやすくなる 7)．筆者ら

るという議論もあるが 2)，その詳細は不明である．そ

は，HTT 線維が RNA 結合タンパク質 TIA-1 という異

もそも，疾患の原因タンパク質単独のアミロイド化だ

種タンパク質の線維化を促進することを見いだし，以

けで発症や症状が説明されがちだが，脳・神経の中で

下に示すように，クロスシーディング仮説を支持する

実際に観察される凝集体（封入体）には実にさまざま

重要な実験結果を得た．

なタンパク質が巻き込まれていることは注目に値す

2.

る 3)．つまり，どのタンパク質が凝集体に巻き込まれ

タンパク質の「ドミノ倒し」

機能喪失するかによって，影響を被る細胞機能，ある

まず，異常伸長した polyQ を有した HTT を発現す

いは疾患の表現型が異なるのではないかと推察され

る培養細胞を作製し，そこから HTT 凝集体と結合す

る．もちろん，どのようなタンパク質でも凝集体に巻

る 異 種 タ ン パ ク 質 の 同 定 を 進 め た． そ の 過 程 で，

き込まれるわけではない．でなければ，ヒトは最終的

RNA に結合し翻訳を制御するタンパク質 TIA-1 が凝

に 1 つの大きな凝集体となってしまう．したがって，

集体に取り込まれていることを筆者らは発見した 5)．

アミロイドが異種タンパク質を巻き込む際には，何ら

確かに，HD モデルマウスの海馬を TIA-1 に対する抗

かの制御メカニズムが働いているはずである．

体で染色すると，TIA-1 が HTT 凝集体と共局在して

アミロイドが有する興味深い物理化学的特徴とし

いることがわかった．試験管内では，精製した TIA-1

て，
「シーディング」とよばれる現象をあげることが

は時間経過とともにアミロイド化したが，あらかじめ

できる ．シーディングとは，タンパク質がアミロイ

HTT 線維を加えておくと TIA-1 の線維化が促進され

ド化する際に，す で に 形 成 し た ア ミ ロ イ ド が鋳型

ることも明らかとなった．また，HTT と TIA-1 に蛍

（シード）となって，アミロイドへの構造変換が促進

光標識を施すことで，HTT 線維が鋳型となり TIA-1

されることをいう．通常，シーディングは同じ種類の

を線維化しているようすを蛍光顕微鏡により可視化す

タンパク質間で選択的に生じるが，まれに，異なるタ

ることができた（図 1）
．細胞内においても HTT 凝集

ンパク質のアミロイド化を促進することがある（クロ

体が起点となって TIA-1 を巻き込んでいくようすを生

4)

Cross-seeded Fibrillation of Q/N-rich Proteins Offers New Pathomechanism of Polyglutamine Diseases
Yoshiaki FURUKAWA
Keio University, Department of Chemistry / RIKEN, Brain Science Institute
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図1
ハンチントン病におけるクロスシーディング仮説．HTT タンパク質のポリグルタミン鎖が異常伸長すると（図左上），線維状に凝集しやすく
なる（HTT 線維，図中央）．この HTT 線維が鋳型となって，TIA-1 などの異種タンパク質の線維化を促し（図右），個々の生理機能を低下さ
せる．図左下は，HTT 線維が鋳型となって TIA-1 が線維化する様子を蛍光顕微鏡で観察したもの．（電子ジャーナルではカラー）

細胞連続観察により捉えることができ，これらの結果

より説明できるのか（図 1）
，また，HD 以外の神経

から HTT と TIA-1 の間でクロスシーディングが起き

変性疾患でもクロスシーディング仮説が有効であるの

ることを示すことができた 5)．

か，それらの検討を行いタンパク質線維が有する新た

TIA-1 は，シトクロム c などのタンパク質をコード

な病理学的役割を解明したい．

す る RNA に 結 合 し そ の 翻 訳 を 抑 制 す る． し か し，
TIA-1 が HTT 線維からのクロスシーディングにより

謝
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線維化すると，正常に機能する TIA-1 の量が減少し，
シトクロム c の翻訳抑制がはずれ，そのタンパク質量

られた研究であり，多くの実験成果は金子貢巳テクニ

が増加すると考えられる．実際，HTT 線維の形成に

カルスタッフの協力で得られたものである．

伴ってシトクロム c の増加を実験的に確認できること
文

からも 5)，TIA-1 が HTT 線維によるクロスシーディン
グによって線維化すると，その生理機能が失われるこ
とが考えられた．
以上のように，polyQ からなる線維構造は，他のタ
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．それでは，倒されるドミノに何か特徴はある
だろうか？
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TIA-1 にはグルタミン・アスパラギンを

多く含んだ配列（Q/N 配列）があり，その領域を通
じて HTT 線維からのクロスシーディングを受けてい
る 5)．Q/N 配列は転写・翻訳に関与したタンパク質の
多くに存在し，それらは HTT 線維によって線維化し
うると予想され，転写・翻訳異常が HD のおもな分
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人工生体組織の創製に向けた取り組み
角五
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チューブリン／キネシンなどの分子モーター）を人工

1. はじめに

的に再構築していく過程から生体の自己組織化原理を

私たちの身の回りには実にさまざまな人工の動力シ

探っていく．1）分子モーターの受動的自己組織化法−

ステムが存在している．しかし，金属などのハードで

エネルギー供給のない平衡系における要素集積（自己

ドライな材料で構成されるシステムは柔軟性に乏しく

組織化の過程でエネルギーが消費されるが定常状態で

また閉じた系でもあることから物質（情報）の交換が

は自由エネルギーが最小となりこの時点でエネルギー

できない．柔軟性さらに物質の出入りに伴い自ら対応

の移動はない（図 1i）
）
，2）分子モーターの能動的自己

できるような自律応答型の人工動力システムを実現で

組織化法−エネルギー（ATP）供給がある系での要素

きないものだろうか．その手掛かりとなるのが生物の

集積（定常状態がエネルギー散逸系の中で保たれてい

システムである．生物は 滑らか かつ ダイナミッ

る（図 2i）
）
，3）分子モーター自己組織化の時空間制御

ク な運動を実現するだけでなく外界からの情報に対

に向けた取り組み，について紹介したい．

しても柔軟に対応することができる．それを可能にし

2. 受動的自己組織化

ている生体のシステムは水という溶媒を含んだ柔軟な
球状の分子

構造体であり，かつ秩序構造を有している．このソフ

アクチン

は生体組織内に存在する最

トでウエットな物質状態をハイドロゲルという物質系

もユビキタスなタンパク質である．アクチンは細胞内

に写し取ることで生体様の機能が模倣されてきた．ハ

では実にさまざまな機能発現にかかわる分子として知

イドロゲルを構成する高分子鎖は浸透圧変化などの外

られている．ミオシン繊維とともに収縮性の繊維束を

部刺激に対して可逆的にその構造を変化させることが

形成したり細胞運動，細胞分裂また細胞の骨格として

できる．個々の分子を見るとその変化が微小であって

も働く．この多機能性はアクチンの変幻自在な構造体

も 3 次元的に絡まった高分子網目の中でそれは巨視的

形成能によるものである．そのさまざまな構造体形成

なものへと変換される．ハイドロゲルは生体様運動シ

には多くのアクチン結合タンパク質がかかわってお

ステムとして注目された ．その後，更なる機能性を

り，その両者間では静電的な相互作用の重要性が指摘

求め液晶性や結晶性高分子などによる秩序構造が導入

されている．ここではアクチン結合タンパクなどを単

された．しかし，それらは 1 次元的な秩序を有するの

純な高分子で模倣することでアクチン集合体の多形構

みで生体組織に見られる階層性とはかけ離れたもので

造を再現するとともにその構造形成メカニズムを探っ

あった．高次に渡る階層構造にこそ生体らしいダイナ

ていく．

1)

ミックな運動の起源がある．たとえば骨格筋はアクチ

酸性側に等電点をもつ，アクチンは生理的条件下で

ン／ミオシンという分子モーターを主要構成要素とす

は負に帯電していることが知られており，線電荷密度

るがその機能は個々の要素の総和とは明らかに異なる．

は〜 4 e/nm 程度となる．このアクチン溶液中へカチ

このような非線形的（創発的）な機能発現が生体シス

オン性の合成高分子を混合すると特徴的なサイズをも

テムの大きな特徴であり，生体の秩序構造がいかに組

つ束（バンドル状）のアクチン集合体が形成される 2)．

み上げられていくのか，その理解がより生体らしい動

用いたカチオン性高分子（ポリカチオン）を図 1ii に

力システムの創製につながると考えている．本稿では

示した．また電子線トモグラフィー像からはアクチン

生体動力システムの構成要素（アクチン／ミオシン，

フィラメント（F-アクチン）がヘキサゴナル状に束ね

An Approach towards Artificial Biotissues
Akira KAKUGO1,2 and JianPing GONG1
1
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2
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られているようすが観察される（図 1iii）3)．電荷をも

により形成）はバンドル化していない F-アクチンよ

たない非イオン性高分子やアニオン性高分子ではこの

りも高い運動活性を有していることもわかる．この結

ようなアクチン集合体形成が見られないことからアク

果は非常に不思議である．というのもミオシンと相互

チン―ポリカチオン間の静電的相互作用に由来してい

作用できるアクチンはバンドル表面のみで，内部の

ることがわかる．

F-アクチンは運動に関与しないだけでなく，バンドル

また F-アクチンにはその分子の非対称性に基づく

の質量増をももたらしているからである．バンドル内

極性をもっており，その極性はアクチン分子の重合速

の F-アクチンの長周期構造（らせんピッチ）を矢じ

度だけでなくミオシン（アクチン関連タンパク質）の

り構造から調べると Poly-Lys や PDMAPAA-Q では F-

運動方向も支配する．F-アクチンにミオシン頭部が結

アクチンのそれよりも伸長していることがわかった．

合すると矢じり状の構造が電子顕微鏡などで観察する

たとえばミオシンの一歩が大きくなることでその運動

ことができる．極性はこの矢じりの指す方向から評価

性にも影響してくるのかもしれない．

できる．図 2ia に示すように F-アクチン単位で見ると

アクチンバンドルの構造（太さ，長さ）や極性は何

単一の極性をもっており途中で極性が反転することは

によって支配されているのか．ポリカチオンの種類を

ない．しかし，F-アクチンが束になったバンドル単位

Poly-Lys に固定しその形成過程をさらに詳しく調べて

で見ると極性は必ずしも揃っておらず，たとえば挿入

いくと以下のような結果が得られる．1）バンドルの

図のバンドルでは上向きの矢じり 3 本，下に 2 本なら

太さ成長は初期段階で完了しその後に長さ成長が始ま

んでいることがわかる．バンドル内の極性は混合する

る．2）長さはアクチン濃度のみに影響される．3）静

ポリカチオンの種類に依存することもわかった．ここ

電的な相互作用の減少とともに太さが増す．これらの

で，水溶性縮合剤（Water Soluble Carbodiimide）や架

結果からアクチンバンドルの成長は核形成過程と成長

橋触媒酵素（Transglutaminase）などを用いてアクチン

過程という 2 つのプロセスから成り，核形成過程では

バンドルのフィラメント間あるいはアクチン―ポリカ

太さ成長が成長過程では長さ成長が主導的であるとい

チオン間に部分的に架橋を入れ集合体構造を安定化さ

5)
う異方的核形成および成長モデルを提案している ．

せた後，Motility assay とよばれる手法を用いて 4 mM

ここでバンドル形成における全系の自由エネルギー変

の ATP 存在下でミオシン基盤上における運動活性を

化（G）は以下のように書き記すことができる．

評価した．自長を超えて滑り運動を発現するものを対
G(D,L)  gD2L  (D2  DL)

象に 3.3 s 間隔の重心変化から速度を算出した．運動速
度を極性に対してプロットするとそれらの間の強い相

G  gD2L  DL(D  L)

関性が見られる（図 2i） ．このように運動という機
4)

能を発現させるためにはバンドル内の極性が重要であ

g はバルク自由エネルギーの利得， は表面エネル

ることが実験的にも証明された．さらに，この実験か

ギー不利，D はアクチンバンドルの直径，L はアクチ

ら一部のアクチンバンドル（Poly-Lys や PDMAPAA-Q

ンバンドルの長さである．ここでは一般的な核形成成
長モデルと同様，凝集相，分散相の 2 つの相に分けて

図1
（i）受動的自己組織化の概念図．アクチン結合タンパク質を模し
たポリカチオンでアクチン集合体の多形構造を in vitro で再現す
る．（ii）p-Lysine（a），PDMAPAA-Q（b）および x,y-ionene（c）の
化学構造．（iii）PDMAPAA-Q との相互作用により形成するアクチ
ンバンドルの透過電顕像．強拡大像は電子線トモグラフィーによ
り得られた断面像．（電子ジャーナルではカラー）

図2
（i）アクチンバンドルの矢じりパターン（写真中の白い三角形は
矢じりの向きを示す）．極性 P は上向き，下向きの F-アクチン数
の差を構成する全本数で割り算して出している．（ii）アクチンバ
ンドルの極性制御．P-Lys の分子量が上がると極性が増加し（●），
同じ分子量でも濃度が増加すると極性が減少する（○）．N は Lys
の重合度，n はサンプル数．
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モデル化している．ここで成長核が臨界核サイズ D*

ると，集積化する前のビオチン修飾微小管 1 本の速度

が D*  /g の場合には G は L とともに増加し続ける．

（約 27 nm/s）とほぼ同程度であり，速度と極性に相関

そのため D が D* まで成長しその後 L が優先的に成長

があることから，集合体が単一極性を有するものと推

し始めると考えられる．実験事実より Di  D*  Li

測させる．

（Di, Li: F-actin の直径および長さ）と仮定している．

これは，相反した極性をもつフィラメントは，ATP

このことより g（バンドル形成の駆動力）が大きく

のエネルギーを使った能動自己組織化過程で排除され

なると D*（臨界核サイズ）が減少することもわかる．

ていくためであると思われる．リング状集合体を詳し

このモデルよりアクチンバンドルの構造をデザインす

く調べていくとそのサイズは直径 1 m から 40 m で

ることが可能である．アクチンバンドルの極性に関し

分布することがわかる（図 3iii）
．リングの速度はサ

ては以下のような結果が得られている 6)．1）静電的

イズに依存せず直径 1 m のものでは約 0.6 rpm とい

な相互作用はアクチンバンドルの太さには影響を与え

う回転速度となる．またリングは 2 次元平面内で回転

るが極性には影響しない．2）混合するポリカチオン

しているため回転方向に対してキラリティが生じる．

濃度の増加とともにバンドル内の極性が低下する．3）

観察されたリングでは左回転（93%，n  222）
：右回転

ポリカチオンの重合度を増すとバンドル内の極性も増

（7%，n  16）と大きな差が生じている（図 3iv）
．微

加していく．これらの要素はアクチンバンドルの成長

小管はチューブリンからなるプロトフィラメントが円

様式にかかわっており，成長の速度が遅いものほど極

筒状の構造を形成している．回転方向に対する非対称

性の揃ったバンドルが得られる．これらの知見をもと

性は主に左巻きの螺旋構造をとる 14 本のプロトフィ

に極性制御が可能である（図 2ii）．ここまでポリカチ

ラメント系で観察された．プロトフィラメントの本数

オンとの静電的な相互作用を利用した分子モーターの

を in vitro で制御することもでき，螺旋構造を取らな

組み上げについて述べてきた．しかし，この場合集合

い軸方向に平行な 13 本のプロトフィラメントを主と

体の形やサイズは与えられた系にのみ依存し（自由エ

した微小管系では回転の非対称性は観察されていな

ネルギーが最も低いところで落ち着く）新たに物質の

い．このようにフィラメントレベルの構造がリング状

出入りや熱などのエネルギーを加えない限りその構造

集合体の回転方向に影響を与えるというのはたいへん

体を変化させることはできない．より柔軟でより多様

興味深い．生体系においても多くの非対称性が見られ

な構造を作り上げるためには生体システムと同様にエ

る．なんらかのヒントが隠されているかもしれない．

ネルギー散逸的な組み上げ法の確立が必要である．次

また，微小管は条件により曲げ剛性を変化させる．そ

にエネルギー供給のある非平衡系で自己組織化される

れが集合体構造にも大きく影響してくることがわかっ

分子モーター組み上げ法について述べていく．

た．このように非平衡系でエネルギー散逸的に組織化
される構造体は環境の変化に自律的に応答し新たな秩

3. 能動的自己組織化 7)

序構造を形成していくことが可能である．

ここでは微小管・キネシン系をモデル材料としてお
り，ATP の化学エネルギーを利用した能動的自己組織
化法により微小管を組み上げていく．まず微小管表面
にビオチン（Bt）を介してストレプトアビジン（St）
を修飾する．それらをキネシン固定基板上で ATP 依
存的にランダムに運動させる．その結果，微小管同士
が確率的に衝突することになる．その際，Bt-St 相互
作用によって微小管同士が架橋され自己組織化が達成
される．微小管濃度，St 濃度に集合体構造がどう依存
するのかについて述べていく．図 3ii はビオチン濃度
ならびにチューブリン濃度を変化させたときに得られ
る微小管集合体（4 時間後）の特徴的な構造をまとめ
たものである．バンドル，ネットワーク構造に加えリ
図3
（i）能動的自己組織化の概念図．（ii）微小管濃度とストレプトア
ビジン濃度の相図．（iii）リングのサイズ分布．（iv）リングの右左
回転の割合．（電子ジャーナルではカラー）

ング状の集合体が特異的な条件で発現していることが
わかる．ここでバンドルやリング状の微小管集合体の
並進あるいは回転する速度（約 30 nm/s）を求めてみ
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近接場光を利用したアクチン自己組織化の空間制御の

4. 自己組織化の時空間制御 8)

例である．アクチン溶液に光応答性ポリカチオンを混

生体のシステムは，常に非平衡かつ非対称な環境に

合し〜 300nm の光を 30min 照射させると浸み出した

置かれその中で時間的・空間的な構造秩序を有してい

光の近くでアクチンのバンドル形成が観察される 9)．

る．自己組織体の時空間制御も高次構造形成に不可欠

これは光異性化によるカチオン密度の増加に起因する．

である．マイクロチャネル中でポリカチオンの濃度勾

5. 今後の課題

配をつくると，単純に混合した場合には見られない，
三次元的に非常に発達したネットワーク状の集合体を

ここで紹介した分子モーターの集合体は ATP をエ

形成する．高分子ゲルを用いることでネットワークパ

ネルギー源とすることから生体環境に近い条件で駆動

ターンの制御も可能である（図 4i）．このような非対

する高効率な運動素子としても期待される．構造と機

称的な核形成条件を適用することで極性の揃った配向

能との相関をさらに詳しく調べていくことで生体シス

微小管集合体を作製することもできる．

テムの階層構造の役割や機能創発現象についても新た

高濃度のチューブリンが入ったキャピラリーに温度

な見解を与えると期待している．今後は物質やエネル

勾配をかけるとその長軸に沿って強い複屈折を示すよ

ギー供給の許される非平衡系の特徴を生かした自己修

うになり，蛍光顕微鏡では微小管集合体の配向が確認

復型運動素子の創製を目指していきたい．

できる．さらにキネシンの運動する方向から微小管の
謝

極性も 90% 近く揃っていることがわかっている（キネ

辞

シンは微小管の＋端方向へと運動する）
．これは微小管

本研究では長田義仁先生（理研）
，古川英光先生（山

の重合が下側（高温側）から開始されていることを示

形大）
，敷中一洋博士（東京農工大）
，川村隆三博士（理

唆している．成長核の空間的配置がいかに構造形成に

研）
，陣内浩司先生（京都工繊大）
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重要な役割を担っているのかがこれらの結果からも伺

（名古屋大）
，富重道雄先生（東京大）
，清末優子先生（理
研）その他多くの方々のご協力を賜った．また本研究

える．

の一部は独立行政法人科学技術振興機構（PRESTO,

最後に光を用いた自己組織化の時空間制御について
紹介したい．光異性化でカチオン化する色素 4-vinyl-

JST）の助成により行われた．ここに謝意を表する．

triarylmethane leucohydroxide をポリカチオン（DMAPAA-

文

Q）と共重合することで光応答性ポリカチオンを作成
した．図 5 はガラスキャピラリーにより発生される

図4
（i）ゲルから拡散してくるポリカチオンで形成するアクチンネッ
トワーク．（ii）温度勾配下で作成される配向微小管集合体．（電子
ジャーナルではカラー）
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理論／実験 技術

細胞モデル構築による心筋細胞容積調節の
システム生物学
1

竹内綾子1，野間昭典2

京都大学大学院・医学研究科・細胞機能制御学
2
立命館大学・生命科学部・生命情報学科

化を惹起できない．細胞容積変化の解析には，陽イオ

1. はじめに

ンに加え Cl ホメオスタシスのモデル化（容積依存性

生命現象は，時空間的に複数の要素が複雑に相互作

Cl チ ャ ネ ル volume-regulated Cl channel (VRCC)，-

用して起こる動的な一連の反応連鎖の集まりとして説

アドレナリン受容体刺激で活性化される Cl チャネル

明できる．細胞 1 つをとってもその構成要素は多数存

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

在し，これらの相互作用を頭の中だけで考えるのは限

(CFTR)， 背 景 Cl チ ャ ネ ル，Na/K/2Cl 共 輸 送 体

界がある．この複雑系を理解するために，コンピュー

（NKCC1）
）と細胞膜水輸送，それに伴う細胞容積変
化の計算が必須である（図 1）
．

タシミュレーションが強力な手段となる．これまで複
数のグループによって心筋細胞の膜興奮モデルが報告

細胞容積変化は細胞内外浸透圧差に従った細胞膜水

されてきた ．著者らは，2003 年に発表した心筋細胞

フラックス（Jwater）をもとに微分方程式により計算し 7)

1)

の膜興奮―収縮モデル 2) を発展させ，エネルギー代謝
や細胞容積変化，-アドレナリンシグナル伝達を同時

Jwater  dVi/dt  0.0029 • ([Total ions]i–[Total ions]o)

に計算できる包括的心筋細胞モデル（Kyoto model）の
細胞内イオン濃度変化は，イオン X の電流の総和

構築に世界ではじめて成功した 3)-5)．細胞容積の変化

（InetX）と細胞内容積をもとに計算する 7)．

は虚血などの病態時に認められ，興奮―収縮など心筋
特有の機能とも密接に関与する．本稿では，Kyoto
model を用いたシミュレーションと従来の電気生理学

dXi/dt  Cm • InetXi/zX/F, [X]i  Xi/Vi

実験とを組み合わせた新しいアプローチによって，心

（i；細胞内，o；細胞外，[Total ions]  [Na]  [K]  [Ca2]

筋細胞容積調節の新たな機序を明らかにできたのでこ

 [Cl]  [large anions（タ ン パ ク 質 な ど）]，V；容 積，

れを紹介する 4), 6)．

Cm；膜容量，zX；イオン X の電荷，F；ファラデー定数）

2. Kyoto model の構成

Kyoto model は http://jp.sim-bio.org/ か ら ダ ウ ン ロ ー
ド，実行できる．チャネルやトランスポータなど細胞
の個々の構成要素機能は電気生理学実験データに基づ
きおもに微分方程式で数理モデル化されている．これ
らを組み合わせ，活動電位の発生，収縮，細胞内イオ
ン濃度変化を計算する．従来の膜興奮―収縮モデルは
陽イオン電流（Na, K, Ca2）のみで構成され，陰イ
オン濃度は一定であると仮定されていた．しかし，こ

図1
Kyoto model の概念図．枠で囲った部分が細胞容積変化を計算す
るために追加した構成要素．（電子ジャーナルではカラー）

れでは電気的中性則により陽イオン濃度の総和も常に
一定となり，原理的に細胞容積変化に必要な浸透圧変

Systems Biology of Cell Volume Regulation
Ayako TAKEUCHI1 and Akinori NOMA2
1
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2
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pump を阻害しても長時間細胞容積が変化しない心筋

以下で，従来の実験を主体とする生理学研究に，
Kyoto model を用いたシステム生物学的アプローチを

細胞では，細胞膜 Na および Cl コンダクタンスが小

いかに取り入れ，
「心筋細胞容積調節機能の機序解明」

さいことがモデルから予測された．

に導いたかについて具体的に説明する．
3.2

3. シミュレーションによる生命現象のメカニズム解析
―心筋細胞はなぜ膨化しにくいのか？―

Kyoto model による心筋細胞特異的な細胞容積保

持メカニズムの記述

Na/K pump はほぼすべての動物細胞に存在し，細

では，心筋細胞が膨化しにくい現象は，細胞膜 Na

胞容積保持に必須のトランスポータである．すなわ

および Cl コンダクタンスのみで説明できるのだろう

ち，Na/K pump を抑制すると細胞が膨化することは

か？ ここで，Simple model と比較して Kyoto model を

教科書的にもよく知られた事実である 8)．しかし，心

構成する特徴的な機能要素として「Ca2 輸送担体」が

筋細胞を用いた実験では，Na/K pump を阻害後 1 時

あげられる．細胞内 Ca2 ダイナミクスは心筋細胞の

間以上経っても細胞容積がまったく変化しない 4), 9)．

興奮―収縮過程に中心的な役割を果たすが，その濃度

この現象は心筋細胞機能の恒常性維持に寄与すると考

変化は 104-103 mM の範囲内であり，細胞内浸透圧に

えられるが，その機序は不明であった．

対する直接的な寄与はほとんどない．しかし，細胞容
積変化に対する Ca2 輸送担体の間接的な役割につい

3.1

てはこれまで情報がなかった．著者らは，Na/K pump

Simple model による細胞容積保持の基本メカニ

と同様に ATP の加水分解エネルギーを利用する細胞

ズムの記述

まず，すべての細胞に共通の細胞容積保持の基本メ

膜 Ca2 pump (plasma membrane Ca2 pump (PMCA)) に

カニズムを記述するために，容積変化を計算するのに

着目した．Kyoto model では，構成要素それぞれにつ

必要な最小限の構成要素を Kyoto model から抽出し

いて，実験データに基づいた独立した数理モデルで表

（Na/K pump，電気化学勾配に従った細胞膜 Na, K,

現しているため，容易に追加，除去することが可能で



Cl チャネル，NKCC1，細胞膜水フラックス），Simple

ある．そこで，Kyoto model から PMCA を除き Na/K

model を構築した（図 2）．

pump 阻害シミュレーションを行ったところ，顕著に



モデルの Na /K pump を阻害すると，①細胞内外の

細胞が膨化することが予測された（図 4c）
．モデルを

Na および K 濃度勾配を保持できず（図 3a），②細

詳 細 に 解 析 し た と こ ろ，Na/K pump 阻 害 時 に は，

胞膜は脱分極する（図 3b）．③脱分極が進み，膜電位

，これに
PMCA が細胞内 Ca2 の蓄積を抑え（図 4a）



，
よって細胞膜 Na/Ca2 交換機転を逆転させ（図 4b）

（Vm）が Cl 平衡電位（ECl）よりも正電側にシフトす
，
ると（図 3b）
，一気に Cl が細胞内へ流入し（図 3c）

間接的に細胞内 Na の蓄積を抑えることが予測され

⑤細胞膨化が始まる（図 3d）．したがって，Na/K
pump 阻害時における細胞膨化の程度は細胞膜電位に
大きく依存し，脱分極の速さを規定する細胞膜 Na コ
ンダクタンスと細胞内への Cl 流入速度を規定する細
胞膜 Cl コンダクタンスが決定因子となる．Na/K

図3
Simple model による Na/K pump 阻害シミュレーション．（a）細
胞内イオン濃度．（b）細胞膜電位（Vm）および Na, K, Cl の平
衡電位（ENa, EK, ECl）．（c）細胞膜 Cl フラックス．（d）細胞容積．
点 線 は，ECl と Vm が 交 差 す る 時 間， す な わ ち チ ャ ネ ル を 介 し
た Cl フラックスの向きが排出方向から流入方向へと転ずる時間
を示す．

図2
Simple model の概念図．（電子ジャーナルではカラー）
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た． つ ま り Na/K pump 阻 害 時 に は，PMCA は ATP

き -アドレナリン受容体刺激による L 型 Ca2 チャネ

加水分解エネルギーを利用して Na /K pump の役割を

ル（ICaL）の活性化を考慮した．細胞膜電位が Cl 平

一部補完する．著者らはこの作業仮説を検証するため

衡電位より負電位側にある初期には CFTR を介した細

に，新たな実験プロトコールを作成した．すなわち，

胞 内 か ら の Cl 流 出 に 伴 い 細 胞 容 積 は 減 少 す る

仮説が正しければ，Na/K pump 阻害時には Na/Ca2

（図 5a, b）
．しかし，Na/K pump 阻害後時間がたつ

交換機転は逆転しているはずである．モルモット心

と細胞膜脱分極が進み，L 型 Ca2 チャネルの電位依存

筋細胞を用いて，ouabain により Na/K pump を阻害

．
的な活性化により細胞内に Ca2 が流入する（図 5c, d）

し た 後，Na/Ca2 交 換 機 転 の 阻 害 剤（KB-R7943，

すると Ca2 依存性非選択的陽イオン電流（Il(Ca)）が活

SEA0400）を添加したところ，細胞内 Na 濃度が増大

性化され（図 5e）
，急激な脱分極と同時に Cl が細胞



し， 細 胞 が 著 し く 膨 化 し 始 め た








4), 6)

． し た が っ て，

外から流入し著しい膨化が始まる（図 5a, b）
．すなわ

Na /K pump 阻害時には，Na /Ca 交換機転が逆転し

ち，L 型 Ca2 チャネルもまた，心筋細胞容積を制御す

ていること，これが細胞膨化を抑制する一因であるこ

る重要な因子の 1 つであること，これを阻害すれば細

とが実験により検証された．

胞膨化を抑制できることがモデルから示唆された．

2

こ の 作 業 仮 説 に 基 づ き， モ ル モ ッ ト 心 筋 細 胞 に

4. モデル解析を利用した心筋細胞の
新規細胞容積調節因子の探索

Na/K pump 阻害剤である ouabain と -アドレナリン

Kyoto model を用いたシミュレーションは，単に実

受容体刺激として isoproterenol を同時に添加し細胞容

験を再現し，そのメカニズムを解析するのみならず，

積変化を測定したところ，モデル予測どおり細胞容積

細胞機能の調節因子の探索にも有効である．その一例

は初期の減少の後，著しく膨化した（図 6a）
．また，

を紹介する．Simple model を用いた解析から，心筋細

こ の 急 激 な 細 胞 の 膨 化 は L 型 Ca2 チ ャ ネ ル 阻 害 剤







胞では細胞膜 Cl コンダクタンスの大きさが Na /K

（nifedipine）添加により抑制された（図 6b）
．したがっ

pump 阻害時の細胞膨化を規定する要因の 1 つである

て，モデルによる予測の妥当性が検証され，心筋細胞

ことが予測された（図 3）．心筋細胞には -アドレナ

容積の新たな調節因子としての L 型 Ca2 チャネルの

リン受容体刺激で活性化される CFTR が存在するた

役割が明らかとなった 4)．



め，実際の心臓でも自律神経系の状態によって Cl コ
ンダクタンスが刻々と変化し，細胞容積がダイナミッ
ク に 変 動 す る こ と が 十 分 に 考 え ら れ る． そ こ で，
Kyoto model を用いて，-アドレナリン受容体刺激に
より CFTR を活性化させた条件で，Na/K pump 阻害
シミュレーションを行った．なお，実験データに基づ

図5
Kyoto model による Na/K pump 阻害 & -アドレナリン受容体刺
激シミュレーション．（a）細胞容積．（b）細胞膜電位（Vm）およ
び Cl 平衡電位（ECl）．（c）L 型 Ca2 チャネル電流（ICaL）．（d）細
胞内 Ca2 濃度．（e）Ca2 依存性非選択的陽イオン電流（Il(Ca)）．初
期には ECl  Vm であるため Cl が流出し細胞容積は減少する．細胞
膜脱分極が進むと ICaL の電位依存的活性化により細胞内 Ca2 濃度
が一過性に増大し，Il(Ca) が活性化され急激に細胞膜が脱分極する．
ECl  Vm から急速に Cl が流入し細胞が膨化する．枠内は第 2 相発
生（急激な膨化）機序．（電子ジャーナルではカラー）

図4
Kyoto model による Na/K pump 阻害シミュレーション．（a）細
胞内 Ca2 濃度．（b）Na/Ca2 交換機転電流（INaCa）．（c）細胞容積．
PMCA を実装したモデルでは Na/K pump 阻害時に INaCa が逆転し
正電流が流れ，細胞膨化の程度が低く抑えられる．（電子ジャー
ナルではカラー）
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医学・生物学へのコンピュータシミュレーションの適
用によって，複雑な生命現象のメカニズムの理解が飛
躍的に進むと共に，
「知の発見」から「知の統合・予
測」へのパラダイムシフトが可能であることを強く示
すものである．
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model はそれを構成する数百の変数が連立微分方程式
の中で相互に依存関係を有する複雑系であり，細胞応
答が再現できても，その複雑さゆえに肝心な動作原理
を把握することが困難になりつつある．しかし，本稿
で示したように，細胞の構成要素から必要最小限の機
能要素を抽出し Simple model を構築することによっ

竹内綾子

て，すべての細胞に共通の細胞容積調節の基本メカニ
ズムを理解するとともに，Simple model-Kyoto model と
の比較によって心筋細胞に特徴的な制御機構を予測す
ることができた．さらに，モデルを用いて作業仮説を
導き，実験によって検証するという「モデル予測―実
験検証」を繰り返すことによって，複雑な一連の反応
連鎖からなる心筋細胞容積調節の新規メカニズムの効
率的な発見につながった（図 7）．これらの成果は，
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ジュネーブ・Swiss-Protグループの紹介
黒田

裕1，Damien LIEBERHERR2

東京農工大学大学院工学研究院
Swiss-Prot Group, Swiss Institute of Bioinformatics, SIB
1

2

タンパク質を研究対象とする生物物理学者として，

を効率的に伝達し，Swiss-Prot データベースの品質と

Swiss-Prot という名前には昔からなじみがあったもの

統一性を保つために重要なのであろう．

の，頭に浮かびあがる具体的なイメージとしては，タ

もちろん，正式な情報交換の場も多く設けられてい

ンパク質に関する情報を提供するデータベースである

る．全研究スタッフ（50-60 人）が出席する全体セミ

ということと，その創設者である A. Bairoch の名前程

ナーでは，アノテーションに関するさまざまな研究や

度 で あ っ た． し か し， こ こ 3-4 年， ジ ュ ネ ー ブ の

知見が紹介される．セミナー内容はアノテーションに

Swiss-Prot グループを訪問する機会が数回あり，今年

関する技術的な問題に限らず，学問的にも興味深い

2 月にリベレール博士から招待を受けた際に Swiss-Prot

テーマを含む．たとえば，黒田が出席したセミナーで

の紹介記事を書くことになった．本稿では，Swiss-Prot

は，現在の偽遺伝子の定義とその予測法についての発

データベースの学術的内容は簡単に述べるにとどめ

表がなされ，Swiss-Prot の偽遺伝子アノテーション例

（BOX-1）
，データベースを構築し，長年維持してきた

も議論されていた．全体セミナーは，研究スタッフ全

研究者と彼らが活躍している研究環境に焦点を当て

員がアノテーション戦略や生物学のさまざまな概念を

て，報告する．

共有し，理解を深めるための重要な時間である．全体

Swiss-Prot グループは約 70 名からなっており，ジュ

セミナー以外にもチーム会議（2-10 名）や電子メー

ネーブ大学の医学研究センター（Centre Medical Uni-

ル・電子掲示板（グループ内 wiki）などを通じて多く

versitaire）の 1 階にある．ディレクターと管理スタッ

の情報が交換される．さらに，英国（European Bio-

フのための 5 つの個室が設けられている以外は，900

informatics Institute, EBI）
，米国（ジョージタウン；Protein

平方メートル超のほぼ真四角のオープンスペースに全

Information Resource, PIR）の UniProt グループとは電

員の席がある．その大きな空間は，パーティションで
3-10 名程度のスペースに変則的に区切られており，

BOX-1: Swiss-Prot タンパク質データベース．
Swiss-Prot は，1986 年に A. Bairoch によって創設され，同
氏は 2009 年まで Swiss-Prot グループの責任者であった．現
在，Swiss-Prot は TrEMBL や PIR と 統 一 さ れ，UniProt コ ン
ソーシアム（www.uniprot.org）の一部として（UniProtKB/
Swiss-Prot）世界のおもなタンパク質情報資源の 1 つとなっ
ている．Swiss-Prot グループは数名からなるチームに分かれ
ており，6 つのアノテーションチーム（ヒト＋哺乳類，植
物，バクテリア，菌界，ウイルス，動物由来毒性タンパク
質）は，毎日，平均で 200 配列を手動でアノテーションし
ている．アノテーションチームとは他に，PROSITE（www.
expasy.org/prosite; タ ン パ ク 質 ド メ イ ン デ ー タ ベ ー ス），
ENZYME（www.expasy.org/enzyme; 酵 素 命 名 法），ExPASy
（プロテオミクス／タンパク質分析に関するバイオインフォ
マティクスツール集 ; www.expasy.org），プログラム開発
チームが設けられている．

多くの観葉植物で飾られている．天井は高く，壁 2 面
が床から天井までガラス張りになっており，多くの光
が入る気持ちのよい空間である．
70 人近くの人々が働くオープンオフィスでは，常
に誰かの声が聞こえてくるが，それが邪魔で仕事に集
中できないことはない．会話は，大半がフランス語か
英語であるが，ドイツ語など他の言語もときどき混
じってくる．一見，研究とは無関係な雑談をしている
のかと思いきや，次の瞬間モニターに向かってアノ
テーション（タンパク質に関する情報）の議論に移る
という光景にはいささか驚く．しかし，形式にこだわ
らないこのインフォーマルな情報交換が，複雑な情報

Visit to the Swiss-Prot Group in Geneva
Yutaka KURODA1 and Damien LIEBERHERR2
1
Department of Biotechnology and Life Science, TUAT
2
Plant Annotation Team, Swiss-Prot Group, Swiss Institute of Bioinformatics (SIB)



目次に戻る
ジュネーブ・Swiss-Prot グループの紹介

図1
植物アノテーションチーム（www.expasy.org/sprot/ppap/）
：チーム
リーダーの M. Schneider 博士（中央），本稿共同執筆者のリベレー
ル（右 2 人目）と筆者の黒田（左 2 人目）．

図2
PROSITE チームのコーナー．左から 2 人目が PROSITE チームリー
ダーの N. Hulo 博士．左端が筆者の研究室を卒業し，ジェネーブ
大学修士課程在学中の太田勇輝君（BOX-2）．PROSITE チームの壁
にはたくさんの（ご当地スイス産の？）チョコレートの空き箱が
飾られていた．

話会議が定期的に開かれている．
Swiss-Prot スタッフの多くは，「アノテーター」
（Annotator）であり，タンパク質に関する情報（アノテー

境は，各自の責任と役割を明確にした組織形態に支え

ション）を「手動」で付加する作業に就いている．こ

られている．このような環境によって，データベース

の手動アノテーションは Swiss-Prot の大きな特長であ

の品質を保つための目的意識の共有と，アノテーショ

り，データベースの付加価値を生み出している．アノ

ンの概念と戦略に関する高い統一性が保たれている．

テーターは，アミノ酸配列に情報を機械的に付加する

単なる「トップ・ダウン」の命令系統では，複雑で強

のではなく，対象となるタンパク質に関する文献を

大なデータベースを維持するのは難しいと感じられ

自ら検索し，アミノ酸配列を解析し，収集した情報を

る．日本でも種々の大型プロジェクトが実施される

整理し，容易に理解できる形でデータベース化して

中，専門性の高い複雑な情報を効率的に供用すること

いる．多くのアノテーターは博士号を取得しており，

が必要となっており，Swiss-Prot の研究組織運営は参

実験生物学の研究室でポスドクの経験を積んだ研究者

考になるかもしれない．

も少なくない．アノテーションチーム以外に，タンパ
ク質の配列を解析するプログラムやデータベース検索

文注：本稿は，黒田が書いた記事をリベレール博士と

プログラムの開発を専門とするチームや，ドメイン・

一緒に編集した．記事では黒田の見解や感想が多く反

モチーフデータベースを開発する PROSITE チームが

映されている．

ある．
黒田 裕（くろだ ゆたか）
東京農工大学大学院工学研究院准教授
スイス・チューリッヒ連邦工科大学物理学科卒業，東京大学理学
系研究科修了，2004 年より現職
研究内容：タンパク質科学，生物物理，タンパク質構造予測
URL: http://www.tuat.ac.jp/ ykuroda
Damien LIEBERHERR（ダミアン・リベレール）
Swiss Institute of Bioinformatics，Swiss-Prot Group Annotator（ア
ノテーター）
スイス・フリブール大学修了（PhD），2001 年から 04 年に奈良
先端技術大学博士研究員，04 年より現職．
研 究 内 容：Rice Annotation Project な ど UniProtKB/Swiss-Prot の 植
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URL: http://www.expasy.org/people/Damien.Lieberherr.html

Swiss-Prot グループの自由で協調的な研究・職場環

BOX-2: SIB (Swiss Institute of Bioinformatics)/ ジュネーブ大
学のプロテオミクス・バイオインフォマティクス修士課程．
修士課程 1 年目では，毎日平均で 3 コマ以上の授業を受け，
演習やレポートも数多くある（初年度に 60 単位分の授業を
履修する；1 単位は 45 分授業に相当する）．科目は，バイオ
インフォマティクス，プロテオミクス，プログラミング，
統計，質量分析など．2 年目は，実験（プロテオミクス）
および計算（バイオインフォマティクス）から研究テーマ
を選び，修士論文の研究を行う．
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くビームラインによって構成されています．電子蓄積
リングは，電子が周回する真空封止されたリング状ダ
クトの周囲を多数の電磁石が取り囲む，かなり巨大な
ものです．SAGA-LS の場合，周長 75.6 m（直径〜 24 m）

支 部 だより

で，接線方向に放射状に並ぶビームラインを含めた実
験ホール全体の面積は 2313 m2 と，一般的な体育館
2 つ分ほどにあたります．これは，愛知県岡崎市の分

九州シンクロトロン光研究センター

子研 UVSOR の 2 倍弱，茨城県つくば市の高エネル
ギー加速器研究機構 Photon Factory の約 1/4 の規模に
なります．
SAGA-LS で利用できる放射光の波長範囲は，おお
よそ 80-0.05 nm（エネルギー単位では 15-23000 eV（電
子ボルト）
）で，真空紫外から軟 X 線および硬 X 線領
域に及びます．これらの光を利用するため，県は利用

本稿では，佐賀県鳥栖市にある放射光施設「九州シ

波 長 の 異 な る 5 本 の ビ ー ム ラ イ ン（BL09A：白 色，

ンクロトロン光研究センター」についてご紹介させて

BL10, 12：真空紫外―軟 X 線，BL11, 15：硬 X 線）を県

いただきます．

有ビームラインとして一般利用に提供しています．ま
た， 佐 賀 大 学（BL13：真 空 紫 外） お よ び 九 州 大 学

九州シクロトロン光研究センター

（BL06：硬 X 線）と，株式会社ニコン（BL18：真空紫外）

九州シンクロトロン光研究センター（SAGA-LS）は，

が，それぞれビームラインをもっています．

佐賀県立の放射光施設で，2006 年 2 月に開所しまし
た．筆者の所属する財団法人佐賀県地域産業支援セン

SAGA-LS における利用制度ですが，1 年を 3 期に

ターが，指定管理者として施設の運営管理を行ってい

区切り，期ごとに課題を随時募集する形となってい

ます．

ます．そのため，
（利用区分によりますが）課題申請

建設地である鳥栖市は佐賀県東端に位置する県第三

から 2 週間 -1 ヵ月程度で実験を行うことが可能となっ

の都市で，JR 鹿児島本線と長崎本線，九州自動車道

ています．利用情報（利用者所属，実験者名，実験結

と長崎自動車道・大分自動車道が交差・分岐する，北

果など）開示の有無や，文科省先端研究施設共用促進

部九州における交通の要衝です．

事業による補助の有無によって，いくつかの利用区分
に分けられおり，それぞれ利用料金が異なります．

ここで，放射光という言葉に耳なじみのない方のた

詳細は，当センターホームページをご覧ください

めに簡単に説明します．電子のような荷電粒子が磁場

（http://www.saga-ls.jp/?page=9）
．

中を通過すると，発生するローレンツ力により，その
軌道が曲げられます．このとき，軌道接線方向に運動

SAGA-LS と生物物理

エネルギーの一部を電磁波の形で放出します．この現

筆者が生物系のいくつかの学会・研究会で SAGA-

象をシンクロトロン放射，放射される電磁波を放射光
とよびます．荷電粒子の速度が光速に近くなるほど，

LS のことをお話しさせていただいた際に，
「SAGA-

電磁波の放射範囲は相対論的効果により接線方向に集

LS って，物理・化学・工学系の実験しかできないん

中し，高い指向性をもち，放射される電磁波の波長も

でしょ？」という意見（もしくは苦情）をいただくこ

短く，赤外線から X 線領域までの広範囲にわたる白色

とがありました．事実，SAGA-LS におけるユーザー

光となります．放射光は他に，直線偏光・短パルス光

利用の多くは，金属化合物や半導体，セラミックスと

といった特徴をもちます．このような放射光を用いて

いった材料科学系のものであり，施設が備えている測

基礎・応用研究を行うための施設が放射光施設です．

定装置類も，それらを対象とした X 線回折・蛍光分

多くの放射光施設では，荷電粒子として電子が用い

析・X 線吸収微細構造（XAFS）のためのものが主と
なっています．

られます．施設は，電子軌道を曲げる偏向電磁石と
失った運動エネルギーを補充する高周波加速空洞など

2008 年頃から佐賀県内の公設試験研究機関による

からなるシンクロトロン型電子蓄積リング，それへ電

利用が増え，放射光を用いた育種法の開発や，蛍光分

子を供給する電子銃・直線加速器，および発生した放

析による農水産物の産地判別・生態調査法の検討な

射光を取り出し，分光・整形などの後に実験装置へ導

ど，生物試料を用いたバイオ分野での利用が増えてき
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SAGA-LS の実験ホール

ています．これらの実験は，比較的サイズの大きな試

に，短波長側の光強度を飛躍的に増大させることがで

料を用いて，成分組成のようなマクロ情報を得るもの

きます．BL07 で用いられる磁場強度 4 テスラの超電

であり，既設の材料系試料用の装置がほぼ無改造で利

導ウィグラーの場合では，放射光の輝度（単位時間・

用できるという点が利用増加の一因であると考えてい

面積・立体角・0.1% 波長バンド幅あたりの光子数）

ます．

が偏向電磁石光源に比べて，0.1 nm で 1 桁，0.05 nm

それに対し，X 線を用いた円偏光 2 色性（CD）
，溶

で 2 桁以上の向上が見込まれています．

液散乱や結晶構造解析といった，いわゆる「生物物

また BL07 では，複数ある実験ハッチの 1 つを「タ

理」的な実験手法による利用は，現状ではほとんどあ

ンパク質結晶構造解析（PX）専用ステーション」と

りません．これらの実験では，溶液セルや結晶マウン

して整備しています．このステーションでは，タンパ

ト用具，試料温度制御装置，高感度検出器などの専用

ク質結晶用ゴニオメータシステム，冷却窒素ガス吹付

器具・装置が必要で，それらを備えた「専用ステー

型凍結装置および高感度 X 線 CCD 検出器などを備え，

ション」で実験を行うことがほとんどです．材料系試

他施設の PX 専用ビームラインと同等の使い勝手を実

料用の装置を組み替えたり，セルなどを持ち込んだり

現することをめざしています．これらにより，一部で

して実験することも不可能ではないのですが，やは

はありますが，生物物理分野の皆様のご希望に添える

り，
「専用」ではない，ということがユーザー利用を

ようになるのではないかと考えています．

遠ざける大きな要因になっていると考えています．
最後に

また，SAGA-LS の偏向電磁石光源は，国内の他放射
光施設（Photon Factory, SPring-8）と比較して，放射光

筆者を含めた放射光施設関係者は，ユーザー利用の

のスペクトル分布が軟 X 線よりで，溶液散乱や結晶構

ための設備や制度を整備しています．ですが，放射光

造解析に用いられる波長 0.1-0.2 nm の X 線強度が低い，

を用いる利用分野・実験手法は数多くあり，そのすべ

という弱点もあります．これは，材料科学や X 線イ

てを想定し整備することは困難です．そこで，ユー

メージング分野のユーザーからも「重元素を含む試料

ザーからの「〜という実験がしたい」という声が，整

の測定が困難」
「測定試料を厚くできない」といった

備方針を決める上で重要になってきます．
当センターには，どのようにすれば SAGA-LS で希

意見が出されており，「短波長領域での X 線強度向上」
は利用分野を問わず，重要であると認識しています．

望する実験が行えるかを，ユーザーと施設側担当者が

このような要望・状況を踏まえ，6 本目の県有ビー

一緒になって検討する「利用相談」という制度があり

ムライン BL07 が 2009 年度末に整備され，2010 年度中

ます．今後，SAGA-LS が（生物物理に限らず）広く

の運用開始をめざして立ち上げ作業を行っています．

バイオ分野に貢献するために，
「〜はできないんで

「バイオ・イメージングビームライン」と名付けら

しょ？」ではなく，
「〜はできるかな？」とご相談い
ただければと考えております．

れたこのビームラインでは，電子蓄積リングに新規挿
入された超電導ウィグラーを光源としています．超電
導ウィグラーは，超電導マグネットの強磁場によって

財団法人佐賀県地域産業支援センター
九州シンクロトロン光研究センター 河本正秀

電子軌道を小さな半径で曲げることにより，発生する

kawamoto@saga-ls.jp

放射光のスペクトル分布を短波長側にシフトさせる光
源装置で，長波長側の光強度が若干弱くなる代わり
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容体の研究者でもよければ分子イメージングや分光分
析の人でもよしと，なんらかの形で光が関係していれ
ばなんでも構わないという非常にゆるい制限のみを課
し，広く発表者を募りました．

若 手 の 声

このようなある種いい加減とも取られかねないテー
マを掲げて開催された合同セミナーでしたが，結果と
して多くの発表者および聴講者が集まり，非常に盛り

関東支部・北海道支部の活動報告

上がるセミナーとなりました．研究発表が終わったあ
との交流会という名の飲み会においても，参加者同士
が活発に議論を行っているようすを見て，セミナーが
成功したことを確信しました．
展望
〈関東支部より〉

今だからいえることではありますが，私自身は当初

はじめに

他分野の若手の会との交流の意義についていまほどの

東京大学大学院総合文化研究科の近藤洋平と申しま

確信をもってはいませんでした．そもそも生物物理学

す．栗川に代わり，今年度の生物物理若手の会関東支

自体がさまざまな領域からなる分野であり，その内部

部長に就任いたしました．2 年前に関東で行われた夏

ですら対話は常にスムーズという訳ではないのにもか

の学校にはじめて参加し，若手研究者が自主的に学

かわらず，さらに離れた分野の人間と密に議論するこ

び，交流する場がつくられていることに感銘を受けた

とは難しいのではないかという恐れからです．しかし，

ことを思いだすと，支部長として若手の会の運営にか

確かに当初はお互い手探りだった交流も，二度三度と

かわっていくことについて責任を感じずにはいられま

行ううちに徐々にコミュニケーションはスムーズにな

せん．研究のみならず，「事業仕分け」が記憶に新し

り，比例して得られるものも増えています．このこと

い科学技術予算の問題，より一般には科学者と社会の

は，おそらく生命という現象の解明には多角的なアプ

かかわりなどについての議論など，活動の幅を広げつ

ローチが必要であることを個々人が実感していること

つある生物物理若手の会の今後に寄与するため，そし

の帰結であり，またそもそも理解したいという思いに

てもちろん生物物理学の発展のため尽力していきます

分野ごとの違いなどないということでもあるのでしょ

ので，よろしくお願いいたします．

う．このような議論や情報交換のできる場を維持し，
発展させていくことは若手の会の重要な役割の 1 つで

若手の会関東支部の活動

あると感じています．

関東支部が精力的に行っている他分野の若手の会と

今後の具体的な活動としましては，時期は未定です

の交流は，最近ますます活発に行われるようになって

が，関東支部としては久しぶりに，比較的絞ったテー

きています．2 月末には東京大学本郷キャンパスにお

マでの研究会を企画しています．詳細は決まり次第若

きまして，生物物理若手の会，生化学若い研究者の

手の会 web サイト

会，光合成若手の会での合同セミナーを行いました．

http://bpwakate.net/

こうした合同セミナーの開催にあたっていつも悩む

に掲載していきますのでご覧いただければと思います．

のは，研究会のテーマをいかに魅力的なものに定める
かです．生化学若い研究者の会とはこれまでに何度か

東京大学総合文化研究科金子研究室
博士課程 1 年 近藤洋平

合同での研究会や懇親会などのイベントを企画してお

kondo@complex.c.u-tokyo.ac.jp

り，メンバー同士それなりの面識があったのですが，
光合成若手の会とはセミナーどころか，お互いの存在
を認知してすらいない状態からの企画でしたので，そ
れぞれの若手の会のできるだけ大勢が参加に意義を見
いだせるようなテーマを設定する必要がありました．
そこで光合成若手の会の方からの提案もあり，テーマ
を「光」としつつも，発表者の研究に対しては，光受
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〈北海道支部より〉
はじめに
北海道大学大学院生命科学院修士課程 2 年の柴崎宏
介と申します．田村さんに代わり，生物物理若手の会
北海道支部長に就任いたしました．
私は，薬品物理化学の分野から生物物理の分野に
入ってから，まだ 1 年しか経っていない未熟な研究者
です．学部時代から，物理や数学を活かして，薬学部
で学ぶさまざまな化学物質と生物が織り成す複雑怪奇
な現象を解明する研究をしたいと考えておりました．
生物物理という分野は，物理，数学の専門家と生物
学の専門家が同じテーブルに着き，同じテーマで議論
しあうことができる貴重な，かつ，開放的な分野であ

去年の夏の学校のようす

り，この点に非常に大きな魅力を感じております．そ
の思いは，去年，北海道で開催された「生物物理若手
の会夏の学校」にはじめて参加したことで，さらに強

そこで，次の研究発表会では，北海道内のみなら

くなりました．特に，参加者の多種多様さ，独創的な

ず，普段は会えない他大学の研究者の新しい研究を紹

研究，自分の研究にかける情熱と積極性，他の研究に

介する会にしようと計画いたしました．そして，今ま

対する強い好奇心に，私は衝撃を受けました．

で生物物理若手の会研究発表会に参加したことのない
方に，積極的に参加をよびかけました．

かくなる私が，生物物理若手の会北海道支部長に就
任することには大きな責任の重みを感じますが，一方

その結果，7 月 15 日に，理化学研究所から曽田邦

で楽しみにしております．その理由は，第一に，自分

嗣先生をお招きし，先生のご講演と北海道大学の生物

で研究会を開いて，大学内のさまざまな分野の研究者

物理若手研究者の研究発表を併せた「研究者交流会」

の方と交流する機会を自分で作ることができること．

を開催いたしました．今まで，生物物理とあまり縁の

第二に，支部同士の連絡を通じて，大学の枠を超えた

なかった薬学，医学，化学科の研究者にも参加してい

人間関係，情報交換ができること．第三に，これらの

ただき，心の中で感涙いたしました．
曽田先生のご講演は大変好評で，曽田先生と北海道

幅広い人間関係を通じて，自分のセールスポイントを

大学の研究者には熱い討論と和やかな談笑を楽しんで

客観的に捉えることができることです．
これから，北海道支部長として，生物物理学若手の

いただきました．曽田先生は，どんな質問にも丁寧に

会，生物物理学の更なる発展のために努力する所存で

解説し，参考文献や勉強方法まで指南してくださいま

す．どうぞ，よろしくお願いいたします．

した．
曽田先生に，改めて御礼申し上げたいと存じます．
このような貴重な体験は，若手の会があったから可

若手の会北海道支部の活動
生物物理若手の会は，異なる研究を行っている研究

能だったと思います．すべての枠組みを越えた研究者

者のお互いの理解と交流を深めるという目標をもっ

同士の議論や情報交換を行える場を，大事に発展させ

て，活動しております．その為に，北海道支部は年に

ていくことにこれからも努力する所存です．

2 回，
「生物物理若手の会研究発表会」を行ってまい
展望

りました．この会では，生命科学に携わる院生や研究
者など多くの方々にきていただき，さまざまな分野の

北海道支部では，生命数理若手セミナーや生化学若

研究発表をもとに議論や研究交流を行っています．発

手の会との共同セミナーを企画しています．詳細は，

表については，特定のテーマを用意していませんが，

決まり次第若手の会 web サイト

多くの参加者が集まり，非常に盛り上がる発表会と

http://altair.sci.hokudai.ac.jp/biophyy/
に掲載いたします．

なっております．
しかし，特定の研究室からの出身者が多いことや，

北海道大学先端生命科学研究院生物情報解析科学研究室
修士課程 2 年 柴崎宏介

毎回来る参加者が決まっていて，新規参加者が意外に
少ない傾向があることを反省いたしました．

shibasaki_kou@mail.sci.hokudai.ac.jp
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グでは工学部，薬学部，ビジネススクール，理学部で
は計算機科学科，などが上位にランクし，研究中心の
大 学 で す． 生 物 学 科 で は タ ン パ ク 質 結 晶 解 析 の
Michael Rossmann 教授が 80 歳になる今年も元気に活

海 外 だより

躍され，私のオフィスは Rossmann 教授の隣で日々壁

from Purdue University, Indiana
Daisuke Kihara 研究室

ナーでゲノム中のフォールドの統計の話に触れた際，

越しに刺激を受けています．赴任してはじめてのセミ
Rossmann 教 授 自 ら に， デ ー タ ベ ー ス 中 の Rossmann
fold の分類に疑問があるんだ，と質問されて思わず数
秒息を飲んだのはいい思い出です．大学生，院生とも
アジアの各国を始めとする海外からの学生が多いた
め，アジア人にもとても住みやすい町だと思います．
大都市の派手さはないけれども，治安がよく，インタ
ビューの時にいわれた「治安がいいから車に鍵をかけ

はじめに
私は 1999 年に京都大学の金久研究室で博士号を取得

る必要がない」というある教授の言葉を信じて，キャ

した後，当時 Scripps 研究所にいた Jeffrey Skolnick 博士

ンパス内や町中では私は本当に車に鍵をかけないこと
が多いです．

（現在 Georgia Tech）のポスドクとして渡米，2003 年か
ら Purdue 大学（Indiana 州，West Lafayette）の生物科学

プロフェッサーの仕事

科と計算機科学科（併任）の Assistant Professor の職を

アメリカの大学では一般的に tenure-track のポジショ

得て，独立した研究室を構えることになりました．
2009 年に Associate Professor に昇進し同時に tenure（定

ンとしては Assistant Professor，Associate Professor と (Full)

年なしの終身在職権）を得て現在にいたります．バイ

Professor のランクがありますが，始めから独立した研

オインフォマティクスの立場からタンパク質の機能，

究室を構えるため基本的には皆対等で，強いていえば

配列，立体構造，相互作用の予測，解析の研究を行っ

department head だけが上司です．その自由さに漠然と

ています（http://kiharalab.org）．

憧れて職を得たものの，当然ながらそれは自己責任と
裏表です．自分のしたい研究をしてもいいけれど，き
ちんと毎年論文を出し続けることが要求されるのは当

ポスドク時代から求職活動へ
本当に早いもので渡米してもう 10 年以上になりま

然のことながら，NIH や NSF（National Science Foun-

す．渡米前は自分はある程度英語ができると思ってい

dation）といった Federal Grant を獲得しないとラボを

ましたが，ふたを開けてみると始めは日常生活の会話

維持できません．基本的には大学院生にも Research

にも事欠く始末．毎日がアドベンチャーゲームのよう

Assistant として給料を払う必要があるために，約 2 年

でしたが，いつの間にか無事に楽しく約 3 年が過ぎ，

分の初期資金が尽きるとグラントを獲得しないと学生

2002 年の秋，そろそろ次のステップを考える時期に

もいなくなり，論文が出なくなり，より一層グラント

なっていました．研究室にポジションを作ってもらっ

が取りにくくなるという悪循環に陥ることになりま

て残る話を断り，4，5 ヵ月の就職活動の末，幸いい

す．大学から支払われる教授の給料は基本的に授業を

くつかの大学からオファーをいただくことができ，春

することの対価のため，グラントがないと 3 ヵ月間の

になってから Purdue 大学への就職が決まったのでし

夏休みには自分の給料も出ません．NIH，NSF にはさ

た．その頃 Skolnick 研究室が移っていたニューヨーク

まざまなプログラムがあるため応募の機会は年 1 度だ

州バッファローから 1 人で車で 2 日かけてインディア

けではないものの，書くのに時間がかかるため実際の

ナにやってきたのは 2003 年の 8 月の始めでした．

応募回数は限られてくるし，採択率 5-15% の枠に名だ
たる全米の教授陣と競争して資金を獲得することを考
えると，最初は血の気が引く思いがしました．1 ヵ月

Purdue 大学
大学のある West Lafayette は隣接する Lafayette と合

もかけて書いたグラントもほとんどは落とされてその

わせて人口 9 万くらいの大学町で，シカゴまでは北へ

努力が記録にも残らないのには最初はかなり落胆しま

車で 2 時間半，州都のインディアナポリスへは南へ

したが，そのうちこれも仕事のうちと割り切れるよう

1 時間半弱のところに位置します．全米大学ランキン

になってきました．ただ，グラント審査の結果は講評
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と共に返却されるので，それを元に弱点を強化して次
にまた粘り強く応募することになります．落とされた
グラントの講評の中で誰だかわからないレビューワー
がほめてくれている場合もあって，手探り状態の中で
はそれが本当に嬉しくて，それを希望に応募し続けた
結果，現在では共同研究者にも恵まれ複数の NIH，
NSF グラントとその他の外部資金でラボを運営でき
ています．グラントの審査は厳しいけれども講評をさ
れるので，応募者が自分の研究が他と比べてどこが強
いのか徹底的に検討することにつながると思います．
また，自分と他の研究者の強みを足しあわせるような
共同研究を結果的に推奨することにつながっていると

Kihara Lab のメンバー（筆者は中央）

思います．
ラボ運営は個人商店の経営に似ています．義務（私
の場合週 3 回の授業と各種委員会）をこなしながら資

イデアが引き出されることを実感します．こちらの学

金を獲得し，学生やポスドクをリクルートし面接や履

部生は結構積極的で，大学院の入試に研究経験が重視

歴書からよさそうな学生を見極め，個々人の得手不得

されるせいもあると思いますが毎学期 5，6 人の学生

手に応じてプロジェクトをアサインします．学生とは

が研究をしたいといってコンタクトを取ってきます．

1 人ひとりと毎週必ず 1，2 度決めた時間にディスカッ

その中にはとても賢い子もいるし，彼らにパイロット

ションをして具体的に次にどのデータを取るか指示

プロジェクトをまかせることで自分も学ぶことができ

し，プロジェクトの方向を決めます．学会やワーク

て将来の研究テーマに幅が広がります．

ショップに出席して顔をつなぎ，自分の仕事のセール
競争と公平さ

スをするのも重要な仕事の 1 つです．
テニュアの審査は外部資金の獲得実績と論文の量と

アメリカは競争もあるけれどもチャンスも与えてく

質，授業の評価とその他の教育活動，学内や学外の委

れます．PhD を海外で取った外国人を自国人と同じ

員会や学会での活動が評価されます．さらに，学科の

採用枠で検討して普通に tenure-track の職を与える国は

テニュア審査委員会は外部の同じ分野の研究者 10 人

どのくらいあるのでしょうか．そのかわり，5，6 年

以上からの意見を求めます（誰に聞くのかは候補者に

後に tenure の審査で，業績の足りない人は契約を解除

は知らされない）
．私の場合は，学内で他にやってい

されます．そこにアメリカのサイエンスの原動力と懐

る人があまりいない分野で，またアメリカでは 1 つの

の深さ，厳しさがあると思います．

ラボでポスドクをしただけで全米に知り合いも多くな
アメリカにきてよかったこと

いため，微妙な状況になったときに学科内に強く支持
してくれる人がいるのか不安でしたが，そのため努め

いちばんよかったのは，自分のラボをまさに一から

て履歴書に記載する数（論文数，獲得資金総数・総

構築したという実感があることです．誰にも気兼ねな

額）は多めに揃えておこうと心がけていたので，ふた

く自分のアイデアで研究を進めることができる自由

を開けてみると問題なく通過しました．

も，ただし責任と緊張感に裏打ちされた自由も魅力で

大変なこともあるけれども，やりがいや楽しさもそ

す．半年くらいごとに何かの面で自分が成長している

れに比例してついてくると思います．やはり学生と

と感じることができるのも嬉しいことです．アメリカ

ディスカッションをして共同で研究を進めるのがいち

にきて本質的に悪かったことは特にありません．経験

ばん楽しいことです．私は生物，計算機科学科の併任

がまだまだ足りずいまだにアドベンチャーな毎日です

のため，両方の学科からの大学院生がうちの研究室に

が，エキサイティングな自由を日々楽しんでいます．

所属しています．その他工学部や統計学科の学生もく
木原大亮
dkihara@purdue.edu

ることがあって，異なるバックグラウンドの学生との

Purdue University

ディスカッションの中で面白そうなアイデアが浮かぶ
ことも多いです．話すことで相手からも自分からもア
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嚢胞性線維症
Cystic Fibrosis
CFTR の機能不全による分泌機能障害が原因で起こ
り，患者の多くは 30 代前半までに慢性気管支炎
による呼吸不全で死亡する常染色体劣性遺伝疾患．
白色人種は，約 20 人に 1 人の割合で病因となる
CFTR 遺伝子変異をヘテロで持ち，約 2500 出生に
1 人の割合で患者の出生がある．
（228 ページ）
（相馬ら）
単粒子解析
Single particle analysis
電子顕微鏡で撮影された精製タンパク質の数千か
ら数万に及ぶさまざまな方向を向いている単粒子
投影像を分類し，各グループごとに加算平均処理
による鮮明化を行って得られた単粒子の 2 次元像
からもとの 3 次元構造を再構築する構造解析法．
結晶サンプルを必要としない．
（229 ページ）
（相馬ら）
ASR
Anabaena sensory rhodopsin
真正細菌 Anabaena で光センサーの役割をすると
考えられている膜タンパク質である．構造はバク
テリオロドプシンなどの古細菌型ロドプシンと同
様だが，光反応，プロトン移動，情報伝達などで
他とは異なるユニークな性質をもつ．
（236 ページ）
（川鍋ら）
APOBEC3G
Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalyticpolypeptide like 3G
activation-induced cytidine-deaminase (AID) に 代 表
される cytidine deaminase に保存されたアミノ酸
配列（H-X-E-X23-28-P-C-X-C）を N 末端と C 末端に
有するタンパク質．（240 ページ）
（古川）
デアミネーション
Deamination
シトシンの 6 位のアミノ基 NH2 が脱離してカルボ

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

ニル基が導入され，ウラシルへと変換される反応．
（240 ページ）
（古川）
ハンチントン病
Huntington’s disease
不随意運動を主症状とする神経変性疾患で，国内
では 100 万人に 6 人が罹患している．変異 HTT タ
ンパク質が凝集体を形成し神経細胞内に蓄積する
ことで，転写・翻訳などのさまざまな細胞機能が
傷害を受け，神経を変性させると考えられている．
（242 ページ）
（古川）
TIA-1
T-cell-restricted intracellular antigen 1
分子量が約 40 kDa の RNA 結合タンパク質．N 末
端側に 3 つの RNA 結合領域が存在し，C 末端領域
は Q/N-rich な ア ミ ノ 酸 配 列 か ら な る． メ ッ セ ン
ジャー RNA の非翻訳領域に存在する U-rich な配列
に結合し，その翻訳を抑制する機能を有する．
（242 ページ）
（古川）
偽遺伝子
Pseudogene
ゲノム中で，正常な遺伝子の機能をもたない，ま
たは失った塩基配列のことを偽遺伝子という．機
能や発現に関する実験情報なしに偽遺伝子を，塩
基配列の特徴のみから同定するのはまだ難しい．
（252 ページ）
（黒田ら）
UniProt
Swiss-Prot，TrEMBL（欧 州 分 子 生 物 学 研 究 所，
EMBL の塩基配列を自動翻訳したアミノ酸配列）
，
PIR（Atlas of Protein Sequence and Structure（M.
Dayhoff 編集）をもとに創設されたデータベース）
を統合してできた世界でもっとも広範なタンパク
質のアミノ酸配列とその構造・機能・系統学に関
する情報データベースである．
（252 ページ）
（黒田ら）

